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人事、予算、経済・産業に関する調査・統計などを所管
約７００人

経 済 産 業 省（定員約８，１００人）

経済構造改革の推進、産業政策などを所管
約２００人

通商の振興、経済協力、貿易管理などを所管 約３００人

産業技術政策、標準、環境などを所管 約３００人

製造産業などを所管 約３４０人

情報通信産業、商業、流通業などを所管 約３５０人

石油、電力、ガスなどのエネルギーの安定供給政策や省エネルギー・新エネルギー政策などを所管 約４７０人

産業財産権（工業所有権）制度の企画立案と審査・審判、商標登録などを所管 約２，９００人

中小企業の育成、発展に関する事務などを所管 約２００人

関東経済産業局について（組織）

北海道経済産業局

東北経済産業局

中部経済産業局

近畿経済産業局

中国経済産業局

四国経済産業局

九州経済産業局

関東経済産業局
通商に関する政策などを所管 約２００人

３４４人
(全経済産業局
定員の約２割)

※本省 約２，４００人 ※経済産業局 約１，８００人

大臣官房

経済産業政策局
地域経済産業グループ

通商政策局

貿易経済協力局

産業技術環境局

製造産業局

商務情報政策局
商務流通グループ

資源エネルギー庁

特許庁

中小企業庁

○所在地
さいたま新都心

○管轄区域
茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、
神奈川県、新潟
県、山梨県、長野
県、静岡県
（１都10県）
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下請代金検査官室／中小企業相談室／消費税転
嫁対策室

クリエイティブ・コンテンツ産業室／商業振興室／大規
模小売店舗法相談室

商品取引室

次世代産業課について

情報公開・政策評価室／広報・情報システム室

産業人材政策課

地域振興課

新規事業課

地域経済部

情報政策課

特許室産業技術課

地域経済課

アルコール事務所 新潟

企業立地支援課

消費者相談室／製品安全室

アルコール室

金融連携推進室／競争環境整備室／消費税転嫁
対策室

監査室／総合エネルギー広報室／地域エネルギー振
興室資源エネルギー環境課

環境・リサイクル課

電力事業課

資源・燃料課

ガス事業課

省エネルギー対策課

通商事務所

資源エネルギー環境部

東京、横浜

新エネルギー対策課

次世代産業課 ヘルスケア産業室（医療機器・バイオ・健康
産業）／航空宇宙産業室

※平成25年4月1日新設

4部28課21室3事務所体制（職員数344名）

企画課

会計課

総務企画部

産業振興課

国際課

商務・取引信用課

産業部

製造産業課

流通・サービス産業課

中小企業課

総務課

調査課

消費経済課

中小企業金融課

経営支援課
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背景及び政策の方向性
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0  〜 14  歳

15  〜 64  歳

65  〜 74  歳

75  〜 84  歳

85  〜 歳

将来推計実績

超高齢社会の課題

• 社会の高齢化率が急速に高まる中、社会保障費の拡大が財政を圧迫する要因となるとともに、
労働力の減少に伴う経済活動の停滞が懸念される。

• 他方、６５歳以上の高齢者人口は横ばい。急速な高齢化は若年層の減少が原因。

超高齢社会の懸念

① 社会保障費の増加による
財政の圧迫

② 生産年齢人口の減少に
よる労働力の低下

③ 介護離職による労働力の
更なる低下

【日本の将来人口推計】

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」、総務省「人口推計」より経済産業省が作成

高齢者
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社会保障給付費の推移

【国民医療費の見通し】

介護費

【社会保障給付費の推移】 118.3兆円
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2011年度 2014年度 2025年度（出典）国立社会保障・人口問題研究所、厚生労働省等

（出典）厚生労働省資料より経済産業省作成

 社会保障給付費は年々増加。２０１６年度は１１８兆円を上回る水準となっている。

 国民医療費は現在約４０兆円超。２０２５年度には約６０兆円に達する見込み。

 介護保険給付費は現在約１０兆円。２０２５年度には約２１兆円に達する見込み。
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(万円)

年齢階級別１人当たり医療費（平成25年度）（医療保険制度分）

【医療費計】 【医科診療費】

65歳

80歳

資料：厚労省「医療保険に関する基礎資料～平成25年度の医療費等の状況～」から作成

 一人当たり医療費は、乳幼児期を除くと年齢とともに多くなるが、６５歳以降急速に増加。８０歳以降は
入院に係る費用（入院＋食事・生活療養）の割合が高くなる。

 医療費の大半は、人生の最終段階で使用されている。
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■ 入院＋食事・生活療養
■ 入院外＋調剤
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悪性新生物
11.7%

高血圧性疾患
6.2%

脳血管疾患
6.1%

心疾患
6.2%

糖尿病
4.2%

眼科
3.6%

骨折
3.9%

7.8%精神疾患
6.5%

神経系

（アルツ

ハイマー）

4.4%

呼吸器系
（肺炎等）
7.4%

消化器系
5.9%

その他

(腎不全、感染症等)
26.1%

医科診療費の傷病別内訳（2013年度）

出典：厚生労働省「平成25年度 国民医療費の概況」

傷病
2013年度
医科診療費

悪性新生物 3兆3,792億円

高血圧性疾患 1兆8,890億円

脳血管疾患 1兆7,730億円

心疾患 1兆7,878億円

糖尿病 1兆2,076億円

筋骨格系（関節等） 2兆2,422億円

骨折 1兆1,313億円

眼科 1兆0,431億円

神経系

（アルツハイマー等）
1兆2,768億円

精神疾患 1兆8,810億円

呼吸器系（肺炎等） 2兆1,211億円

消化器系 1兆7,015億円

その他
（腎不全、感染症等）

7兆3,111億円

合計 28兆7,447億円

①生活習慣病
(34.4%)

②老化に伴う疾患
(15.3%)③精神・神経の

疾患
(10.9%)

【医科診療費の傷病別内訳】

（2013年度総額 28.7兆円）

○ 医科診療費（2013年度）の3分の1以上が生活習慣病関連。

○ 生活習慣病関連のほか、老化に伴う疾患、精神・神経の疾患の占める割合が高い。

生活習慣病が
全体の3分の1以上を

占める(34.4%)

④器官系の疾患
(13.3%)

8



11% 11% 10% 10% 11% 10% 8%

28% 27% 28% 32%

43%
50% 52%

17% 18% 17% 14%

10%
7% 6%

43% 43% 45% 44%
36% 33% 34%

0%

50%

100%

40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳

4% 5% 5% 5% 5% 4% 4%

53% 51% 50% 51% 56% 55% 54%

3% 4% 4% 4%
3% 3% 3%

40% 40% 41% 40% 36% 38% 40%

0%

50%

100%
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約2,790万人

約472万人

特定健康診査未受診者

潜在的保健指導対象者

医機関における治療

約2,537万人

特定健康診査受診者

＜男 性＞ ※約2,600万人
受診済・指導の必要なし

受診済・指導の必要あり

未受診・指導の必要なし

未受診・指導の必要あり

※1 特定健康診査
医療保険者（国保・被用者保険）が、40～74 歳の加入者（被保険者・被扶養者）を
対象として毎年度、計画的に（特定健康診査等実施計画に定めた内容に基づき）
実施する、メタボリックシンドロームに着目した検査項目での健康診査

※2 特定保健指導
医療保険者が、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、毎年度、計画
的に（特定健康診査等実施計画に定めた内容に基づき）実施する、動機付け支援・積極的支援

出典：「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」 （厚生労働省）

＜女 性＞ ※約2,700万人

未受診者をターゲットにした予防対策の必要性

○ 特定健康診査の未受診者数は約２，７９０万人。このうち特定保健指導対象者数は約４７２万人と推定。
未受診者をターゲットにして、1次予防の網を掛けていくことが重要。
※対象者数（約5,327万人）×未受診率（52.4%）×特定指導対象者割合（16.9%) 出典：「25年度特定健診・保健指導実施状況」（厚生労働省）
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平均寿命と健康寿命

 平均寿命も世界一であるが、平均寿命と健康寿命の差（不健康寿命）は約10年。

 健康寿命を延伸させ、平均寿命との差を如何に小さくするかが重要。

71.19

74.12

80.21

86.61

50 55 60 65 70 75 80 85 90

男

性

女

性

平均寿命 健康寿命

【日本の平均寿命と健康寿命】

12.49年

9.02年

出典：平成27年版高齢社会白書



目指すべき姿 ～生涯現役社会の構築～

 誰もが健康で長生きすることを望めば、社会は必然的に高齢化する。 → 「超高齢社会」は人類の理想。

 戦後豊かな経済社会が実現し、平均寿命が約50歳から約80歳に伸び、「人生90年時代」も間近。

 国民の平均寿命の延伸に対応して、「生涯現役」を前提とした経済社会システムの再構築が必要。

経済活動 ゆるやかな就労（短時間労働等）

社会貢献活動（ボランティア）

農業・園芸活動 等

身体機能の維持（リハビリ等）

居宅サービスの利用

企業・地域社会において如何に健康で
活躍できるかが重要：健康投資
→ その後の健康寿命にも大きく影響

経済活動へのゆるやかな参加
ボランティア等社会貢献：
新たなビジネス創出の必要
地域社会の特性に応じた働き
方、社会貢献の在り方を検討。

ニーズに応じた
ケア体制の整備

この期間（健康寿命）を如何に長く維持することができるか

＜就労（効率性・生産性を重視）＞ ＜第二の社会活動＞ ＜介護サービス・施設等の利用＞

居宅継続
の場合も

最期まで自分ら
しく生ききるため
の多様なニーズ
に応じた柔軟な

仕組み作り

介護施設の利用
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次世代ヘルスケア産業協議会

健康投資WG

主査：森晃爾
産業医科大学産業生態科学研究所教授

新事業創出WG

主査：武久洋三

日本慢性期医療協会会長

次世代ヘルスケア産業協議会

座長：永井良三 自治医科大学学長

 「日本再興戦略」に基づき、平成25年12月に「健康・医療戦略推進本部」の下に設置（事務局：経済産業
省）し、内閣官房・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・観光庁・スポーツ庁等の関係省庁連携の下で、ヘ
ルスケア産業の育成等に関する課題と解決策を検討。

 具体的には、需要と供給の好循環を生み出す視点に基づき、（１）企業・健保等による健康投資の促進、
（２）公的保険外のヘルスケア産業の創出を推進。

 国民の健康寿命延伸、新産業の創出、あるべき医療費・介護費の実現を通じて、健康長寿社会の実現を図る。

供給面需要面

○第１回会合

日時・場所：平成25年12月24日 官邸会議室

議題：次世代ヘルスケア産業の創出・育成について

○第２回会合

日時・場所：平成26年6月5日 官邸会議室

議題：次世代ヘルスケア産業協議会中間とりまとめについて

○第３回会合

日時・場所：平成26年11月26日 中央合同庁舎会議室

議題：中間とりまとめ以降の進捗と今後の取組方針について

○第４回会合

日時・場所：平成27年5月18日 中央合同庁舎会議室

議題：アクションプラン２０１５のとりまとめ

○第５回会合

日時・場所：平成28年4月22日 中央合同庁舎会議室

議題：アクションプラン２０１６のとりまとめ

（健康投資の促進）

健康投資対効果の見える化

健康投資に対する
インセンティブの措置

健康経営のノウハウ提供

（事業環境の整備）

地域資源の活用

グレーゾーンの解消

品質の見える化安全
安心
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安道 光二 日清医療食品株式会社 代表取締役会長兼社長
上原 明 日本一般用医薬品連合会
大原 昌樹 四国の医療介護周辺産業を考える会 会長
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
櫻田 謙悟 日本経済団体連合会 社会保障委員長
斎藤 敏一 株式会社ルネサンス 代表取締役会長
堺 常雄 日本病院会 会長
下田 智久 日本健康・栄養食品協会 理事長
白川 修二 健康保険組合連合会 副会長兼専務理事
末松 誠 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 理事長
関口 洋一 健康食品産業協議会 会長
妙中 義之 国立循環器病研究センター 研究開発基盤センター長
武久 洋三 日本慢性期医療協会 会長 （新事業創出ＷＧ 主査）

