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島根発ヘルスケアビジネス創出支援事業実施状況報告 
 
１．島根県ヘルスケアビジネス産業推進協議会 
 協議会の設置にあたっては、島根県におけるヘルスケアビジネスの創出に向けた検討
を行うため、平成２７年３月にワーキンググループを設置し、セミナー、講演、ワーク
ショップ等を開催。 
  ワーキンググループにより、ヘルスケアビジネスに対する意識の醸成を図りながら、
商工団体、医療・福祉関係者、金融機関、高等教育機関、行政機関など、多くの皆様に
ご参加いただいて、平成２７年７月に協議会を設置した。 
 
(1)ワーキンググループの実施状況 
 平成２７年３月 ヘルスケアビジネス創出セミナー   （松江：参加者 101名） 
      ４月 第１回ワーキング （参加者 96名 松江：65名、浜田：31名） 
      ５月 第２回ワーキング （参加者 108名 松江：83名、浜田：25名） 
 
(2)協議会の開催状況 
  平成２７年７月 第１回協議会（松江エクセルホテル東急） 
  平成２８年３月 第２回協議会（ホテル白鳥） 
 平成２９年３月 第３回協議会（松江エクセルホテル東急） 
 平成３０年３月 第４回協議会（くにびきメッセ） 
 
(3)分科会の活動状況 
〇平成２７年度 

 第１回 ・テーマに合わせた先進事例発表、意見交換  （参加者：53名） 
 第２回 ・生活健康支援をテーマに講演        （参加者：40名） 
 第３回 ・平成２７年度モデル事業の報告会      （参加者：90名） 
 先進地視察 ・㈱くまもと健康支援研究所視察       （参加者：11名） 

〇平成２８年度 
 第１回 ・保険外サービスへのビジネス参入をテーマに講演、意見交換、

サービス事例紹介              （参加者：50名） 
 第２回 

 

・ヘルスケアサービスのインフラを持つ大手企業（ドコモヘルス
ケアなど４社）と県内事業者とのマッチングセミナー、意見交換 
           （参加者：松江と益田の 2会場、計 60名） 

 第３回 ・平成２８年度モデル事業の報告会      （参加者：75名） 
 人材育成講座 ・ヘルスケアビジネスを検討している事業者向けの人材育成講座 

 （全３回の連続講座として開催） 
〇平成２９年度 

 第１回 ・主にスタート時点での失敗事例や苦労した点を中心にした講
演、意見交換                （参加者：39名） 

 第２回 ・マーケティング戦略やビジネス構築のノウハウを中心にした講
演、意見交換                （参加者：23名） 

 第３回 ・平成２９年度モデル事業の報告会、ポスターセッション 
 アイデアソン ・「島根の地域特性を活かしたヘルスケアビジネスの創出」をテ

ーマに開催                 （参加者：18名） 
 

(4)分科会登録団体数 
  平成２７年  平成２８年３月  平成２９年３月  平成３０年３月 
    ５１        ６７        ９６       １１２ 

 

２．島根発ヘルスケアビジネス先進モデル構築支援事業 
 島根らしいヘルスケアビジネスの創出を目指して、先進的なビジネスモデルとなりう
る取組を支援。平成２７年度から３年間で２２件の事業を採択した。 
                                                              （採択事業数） 

   平成２７年度   平成２８年度   平成２９年度         計 
       ８         ８          ６        ２２ 
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平成30年3月時点
順不同

No. No.

