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（九州ヘルスケア産業推進協議会（HAMIQ））

協議会の概要

（目的）九州地域における「健康寿命が延伸する社会の構築」の実現
・医療･福祉機器の高度化、地域特性を踏まえた新たなサービスの発現
・医療･福祉機器関連産業及び医療･介護周辺サービス産業の創出と
集積、積極的な海外展開
・ヘルスケア産業の先導的地域としての発展
→ヘルスケアビジネスを振興するハブ機能を持った団体として、専門性を持った多様な機関との連携による新規参入・
新事業創出、国のヘルスケア産業戦略の九州における実装を図っている。

事務局

（一財）九州オープンイノベーションセンター
TEL：０９２－４１１－７４５０
FAX：０９２－４７２－６６０９
E-mail：hamiq.info@koic.or.jp

 九州７県

 設立：平成２５年７月４日

主な会員 （会員数：１７４企業・団体・個人 ※令和２年９月末時点）

医療・介護関係機関 医療機関 計１７機関

ヘルスケア関係 医療・介護サービス、製造、ICT、卸小売業等事業者

金融機関 福岡ひびき信用金庫、福岡銀行、西日本シティ銀行、みずほ銀行

大学・研究機関 九州歯科大学、九州大学、九州大学大学院、産業医科大学、大分大学

行政機関 九州各県・各市町村等 計４０機関

＜組織体制＞
会長：松永 守央（（公財）北九州産業学術推進機構 理事長）
副会長：住吉 修吾（旭化成メディカル（株）代表取締役社長）
代表幹事：有江 勝利（正興ＩＴソリューション（株）代表取締役社長）
顧問：米田 健三（九州経済産業局長）、

麻生 泰（（一社）九州経済連合会 会長）



PRポイントPRポイント（協議会の特徴・推進しているヘルスケアサービス、今年度の活動予定など）

＜支援プログラムの特徴＞

１．４つのステークホルダーとの連携によるヘルスケア産業の支援と新規参入の支援

・医療現場と機器の製造現場を連携し、ニーズに沿った製品等の開発を行う「医工連携」、

・AMEDの専門家や企業・大学等との連携により企業等のシーズの事業化を支援する「専門家連携」、

・県の産業支援機関のマネージャー等と連携して企業の課題を解決する「コーディネーター 連携」、

・九州経済産業局の海外とのネットワークと企業等との連携による「海外展開支援連携」

２．デジタルヘルスケアの推進

・新型コロナウイルス対策としても注目されているオンライン診療

・診療のコア技術である画像処理・診断技術を有する企業・大学等とIoMT（Internet of Medical Things)学会

との連携によるデジタルヘルスケア分野への新規参入の支援

基本理念と目指すべき方向



PRポイント昨年度、もしくはこれまでの活動実績

＜主な活動内容＞
１．ネットワークの強化
○情報発信（“ヘルスケア産業づくり”貢献大賞、ヘルスケア交流DAY）
○専門家によるハンズオン支援（マッチング等個社支援）

２．医療・福祉機器関連産業の競争力強化
○九州地域医療機器産業等支援グループの創設（グループ会合）
○広域ビジネス支援マッチング事業（マッチング会、展示会出展）
○事業化支援の強化事業（AMED拠点として企業相談対応）
○日本医学会と産業界とのマッチング事業
○医療機器開発等の人材育成支援（自治体との連携セミナー）
○医療機器産業高度化等促進事業（大学等との連携プロジェクト構築支援）

3．ヘルスケアサービス産業の創出
○サービス事例集制作事業（先進事例やロールモデルの紹介）
○オープンイノベーション事業（九州厚生局との連携セミナー）
○サービス産業創出・実証推進事業（プロジェクト組成等の個社支援）

HAMIQヘルスケア交流DAY2019
〔2019.6)

専門家グループ会合
（年8回開催）

事例集
〔年2回発行〕

展示会出展
（2019.6）

台北市醫療器材商業同業公會（TMICA）
との意見交換会（記念撮影）（2018.8）



（長崎県の介護周辺・健康サービスを考える会）

協議会の概要

✓ 超高齢社会の進展や健康意識の高まりを背景に、介護保険制度等の公的制度の適用外となる新サービスの創出と質
の向上、利用者への周知による需要の掘り起こし等に向けた検討を行うため、平成26年9月に「長崎県の介護周辺・
健康サービスを考える会」を設置し、産業としての育成・定着を図ることを目的として活動しています。