田中 富美明 株式会社コナミスポーツ＆ライフ 取締役会長
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
永井 良三 自治医科大学 学長 （座長）
中尾 浩治 テルモ株式会社 代表取締役会長
松永 守央 九州ヘルスケア産業推進協議会 会長
森 晃爾 産業医科大学 産業生態科学研究所 教授 （健康投資ＷＧ 主査）

横倉 義武 日本医師会 会長

＜関係省庁＞

○内閣官房
健康・医療戦略担当大臣
内閣審議官
健康・医療戦略室長
健康・医療戦略室次長
健康・医療戦略参与

○内閣府
ＲＥＶＩＣ担当室長

○厚生労働省
厚生労働大臣
医政局長、健康局長
老健局長、保険局長

○農林水産省
食料産業局長

○スポーツ庁
スポーツ庁長官

○観光庁
観光庁次長

○経済産業省 （事務局）
経済産業大臣
商務情報政策局長

＜オブザーバー＞
全国知事会
全国市長会
全国地方銀行協会

（参考）次世代ヘルスケア産業協議会の構成メンバー

【 委 員 】 ※五十音順 【オブザーバー等】
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（参考）次世代ヘルスケア産業協議会 「アクションプラン2016」 の全体像
誰もが人生を最期まで幸せに生ききることができる「生涯現役社会」を構築するため、これに貢献するヘルスケア産業を育
成し、国民生活の向上につなげる。

ヘルスケア産業政策の
基本理念

• 「生涯現役社会」を実現するには、「人生９０年時代」を想定して、自立(自律)心を持ち、社会との繋がりを持ちつづけるための仕組みが必要。
• 他方、現状は、①身体、②価値観、③選択肢、④情報に関して様々な壁が存在しており、生涯現役を実現する人が少ないのが実情。
• これらの壁を越えていくためには、産官学医等の関係者によるコンセンサスを醸成していくことが重要であり、今後、超高齢社会に対応するための民間活力活用に向けた基本的考え方を共

有し、基本指針として地域に展開していくことが必要。

【評価の仕組みづくり】 ＜経産省＞

○ アクティブレジャー認証をはじめ既存の第三者認証制度等の一層の活用促進、事業者自
らがサービスの効果・効能を評価し公開することを推奨する。

○ 公的研究機関と連携して、日々の健康情報と症状との連関性等に関するコホート研究等
を推進する。

情報の壁
（サービスやその品質

の見える化）

品
質

○ 経済・医療関係団体の協力を得て、地域包括ケアシステムに民間活力の貢献が期待される分野を明確にする（基本指針等の策定）とともに、地域への展開を図る。前提

【実践ツール設計】 ＜経産省・厚労省＞

○ 医療・健康情報等を収集、統合的に解析・活用し、糖尿病等の疾病予防・重症化予
防に向けた個人の行動変容を促す仕組みを分野・主体を広げて実施。

価値観の壁
（健康情報活用による

行動変容）

健
康
情
報

大
企
業

【ノウハウの提供】 ＜経産省＞

○ 「健康経営アドバイザー(初級)」の普及・活用促進と、具体的施策の提案能力を備えた
上級資格の創設。

【認定制度の創設と地域発の普及策の展開促進】 ＜経産省・厚労省＞

○ 日本健康会議を認定主体とした「健康経営優良法人認定制度(仮称)」を創設し、認
定企業に対し、自治体、民間事業者等からのインセンティブを付与。

○ 金融市場、労働市場など、認定制度等健康経営の取組と連動した事業展開が期待さ
れる分野での(金融)商品・サービス開発、ビジネスマッチング等の促進。

○ 地域版協議会の枠組みの活用による地域の実情に応じた普及策の展開。
【日本健康会議等との連携による裾野の拡大】 ＜経産省・厚労省＞

○ 「500社公表」の取組を通じ基本的取組や情報発信を行う企業を見える化。

【健康経営銘柄の継続的実施と学術研究の推進】 ＜経産省＞

○ 「健康経営銘柄」の継続的実施と「手引書」を活用した情報発信の促進。

○ 「健康経営度調査」等のデータの活用を通じた、公的研究機関・大学との連携による分
析・研究体制の整備。 中

小
企
業

【ビジネス市場規模の見える化】 ＜経産省＞

○ 健康経営を支えるビジネスの種類や市場規模等に関する調査を実施。

【企業・保険者と民間サービスのマッチング】 ＜厚労省＞

○ 日本健康会議の優良ヘルスケア事業者100社公表と連携し、企業・保険者と民間サー
ビスのマッチング機会の提供(データヘルス見本市等)を実施。

【主体に応じたインセンティブ設計】 ＜経産省・厚労省＞

○ 保険者へのインセンティブ拡充のため、後期高齢者支援金の加算・減算制度、保険者
努力支援制度等の見直しを実施。

○ 個人の健康増進・予防を促進するため、ヘルスケアポイントの導入、個人の健康度合いと
連動する民間保険商品の普及を促進。

身体の壁

（健康経営の推進）

イ
ン
フ
ラ

産
業
の
活
用

【食・農×健康】 ＜農水省・経産省＞

○ 地域版協議会等を通じて、地域食品事業者と連携した食生活の改善による健康づくり
の促進や、その基盤となる食生活のデータベースを構築する。

【観光×健康】 ＜経産省・厚労省・観光庁＞

○ ヘルスツーリズムの健全な発展とサービス品質の向上のため、ヘルスツーリズムプログラムの
認証スキームを立ち上げ、全国展開する。

○ 「スマート・ライフ・ステイ」を開発し、地域版協議会等を通じた活用促進を目指すととも
に、生活習慣病予防効果を引き続き検証する。

○ ニューツーリズム振興施策の一環として、地域資源を活用したヘルスツーリズムに係る商
品開発やマーケティング、実証実験、プロモーション活動等に積極的に取り組む地域に対
する支援を実施する。

【資金、ノウハウ等のツール提供】 ＜経産省・厚労省・内閣府＞

○ REVIC等と連携して、新事業創出に必要な資金及び事業化支援人材等を一体的に供
給する仕組みを構築。

○ ビジネスコンテスト等を通じた事業化支援プログラムや優良事例の顕彰を実施し、ヘルスケ
ア分野のエコシステム作りを行う。

○ 自治体等の保険者へのインセンティブ拡充のため、SIBの導入を促進するべく、サービスの成
果を図る評価指標や予算化の方法、リスク負担のあり方等を整理。

【スポーツ×健康】 ＜スポーツ庁・経産省＞

○ 地域版協議会と地域スポーツコミッションの連携を図り、スポーツを通じた地域の健康増
進モデルやスポーツツーリズム等の新たな事業を創出する。

【制度】 ＜経産省・厚労省＞

○ グレーゾーン解消制度を活用し、引き続きヘルスケア分野における関係法令の適応関係を
明らかにするとともに、今後同様の事案に直面する新規事業者の参考となるように、安全
性や公衆衛生の観点にも配慮した上で解消事例を整理・公表していく。

選択肢の壁

（新たな産業の創出・利
活用の促進）

地
域
資
源×

健
康

イ
ン
フ
ラ

【保険外サービスの収集・見える化】 ＜厚労省・経産省＞

○ 地域における取組にかかる情報を集約化し、利用者、保険者、ケアマネジャー等がアクセ
スしやすい環境を整備するため、保険外サービス情報の一元化を図る取組を推進する。

○ 具体的には、地域に存在する保険外サービスを収集・見える化するため、各地域におけ
る取組（地域版ガイドブックの策定、保険内外のサービスを一体的に提供するためのコー
ディネート機能の整備等を想定）に対する支援を通じて、保険外サービスがより一層活
用されるよう推進を図る。

情
報
提
供
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（参考）具体的取組①

【需要面②】 健康経営のノウハウ提供(中小企業向け)

○ 中小企業に対して、健康経営のノウハウを提供するた
め、東京商工会議所を中心に、優良事例集としての
「健康経営ハンドブック」の策定と、企業に健康経営を
普及・啓発していく「健康経営アドバイザー」制度を整
備（経済産業省の委託事業）。

○ 平成28年度から、全国的に運用開始。

健康経営アドバイザーの概要

（今後の課題） 中小企業が健康経営を導入するためのインセンティブの付与（優良企業に対する顕彰等）

業種名 第１回(2015年) 第２回(2016年)

建設業 － 住友林業※

食料品 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス

繊維製品 東レ ワコールホールディングス※

化学 花王 花王

医薬品 ロート製薬 塩野義製薬※

石油・石炭製品 東燃ゼネラル石油 東燃ゼネラル石油

ゴム製品 ブリジストン ブリヂストン

ガラス・土石製品 ＴＯＴＯ ＴＯＴＯ

鉄鋼 神戸製鋼所 神戸製鋼所

金属製品 － リンナイ※

機械 － ＩＨＩ※

電気機器 コニカミノルタ コニカミノルタ

輸送用機器 川崎重工業 川崎重工業

精密機器 テルモ テルモ

その他製品 アシックス トッパン・フォームズ※

電力・ガス業 広島ガス －

陸運業 東京急行電鉄 東京急行電鉄

空運業 日本航空 日本航空

情報・通信業 ＳＣＳＫ ＳＣＳＫ

卸売業 丸紅 伊藤忠商事※

小売業 ローソン ローソン

銀行業 三菱UFJフィナンシャル・グループ －
証券・商品先物取引業 大和証券グループ本社 大和証券グループ本社

保険業 第一生命保険 東京海上ホールディングス※

その他金融業 － リコーリース※

不動産業 － フジ住宅※

サービス業 リンクアンドモチベーション ネクスト※

【需要面①】 健康経営銘柄(大企業向け)

○ 「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、東京
証券取引所と経済産業省が共同で、優れた
取組を行う企業を「健康経営銘柄」として選定
する取組を2度実施。

（平成27年3月に22社、平成28年1月に25社）

健康経営銘柄
のロゴマーク

（今後の課題） 健康経営の質の向上と裾野の拡大（健康投資による効果測定手法の研究深化 等）

第２回企業名中※は初選定企業
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【供給面②】 保険外サービス活用ガイドブック

○ 地域包括ケアシステムの構築に当たって多様な高齢者の
ニーズが想定される中、2016年3月末に、厚生労働省・
農林水産省・経済産業省の連名で、「地域包括ケアシス
テム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集
（「保険外サービス活用ガイドブック」）」を策定。

