
平成 30 年度 島根県ヘルスケア産業推進協議会 事業報告

 平成 27年度からヘルスケアビジネスの創出支援を実施してきたが、平成 30年度からはこれまでの課題であ

った「顧客ターゲットの絞り込み」や「顧客が対価として金銭を支払う仕組みづくり」などを解決するため、

マーケティングをより重視しつつ事業化に向けた伴走型支援を強化し取り組んだ。 

 補助制度については、市場調査や医学的検証などを行う「可能性検証枠」と立案したビジネスプランの実証

等を行う「事業化支援枠」の２つに分け、事業計画段階から専門家による助言を行い支援した。また、前年度

までの採択事業者については、進捗状況や課題などをフォローアップし事業化へ向けた助言等を行った。 

 さらに、このような活動を通じて把握した課題については、今年度立ち上げた「幹事部会」に於いて情報共

有及び意見交換を行い、今後、施策の見直しや事業実施に反映させていく。 

１．島根県ヘルスケアビジネス産業推進協議会 

 目的：ヘルスケア産業の創出及び活性化により、産業振興及び雇用創出を図る。 

(1)協議会 平成 31年 3月 第 5回協議会（ホテル白鳥）を開催 

(2)分科会 

・活動状況 先進事例セミナーや健康課題を題材としたアイデアソンなどを実施 別添、報告書のとおり 

・登録団体数 退会 5団体、入会 6 団体  計１１３団体  「別添、名簿のとおり」 

(3)幹事部会 

・活動状況 高等教育機関や福祉、商工、金融関係などのより現場や実務に近いメンバーでの意見交換 

開催 協議内容 主な論点 

第 1回 

（H30.9.6） 

島根発ヘルスケアビジネス先進

モデル構築支援事業（H27～H29）

の成果・現況や事業化に向けての

課題についての情報共有及び意

見交換 

・事業化に向けた課題の整理に当たっては、収益を追求するビ

ジネスとソーシャルビジネスの違い、都市部と山間部など地域

性を考慮することが必要 

・地域における中間支援組織、コーディネーター、専門職の存

在の重要性 

・関係機関の協力については、大学のシーズや学生の活用、保

険者が保有する検診や医療費のデータの活用などの提案あり 

第 2回 

（H30.12.27） 

・地域のニーズ（特に、地域包括

ケアの体制が整う中で求められ

るビジネス）についての意見交換 

・モデル事業の一部をケースス

タディとした課題の解決に向け

たアプローチについての意見交

換 

・地域包括ケアは、「緩和した基準によるサービス」や「住民主

体による支援」で事業者の参入が進みつつあるが、民間企業で

あれば、特に「移動支援」の参入可能性が高い 

・地域包括ケアで求められる民間サービスは、地域特性によっ

て変わってくるものであり、介護だけでなく生活支援を含め、

地域課題をトータルで捉えるべき。助け合いでできる部分と有

料サービスでカバーする部分を切り分け、有料部分について負

担のあり方の議論が必要 

・モデル事業の検証については、「マーケティングの不足」、「健

康効果に対するエビデンスの不足」、「ビジネスプランにおける

差別化戦略、資金計画の甘さ」など指摘 

第 3回（予定） 

（H31.3.20） 

・事業化に向けた課題の整理と、

解決に必要な事業展開の方向性

や支援のあり方についての意見

交換 

・次年度の事業の進め方や幹事

部会の活動についての意見交換

資料２ 



２．事業者支援 

□島根発ヘルスケアビジネス先進モデル構築支援事業 

  専門家の派遣や助言等の支援：5事業者に実施 

  産業振興課による状況把握や助言：21 事業者に実施 

□島根発ヘルスケアビジネス事業化補助金 

  平成 30 年度採択事業者 1 件（島根おおだ健康ビューロー） 

  公募：平成 30 年 4月 2 日から 12月 25 日まで計 4回 

  申請：5事業者（辞退 2件含む） 

  専門家による事業計画のブラッシュアップ等の支援：5事業者 

  ※平成 30 年度末 事業化件数 3 件（目標：2020 年度末 10件創出） 

 □その他の主な取組 

 ・ヘルスケア事業者の地域包括ケアへの参入に係る事業者の市町村訪問支援（雲南市、大田市） 

 ・事業者掘り起こしの為の市町村、支援機関のヒアリング（益田市、隠岐の島町） 

 ・事業者間、事業者と市町村のマッチング支援（江津市、奥出雲町） 



平成 30 年度 島根県ヘルスケア産業推進協議会分科会 事業報告 

ヘルスケア分野への新規ビジネス参入や事業者連携を目指し事例セミナーやアイデアソンを実施。

タイトル 内容 

第 1回分科会 

「ヘルスケアビジネ

ス実例セミナー」 

平成30年10月29日

・株式会社日経 BP 小谷氏：『デジタルヘルス業界の現状と展望』 

・サンスター株式会社 松富氏：『IoT スマートハブラシ「G・U・M PLAY」の開発と

ヘルスケアビジネス創出に向けた取組みについて』 

・中国経済産業局 坪原氏：『ヘルスケアビジネスの創出に向けて』 

・株式会社日本総合研究所 志水氏：『IoT・ビックデータを活用したヘルスケアビジ

ネスの方向性 』 

（参加者：19団体、28名、開催地：松江市） 

第 2 回分科会 

「ヘルスケアビジネ

ス実例セミナー」 

平成 31年 1 月 21 日

・ＮＰＯ法人日本ヘルスツーリズム振興機構 髙橋氏：『ヘルスツーリズムの最新動

向とヘルスツーリズム認証の現状と展望』 