✓ 「考える会」で検討された方針を具体的に推進するため、「介護周辺・健康サービス関連ビジネスの立ち上げを考える部
会」と「健康長寿部会」を設置。ヘルスケアサービスに取り組む県内事業者間の連携や認知度向上を図るプラットフォー
ムを構築するとともに、そこから生まれるビジネスモデルを中心に事業化を支援しています。

事務局

長崎県産業労働部経営支援課
TEL：095-895-2653
FAX：095-895-2580
E-mail：s05570@pref.nagasaki.lg.jp

◆ 地域：長崎県

◆ 設立：平成26年9月8日

主な会員 （会員数：5企業・団体 ※令和2年10月1日時点）

医療・介護関係機関 まちだ歯科クリニック

ヘルスケア関係 ㈱カーブスジャパン、㈱堀内組

金融機関

大学・研究機関 長崎県立大学

行政機関 長崎県産業労働部



PRポイントPRポイント（協議会の特徴・推進しているヘルスケアサービス、今年度の活動予定など）

✓ 離島・半島といった地理的な特性や、観光等の産業上の特性を活かしたヘルスケアサービスの創出に取り組んでおり、
ご興味のある企業、団体等のご加入をお待ちしています。

✓ 特に、「食」「運動」「旅行」をテーマとしたヘルスケアサービスの創出に取り組んでいます。

✓ 令和2年度においては、異業種連携、地域資源の活用をキーワードに、国内の先進事例のプレーヤーを講師に招いたセ
ミナーを開催し、そこでの気づき等を元にワークショップ形式で事業者同士がアイデアを出し合い、複数事業者によるチー
ム組成を行います。加えて、チームによる事業計画の策定、実践までを一気通貫で支援します。

（具体的な取組内容）

・先進事例セミナー・ワークショップの開催

・複数事業者によるチーム組成

・事業計画の策定・実践支援

✓ セミナー・ワークショップの開催情報など、最新情報はこちらをご覧ください。

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/shogyo-servisegyo/sa-bisu/kaigosyuhen-potal/

セミナー、ワークショップの場を活用した事業者同士のマッチングにより、チーム組成
→ 組成した事業者チームの事業計画策定・実践を専門家が伴走支援

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/shogyo-servisegyo/sa-bisu/kaigosyuhen-potal/


PRポイントこれまでの活動実績

✓ 平成29年度に経済産業省の「健康寿命延伸産業創出推進事業」を活用し、”人生の最終段階まで心残りなく生きき
るためのサービス創出”をテーマとした「遊休看護師の活躍によるハッピーエンディング（自宅での終息）プロジェクト」を実
施し、多様な職種が連携し補完し合うことで、高付加価値のサービスを提供できる体制を構築しました。

✓ 複数事業者による異業種連携のチーム組成・事業計画策定・実践支援により、平成31年度に以下の4件について事
業化を行いました。

・「ヘルパーサポート型ユニバーサルツーリズム」 ながさき福祉事業協同組合 ほか

・「高齢者向け介護予防運動『e-うんどう®』システム」 株式会社e-エクササイズ ほか

・「ナースによる遠隔対応『N4』」 特定非営利活動法人「N4」 ほか

・「甘酒から始めるアンチエイジング」 株式会社咲吉 ほか

複数事業者によるチーム組成を行うワークショップや、各チームによる新たなヘルスケアサービスの事業化報告会の様子



佐世保市健康寿命延伸推進協議会

協議会の概要

 佐世保市の地域課題・地域特性を踏まえた「生涯現役社会」を作り上げてライフステージや個人の健康状態に応じた
健康づくりを社会全体で支援する体制づくりに加え、医療・介護周辺のヘルスケアビジネスを創出することにより、地元の
雇用・地域経済への貢献を目指す

 食や運動などの分野でみなさんの健康づくりを応援し、「健康経営」を推進し、会社や職場からも健康づくりの働きかけを
行う

事務局

佐世保市 保健福祉部健康づくり課
TEL：0956-24-1111
FAX：0956-24-1346
E-mail：kenkou@city.sasebo.lg.jp

 地域：長崎県佐世保市
設立：平成29年3月

日本地図の該当
部分を赤い○で
囲んで下さい。

主な会員 （会員数：１０８企業・団体 ※令和２年９月３０日時点）

医療・介護関係機関 佐世保市医師会、佐世保市歯科医師会、佐世保市薬剤師会等

ヘルスケア関係 大塚製薬株式会社等

金融機関 十八親和銀行、九州ひぜん信用金庫

大学・研究機関 長崎国際大学

行政機関 佐世保市（保健福祉部）



PRポイント昨年度、もしくはこれまでの活動実績

 ラジオ体操させぼ弁バージョンを作成、当協議会ホームページにて公開し、音声ファイル及び動画ファイルを配信。
 健康づくりの機会提供するイベントとして、「させぼde健活」（1日）及び1ヶ月間キャンペーンとして、「けんこうマンス」を
実施し、飲食店で健康を意識したメニューの提供やフィットネス体験等を提供。