○ 今後、全国の自治体や介護関係者に普及予定。

ガイドブックのイメージ

（今後の課題） 優良な保険外サービスの創出促進・事例の見える化

（今後の課題） グレーゾーン解消事例の整理・公表、公衆衛生上の安全性との整合性

【供給面①】 グレーゾーン解消制度

○ 産業競争力強化法のグレーゾーン解消制度を活
用し、ヘルスケア産業分野で全２０件の個別事
例について解消。

○ 例えば、介護有資格者が運送の対価を利用者
から受領せずに、利用者の自家用車、または利用
者が調達したレンタカーを運転する行為について、
道路運送法における「旅客自動車運送事業」に
該当しないことを確認。（平成28年2月26日）

グレーゾーンを解消した
(株)エス・ピー・アイにおける外出支援サービスの例

介護有資格者

④外出支援サービスの実施

①サービス申込み

②サービス申込み承諾

③料金支払い

事業者 利用者

（入浴介助、食事ケア、トイレ介助、自宅送り etc…）

利用者の自家用車、または利用
者が調達したレンタカーを使用

→ 車両を主体的に運行、管理し
ているのは利用者、またはその
家族

（参考）具体的取組②
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【供給面④】 サービス品質の見える化（アクティブレジャー、ヘルスツーリズム 等）

○ ヘルスケアサービスの質の確保を行うため、昨年度、健康運
動サービスに関する第三者認証制度を創設（日本規格協
会による「アクティブレジャーサービスの認証制度」）。

○ 加えて、地域で期待が高まっているヘルスツーリズムに関して
も、サービス品質の評価を行うため、昨年度、有識者による
検討会を設置し評価基準等を策定。来年度中には認証制
度を開始予定。 認定事業所の琉球舞踊の様子

アクティブレジャー
サービス

のロゴマーク

（今後の課題） 客観的な根拠に基づくヘルスケアサービスの創出、認証制度の活用促進

（今後の課題） 医療関係者等との連携及び産業創出のための機能強化

【供給面③】 地域版次世代ヘルスケア産業協議会

○ 地域関係者（医療・介護機関、自治体、大学、民間
事業者など）が集まり、地域課題等を共有するととも
に、それらの解決方法や新たな事業創出について検討す
る場として、「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」の
設置を促進。

○ 全国5ブロック、1６道府県、12市、合計3３カ所で設
置が進むとともに、地域版協議会の全国大会を2回/年
開催し、協議会間の情報共有・連携促進を図った。

（参考）具体的取組③

地域版協議会の設置状況

⇒ 全国5ブロック、1６道府県、1２市、合計3３カ所で設置済

●ブロック：北海道、中部、四国、九州、沖縄

●道府県：青森県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、
長野県、静岡県、三重県、滋賀県、大阪府、
鳥取県、 島根県、広島県、徳島県、長崎県、
熊本県

●市 ：仙台市、川崎市、松本市、富山市、松山市、
北九州市、合志市、鹿児島市、薩摩川内市、
神戸市、上山市、岡山市

（●設立予定：福島県、東海市、尼崎市）
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【供給面⑤】 新事業に対する資金供給と顕彰の機会創出

＜地域ヘルスケア産業支援ファンド＞

○ （株）地域経済活性化支援機構（REVIC)は、地銀等の出資
により、平成26年９月に、「地域ヘルスケア産業支援ファンド」
（ファンド総額100億円）を設立。これまでにヘルスケア産業関連
企業16社に出資。

○例えば、健康寿命延伸に寄与する「遠赤外線低温サウナサービス」、
「運動指導サービス」及び「健康寿命延伸に関連する評価サービ
ス」を提供する「健康増進事業株式会社」に出資。

健康増進事業（株）

地域ヘルスケア産業支援ファンド

住民（フレイル層）等

出資 経営人材
の派遣

サービス
提供

（今後の課題） 資金供給と事業化支援人材の一体的提供など新事業創出に向けた仕組みの整備

＜ジャパン・ヘルスケア・ビジネスコンテスト＞

○ 地域を支える安全・安心なヘルスケアサービスを提供する次世代の
ヘルスケア事業者を発掘・育成することを目的として、厚労省や日本
医師会等とともに、国内外のヘルスケア関連のイベント・プログラムと広
く連携し、本年3月にジャパン・ヘルスケア・ビジネスコンテストを開催。

○ 第1部では、先進的なヘルスケア事業者の事例を下に、社会的・医
学的に求められる事業モデルを顕彰。

○ 第３部では、新たな事業にチャレンジする事業者を対象に、ビジネス
コンテストを開催し、遠隔診療（再診）・健康相談サービス「ポケット
ドクター」を展開するMRT株式会社がグランプリに選定。

第3部（ビジネスコンテスト）の様子

第1部（事例検証）の様子

（参考）具体的取組④
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経済産業省ヘルスケア産業政策の流れと今後

誰もが人生を最期まで幸せに生ききることができる「生涯現役社会」を構築するた
め、これに貢献するヘルスケア産業を育成し、国民生活の向上につなげる。

ヘルスケア産業
政策の基本理念

第四期
（2016春〜）

地域包括ケア実現に貢献するヘルスケア事業の位置づけ明確化

政策手法：中小企業向けの健康経営優良企業認定制度、ＩＴを活用した行動変容モデル、地
域包括ケアシステム関係者（自治体・医師会等）と地域版協議会の連携モデル

※各政策を進める上では、厚生労働省や日本医師会等の関係者を糾合することが必要不可欠

第三期
（2014秋〜）

自治体との連携による地域でのヘルスケア事業の展開

政策手法：地域版協議会設立促進、地域ヘルスケアファンド、自治体・ヘルスケア事業者・
医療機関の連携のモデル事業、第三者評価、大企業向けの健康経営銘柄等

第二期
（2013冬〜）

医療介護周辺産業を支える民間事業者の育成・事業環境整備

政策手法：次世代ヘルスケア産業協議会、グレーゾーン解消、民・医連携のモデル事業、
健康投資促進（健保等の保健事業の費用対効果測定） 等

第一期
（2011夏〜）

医療介護周辺サービス等の公的保険外市場の見える化

政策手法：ヘルスケア産業課創設、先進的事業者のビジネスモデル実証
市場規模試算（運動・栄養等の糖尿病予防サービスの市場創出試算）

⇒経産局として本格関与
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「ヘルスケア産業の創出」推進施策
（供給面）
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次世代ヘルスケア産業の創出に向けたコンセプト

公
的
医
療
費
等

年齢

現状の公的医療費等の支出

目指すべき公的医療費等の支出

※２ 予防・健康管理サービス（ヘルスケア産業）を
活用した地域包括ケアシステム等との連携

 公的保険外の予防・健康管理サービスの活用を通じて、生活習慣の改善や受診勧奨等を促すことにより、『①国
民の健康寿命の延伸』と『②新産業の創出』を同時に達成し、『③あるべき医療費・介護費の実現』につなげる。

 具体的には、①生活習慣病等に関して、「重症化した後の治療」から「予防や早期診断・早期治療」に重点化す
るとともに、②地域包括ケアシステムと連携した事業（介護予防・生活支援等）に取り組む。

 また、地域において人口減少と医療・介護費増大が進む中、①高齢化に伴う地域の多様な健康ニーズの充足、
②農業・観光等の地域産業やスポーツ関連産業等との連携による新産業創出、③産業創出に向けた基盤の整備を
実施することより、「経済活性化」と「あるべき医療費・介護費の実現」につなげる。

※１ 予防・健康管理サービス（ヘルスケア産業）を
活用した生活習慣病の改善や受診勧奨

公的医療保険・介護保険
（地域包括ケアシステム）

農業・観光等の地域産業や
スポーツ関連産業等との連携

①地域医療・介護
体制への貢献

②新産業創出

公的保険外の
運動、栄養、保健サービス等

産業創出の基盤

（資金調達、人材育成、エビデンス構築 等）

③インフラ・ツール
の整備

【予防・健康管理への重点化】 【地域に根ざしたヘルスケア産業の創出】

生活習慣病等の予防・早
期治療を通じた重症化予
防による「公的医療費等の
伸びの抑制」 ※２
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＜①健康への気づき＞

 地域ぐるみで、①健康への気づき、②法定健診への誘導、③結果に関する医師による相談・助言、④リスクの大小に
応じた対応（予防〜医療行為まで）を切れ目なく提供できる連携体制を整備し、１次予防の網を張り巡らせていく
ことが必要。

 地域版次世代ヘルスケア産業協議会等を活用して、地域の医療機関、自治体、保険者、民間事業者が連携して、
地域に根ざした実証を行っていくとともに、人及び資金等の支援インフラを整備していくことが重要。加えて、住民が安
心して活用できるサービス創出に向けて、エビデンスの収集・検証・評価の仕組みが求められている。

切れ目なく健康サービスを提供できる仕組みの構築

健康の気づきサービス

（地域における医療機関、郵便局、公
民館、薬局、駅ナカ、ジム、 カフェ等で

の受診勧奨など）

医療機関で
の相談・診断

＜③医師による確認＞＜②保険者等による法定健診＞ ＜④対応＞

（例）
・料理教室
・フィットネスジム等

医療機関

（例）
・地域の診療所
・地域の病院

自治体や、食事・運
動・睡眠等のサービス
提供者

提供者

（例）
・医療機関 ・住宅団地
・自治体 ・旅館
・公共交通機関 ・コンビニ
・フィットネス ・商業施設

保険者・企業

地域版次世代ヘルスケア産業協議会

医療機関自治体ヘルスケア事業者 金融機関

【
責
任
主
体
】
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（参考）地域関係者との連携促進（地域版次世代ヘルスケア産業協議会）

 地域関係者（医療・介護機関、自治体、大学、民間事業者など）が集まり、地域課題等を共有
するとともに、それらの解決方法や新たな事業創出について検討する場が必要。

 経済産業省としては、都道府県等を中心に「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」の設置を促進
し、地域関係者の連携促進や、地域に根ざした産業創出を後押しする。

設置要件：①首長のコミット、②自治体の商工部・健康福祉部等複数の関連部局の関わり、③ヘルスケア事業者、地区医師会等
医療・介護関係者/団体、金融機関などが参画、④幅広いヘルスケア産業創出が目的、⑤一定の公共性

行政医療・介護機関金融機関

飲食関係者

農業関係者

商業施設・商店街
物流 大学・教育機関

地域資源

地域版次世代ヘルスケア産業協議会

住宅・交通・インフラ
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健康寿命延伸産業創出推進事業
平成2８年度予算額 ８.２億円（うち、地域版次世代ヘルスケア産業協議会 3億円程度）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等

委託

事業イメージ

事業目的・概要

経済産業省においては、日本再興戦略にも掲げられている「健康寿
命延伸産業」の創出・育成を通じ、国民の健康増進、国民医療費の
適正化を図ることを目指しています。

 このため、企業、個人による健康投資の促進など需要側からの取組と、
産業の発展に資する事業環境整備など供給側からの取組との両面か
らの取組を併せて進めていきます。
①保険者機能を補完・充実する健康経営の推進（インセンティブの

