
○ 以下について具体策を策定（策定の成果は、健康・医療戦略（平成２６年７月２２日閣議決定）に反映）。
・ 新たな健康関連サービス・製品の市場創出のための事業環境の整備
・ 企業、個人等の健康投資を促進するための方策

○ 公的保険外のサービスを中心に、健康寿命延伸分野の市場創出及び産業育成を図るため、その対応策を官民一体となっ
て検討する「次世代ヘルスケア産業協議会」を健康・医療戦略推進本部の下に設置。

〈主な成果1〉 予防の投資効果（医療費・介護費、労働力、消費）に関する調査を実施し、各投資効果を試算。 ⇒（参考１）
〈主な成果2〉 ヘルスケア産業（公的保険外サービスの産業群）の市場規模の推計。 ⇒（参考２）
〈主な成果3〉 資本市場を活用し、優れた健康経営企業を評価・広報するため、「健康経営銘柄2017」を２４社選定。また、中

小企業等の法人における取組を顕彰するため、日本健康会議が「健康経営優良法人2017」を認定（大規模法
人部門で235法人、中小規模法人部門で95法人） ⇒（参考３）

〈主な成果4〉 医療・健康情報等を活用し、糖尿病の重症化予防等に向けた個人の行動変容を促す実証事業を実施。
⇒（参考４）

〈主な成果5〉 地域における自立的なヘルスケアビジネスの創出拠点となる「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」の設置
を推進。現在、全国５ブロック、１８府県、１５市で設置。各協議会のネットワーク化に着手。 ⇒（参考５）

〈主な成果6〉 ソーシャルインパクトボンド（ＳＩＢ）の案件形成を支援したほか、導入ノウハウ集を作成。 ⇒（参考６）

※ いずれも平成３０年３月末 現在

○ 平成３０年４月１８日に「第７回 次世代ヘルスケア産業協議会」を開催し、「アクションプラン２０１８」をとりまとめた。①保険
者機能を補完・充実する「健康経営」の推進、②健康情報を活用した行動変容を促すサービス創出、③地域資源等の活用に
よる地域ヘルスケア産業の創出、④自立的・持続的なヘルスケアビジネス創出に向けた仕組みづくり、⑤生涯現役社会の実
現 に向けた施策を実施。

設置の目的

これまでの取組及び主な成果

今後の方針

次世代ヘルスケア産業協議会のこれまでの成果等について
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構成員

○座長 永井 良三 自治医科大学 学長

○委員
相澤 孝夫 一般社団法人日本病院会 会長
上原 明 日本一般用医薬品連合会 副会長
大原 昌樹 四国の医療介護周辺産業を考える会 会長
落合 昭 株式会社コナミスポーツクラブ 代表取締役社長
荻野 勲 オムロンヘルスケア株式会社 代表取締役社長
北川 薫 新ヘルスケア産業フォーラム 代表
木村 毅 一般社団法人健康食品産業協議会 会長
斎藤 敏一 株式会社ルネサンス 代表取締役会長
櫻田 謙悟 一般社団法人日本経済団体連合会

社会保障委員長
佐野 雅宏 健康保険組合連合会 副会長
下田 智久 公益財団法人日本健康・栄養食品協会 理事長
末松 誠 国立研究開発法人日本医療研究開発機構

理事長

菅井 正一 日清医療食品株式会社 代表取締役社長
妙中 義之 国立研究開発法人国立循環器病研究

センター研究所 客員教員
武久 洋三 一般社団法人日本慢性期医療協会 会長
谷田 千里 株式会社タニタ 代表取締役社長
辻 一郎 東北大学大学院医学系研究科 教授
津下 一代 あいち健康の森健康科学総合センター

センター長
德田 禎久 北海道ヘルスケア産業振興協議会 会長
松永 守央 九州ヘルスケア産業推進協議会 会長
三村 孝仁 テルモ株式会社 代表取締役会長
森 晃爾 産業医科大学 産業生態科学研究所 教授
横倉 義武 公益社団法人日本医師会 会長

開催実績

 第１回 平成25年12月24日
 第２回 平成26年６月５日
 第３回 平成26年11月26日
 第４回 平成27年５月18日

 第５回 平成28年４月22日
アクションプラン２０１６について

 第６回 平成29年４月28日
アクションプラン２０１７について

 第７回 平成30年４月18日
アクションプラン２０１８について

次世代ヘルスケア産業協議会構成員・開催実績
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○関係府省庁 内閣府、内閣官房健康・医療戦略室、観光庁、スポーツ庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省（事務局）

※2018年4⽉18⽇現在
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（参考１）予防の投資効果（医療費・介護費、労働力、消費）について（試算結果概要）

• 国民の健康状態が動態的に変化する（例：X歳のがん発生率：a%(2000年)→b％(2020年）ことを前提とし
た新たな分析（内閣府ImPACTプロジェクト東京大学橋本英樹教授）を活用。各疾患分野における予防
対策を行った場合の60歳以上の医療費・介護費を試算（下記）。

• これに加えて、高齢者の健康度が向上すれば、間接的なインパクトとして、労働力と消費の拡大が見込
まれる。（最大840万人、1.8兆円／年（2025年）拡大）（粗試算）※１ ）。