 健康サポートアプリ「健康サセボーン」を利用した、佐世保市在住・在勤者を対象とした健康ポイント事業の実施。
（令和元年10月1日～12月31日1,202名参加）

 協議会会員を対象に、健康経営アドバイザー取得のための受講料を負担。
 健康経営セミナーの開催。
 健康経営支援メニューを会員へ周知。会員が同メニューを受講する場合に補助（上限１万円）を行う。



熊本県産業振興協議会 健康サービス産業部会

協議会の概要

 熊本県内の健康サービス産業関連企業や県内大学等の研究者、県内医療機関、熊本県等との連携により、科学的
根拠に基づく健康サービスを推進し、熊本県の健康サービス産業の振興を図ることを目的に各種事業を行っている。

事務局

一般社団法人熊本県工業連合会内
TEL：096-285-8131
FAX：096-214-2030
E-mail：khsi@kenkoren.gr.jp

 地域：熊本県 熊本市

 設立：平成19年1月25日

主な会員 （会員数：７９企業・団体 ※令和2年5月1日時点）

企業 リバテープ製薬㈱、㈱再春館製薬所、㈱峯樹木園 等

医療・介護関係機関 熊本総合病院、熊本総合リハビリテーション学院、医療法人谷田会 等

ヘルスケア関係 ㈱くまもと健康支援研究所、㈱阿蘇ファームランド 等

大学・研究機関 熊本大学、東海大学、崇城大学、尚絅大学 等

行政機関 熊本県（産業支援課）、熊本市（新産業振興班）等



PRポイントPRポイント（協議会の特徴・推進しているヘルスケアサービス、今年度の活動予定など）

 当部会では、会員である県内企業・団体が「健康」をキーワードに産学連携や医・農・商・工連携
等の取り組みによる事業化する質の高い健康志向（=oriented）の製品・サービスを支援するた
め、「くまもと健康志向型プロダクツ（ＥＯＨ）」として認定する制度を行っています。

・この制度は平成２２年度より開始し、令和２年度は４製品の認定を行い、現在までに製品３0

件、サービスは３件、計３3件が認定されています。

・認定された企業は、認定証を授与され、商品パッケージやカタログにＥＯＨ認定ロゴ（くまモンマ

ーク）表示が可能です。また認定事例集の作成、部会ＨＰ等での紹介、首都圏展示会へ出

展割引等も行い、県内外の各種イベントに向け商品・サービスのＰＲ機会を設け

、企業の販路開拓に努めています。

くまもと健康志向型プロダクツ
（ＥＯＨ）認定マーク



PRポイント昨年度、もしくはこれまでの活動実績

・企画・情報発信事業
部会に係る企画および運営並ぶに健康サービスに関する情報発信、調査・研究および提言などの取り組み
→くまもと健康志向型プロダクツ（ＥＯＨ）認定事業の実施要項の策定、部会パンフレット作成 等
・連携構築促進事業
産学官、異業種間および会員間当の連携を促進する取り組み
→産学交流イベント、農商工連携推進事業 等
・販路開拓支援事業
会員企業の商品及びサービス等の販路開拓を支援する取り組み
→大都市圏における健康関係展示会出展、各事業のＰＲ及び普及促進 等
・新事業開発・品質向上支援事業
会員が行う新事業開発ならびに商品・サービスの質の向上などを促進する取り組み
→「くまもと健康志向型プロダクツ（ＥＯＨ）」認定、分析費用に対する補助、その他フォローアップ 等
・人材育成事業
健康サービス産業に関する塵埃育成の取り組み
→崇城大学研究講座との連携による「フードバイオ人材育成」プログラム開催 など

販路開拓支援事業(展示会出展) 販路開拓支援事業(セミナーの開催) 新事業開発・品質向上支援事業(フォーラムの開催)



ウエルネスシティこうし

協議会の概要

 「ウエルネスシティこうし」は、健康寿命の延伸を実現するため関係機関が連携し、公的保険外のサービスを活用したセル
フメディケーションを推進することにより、新ヘルスケア産業市場の活性化及び異業種間連携新事業創出事業を行うこと
を目的として設立された。