設計等）
②医療分野に加え介護分野の保険外サービスの創出に向けた事業

環境整備（サービスの品質評価、グレーゾーン活用促進、地域横
断的なビジネス創出のための基盤整備等）

③地域版協議会における地域資源を活用した健康寿命延伸産業の
創出の支援

 これらを通じて、関連省庁とも連携しながら、「健康寿命延伸産業」の
創出・育成を図ります。

成果目標

平成26年から平成28年までの３年間の事業であり、最終的には平成

32年に健康寿命延伸産業の市場規模を10兆円を目指します。

供給拡大
（事業環境の整備）

需要創出
（健康投資の促進）

グレーゾーンの解消

サービス品質の見
える化

企業・健保等による健
康データの
利活用促進

健康投資対効果の見える化

健康投資に対する
インセンティブの措置

実証事業を通じた
具体的な課題・解決策の検討

実証事業を通じた
具体的な課題・解決策の検討

国民の健康増進、医療費適正化、新産業創出※の実現

安全
安心

企業
価値
向上

地域版ヘルスケア産業協議会の活用

地域版ヘルスケア産業協議会を通じ
先進的なビジネスモデルを支援

地域包括ケアシステムとの連携や健康×地域資源（農・食・
観光）を活用したビジネスの実証の場・資金を支援し、地域
資源を活かした健康寿命延伸産業の創出を促進。

地域横断的な事
業環境整備

※事業例：フィットネス事業者による重症化予防サービス
配食事業者による食事指導サービス など
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（参考）「地域版」次世代ヘルスケア産業協議会

○地域ニーズを踏まえたヘルスケア産業の創出を促進するためには、自治体や医療・介護関係者と、多様な企業・事
業者が連携するための組織（「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」）の設置を促進。

○現在、地域版協議会は、全国５ブロック、１６道府県、１２市で設置。

＜設置予定＞

○福島県
○東海市
○尼崎市

新ヘルスケア産業フォーラム（中部）

四国の医療介護周辺産業を考える会

九州ヘルスケア産業推進協議会

＜設置済み＞

○青森県
○栃木県
○群馬県
○埼玉県
○神奈川県
○長野県

○静岡県
○三重県
○滋賀県
○大阪府
○鳥取県

＜設置済み＞

○仙台市
○上山市
○川崎市
○松本市
○富山市
○神戸市

万国医療津梁協議会

赤線( ) ： 現時点で、地域の医師会が関与している協議会
北海道ヘルスケア産業振興協議会

○島根県
○広島県
○徳島県
○長崎県
○熊本県

都道府県

○松山市
○岡山市
○北九州市
○合志市
○鹿児島市
○薩摩川内市

市町村

※2016年10月現在 25



経産局 コンソーシアム名 事業名 実施地域 代表団体

関東
沖縄

KDDI スマホ de ドックコンソーシアム
セルフ健康チェックと食事コントロールによる生活習慣
病予防事業

神奈川県鎌倉市、綾瀬市、沖縄県那
覇市、東京都足立区

KDDI株式会社

中部 岐阜ヘルスケアビジネス創出協議会
羽島市・羽島郡医師会包括的健康管理プロジェク
ト

岐阜県羽島市、羽
島郡笠松町、羽島
郡岐南町

社会医療法人蘇西厚生会まつ
なみリサーチパーク

近畿 阪急阪神 健康“生き活き”コンソーシアム
「健康寿命の延びる沿線」の実現に向けた健康増
進プロジェクト

阪神間（ 阪急沿線・阪神沿線）
阪急阪神ホールディングス株式会
社

中国 呉市モデル全国推進コンソーシアム
ハイリスク患者に対する疾病管理(呉市モデル)の
全国推進プロジェクト

広島県 株式会社データホライゾン

（参考）平成28年度健康寿命延伸産業創出推進事業 採択一覧

テーマ①：『健康の気付き～健診～治療・健康増進』の一貫した生活習慣病予防を提供する事業

北海道
北海道ヘルスケア産業振興協議会地域
モデルコンソーシアム

現役世代の生活習慣病予防から退職後の介護予
防までのシームレスサービス実証

北海道札幌市
株式会社北海道二十一世紀総
合研究所

関東 IＣＴリハ推進コンソーシアム
ＩＣＴを活用した介護予防・介護改善プログラムの
プラットホーム事業

群馬県
一般社団法人ソーシャルアクショ
ン機構

関東 わこう暮らしの生き活きプロジェクト わこう暮らしの生き活きプロジェクト 埼玉県和光市 株式会社ダスキン

九州
くまもと在宅療養サポートサービスコン
ソーシアム

自立支援型在宅療養サポートサービス推進事業 熊本県東部、阿蘇市
株式会社くまもと健康支援研究
所

九州
体験型健康医学教室による「南さつま市
健康のまちづくり」コンソーシアム

地域版体験型健康医学教室を中核とした多職種
協働事業モデルの検証

鹿児島県南さつま市 株式会社True Balance

テーマ②：地域包括ケアシステムと連携した介護予防等を提供する事業

テーマ③：社会参加促進を通じた生涯現役社会の構築を行う事業

東北 次世代・仙台ウエルネスコンソーシアム
高齢者の「健康づくり」と「就労マッチング」による生涯
現役社会の実現

宮城県仙台市 株式会社福祉工房

近畿
神戸おかげさま・お互いさまのまちづくり
コンソーシアム

産業創生による自立型地域包括ケアシステム構築
実証事業

兵庫県神戸市 神戸ヤクルト販売株式会社

テーマ④：地域内の企業における健康経営実施を支える事業

関東
ウェルネスシティ・コンソーシアム＠渋谷
ヘルスケア産業創出チーム

渋谷区におけるヘルスケア産業創出促進事業 東京都渋谷区 株式会社大和総研
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事業の内容

IoT推進のための新ビジネス創出基盤整備事業
平成27年度補正予算額 16.2億円（うち、ヘルスケア3億円程度）

商務情報政策局 情報通信機器課
03-3501-6944
商務情報政策局 情報処理振興課
03-3501-2646

事業イメージ

成果目標

 2020年までに、各分野におけるモデル実証結果(共通指標・ルール・シ

ステム等)を活用した事業を創出する（事業化率100％）。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的・概要

 IoT（モノのデジタル化・ネットワーク化）の拡大等による膨大なデータ

収集とAI（人工知能）によるデータ解析能力の向上によって、今後、

例えば、無人航空機を活用した物流事業など、新しいビジネスモデルが

出現し、多様な働き方や事業形態の実現が期待されています。

他方、我が国でこうした新たなIoTビジネスに取り組むためには、規制・

制度の見直しや、業界横断的なルール形成等が不可欠となっており、

こうした制度等の環境を整備しつつ、新たなIoTビジネスモデルの組成を

促進していくことが課題となっています。

 このため、特に早期のビジネス創出が期待される分野を中心に、制度

等の環境整備に向けた実証に取り組むとともに、新たなビジネスへのチャ

レンジを促すための支援を通じて、IoT等を活用したビジネスモデルを創

出します。

（１）IoT新ビジネス創出基盤整備事業

国

民間企業等

（独）情報処理
推進機構

委託

交付金

医療・健康、サービス、流通等の各分野において、規制・制度の見直しや
業界横断的なルール形成等に向けた新たなIoTビジネスモデルの実証を行
い、世界に先駆けた事業環境を整備する。

＜実証イメージ＞

医療・健康分野

サービス分野

健康情報や遺伝情報の基盤整備及び利活用

消費活動促進のための情
報連携システムの整備

・訪日外国人等に対する移動・宿泊・飲食等の
ｻｰﾋﾞｽ・決済環境の向上を図るため、滞在情報
等を共有・連携し、ホテルの自動チェックインや、
個人の関心事項に合わせた情報提供等、様々
な企業が参画し、高度なサービス提供を可能と
する情報連携システムの実証

・ゲノム情報や身体情報から構成される複数のデータと、健康上の傾向（例えば太り易さ）
との関係を解析できる新たな統計手法を開発。

・レセプト情報、健診情報及び各個人がウェアラブル端末等で蓄積した健康情報を収集し、
統合的に解析できる基盤を構築するとともに、個人情報の同意の取り方等を実証する

流通・宇宙分野

無人航空機を活
用した物流の効
率化を実現

・高精度の測位衛星である準天頂
衛星を活用した、無人航空機による
安全な物流事業の実現に向けて、
無人航空機の飛行データ等の各種
データ収集のための実証

（２）IoT新ビジネスモデル突破事業

IoT等を活用した新たな事業を創出すべく、制度等の事業環境の整備と
並行して、先進的な技術・アイデア等を有する個人や企業等に対して、短
期間で行うソフトウェアやハード開発、実証等を支援し、創出された個別事
業をヒントとして、次なるビジネスモデルが創出される環境を整備する。
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（参考）企業保険者等が有する個人の健康・医療情報を活用した行動変容促進事業 採択先一覧

タイプ
代表
団体

コンソーシアム名 参加団体・主な協力団体
参加人数

（上段：11月現在実績 下段：予定人数） 概要
軽症者※1 予備群※2 健常者※3

大企業 イーウェル コラボヘルス研究会 分析屋、産業医科大学
105人 115人

86万人

• コニカミノルタ、オートバックス、PFU、日本生命、オリックスグループ、
日産自動車、その他18団体が対象。

• 産業医大・各社産業医と連携し、活動量のみならず生産性損失
額比較等の分析を実施。（220人） －

大企業 ミナケア
元気ラボを活用した企業
保険者による健康医療
情報連携

第一生命健康保険組合、テ
ルモ健康保険組合、トッパン
グループ健康保険組合、
LIXIL健康保険組合

29人 110人

16万人

• 第一生命健保、テルモ健保、トッパングループ健保、LIXIL健保
が対象。

• 企業保険者・加入者それぞれが有する健康医療情報をシステム
で連携し、包括的なサポートを実現。（50人） （100人）

大企業 エス・エム・エス
管理栄養士
伴走による健康改善

みずほ情報総研、みずほ銀
行

－ 123人

7.7万人

• みずほFGの企業健保(みずほ健保)とエス・エム・エスが対象。
• 対象者の健康状態を本人と医師・管理栄養士等が簡易に把握

し、管理栄養士がアプリやPCを通じ、「日々一緒に食事・運動の
両面でサポート」する伴走型サービスを提供。－ （180人）

大企業
野村総合研
究所

丸の内発健康街づくり連
合会

三菱地所、日本駐車場開発、
日本人間ドック健診協会、生
命科学インスティテュート、カ
ルナヘルスサポート

57人 ４人

9.8万人

• 丸の内周辺企業（三菱化学、東京海上日動、野村証券、朝
日新聞、三菱地所、朝日生命）が対象。

• ウェアラブル機器等を活用しモニタリング・アラート機能を用いた重
症化予防に向けたプログラムを地域ぐるみで実施。（60人） －

中小
企業

淳風会 健康な企業づくり
両備ホールディングス、全国
健康保険協会岡山支部、凸
版印刷、タニタヘルスリンク

85人 39人 8400人
(協会けんぽ岡山
支部：39.5万

人)

• バスやタクシーの乗務員を含む両備HDが対象。協会けんぽと連
携。

• 生活習慣病療養計画書等を活用して対象者の指導・プログラム
を作成するとともに、法人向け管理機能を用いたモニタリング機能
を提供。

（100人） －

地域
エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究
所

IoTを活用した埼玉県糖
尿病重症化予防継続支
援

NTTデータ、日本医師会、埼
玉県医師会、埼玉県

48人 － (参加4市
国保:

約48万人)