・株式会社バックテック 福谷氏：『ヘルスケア領域における起業とマネタイズのノ

ウハウ』 

・中国経済産業局 坪原氏：『ヘルスケア産業創出に向けた取組』 

・株式会社日本総合研究所 志水氏：『ヘルスケアビジネスの動向』 

（参加者：20団体、26名、開催地：松江市） 

第 3 回分科会  

「ヘルスケアビジネ

ス創出セミナー」 

平成 31年 3 月 13 日 

・株式会社日本総合研究所 志水氏：『ヘルスケアビジネスの動向』 

・島根県商工労働部産業振興課：『島根県のヘルスケアビジネス創出の取組』 

（参加者予定者：2団体、7名、開催地：隠岐の島町） 

「島根発ヘルスケア

ビジネス創出アイデ

アソン」 

平成 31年 1 月 22 日

講師：株式会社日本総合研究所 志水氏 

テーマ： 

①異分野との組み合わせによる行動変容促進事業モデルの検討 

②課題を抱える当事者にとって深刻な健康課題を解決する事業モデルの検討 

（参加者：5団体、6名、開催地：松江市） 



平成31年3月時点
順不同

No. No.

1 58

2 59

3 60

4 61

5 62

6 63 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

7 64

8 65

9 66

10 67

11 68

12 69 島根県信用保証協会

13 70 株式会社商工組合中央金庫

14 71 一般社団法人島根県医師会

15 72 公益社団法人島根県看護協会

16 73 一般社団法人島根県歯科医師会

17 74 一般社団法人島根県薬剤師会

18 75 一般社団法人島根県経営者協会

19 76 島根県国民健康保険団体連合会

20 77 島根県中小企業団体中央会

21 78 全国健康保険協会　島根支部

22 79 社会福祉法人島根県社会福祉協議会

23 80 社会福祉法人松江市社会福祉協議会

24 81 社会福祉法人ウェルエヌシー

25 82 公益財団法人介護労働安定センター　島根支部

26 83 公益財団法人島根県環境保健公社

27 84 公益社団法人島根県観光連盟

28 85 公益財団法人しまね産業振興財団

29 86 島根県農業協同組合　やすぎ地区本部

30 特定非営利活動法人生活習慣病予防研究センター 87 島根県商工会連合会

31 88 松江商工会議所

32 89 出雲商工会議所

33 90 平田商工会議所

34 91 大田商工会議所

35 92 浜田商工会議所

36 93 益田商工会議所

37 94 江津商工会議所

38 95 隠岐の島町商工会

39 96 隠岐國商工会

40 97 松江市

41 98

42 99

43 100

44 101

45 102

46 103

47 104 奥出雲町

48 105 飯南町

49 106 美郷町

50 107 吉賀町

51 108 海士町

52 109 西ノ島町

53 110 隠岐の島町

54 111

55 112

56 113

57

中小企業庁ミラサポアドバイザーfitty

島根県

一般社団法人川本6次産業化ネットワーク

Original Nutrition株式会社吉賀町支店

株式会社CODE7

安来市

江津市

医療法人　佐藤クリニック

株式会社ERISA

EWP株式会社

合同会社S-WORKS　島根オフィス

特定非営利活動法人２１世紀出雲産業支援センター

経済産業省　中国経済産業局

薬師湯

協同組合横田ショッピングセンター

株式会社リバティソリューション

株式会社メディアスコープ

雲南市

メディソル株式会社

モルツウェル株式会社

大田市

株式会社マツケイ

マリンタラソ出雲

株式会社バイタルリード

浜田市

光プロジェクト株式会社

株式会社Ｆｒｏｍハート

出雲市

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

株式会社益田クッキングフーズ

株式会社伸興サンライズ

株式会社すせり

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

スタジオ和オリエント株式会社

セコム山陰株式会社

株式会社日本政策金融公庫

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

株式会社さんびる

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

しまね信用金庫有限会社奥出雲薔薇園

日本海信用金庫

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

公立大学法人島根県立大学株式会社オーサン

株式会社山陰合同銀行

荒木建具店・出雲アスロマリット工房

国立大学法人島根大学

山陰ビジネス・ブレイン株式会社

Community　Nurse　Company株式会社

株式会社奥出雲振興

株式会社島根銀行奥出雲塾

エステサロンＰＵＲＬＹ

株式会社島根情報処理センター

アステラス製薬株式会社

隠岐旅公舎

一般社団法人島根おおだ健康ビューロー

株式会社コガワ計画

有限会社古志薬局

有限会社齋藤アルケン工業

有限会社カスヤ

合同会社三和コミッション

株式会社しちだ・教育研究所

株式会社システム工房エム

株式会社至誠