 「健幸都市こうし」を掲げている合志市の市民が、日常的・自発的に健康活動に取り組むためのきっかけづくりを行い、慢
性期医療にかかる費用を、予防・疾病管理にシフトし、健康増進による医療費の抑制を目指す。

事務局

ウエルネスシティこうし事務局
TEL：096-288-5629
FAX：096-288-5639
E-mail：support@wellness-koshi.jp

 地域：熊本県合志市
 設立：平成27年9月18日

関係機関 （会員数：14企業・団体/利用会員：4,202名 ※令和2年10月1日時点）

事業企画・広報
熊本県合志市 （秘書政策課）、日本ユニシス株式会社、ルネサンス株式会社、
Kuru-Lub株式会社

学術機関 国立大学法人熊本大学

医療機関 公立菊池養生園診療所



PRポイントPRポイント（協議会の特徴・推進しているヘルスケアサービス、今年度の活動予定など）

・ スポーツ庁の「スポーツによる地域活性化推進事業（運動・スポーツ習慣化促進事業）」を活用し、医療・スポーツ指導

の専門家と連携して市民を中心とする170名の方を対象にオリジナルの運動指導指示書と実践プログラム（カラダ健康

プログラム）を構築するモデル実証を行う。事前・事後で体組成測定と血液検査を行い、プログラム実施前後の対象者

の健康状態の改善、運動意識向上による運動・スポーツの習慣化の実現を目指すプログラムの実施。（R2.8月～）

・ コロナ禍においてもソーシャルディスタンスを保ちながら、だれでも気軽に参加できるイベントとして、活動量計（ウェアラブル

端末）を装着し、日々の暮らしの中でウォーキングやランニングなどの健康活動量を計測して競い合う、バーチャルウォーキ

ング大会を実施。参加者466名。（R2.9月～）

・ 合志市内の60歳以上の方を対象に電動アシスト自転車を一定期間貸し出す、電動アシスト自転車普及促進事業を

実施。高齢者の行動パターンのデータを取得し、このデータを基に新しい健康サポートサービスの提供に役立てる。また、

高齢者に日常の移動手段として電動アシスト自転車の利用を検討してもらうことで、運転免許返納の促進および健康

増進に繋げる。（R2.10月～）

・ 健康に関するワンコインセミナーを拠点であるルーロ合志で実施。（全2回）

・ アナログな生活や健康情報を、カルテとしてデジタル化した健康データを利活用するためのマイライフカルテDBの構築。

バーチャルウォーキング→
大会（イメージ）

←スポーツによる地域活
性化推進事業
（カラダ健康プログラム） ←活動量計

（ウェアラブル端末）



PRポイント昨年度、もしくはこれまでの活動実績

✔ リレーマラソン大会・ウォーキング大会の開催
毎年春にはリレーマラソン大会、秋にウォーキング大会を開催しており、H31年度（R1年度）はリレーマラソンに203
チーム・1,865名、ウォーキング大会に716名が参加した。

✔ 「こうし市よかとことこウォーキング」サービスの実施
利用会員カードを持って専用のウォーキングコースを歩くことで歩行距離や歩行時間を蓄積管理できる「こうし市よかとこと
こウォーキング」サービスを導入し、歩行距離1kmに対して1ポイントを付与し、合志市内の物産館「クラッシーノマルシェ」
において1ポイント＝1円にて利用できる環境を整備。

✔ 健康教室 「ウェルカム元気の森」の開催
健康づくりを継続して行う場所づくりと仲間づくりをサポートすることを目的として、元気の森公園を中心に、体組成測定と
筋力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(ラダーやヨガ)や脳トレエクササイズなどの健康教室をH31年度(R元年度)は全5回開催し、計131名が
参加した。

✔ こうし市民まつりへの健康ブースの出店
血圧測定、体組成測定や医師による無料相談を行ったり、子宮頸がんの啓発ブースを設置し、市民の健康意識の向
上を図る取り組みを行った。計710名が体験した。

よかとことこ
ウォーキング

健康教室「ウェルカム
元気の森」実施風景

こうし市民まつり
健康ブース

ICポイントカード



鹿児島市新産業創出研究会 ヘルスケア産業部会

協議会の概要

 鹿児島市の商工業振興の方向性の１つである「かごしまの将来を牽引する新たな産業の創出」に向け、産官学連携の
もと平成23年度に設立した「新産業創出研究会」において、地域の特性や資源等を生かした「食」、「ヘルスケア」、「環
境」分野のビジネスモデルを策定し、各ビジネスモデルの具体化に向けた企業コミュニティを設置・運営。