• 埼玉県内自治体（上尾市、所沢市、さいたま市、狭山市）が
対象

• 県、市町村、かかりつけ医と連携した、IoTプログラムを提供。（100人） －

地域・
大企業

愛知県健康づ
くり振興事業
団

チーム「七福神」

聖隷福祉事業団、名古屋大
学、日本オラクル、アビームコ
ンサルティング、メディカルデー
タビジョン、オムロンヘルスケア

168人 －

9.3万人

• 23医療機関、2健診・保健指導機関と連携し、勉強会を開催す
るなどノウハウを共有しながら事業を実施。

• 「七福神アプリ」を介して応援メッセージ、注意喚起を配信。蓄積
データを用いた機械学習の分析・検討。（200人） －

大企業
・地域

名古屋大学 健康ナビゲータ

トヨタ自動車、エヌ・エイ・シー、
日本システムウエア、
WOWOWコミュニケーション
ズ、豊田市役所

150人 －

34万人

• トヨタ自動車の本社等従業員、及びかかりつけ医患者が対象。
• 健康ナビゲーターによるデータの見える化、バーチャルスタッフ（定

期的なアドバイス送信)、コールセンターからの保健師による状況
確認 、産業医による対面の健康指導を提供。（130人） －

合計
642人 391人 約164万人

※協会けんぽ、国保
除く

※1:糖尿病診断指標(HbA1c) 6.5以上、投薬等対象者含む
※2:糖尿病診断指標(HbA1c) 5.6以上6.5未満、投薬等対象者含む
※3:各企業従業員数（≒被扶養者を除く健保加入者）（860人） （280人）



 2025年問題（団塊の世代が後期高齢者に達し、社会保障費の急増）が懸念される中、
健康長寿社会の実現に向けて、地域における健康・医療・介護分野の課題を解決する
手段（公的保険外のヘルスケアビジネス）が求められている（新産業の創出）。
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 地域では当該分野の課題解決の手段を模索している一方、ヘルスケアビジネスの担い
手であるヘルスケア関連企業は地域での実証・事業展開の場を求めているが、地域と
企業等とのマッチングの機会が乏しく、地域におけるヘルスケアビジネスの創出が進
んでいない。

 そこで、2025年に向かって、当局が事務局（仲介役）となり、地域の当該分野の課題
を抱える自治体、ソリューション提供可能な企業、支援団体等で構成する「関東ヘル
スケア・ラボ・コンソーシアム」（仮称）を設置し、関東地域での持続的なヘルスケ
アビジネスの創出を図るためのプラットフォームを構築する。

関東ヘルスケア・ラボ・コンソーシアム（KH-Lab） （案）

背 景

現状・課題

目指すべき方向性
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【関東ヘルスケア・ラボ・コンソーシアム】（KH-Lab）
（事務局：関東経済産業局次世代産業課）

実証の場
提供

実証
事業展開

 持続的なヘルスケアビジネスの創出を図るためのプラットフォーム「KH-Lab」で
は、自治体と企業等のネットワーキング・マッチングや成功事例・課題解決手段等の
普及啓発を図る「マッチング会」を年１、２回程度実施。

 マッチングを通じて、地域課題に応じたヘルスケアビジネスの実証（ヘルスケア・ラ
ボ）に取り組み、地域における持続的なヘルスケアビジネスの創出を目指す。

マッチング

■強み
 地域関係者の巻き込み
■課題
 予算・事業に制約
 医療・介護・健康分野

における課題の解決手
段を模索中

自治体

■強み
 ソリューションの提供
 ビジネスとしての継続

性
■課題
 実証フィールド
 地域内の協力体制構築

ヘルスケア関連企業

関東経済産業局、支援企業・団体等がサポート

地域におけるヘルスケアビジネスの創出

関東ヘルスケア・ラボ・コンソーシアム（KH-Lab）の概要（案）
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 本コンソーシアム（マッチング、成功事例等の普及啓発）の継続実施によ
り、３ステップで持続的な事業の創造を支援する。

STEP1 STEP2 STEP3

地域実証開始 担い手拡大 ヘルスケア産業の成長

マッチング
コンソーシアム

設立

地域の中小企業の
参入促進

優良ベンチャーの
発掘・育成

中小企業・ベンチャー
×

大企業
×

自治体
などの連携促進

関東ヘルスケア・ラボ・コンソーシアム（KH-Lab）の展開（案）



関東信越厚生局との連携

 本省レベルでは、「次世代ヘルスケア産業協議会」をはじめ、当省と厚労省は連携しているが、現場
レベル（地方支分局）においても、ヘルスケア産業（公的保険外）の創出・発展には、厚労省の
公的医療保険・介護保険、地域包括ケアシステム（※）との連携が欠かせない。

（※）住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、医療・介護・予防・ 住まい・生活
支援が確保される体制

 平成28年4月に厚労省各地方支分局に「地域包括ケア推進課」が設置され、厚労省として、地域
包括ケアシステムを推進する体制を強化。

 関東信越厚生局から当局に対して、地域包括ケアシステム推進に当たっての連携提案あり。

背景・目的

① 関係省庁（関東信越厚生局、関東農政局、関東地方整備局、当局）による地域包括ケア勉強
会等による情報共有・意見交換

② 関係省庁の具体的な連携による支援

取 組
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「健康経営」推進施策
（需要）
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「健康経営」を進める意義

• 少子高齢化等により労働力が限られていく中、人財投資は全ての組織にとって持続的成長のカギ。

• 人財投資を通じた従業員の健康増進(健康経営)に取り組む意義を普及させることで、経済の持
続的成長と同時に、“生涯現役社会”の構築を目指す。

企業等のあらゆる組織

保険者

コラボヘルス

“健康経営”実践
の波及効果

ステークホルダー
からの信頼に基づく

安定した経営
リクルート市場

“優良な企業”
としての評価

従業員

生産性と
健康意識の向上

ヘルスケア事業者

健康経営
ビジネスの活性化

地域住民
(従業員やその家族)

地域社会の
構成員としての信頼

顧客・取引先

ビジネスパートナー
としての信頼

投資家・金融機関

投資先・融資先としての信用

健康増進
(疾病予防)による
医療費の適性化

“生涯現役社会“
の構築

ヘルスケアビジネス
市場の活性化

34



「健康経営・健康投資」とは

○健康経営とは、従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、 健康管
理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること。

○ 健康投資とは、健康経営の考え方に基づいた具体的な取組。

○企業が経営理念に基づき、従業員の健康保持・増進に取り組むことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組
織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や組織としての価値向上へ繋がることが期待される。

組織の活性化
生産性の向上

従業員の健康増進
従業員の活力向上

企業理念（長期的なビジョンに基づいた経営）

人的資本に対する投資
（従業員への健康投資）

業績向上
企業価値向上

社会への効果
国民のQOL（生活の質）の向上
ヘルスケア産業の創出
あるべき国民医療費の実現
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優秀な人材の獲得
人材の定着率の向上



健康経営に係る顕彰制度について（全体像①）
 健康経営に取り組む法人を顕彰する制度（「健康経営銘柄」、「健康経営優良法人」及び「日本健康会議

による健康経営に係る宣言」）が、より有機的・効果的に活用されるよう、顕彰基準の共通化や制度の関係
性を整理し、裾野の拡大を図っている。

 特に、 「健康経営優良法人」については、日本健康会議との連携を図るため、大規模法人部門は2020年ま
でに500社以上を目指すこととし、中小規模法人部門は保険者が進める「健康宣言」に取り組んでいる企業
から認定することとした。

※「中小企業・中小規模医療法人」とは、①製造業その他：300人以下、②卸売業：100人以下、③小売業：50人以下、④医療法人・サービス業：100人以下とし、「大企
業・大規模医療法人」とは、 「中小企業・中小規模医療法人」以外の法人。

【 大企業 等 】

大企業・大規模医療法人※

健康経営度調査への回答

健康経営銘柄
33社

500法人

健康経営優良法人
健康経営に取り組む法人・事業所

（日本健康会議 宣言４）

（健康経営の
“リーディングカンパニー”）

36

【 中小企業 等 】

健康宣言に取り組む法人・事業所
(日本健康会議 宣言５)

中小企業・中小規模医療法人※

10,000法人

健康経営優良法人



○経済界・医療関係団体・自治体のリーダーが手を携え、民間主導で国民の健康寿命の延伸とともに医療費の
適正化を図っていくことを目的とした民間組織「日本健康会議」を発足。官邸を中心に厚労省及び経産省によ
る支援の下で、2020年までに「健康経営」に係る数値目標２つを含む８つの宣言を達成すること目的に活動。

（参考）民間組織による健康づくりの機運の高まり～日本健康会議の発足～

【主な参加団体】
・日本経済団体連合会
・日本商工会議所
・経済同友会
・日本労働組合総連合会
・健康保険組合連合会
・全国健康保険協会
・全国国民健康保険組合協会
・全国知事会、市長会、町村会
・日本医師会
・日本歯科医師会
・日本薬剤師会
・日本看護協会
・自治医科大学 他 37



 健康経営に係る各種顕彰制度を推進することで、優良な健康経営に取り組む法人を「見える化」し、従業員や求
職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業」
として社会的に評価を受けることができる環境を整備する。

【健康経営銘柄】
健康経営優良法人
【大規模法人部門】

健康経営優良法人
【中小規模法人部門】

製造業その他

東京証券取引所

上場会社

301人以上 300人以下

卸売業 101人以上 100人以下

小売業 51人以上 50人以下

医療法人・

サービス業
101人以上 100人以下

＜健康経営に係る顕彰制度の対象法人＞
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健康経営に係る顕彰制度について（全体像②）



大項目 中項目 小項目 評価項目 認定要件
（中小規模法人）

認定要件
（大規模法人）

１．経営理念(経営者の自覚) 健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診※ 必須 必須※

２．組織体制 健康づくり担当者の設置※ 必須 必須※

３
．
制
度
・
施
策
実
行

従業員の健康課題の
把握と必要な
対策の検討

健康課題の把握

①定期健診受診率(実質100％)

左記①〜④の
うち２項目以

上

②受診勧奨の取り組み

③ストレスチェックの実施

対策の検討 ④健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)

健康経営の実践に
向けた基礎的な

土台づくりと
ワークエンゲイジメント

ヘルスリテラシーの向上 ⑤管理職又は一般社員に対する教育機会の設定

左記⑤〜⑦の
うち少なくとも

１項目

左記①〜
⑭のうち11
項目以上

ワークライフバランス
（過重労働の防止）

⑥適切な働き方実現に向けた取り組み

職場の活性化
(メンタルヘルス不調の防止)

⑦コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み

従業員の心と身体の
健康づくりに向けた

具体的対策

保健指導 ⑧保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供

左記⑧〜⑭の
うち３項目以

上

健康増進・
生活習慣病
予防対策

⑨食生活の改善に向けた取り組み

⑩運動機会の増進に向けた取り組み

⑪受動喫煙対策

感染症予防対策 ⑫従業員の感染症予防に向けた取り組み

過重労働対策 ⑬長時間労働者への対応に関する取り組み

メンタルヘルス対策 ⑭不調者への対応に関する取り組み

４．評価・改善 保険者との連携 (求めに応じて)40歳以上の従業員の健診データの提供※ 必須 必須※

５．法令遵守・リスクマネジメント
従業員の健康管理に関連する法令について重大な違反をして
いないこと(自主申告)

必須 必須

健康経営優良法人の認定基準について
 健康経営銘柄の評価の視点をベースとしつつ、法人規模に応じて達成レベルの基準を設定。

39※大規模法人部門については、より高い基準を設定を設定。詳しくは、経済産業省HP（http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html）参照

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html


健康経営
アドバイザー

中小企業における健康経営の推進（ノウハウの提供）

健康経営
ハンドブック

健康経営
チェックシート

 平成27年度の委託事業として、「健康経営ハンドブック」の策定及び企業に健康経営を普及・啓発していく「健
康経営アドバイザー（初級）」を整備。「健康経営ハンドブック」は、増刷を経てこれまでに計２万部を配布。ま
た、「健康経営アドバイザー」は6,500名以上が登録され、地域で活躍中。