試算結果

生活習慣病（一次予防） 130億円↓（医療費）

生活習慣病（二次・三次予防） 620億円↓（医療費）

がん（一次予防） 360億円↑（医療費）※３

フレイル・認知症（一次予防）
320億円↓（医療費）
+ 3.2兆円↓（介護費）

予防を行った場合の2034年の60歳以上の医療費・介護費※２への影響

（参考）現状維持した際の60歳以上の医療費・介護費の推計結果
医療費：2013年：約19.5兆円 → 2022年：約20.8兆円 → 2034年：約21.5兆円 → 2046年：約20.0兆円
介護費：2013年：約9.6兆円 → 2022年：約12.5兆円 → 2034年：約14.5兆円 → 2046年：約13.8兆円
• 医療費・介護費の将来推計は、インフレや技術高度化による増加要因（医療費では過去年1~3％程度で推移）は含まない前提。仮に年率2%

で増加した場合、20年後には約1.5倍に増加。

※１ 労働力・消費の出典：「経済産業省平成27年政策評価事業（日本経済の中長期な変革とリスクに関する調査）」
65-74歳の高齢者が現役世代並みに働け、75歳以上の高齢者が65～74歳並みに働けると仮定した場合

※２ 介護費については、フレイル・認知症の一次予防を行った場合について、試算を実施
※３ がん一次予防は2034年でがん患者を約4万人程度減少させるが、その他疾患に関連した医療費が増加するため、全体として
は増加



（参考２）ヘルスケア産業（公的保険外サービスの産業群）の市場規模の推計

 2016年のヘルスケア産業市場規模は、約25兆円、2025年には約33兆円になると推計された。
 ただし、今後、新たに産業化が見込まれる商品やサービス等（例えば健康志向住居や健康関連アドバ

イスサービス）は含んでいない。ヘルスケア産業政策の動向等を踏まえ、随時見直しを行っていく。
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⺠間保険 患者向け
商品・サービス

要⽀援・要介護者
向け商品・サービス*

終活

看取り

周辺サービス
（未算出）

ヘルスケア産業
（患者/要⽀援・要介護者の⽣活を⽀援するもの）

約15.8兆円 約20.6兆円
16年 25年機能補完*

健康経営
関連

癒

住

⾐

遊・学
⾷

運動

測

予防

知 睡眠

ヘルスケア産業
(健康保持・増進に働きかけるもの)

約9.2兆円 約12.5兆円
16年 25年

＜出典＞経済産業省委託事業
*データの制約上、公的保険が数兆円規模で含まれている

公的医療保険・介護保険

地域包括ケアシステム

疾患/介護共通
商品・サービス



（参考３） 健康経営に関する顕彰制度

＜「健康経営銘柄2018」選定企業一覧＞
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住友林業
ベネフィット・ワン
味の素
ワコールホールディングス
花王
塩野義製薬
テルモ
コニカミノルタ
バンドー化学
TOTO
JFEホールディングス
フジクラ
リンナイ
ダイフク
デンソー
凸版印刷

＜「健康経営優良法人2018」発表会の様子＞

キヤノンマーケティングジャパン

丸井グループ
みずほフィナンシャルグループ
リコーリース
大和証券グループ本社
東京海上ホールディングス
フジ住宅
東京急行電鉄
ANAホールディングス
SCSK

○健康経営に積極的に取り組む企業を株式市場で評価する仕組みを構築するため、平成26年度から、東京証券
取引所と共同で「健康経営銘柄」を選定する取り組みを開始。平成30年2月に、第4回目となる「健康経営銘柄
2018」として26社を選定。選定に用いる健康経営度調査には、過去最高の1,239社(法人)からの回答があり、社
会からの関心の高まりが見受けられる。

○更に、健康経営を「企業文化」として定着していくために、平成28年度には、上場企業に限らず優良な健康経営
を実践する企業等を顕彰する「健康経営優良法人認定制度」を創設。平成30年2月に、日本健康会議が第2回
目となる「健康経営優良法人2018」を認定。

○今回は、前回の倍以上となる大規模法人部門で541法人、中小規模法人部門で776法人を認定。



 平成28年度の実証事業の結果を踏まえ、平成29年度より3年間、⽇本医療研究開発機構（AMED）の研究
事業を実施中。「IoT等活⽤⽣活習慣病⾏動変容研究事業」

 ⽇本糖尿病学会が参加し、2,000名程度の糖尿病軽症者を対象としたランダム化対照試験による⼤規模臨床試
験を開始。健康情報を活⽤した⾏動変容サービスに係る科学的根拠（エビデンス）の構築を図る。

 あわせて、平成28年度に策定した「健康情報等交換規約定義書」（交換規約）により、介⼊研究を通じて得られ
る質の⾼い健康情報等を収集・解析し、⽣活習慣病改善等に資する⾏動変容サービスの⾼度化につながる⼈⼯
知能（AI）アルゴリズムの開発等を⽬指す。