1 57

2 58

3 59

4 60

5 61 株式会社山陰合同銀行

6 62 株式会社島根銀行

7 63 しまね信用金庫

8 64 日本海信用金庫

9 65 株式会社日本政策金融公庫

10 66 島根県信用保証協会

11 67 株式会社商工組合中央金庫

12 68 一般社団法人島根県医師会

13 69 公益社団法人島根県看護協会

14 70 一般社団法人島根県歯科医師会

15 71 一般社団法人島根県薬剤師会

16 72 一般社団法人島根県経営者協会

17 73 島根県国民健康保険団体連合会

18 74 島根県中小企業団体中央会

19 75 全国健康保険協会　島根支部

20 76 社会福祉法人島根県社会福祉協議会

21 77 社会福祉法人松江市社会福祉協議会

22 78 公益財団法人介護労働安定センター　島根支部

23 79 公益財団法人島根県環境保健公社

24 80 公益社団法人島根県観光連盟

25 81 島根県農業協同組合　やすぎ地区本部

26 82 島根県商工会連合会

27 83 松江商工会議所

28 84 出雲商工会議所

29 85 平田商工会議所

30 86 安来商工会議所

31 87 大田商工会議所

32 88 浜田商工会議所

33 89 益田商工会議所

34 90 江津商工会議所

35 91 隠岐の島町商工会

36 92 隠岐國商工会

37 93 公益財団法人しまね産業振興財団

38 94 松江市

39 95 浜田市

40 96 出雲市

41 97 益田市

42 98 大田市

43 99 安来市

44 100 江津市

45 101 雲南市

46 102 奥出雲町

47 103 飯南町

48 104 美郷町

49 105 吉賀町

50 106 海士町

51 107 西ノ島町

52 108 隠岐の島町

53 109 経済産業省　中国経済産業局

54 110

55 111 島根県立中央病院

56 112 島根県

株式会社奥出雲振興 独立行政法人国立高等専門学校機構　松江工業高等専門学校

奥出雲塾

有限会社奥出雲薔薇園

有限会社古志薬局

有限会社齋藤アルケン工業

株式会社さんびる

合同会社三和コミッション

株式会社システム工房エム

株式会社佐藤工務所

特定非営利活動法人里山コミッション

株式会社山陰中央新報社

島根県ヘルスケア産業推進協議会 分科会 構成員名簿

機関名 機関名

エクスウェア株式会社 国立大学法人島根大学

株式会社オーサン 公立大学法人島根県立大学

荒木建具店・出雲アスロマリット工房 社会福祉法人ウェルエヌシー

株式会社コガワ計画

有限会社カスヤ

株式会社金城観光ホテル

カナツ技建工業株式会社

介護の森山合同会社

株式会社至誠

特定非営利活動法人生活習慣病予防研究センター

セコム山陰株式会社

株式会社ゼンキンメタル

株式会社しちだ・教育研究所

株式会社伸興サンライズ

スタジオ和オリエント株式会社

寺本行政書士事務所

有限会社ともみ工房

株式会社日本ハイソフト

株式会社ソコロシステムズ

合資会社第弐商会

株式会社テクノプロジェクト

株式会社フロム・ママ

株式会社益田クッキングフーズ

株式会社マツケイ

株式会社バイタルリード

光プロジェクト株式会社

特定非営利活動法人ふるさとつなぎ

モルツウェル株式会社

薬師湯

協同組合横田ショッピングセンター

マリンタラソ出雲

株式会社メディアスコープ

メディソル株式会社

株式会社リバティソリューション

特定非営利活動法人２１世紀出雲産業支援センター

株式会社ERISA

Original Nutrition株式会社吉賀町支店

株式会社CODE7

EWP株式会社

合同会社S-WORKS　島根オフィス

fitty

Community　Nurse　Company株式会社

一般社団法人川本6次産業化ネットワーク

山陰ビジネス・ブレイン株式会社

医療法人　佐藤クリニック

中小企業庁ミラサポアドバイザー



松江市

安来市

雲南市

奥出雲町

飯南町

出雲市

大田市

川本町
美郷町

邑南町浜田市

江津市

益田市

津和野町

吉賀町

隠岐の島町

西ノ島町

海士町

知夫村

伸興ｻﾝﾗｲｽﾞ（食事）
ﾓﾙﾂｳｪﾙ（食事）

島根発ヘルスケアビジネス先進モデル構築支援事業の実施状況

健康経営 生活支援＆疾病・介護予防サービス

S-WORKS
（通勤改善）

ﾃｸﾉﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（糖尿病予防）
ｴｸｽｳｪｱ（リハビリ支援）
ﾊﾞｲﾀﾙﾘｰﾄﾞ（外出支援）
生活習慣病予防研究ｾﾝﾀｰ（老後支援）
ﾊﾞｲﾀﾙﾘｰﾄﾞ（生活習慣病予防）
ERISA（認知症予防）

ﾃｸﾉﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（糖尿病予防）

ﾃｸﾉﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
（糖尿病予防）

奥出雲塾
（認知症予防）

三和ｺﾐｯｼｮﾝ
（認知症予防）

しちだ（認知症予防）

金城観光ﾎﾃﾙ（美肌）

ふるさとつなぎ（糖尿病）

ふるさとつなぎ（糖尿病）
川本六次産業化（認知症予防）

ふるさとつなぎ
（糖尿病）

ﾃｸﾉﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（糖尿病予防）
ﾒﾃﾞｨｱｽｺｰﾌﾟ（認知症予防）
ERISA（認知症予防）

奥出雲振興
（認知症予防）

ふるさとつなぎ（糖尿病）
里山ｺﾐｯｼｮﾝ（食事、森林ｾﾗﾋﾟｰ）

内藤（各種療法）

ヘルスツーリズム

OriginalNutrition
（食事、運動、温泉） 光ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

（認知症予防）

山陰ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌﾞﾚｲﾝ
（介護予防）
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島根発ヘルスケアビジネス先進モデル構築
支援事業

「健康」をキーワードとして地域資源を活用し、多様な分野が連携し
た島根県ならではの先進的ヘルスケア産業の創出及び活性化に
より、産業振興と雇用創出を図る

目的

構成員

健康をキーワードに地域資源を活用して、中小企業等が主体となり
行政、医療・福祉団体、教育機関等と連携した島根県ならではの先進
的なビジネスモデルとなりうる取組を支援（委託事業）

医師会、歯科医師会、看護協会、薬剤師会、社会福祉協議会、
国保連、協会けんぽ、島根大学、県立大学、松江高専、金融機関、
商工団体、観光連盟、市町村、県（商工労働部、健康福祉部）

分科会

島根県におけるヘルスケアビジネスとは・・・

「健康」をキーワードに、地域資源を活かして医療・福祉・農商工・IT等の多様な分野が連携したビジネス

企業、医療・福祉団体、高等教育機関、
金融機関、商工団体、自治体が参加し
た先進事例セミナー、先進地視察、異業
種交流

成果、課題、ノウハウなどの共有

96団体 （平成29年3月現在）

分科会テーマ

島根発ヘルスケアビジネス創出支援事業

島根らしいヘルスケアビジネス創出件数 ： １０件成果指標（2020年度末）

管理栄養食品×マッサージ

IT を活用した健康管理×運動

島根県ヘルスケア産業推進協議会

回想法ケアビジョン

ショッピングリハビリツアー
質の高いシニアコミュニティ

食×温泉×自然×産業

地域資源×健康 森林セラピー×地域食材

1

別紙