 「健康経営アドバイザー」については、東京商工会議所により上級資格を設計を検討中。

経営に関する
知識を持つ人材

(経営者、中小企業診断士 等)

健康に関する
知識を持つ人材

(社労士、生保会社、産業保健師 等)

経営の知識

・ 従業員の生産性
・ 人材育成 等

健康の知識

・ 健康投資手法等
（外部サービス利用含）

中
小
企
業

健康経営
アドバイザー

商工会議所

研修
一気通貫の運用

認定 派遣

中小企業が実施した健康経営の優良事例集を作
成中。健康経営の実践に至るまでのストーリーを含め
解説。全国の商工会議所を通じて、約２万冊を配
布。今後、優良企業認定制度の認定企業等の事
例収集を一層進め、必要に応じて更新。

【目次イメージ】
１．健康経営の優良事例集
２．全国の健康経営宣言の取組状況
３．健康経営の始め方ガイド
４．健康経営関連公共機関一覧 など

中小企業経営者に健康経営の必要性を理解頂くためには、『従業員の「健康づくり」に係る知見』と『企
業の「経営」に係る知見』の双方を合わせて持っておくことが重要。このため、東京商工会議所と連携し、健
康経営アドバイザーを創設。平成28年度から本格的運用を開始し、これまで約7,000名を登録。
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 自治体よる表彰制度や、地銀、信金等民間企業による低利融資など、企業による従業員の健康増進に係る取
組に対し、インセンティブを付与する自治体、銀行、機関が増加している。こうした取組の一層の拡大を図る。

(平成29年２月７日現在、経済産業省ヘルスケア産業課調べ)

(参考)健康経営の推進に関連する地域のインセンティブ措置例
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【青森銀行】(青森県)ながいきエール

【北日本銀行】(岩手県)
「いわて健康経営宣言」事業所応援ローン

【足利銀行】(栃木県)
健康経営応援ローン

【福島銀行】(福島県)
社員の健康づくり宣言事業所応援融資

【常陽銀行】(茨城県)
常陽健康経営サポートローン

【東邦銀行】(福島県)
スーパーローン「健康経営応援プラン」

【筑波銀行】(茨城県)
あゆみ「復興支援ローン」

【肥後銀行】(熊本県)
ひぎん健康企業おうえん融資制度

大分県「健康経営事業所認定制度」

青森市
「あおもり健康アップ実践起業認定制度」

徳島県「健康とくしま応援団」
「健康づくり推進活動功労者 知事表彰」

沖縄県
「頑張る職場の健康チャレンジ」

弘前市「ひろさき健やか企業」
低金利融資、建設工事入札加点、奨励金交付

山形県「やまがた健康づくり大賞」

【日高信金】(北海道)ひだかしんきん健康サポート預金

新潟県 「元気いきいき健康企業登録制度」

【第四銀行】(新潟県)
「地域創生応援資金融資制度」

【松本信金】(長野県)
「健康寿命延伸 特別金利定期積金」

【島根銀行】【山陰合同銀行】
健康宣言事業所、認定事業所向け金利優遇

島根県
「しまねいきいき健康づくり実践事業所」

「ヘルス・マネジメント認定制度」
富山県

「のばそう健康寿命！健康づくり企業大賞」

前橋市
「まえばしウェルネス企業」

【東京東信用金庫】(東京都)
健康優良企業向け低利子ローン

高知県
「職場の健康づくりチャレンジ表彰」

【伊予銀行】(愛媛県)
いよぎんビジネスサポートローンH「ヘルスマネジメント』

宮崎県「健康長寿推進企業等知事表彰」

【十六銀行】(岐阜県)
エブリサポート21『健康経営プラン』

【北洋銀行】(北海道)ほくよう健康増進サポートローン」

掛川市「かけがわ健康づくり実践事業所」
HP掲載、講師派遣、協力機関サービス

静岡県 「ふじのくに健康づくり推進事業所」
健康づくり知事褒賞

石川県
「健康づくり優良企業 知事表彰」

京都府
「きょうと健康づくり実践企業登録制度」

大阪府「大阪府健康づくりアワード」

和歌山県「健康推進企業認定制度」

【埼玉信用保証協会】(埼玉県)
健康保険協会・組合連携保証制度

「健やか」

【東京信用保証協会】(東京都)
「健康企業応援・ダイバーシティ

推進保証制度」

【みずほ銀行】（東京都）
「みずほ健康アシスト」

東京都中小企業制度融資

【みちのく銀行】(青森県)「ふるさと・いきいき」

【岩手銀行】(岩手県)
「いわぎん健康経営サポートローン」

【愛媛銀行】（愛媛県）
「ひめぎんフリーローン・プレステージ」

【広島銀行】(広島県)
＜ひろぎん＞健康経営評価融資制度

鳥取県
「健康経営マイレージ事業（知事表彰)」

横浜市
「健康経営応援認証」

【七十七銀行】(宮城県)
健康宣言企業役職員向け低利子ローン

【鳥取銀行】（鳥取県）
「地域振興ファンド活力（健康経営プラン）」

岐阜県
岐阜県中小企業資金融資制度(雇用支援資金)

香川県
「健康経営取組事業所認定・表彰」

【池田泉州銀行】（大阪府）
「人財活躍応援融資“輝きほろがる”」

【福岡県信用保証協会】(福岡県)
「健康経営応援保証すこやか」

京都信用金庫（京都府）
「健康経営パートナー制度」

【西武信用金庫】(東京都)
健康優良企業サポートローン

民間による主なインセンティブ

自治体による主なインセンティブ ※枠内色塗りは平成28年８月以降に創設

兵庫県
「兵庫県健康づくりチャレンジ企業登録制度」

【トマト銀行】(岡山県)
トマト健活企業応援ローン

【中国銀行】(岡山県)
ちゅうぎん健活企業応援ローン

【群馬銀行】(群馬県)
ぐんぎんスモールビジネスローン

つがる市
「つがる市健康経営企業認定」

【徳島銀行】（徳島県）
「とくぎんトモニ成長戦略ファンド」



（参考）「健康経営優良法人2017」認定制度のスケジュール

【大規模法人部門】 【中小規模法人部門】

平成２８年８月２６日 健康経営度調査票 発出 －

平成２８年１０月７日 健康経営度調査 回答〆切 －

平成２８年１１月中旬
フィードバックシート返却

(同封される「認定基準適合状況兼
申請用紙」により申請資格が判明)

－

平成２８年１１月２１日
〜１２月９日

※申請書等経産省HPに掲載

申請受付期間
（主たる保険者に提出）

平成２８年１２月
〜平成２９年１月

日本健康会議健康経営優良法人認定委員会（仮称）の審査

平成２９年２月２１日 認定発表（予定）

認定有効期間 認定のあった日〜平成３０年３月３１日

※認定は、原則年1回。本年が初年であること等から、中小規模法人に限り、平成29年夏頃を目途に追加認定予定。
※経産省HP＞＞ヘルスケア産業＞＞健康経営優良法人認定制度
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
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（参考）平成29年度予算案
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健康寿命延伸産業創出推進事業
平成29年度予算案額 7.1億円（8.2億円）

商務情報政策局 ヘルスケア産業課
03-3501-1790

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等

委託

事業イメージ

医療・介護関係機関及び
民間企業の連携

①健康無関心層に対して健康への気
づきを与え、健診受診等の行動変容を
促すサービス 等

②定年退職後も継続的に社会参加を
促すための意識啓蒙や就労教育を提
供するサービス 等

③高齢者が自発的に参加・継続できる
効果的なフレイル予防プログラムを提供
するサービス 等

④地域包括ケアシステムと連携した介護
予防を提供するサービス 等

⑤地域包括ケアシステムと連携し、高齢
者本人が望む終末期の生活をサポート
するサービス 等

５分野の具体例

公的保険外のサービスを組み込んだモデル構築支援

公的保険外サービスを組込みつつ予防から医療・介護、維持まで切れ目無く
提供する体制を整備するためのモデル事業をPDCAサイクルを回しながら支援

STEP 1

STEP 2

地域におけるヘルスケアビジネス創出のプラットフォームである「地域版
ヘルスケア産業協議会」を活用。医療・介護関係機関及び民間企
業が連携し、保険外のサービスを組み込んだモデル事業を３年間付
き添いながら支援。

高齢化社会を産業面から支える先進事例として、他地域への展開及び
制度等の課題を抽出。

事業目的・概要

 政府方針として、日本再興戦略に、「健康寿命延伸産業」の創出・ 育成を
通じ、国民の健康増進、あるべき医療費・介護費の実現を目指すことが明記
されています。

 このため、医療・介護関係機関と民間企業の連携のもとで公的保険外サービ
スを組み込んだモデルを構築することを、補助金によって支援します。また、他
地域への展開の推進、制度的課題の洗い出しも行います。

 具体的には、たとえば以下の５分野におけるサービスモデルの構築を想定して
います。

①地域における現役世代（特に健診未受診者）の健康作り対策
②定年退職後の人生に備えたセカンドライフ対策
③アクティブシニアに対するフレイル（虚弱）対策
④健康不安のある高齢者への在宅療養向け健康医療・生活支援対策
⑤人生の最終段階において心残りなく生ききるためのサービス創出

 あわせて、健康経営の促進等を通じ、これらのビジネスの持続的な成長を促す
とともに、健康寿命延伸に対する個人・保険者・企業等の意識・動機付けを
高める社会基盤の構築を進めます。

成果目標

 平成26年度から平成31年度までの6年間の事業であり、最終的には平成

32年に健康寿命延伸産業の市場規模10兆円を目指します。

補助

民間企業等

補助（2/3）

更に、これらのビジネスが持続的に成長する基盤を構築すべく、以下の取組を実施。
・健康経営に取り組んでいる企業等の顕彰や、健康経営実践に向けたノウハウの
提供 等

・事業創出に必要な資金及び支援人材等を一体的に供給する仕組みの構築
・ビジネスコンテスト等を通じた優良事例の顕彰 等
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企業保険者等が有する個人の健康・医療情報を活用した
行動変容促進事業

平成29年度予算案額 ６.０億円（新規）

商務情報政策局 ヘルスケア産業課
03-3501-1790

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
日本医療研究

開発機構

補助

事業イメージ

事業目的・概要

 糖尿病等の生活習慣病領域では、各個人の生活習慣や行動をいかに効果的に

変容させられるかが大きな課題です。

 このため、ウェアラブル端末等から取得される日々の健康情報等を活用して、糖尿

病軽症者を中心にその重症化予防・改善を図る実証研究を実施し、行動変容を

促す方法等について検証を行います。これにより、糖尿病をはじめとする生活習慣

病の予防や改善に資するサービスの開発を目指します。

 同時に、平成27年度補正予算事業(※)において策定する「健康情報等交換規

約定義書」を活用し、本実証事業等を通じて得られる情報を蓄積・分析することで、

行動変容につながる健康情報等の基礎的な解析手法(アルゴリズム)の開発を目

指し、生活習慣病等の予防や行動変容に資するヘルスケアサービスの高度化につ

なげます。

※平成27年度補正予算事業 「IoT推進のための新産業創出基盤整備事業

（企業保険者等が有する個人の健康・医療情報を活用した行動変容促進事業）」

成果目標

 平成31年度まで3年間に及び、2千人以上を対象にデータ収集を実施。得られた

健康情報等を活用し、行動変容促進や糖尿病等改善につながるサービスの高度

化やその効果についての根拠（エビデンス）の蓄積を進め、保険者等への当該

サービスの導入・普及を目指す。

定額 ６.0億円

委託
民間事業者等
コンソーシアム

（１）糖尿病軽症者等の行動変容促進を図る実証研究開発

（２）健康・医療情報等の解析手法や、
行動変容を促す基礎アルゴリズムの研究開発

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

「健康情報等
交換規約定

義書」
により質の高
い健康情報
等を収集

Aコンソーシアム
((１)の採択事業者)