 平成30年度からは、糖尿病に加えて、その他の⽣活習慣病分野（⾼⾎圧・脂質異常症等）や介護予防分野等
におけるユースケースの構築を⽬指し、実証研究を開始する。

【事業の概要】

共通データベースに
データを蓄積

データ解析⼿法や
基礎アルゴリズム等の研究開発

【交換規約を介したデータ収集イメージ】

健康情報等を活⽤した
ヘルスケア産業の創出・⾼度化

歩数計、
体重計等

セルフモニタリング
プッシュ通知

デバイス
データベース

クラウド
データベース

参加者

医師、保健師等

参加者の⽇々のデータをもと
に、療養指導・保健指導し、
⾏動変容を⽀援

がんばっておられ、
うれしゅうござい
ます。

⾎液検査
データ等

「交換規
約」により
質の⾼い
健康情報
等を統合
的に収集

研究フィールドA

研究フィールドB

…

研究フィールドX

臨床研究
データサーバ

*「あいち健康の森健康科学総合センター」センター⻑ 津下⼀代先⽣が企画・開発。

（参考４） 健康・医療情報の利活⽤による⾏動変容の実現

「七福神アプリ*」
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地域版次世代ヘルスケア産業協議会アライアンス

【活動内容（案）】
✓地域×省庁
地域の実情を共有、関連施策の共有、政策等への反映等

✓地域×地域
関係省庁との対話による地域間の情報共有、関連政策の把

握、ビジネスマッチング 等
【メンバー（案）】
・経済産業省（主催）、厚生労働省などの関係省庁
・地域版次世代ヘルスケア産業協議会、自治体 等

【オブザーバー（案）】
・全国知事会、全国市長会、全国地方銀行協会 等

【開催時期（案）】
・平成30年７月ごろ

（参考５）地域版次世代ヘルスケア産業協議会のネットワーク化

 地域版次世代ヘルスケア産業協議会は、自治体や医療・介護関係者、事業者等の信頼関係を更に重
視しながら、①地域発の新しいヘルスケアサービスの創出や②地域のヘルスケアサービスの振興によ
る地域包括ケアシステムの補完、③地域内外のヘルスケア事業者に実証フィールドを提供し、併せて
地域住民がその効果を享受することができる体制の整備などを目的とした当該協議会の設置の促進
を図っていく。

 また、各地域版協議会と関係省庁が定期的に対話できる場を設置（平成30年度）し、地域版協議会と
関係省庁が、地域課題や解決策、その解決策に資する関係省庁の施策の共有等を図っていくことで、
地域版協議会の機能が発揮できる環境の整備に取り組んでいく。
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地域版次世代ヘルスケア
産業協議会 38団体

＜期待される効果＞

・地域の実情を政策に反映

・地域ケア会議等との連携促進

・地域間での課題、その解決策の共有

・地域内外のビジネスマッチングの機会創出

・ビジネスフィールドの拡大 等
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 平成28年度に案件形成を支援した神戸市及び八王子市において、SIB事業を平成29年度から開始。

 大規模(広域)のSIB導入モデルの案件形成を支援。広島県において県と市町の連携による「大腸がん
検診受診率向上」分野でのSIB事業を平成30年度から実施予定。
また、事業者・自治体主導で、県域を越えた市町連携での広域連携モデルの案件形成が進捗中。

 SIBの導入促進に向けて、神戸市及び八王子市の事例等を踏まえ、SIB導入のノウハウ集を作成。

 自治体、金融機関、サービス提供事業者を対象に、関係省庁も登壇の上、SIBの仕組みや各府省庁の
取組の情報提供のためのセミナーを開催。

＜SIB導入ノウハウ集＞

（参考６）ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）の普及促進

＜広域連携事例の概要＞

 SIBとは
 新たな官民連携手法としてのSIB
 地方公共団体におけるSIB導入の意義
 SIB事業実施の目的
 SIB事業化フロー
 STEP１ 対象テーマの設定
 STEP２ 可能性調査
 STEP３ 予算化のポイント
 STEP４ 公募資料作成
 STEP５ 事業者選定
 STEP６ 事業実施
 （参考）資金調達手法に関する事例

広島県＋市町 兵庫県川⻄市・新潟県⾒附市・
千葉県⽩⼦町

実施期間 3年間（評価期間2年含む） 5年間（評価期間2年含む）

事業内容
対象者の過去の検診・検査情報を⼈
⼯知能を活⽤して分析。オーダーメイド
の受診勧奨を⾏い、⼤腸がん早期発
⾒者数の増加を図る。

健康無関⼼層を⾏動変容させるヘルスケア
事業（健幸ポイントプログラム、⽣活習慣病
予防プログラム等）を⾏い、健康づくりを促進
する。

サービス対象者 各市町国保加⼊者 各市町の成⼈（約1割の参加を⽬標）

サービス提供者 保健指導事業者 株式会社タニタヘルスリンク、
株式会社つくばウェルネスリサーチ

資⾦提供者
未定※サービス提供者確定後に決定
（機関投資家、⾦融機関、財団、個
⼈投資家等）

常陽銀⾏、機関投資家、市⺠・地元企業等

案件組成⽀援 ケイスリー株式会社 株式会社つくばウエルネスリサーチ
筑波⼤学