 運営する企業コミュニティの一つである「ヘルスケア産業部会」においては、健康寿命延伸に寄与するヘルスケアビジネス
創出に向けた取組を推進。

事務局

鹿児島市 産業局 産業振興部 産業創出課
TEL：099-216-1319
FAX：099-216-1303
E-mail：san-sousyutu@city.kagoshima.lg.jp

 地域：鹿児島県 鹿児島市

 設立：平成24年6月26日

主な会員 （会員数：92企業・団体 ※令和2年9月30日時点）

行政（部署名） 鹿児島市（産業創出課）

医療・介護機関
社会医療法人緑泉会 米盛病院 、 社会医療法人博愛会 相良病院
公益社団法人鹿児島共済会 南風病院 、 医療法人明輝会 など

ヘルスケア関係など、民間事業者
(株)True Balance 、 (株)セイカスポーツセンター 、 (株)カクイックス、
(株)南日本情報処理センター 、 (株)南日本薬剤センター 、(株)KAGO食スポーツ など

大学・研究機関・金融機関 －

その他（団体） 全国健康保険協会鹿児島支部

mailto:san-sousyutu@city.kagoshima.lg.jp


ヘルスケア・アクセラレーターによる
支援（伴走支援）

PRポイント

 鹿児島市では、平成27年12月に策定した地方版総合戦略の重点戦略の１つに「健“高” 医“良”都市の創造」を掲
げ、その主な施策として「健康分野に関する新たな産業の創出」を推進。

 平成27年度は、経済産業省の「健康寿命延伸産業創出推進事業」を活用し、「抗加齢」をテーマとした「かごしま
アクティブエイジングツーリズム構築事業」を実施。

 平成30年度から、「ヘルスケアニーズの探索・深堀」、「ビジネスアイデアの発表」、「ヘルスケア・アクセラレーターによる事
業化支援」を一体的に実施する「ヘルスケアビジネス・アクセラレーションプログラム」を実施。

 サービスや製品の開発、実証事業に対する補助金

◆ 新製品・サービス創出事業（2か年度で250万円×2件）

・ 健康寿命の延伸や地域包括ケアシステムの構築に資する新たなヘルスケアサービスや製品を創出する取組

・ 既存の事業分野と、新たな技術や異なる事業分野とのかけ合わせにより、「食・ヘルスケア・環境」分野での新たな

サービスや製品を創出する取組

◆ 新たな製品やサービスの創出に要する経費（40万円×1件）

・ 抗加齢（アンチエイジング）や健康増進に関心のある層をターゲットとしたツアーや、滞在型の体験プログラム

・ 現役世代（主に２０歳から６０歳まで）に対する生活習慣病等の予防サービス

・ 高齢者に対する運動、生活支援、見守り等の公的保険外サービス

ヘルスケア・アクセラレーターによる
支援（講義）



その他の活動内容（令和２年度の取組予定）

 セミナーの開催

ヘルスケア分野に特化したビジネスセミナー（年2回）や、新規事業開発に関するセミナー（年2回）を開催

 産業振興アドバイザーによるサポート

産学間・企業間のマッチング、ビジネスプランのブラッシュアップを支援

 「事業創造支援プログラム」の実施

大きな成長を目指すスタートアップ創出の機運を高めることを目的に、成長意欲の高い起業家や第二創業を目指す若手経営者等に

対し、スタートアップの立ち上げ方を学ぶことができる機会を提供する事業創造支援プロジェクトを実施

 少人数制産学マッチングイベント「かごしまTechミーティング」の開催

産学連携の“きっかけづくり”を目的に、「鹿児島大学産学・地域共創センター」との共催により、産学連携に積極的な大学研究者と

企業が、“近い距離で双方向”に、ニーズ・シーズをディスカッションできるオープンな”場”を定期的に開催

（全8回。10月以降、毎月2回）

 クラウドファンディングを活用したテストマーケティングや資金調達の支援

クラウドファンディングを通じたテストマーケティングや資金調達を希望する市内の起業家や中小企業に対し、資金調達の成功に向けて

提携するクラウドファンディング事業者による個別サポートを実施

 国（経済産業省・中小企業庁等）・県等の競争的資金に関する情報提供

ビジネスセミナーの開催 「事業創造支援プログラム」の開催
（オープンセミナー）

「かごしまTechミーティングの開催「事業創造支援プログラム」の開催
（個別メンタリング）
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