Ｘコンソーシアム(同)

Bコンソーシアム(同)

…

医療機関等

臨床医
糖尿病

軽症者等

事業主／保険者

産業医

保健師等

歩数・活動量、
体重、血圧等の
健康データを蓄積

日々の行動を
自らモニタリング

介入して
行動変容を支援

健康関連データに基づきモ
ニタリング・症状の変化をア
ラート

健康情報
データベース

健診データ

レセプトデータ

＜企業・保険者・医療関係者・研究者等のコンソーシアム＞
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事業の内容

医療技術・サービス拠点化促進事業
平成29年度予算案額 6.5億円（7.1億円）

事業イメージ

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

委託

事業目的・概要

 政府の方針として、日本再興戦略では、「国民の健康寿命の延伸」に向
けて、医療技術・サービス等の国際展開の推進を掲げています。

 経済産業省では、関係省庁や一般社団法人メディカル・エクセレンス・ジャ
パン（MEJ）等と連携し、我が国が高い競争力を有する医療技術とサー
ビスを一体とした戦略的な国際展開等を推進するとともに、その前提となる
外国人患者の受入環境整備を行います。

 具体的には、以下の事業を実施します。
①医療機器メーカーと医療機関の連携による、海外における日本の医療

拠点や介護拠点の構築に向けた実証調査
②新興国の現地医療関係者や政府関係者との人的ネットワークの構築・

深化、日本の医療・介護の海外展開
③外国人患者の受入れ拡大に向けた横断的課題の解決

 これらを通じて、医療・介護ニーズが急拡大する新興国市場において、日
本の優れた医療・介護システムを発信し、我が国の医療・介護関連産業
の競争力強化を図ります。

カンボジア（プノンペン）
救急救命センター

ロシア（ウラジオストク）
日本製CT/MRIを導入した
高度画像診断センター

32年度までに
拠点10ヶ所

民間企業等

成果目標

 平成27年度から平成29年度までの3年間の事業であり、最終的には平成
32年度までに海外における日本の医療拠点を10カ所構築し、海外の医
療技術・サービス市場を1.5兆円獲得することを目指します。

補助（2/3）※大企業の場合は1/2

①日本の医療拠点等の構築に向けた実証調査

 日本人医師の派遣
 弁護士等専門家の活用
 現地スタッフの教育訓練 等

現地の事業環境・制度調査
※未開拓な地域・分野を中心に実施

 INCJ（産業革新機構）、JBIC（国際協力
銀行）、JICA（国際協力機構）等による
出・融資 等

資金調達支援

拠点化

日
本
の
医
療
拠
点
構
築
ま
で
の
過
程

拠点化準備
（２／３補助）

基礎調査

拠点化促進のための実証調査（FS）

②拠点化のための環境整備調査

新興国等の有望市場に対し、

・医療/健康関連サービスの調査

・官民ミッションの派遣

・現地政府/病院関係者

との意見交換 等

③海外患者受入の促進

受入環境整備のための、

・日本国際病院（仮称）の機能強化

・国内セミナー開催

・海外広報事業 等

補助
MEJ

商務情報政策局 ヘルスケア産業課
03-3501-1790
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事業の内容

医工連携事業化推進事業
平成29年度予算案額 34.5億円（35.0億円）

商務情報政策局 医療・福祉機器産業室
03-3501-1562

事業イメージ

事業目的・概要

 日本が誇る「ものづくり技術」を活かした医療機器の開発・事業化とともに、技術

を有する中堅・中小企業やベンチャー等の新規参入、医療機関との連携（医

工連携）を促進し、我が国の医療機器産業の活性化と医療の質の向上を目

指します。

 文科省や厚労省及び関係機関等の連携による『医療機器開発支援ネットワー

ク』を通じて、開発初期段階から事業化に至るまで、専門コンサルタントとの対面

助言（伴走コンサル）による切れ目ない支援を実施し、異業種からの新規参

入や早期事業化を促進します。

 医療現場のニーズに応える医療機器について、ものづくり中小企業、医療機関

等から構成される共同体(コンソーシアム)による開発・事業化を支援し、国内外

の市場拡大・獲得や当該医療機器の利用による医療費の適正化を促進しま

す。

成果目標

 平成26年度からの事業であり、平成32年度までに、本事業実施者により開

発した医療機器等の上市件数100件を目指し、医療機器市場を3.2兆円へ

と拡大することに貢献します。

国
日本医療研究

開発機構

補助（定額）

民間企業等

補助（2/3）

《医療機器開発支援ネットワーク体制の構築》

市場探索
コンセプト設計

開発・試験

製造・サービス
供給体制

販売・
マーケティング

医療機関、コンサルタント企業・機関、販売業界、学会、金融機関・ファンド

事業・
海外戦略

生産・
知財戦略

薬事戦略

マーケティング・
ファイナンス戦略

医療機器開発支援ネットワーク（事務局：ＡＭＥＤ）

地域支援機関

・自治体 ・商工会議所
・公設試 等

専門支援機関

・PMDA ・産総研 ・JST ・JETRO
・国衛研 ・医療機器センター 等

連携・
支援

上市

製品化事例（胸腹水ろ過濃縮装置 T-CART）

 事業者は医療機器分野への新規参入企業。

 医療機関と開発初期から連携し、ガンや肝硬変により発生し

た胸水・腹水を処理する装置を開発し、製造販売承認を取

得した。

医工連携による医療機器開発・事業化を
通じた知見・ノウハウを活用し、伴走コンサル
により切れ目ない支援を実施

条件（対象者、対象行為、補助率等）

委託

ネットワークによる伴走コンサル
（企業・大学等に対するワンストップ支援）
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未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業
平成29年度予算案額 43.8億円（43.9億円）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

文部科学省、厚生労働省と連携し、日本が強みを持つロボット技術

や診断技術等を活用した世界最先端の革新的な医療機器・システ

ムの開発・実用化や、開発の指針となる手引き（ガイドライン）の策

定を、日本医療研究開発機構を通じて推進します。

具体的には、重点分野（手術支援ロボット、人工組織・臓器、低侵

襲治療、画像診断、在宅医療）を中心に、取組を強化していきます。

 さらに、国内外の市場が大きく、今後の成長が見込まれ、かつ国内企

業が競争力を有する「低侵襲治療」「画像診断」分野について、平成

29年度から、重点的に研究開発を進めます。

成果目標

平成32年度までに、5種類以上の革新的医療機器・システムの実用

化を目指します。

国
（研）日本医療研

究開発機構
（AMED）

補助
大学・

民間企業
等

委託

定額

商務情報政策局 医療・福祉機器産業室
03-3501-1562

事業イメージ

手術支援ロボット・システム

フレキシブル内視鏡手術装置

深部の病変を低侵襲で治療

低侵襲治療人工組織・臓器

機能的生体組織製造技術

細胞を用いて血管・組織を立体造形

画像診断（イメージング）

組織を切り取らずに、がん細胞を検出

低侵襲がん診断装置

在宅医療機器

血圧を連続測定し脳・心疾患を予防

ウェアラブル血圧計

スマート治療室

手術時間短縮により患者負担を軽減

ニューロリハビリシステム

脳波を検出して麻痺の回復を支援
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課題解決型福祉用具実用化開発支援事業
平成29年度予算案額 1.0億円（1.0億円）

商務情報政策局 医療・福祉機器産業室
03-3501-1562

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等

交付金

事業イメージ

事業目的・概要

 高齢者や障害者の自立の促進、活動を拡げる製品や社会基盤の整備、介護

者の負担の軽減等、従来の福祉用具の研究開発・普及に加えて、共生社会

の構築等、新たな社会課題・ニーズへの対応が求められています。

 具体的には、福祉用具の製品開発を担う民間企業とユーザー評価を担う機関

・個人（福祉施設、介護施設等）とが連携し、

①利便性に配慮した移動手段や社会基盤を支える機器等

②障害や多言語に対応した意思疎通のための支援機器等

③障害等にかかわりなく、より多くの人々が共に利用しやすい製品等

の開発・実用化を支援します。

 また、解決が期待される課題の整理、共生社会の構築に向けて福祉用具がも

たらす効果の普及・情報発信を行います。

 これらにより、高齢者や障害者、介護者の福祉の増進に寄与するとともに、我が

国福祉用具産業の競争力強化を図ります。

成果目標

 本事業による助成事業のテーマ終了後3年経過した時点で50％以上の製品

について、市場化されていることを目指します。

(研)新エネルギー・産
業技術総合開発機

構(NEDO)

視覚支援用網膜投影
アイウェア

角膜混濁や白内障などの眼
球前側疾患に対する視覚補
助手段として有効なレーザ直
描型の網膜走査投影技術を
用いたアイウェア

「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」（抜粋）
○第４条第１項：国は､この法律の目的を達成するために必要な福祉用具の研究開

発及び普及の促進を図るための財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよ
うに努めなければならない。

○第７条第１項第１号及び第２号：（NEDOが行う業務として規定。）
産業技術の実用化に関する研究開発であって、福祉用具に係る技術の向上に資
するものを助成すること。
福祉用具に関する産業技術に係る情報の収集及び前号の業務の対象となる者に
対する当該情報の提供その他の援助を行うこと。

特記事項

車いすのまま乗車できる
電動三輪車

愛用の車いすに乗ったまま、簡
単なレバー操作で乗り降りで
き、スクーターと同じような感覚
で運転できる電動三輪車

委託

補助
(2/3、1/2)

※補助上限額：2,000万円
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次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業
平成29年度予算案額 53.1億円（56.2億円）

商務情報政策局 生物化学産業課
03-3501-8625

事業の内容 事業イメージ

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的・概要

 医療の課題として、患者の方々のＱＯＬ（Quality of Life）を向上させるとともに、
医療費増加の抑制を図る必要があります。

 こうした背景から、早期に疾病を探知し生存可能性を向上する「先制医療」の実現す
るとともに、個人差を踏まえたより効能の高い治療を実現する「個別化医療」を推進に
向けた取り組みを進めていきます。

 具体的には、「先制医療」を推進する観点から、

①早期診断のための低侵襲サンプリング診断マーカー（マイクロRNA)の開発
「個別化医療」を推進する観点から、
②迅速かつ効果的な創薬技術の開発
③現在世界的に主流を占めながらも、我が国が遅れているバイオ医薬品
を安定、高品質かつ高効率に製造する技術の開発

④個人差や疾患状態を詳細に識別し、効果的な治療を行うための
糖鎖利用技術の開発

等を進めていきます。

成果目標

平成26年度から平成30年度までの5年間の事業であり、

①平成35年度にはがんやアルツハイマーを特定するために構築したデータベース
及び特定に利用するマイクロRNA測定技術を利用した製品数 5件

②平成35年度には病気の原因となる標的タンパク質に対する医薬品候補
化合物を特定するソフトウェアの国内製薬企業等の利用件数 30件

③平成35年度には国際基準に適合したバイオ医薬品製造技術の利用数 10件
④平成37年度には効果的な治療を行うための糖鎖利用技術の利用数 125件
を目指します。

新たな培養槽の開発 新たな抗体の吸着素材の開発 新たな糖鎖の構造
解析技術の開発

○ ×

抗体分離・精製 品質評価

各工程の技術を集結

培養から品質評価まで、全プロセスの国産化を目指す

高品質なバイオ医薬品製造技術

細胞培養

医薬候補となる天然化合物を高効率で探索するソフトウェア
を開発。あわせて、天然化合物を安定生産する遺伝子組
換え技術等を開発。

創薬を加速化

高効率医薬品シーズ探索技術

手術、生検等 血液、尿、唾液等

検出

がん細
胞

分泌

がん細胞が分泌する物質(特定のマイクロRNA)の検出
技術を開発し、超早期のがん診断を実現

負担が小さく簡便な診断技術の確立

血液

低侵襲サンプリング診断技術の開発

正常
細胞

正常
細胞

先制医療

がん細胞等をより詳細に識別し、副作用の少
ない医薬品の創薬技術の開発

糖鎖利用による革新的創薬技術開発個別化医療

糖鎖とタンパク質を同時に認識

がん細胞正常細胞

糖鎖

タンパク質

個別化医療

個別化医療

民間企業等
補助 （研）日本医療研

究開発機構
（AMED)

国
定額

委託

体への負担が少なく
簡便な検体取得へ
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再生医療の産業化に向けた評価基盤技術開発事業
平成29年度予算案額 24.5億円（25.0億円）

商務情報政策局 生物化学産業課
03-3501-8625

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等
委託

事業イメージ

成果目標

平成26年度から平成30年度までの５年間の事業であり、

①平成31年度までに当事業で開発した再生医療等製品の製造機器等の論文等

への引用20件、

②平成30年度までに再生医療等製品の評価手法の対象品目の薬事申請３件、

③平成35年度までに、本事業で開発した創薬支援ツールの製薬企業等の

利用件数 30件

を目指します。

民間企業等
補助 （研）日本医療研

究開発機構
（AMED)

国
定額

委託

事業目的・概要

 iPS細胞等の幹細胞を用いた再生医療は、臨床現場の新たな治療の選択肢となる
とともに、創薬ツールとしての応用が期待されており、市場の急速な拡大が予想され
ます。本事業では、再生医療を支える周辺製品市場での我が国企業の国際競争
力を高めるとともに、再生医療等製品の実用化を促進します。また、再生医療技術
を応用した新薬創出を加速します。

 具体的には、再生医療の産業化のために、

①現在未確立であるiPS細胞等を高品質かつ大量に培養する技術の開発、
及び、これらの技術の標準化の推進

②個々の再生医療等製品に特有となる安全性、有効性に関する試験項目
の明確化、及び、必要な評価手法の開発

③再生医療技術を応用し構築した様々な臓器の細胞を利用した、医薬品
の安全性等を評価するための基盤技術の開発

等を進めていきます。

再生医療等製品の
評価手法開発

自動培養装置 培地 等

支援・情報共有

高品質の幹細胞を安定的に大量供給することにより、幹細胞の再生医療への産

業応用の促進及び関連製品の国際競争力強化を図る。

再生医療に必要な製造技術の確立

規制当局（PMDA）

再生医療等製品の開発成功事例を創

出しつつ、その開発、実証を通じて規制

をクリアするために必要な評価手法を確

立

iPS細胞等から分化誘導される各種臓

器の細胞等を応用し、医薬候補品の安

全性等を評価する基盤技術を開発する

ことにより、幹細胞の創薬への活用を加

速

医薬候補品小腸

肝臓

再生医療等製品開発主体
（研究機関・メーカー）

応用・展開 応用・展開

チップ等を活用した医薬品の
安全性等評価系の開発

情報共有

②評価手法開発

①
製
造
技
術
開
発

③創薬応用
促進技術開発

（新規）

フィード
バック
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植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発事業
平成29年度予算案額 21.0億円（17.2億円）

商務情報政策局 生物化学産業課
03-3501-8625

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

 近年、植物や微生物等の生物を用いた高機能品（機能性素材など）の生産

技術は、化学合成と比較して省エネルギー・低コストでの物質生産が可能である

ことから注目されており、その市場規模は平成42年には200兆円規模へと拡大

することが見込まれています（OECD, 2009）。

 これらの高機能品の高効率な生産技術の開発にあたっては、生物情報の集積、

生物情報に基づく合理的な生物機能設計（コンピュータ上でのゲノム・代謝機

能設計）、細胞機能を改変するための高効率なゲノム編集技術（ゲノム情報

を修正する技術）、細胞に新たな機能を付加するための大規模なDNA合成技

術（ゲノム情報を書き加えるための技術）の融合による我が国独自の基盤技

術構築が不可欠です。

 本事業では必要な技術開発を行い、高機能品の省エネルギー・低コストな生産

技術を集積したプラットフォームを整備することで、国内企業の競争力を確保しま

す。

成果目標

 平成28年度から平成32年度までの5年間の事業であり、化学合成と比較して

圧倒的に低コストなバイオものづくりのための基盤を確立し、省エネ社会実現への

貢献を目指します。（平成42年度の見通しとして、85.8万kl／年の省エネを目

指します。）

大学・民間企業等

交付金

国

委託・補助(大企業1/2補助、中小企業2/3補助）

(研)新エネルギー・産
業技術総合開発機構

(NEDO)

国産ゲノム編集技術
特定のゲノム情報を選択的に改変
（編集）する技術開発

PPR 
motif

微生物細胞を利用

植物細胞を利用

スマートセルによる
物質生産

スマートセル
（生物細胞）

機能性ポリマーなど
高機能材料原料

生物資源と機能を利用

・栽培、培養のみで高機能品を生産
・生産に必要なエネルギーを削減

生物情報に基づく合理的な
生物機能設計技術
コンピュータ上でのゲノム・代謝機
能設計による高生産スマートセル
デザイン

生産効率を向上させるための情報取得・基盤技術開発

細胞内に生産プロセスを構築 → 物質生産工場として産業化

情報技術と高効率なゲノム編集技術等を駆使し、生物を用いて
高機能品を生産する省エネルギー産業の創出へ

開発基盤技術を融合した
トータルシステムの構築

開発基盤技術と植物
工場を利用した生産
技術の確立

微生物生産植物生産

生物情報の集積
企業等が有する多様な産業生物
株からのゲノム情報等大規模デー
タの取得、蓄積

長鎖DNA合成技術
細胞に新たな機能を付加するため
の長鎖DNA合成技術開発

生産株 データ
ベース

ATGCCTGAGCATGCCTGAG
CTAGCATAGATGCCTGAGC
TAGCACAATGCCTGAGCTA
GCA・・・・・・

生物情報

生産を実現するスマートセル統合プラットフォームの整備

バイオプロセスによる生産
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ロボット介護機器開発・導入促進事業
平成29年度予算案額 16.4億円（20.0億円）

事業の内容 事業イメージ

製造産業局 ロボット政策室
03-3501-1049

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

民間企業等

Ⅰ.補助

（1/2,2/3）

事業目的・概要

高齢者の自立支援、介護実施者の負担軽減に資するロボット介護機器

の開発・導入を促進します。

厚生労働省と連携して策定した「ロボット技術の介護利用における重点分

野」について、厚生労働省事業（介護ロボット開発等加速化事業）等を

通じて得られた介護現場のニーズに基づいた開発補助を行うとともに、介護

施設において長期の効果測定を実施します。また、介護現場への導入に

必要な基準作成等の環境整備を行います。

成果目標

平成25年度から平成29年度までの5年間の事業であり、平成32年度に

ロボット介護機器の市場規模を約500億円へ拡大することを目指します。

補助

大学・企業等
で構成する

コンソーシアム

Ⅱ.委託

Ⅰ．重点分野のロボット介護機器の開発補助

Ⅱ．介護現場への導入に必要な環境整備

ロボット技術の介護利用における重点分野
（平成24年11月 経産省・厚労省公表、平成26年2月改訂）

安全・性能・倫理の基準を作成し、効果の高いロボット介護機器を

評価・選抜し、介護現場での実証試験実施や導入を促進します。

※補助上限額：1億円

移乗介助（装着、非装着）

排泄支援 入浴支援

移動支援（屋外、屋内）

認知症の方の見守り（施設、在宅）

（研）日本
医療研究
開発機構
（AMED)

移動支援（屋外）

これまでの開発成果例
認知症の方の見守り（施設）移乗介助（装着）
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IoT等の我が国の政策に対し、中小企業・小規模事業者等の技術力を最大限活用

するため、大学等の研究機関と連携して行う、製品化につながる可能性の高い研究

開発等への取組を支援します。

・補助上限額：初年度4,500万円（補助率：定額・2/3）

2年目は初年度の額の2/3、3年目は初年度の額の1/2を上限として補助

(ア)大学、公設試等による研究開発等を支援

（うち1,500万円を上限、補助率：定額）

(イ)中小企業・小規模事業者が行う研究開発等を支援

（補助率：2/3）

事業の内容

戦略的基盤技術高度化・連携支援事業
平成29年度予算案額 130.0億円（139.7億円）

中小企業庁 技術・経営革新課 03-3501-1816

事業イメージ

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的・概要

 地域経済を支える中小企業におけるイノベーションの創出を図るため、中小企

業・小規模事業者が産学官連携して行う研究開発等や新しいサービスモデルの

開発等のための事業を支援します。

①中小ものづくり高度化法の計画認定を受けた事業者が大学・公設試等の研

究機関等と連携して行う、研究開発、試作品開発及び販路開拓への取組等

②中小企業等経営強化法「異分野連携新事業分野開拓計画」の認定を受け

た事業者が、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に沿って

行うサービス開発等

成果目標

事業終了後5年以内に事業化を達成した事業が半数を超えることを目指し
ます（ただし、サービスモデル開発については２年以内）。

① 研究開発・試作品開発(戦略的基盤技術高度化支援事業)

数十～百社

～数万社

～数百万社

 地域の中核的な中小企業

 『外貨』を稼ぐ中小企業

サービスものづくり技
術
高
度
化
指
針

サ
ー
ビ
ス
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

ものづくり
高度化法

経営
強化法

産学官連携で
イノベーションに
集中投資

速効性ある新商品・
サービスの開発

成功事例を元に
成果を普及

産
学
官
連
携

② サービス開発(商業・サービス競争力強化連携支援事業)

国
大学、公設試等

中小企業・小規模事業者
民間団体等

委託、補助（定額、2/3）

生産性向上

法認定事業者

民間企業
大学・公設試等

事業管理機関

協力者

大学・公設試等

共同体

国

中小企業が第4次産業革命に対応できるよう、AI、IoTやビッグデータ等を活
用して取り組むサービス産業の生産性向上、サービスモデル開発を支援しま
す。
・補助上限額：

１プロジェクトにつき、3,000万円 × ２年間（補助率：2/3）
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経済産業省 関東経済産業局 地域経済部 次世代産業課

ヘルスケア産業担当（門田、和田）

電話：０４８－６００－０３４２

（参考）

関東経済産業局HP 医療機器・バイオ・ヘルスケアページ：
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/bio/index.html

経済産業省HP ヘルスケア産業ページ：
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/index.html

本件に関するお問い合わせ先
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