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国民医療費の見通し 医科診療医療費に占める生活習慣病の割合 
（平成２３年度） 

出典： 厚生労働省「平成２３年度国民医療費」 

○少子高齢化が進行する我が国においては、医療費が毎年増大しており、平成23年度に38兆円を
突破。今後もGDPの伸びを超えるスピードで増加し、2025年度には約60兆円に達する見込み。 

○国民医療費のうち、医科診療医療費の約3分の1（9.8兆円）は生活習慣病関連。この部分は、 
 公的保険外の予防・健康管理サービス産業を積極的に創出することにより、医療費の削減につな
がる分野。 
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2011年度 2015年度 2025年度 

自己負担 

公費 

保険料 

医療費の伸び 
（右軸） 

ＧＤＰの伸び 
（右軸） 

（兆円） 

※1 平成23年6月2日社会保障改革に関する集中検討会議資料で公表している将来推計のバックデータから作成。 
※2 医療費の伸び、GDPの伸びは、対2011年度比。  
（出所）厚生労働省作成資料 

39兆円 
（資料公表時の推計値） 
（実績値は38.5兆円） 

60兆円 

増え続ける国民医療費 



○新産業創出と医療費削減 
  ・慢性期医療（生活習慣病関連）にかかる医療費を、公的保険外のサービスを活用した予防・健  
   康管理にシフトさせること（セルフメディケーションの推進）により、「国民の健康増進」、「医療費 
   の削減」、「新産業の創出」を同時に実現。 
○地域経済・コミュニティの活性化 
  ・地域において人口減少と医療費増大が進む中、健康寿命延伸産業の果たすべき役割はますます 
   拡大。①高齢化に伴う地域の多様な健康ニーズの充足、②農業・観光等との連携による新産業 
   創出（医・農商工連携）により、地域の「経済活性化と医療費削減」につなげることが重要。 

医
療
費 

個人の年齢 

   公的保険による医療サービスの供給ライン 
   公的保険外サービスを併用した供給ライン             

慢性期医療から予防・ 
健康管理への大胆なシフト 

慢性期 
医療 

 公的保険外の予防・  
 健康管理サービス 
 の活用 

【予防・健康管理サービスの活用】 

慢性期医療（生活習慣病関連）の
医療費は約9.8兆円。予防・健康 
管理サービスにより削減可能 

【地域経済における予防・健康管理サービスの役割】 

健康寿命延伸産業の重要性と果たすべき役割 

医療・介護 
（地域包括ケア） 

公的保険外の 
運動、栄養、保健サービス等 

農業・観光等の地域産業との連携 
（医・農商工連携等） 

地域の経済活性化と医療費削減 
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地域医療・介護 
体制の構築 

新産業創出 



日本再興戦略における健康関連市場の創造 

 

【第三の矢】 
企業や国民の自信を回復し、「期待」を「行動」へ変える 

新たな成長戦略（日本再興戦略：平成２５年６月１４日閣議決定） 

■ 産業の新陳代謝 
■ 雇用制度改革・人材力強化 
■ 科学技術イノベーション強化 
■ ＩＴの利活用促進 
■ 立地競争力強化 
  （エネルギー制約、特区等） 
■中小企業の革新 

■ 「健康寿命」の延伸 
■ クリーンなエネルギー需要 
■ 次世代インフラの構築 
■ 地域資源で稼ぐ社会（農業等） 

■ 戦略的通商関係構築 
  （ＴＰＰやＲＣＥＰ等） 
■ 海外市場の獲得 
  （インフラ輸出、クールジャパン等） 
■ 内なるグローバル化の促進 
  （体内投資、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材） 

３つのプラン 成長への道筋 

日本産業再興プラン 戦略市場創造プラン 国際展開戦略  

○日本再興戦略 ～「健康寿命」の延伸～ 
「効果的な予防サービスや健康管理の充実により、健やかに生活し、老いることができる社会」の実現を目指す 
・健康寿命延伸産業の育成 

 ・予防・健康管理の推進に関する新たな仕組みづくり（財政的インセンティブ等） 

次世代ヘルスケア産業協議会（平成２５年１２月～（平成２６年６月 中間とりまとめ）） 
○国民の健康増進、医療費の削減、新産業の創出の同時実現を達成するため設置。 
 ・「事業環境ＷＧ」「品質評価ＷＧ」「健康投資ＷＧ」を設置し、グレーゾーン解消のための事業者のニーズの把

握や健康製品・サービスの品質確保・認証のための仕組み作りの構築、産業界の健康投資促進に向けた方
策等について検討。 3 



○事業環境ＷＧ 

 新たな健康サービス・製品の創出のための事業
環境の整備（グレーゾーン解消等）に係る検討 

 

○健康投資ＷＧ 

 企業、個人等の健康投資を促進するための方策
の検討 

 

○品質評価ＷＧ 

 健康関連サービス・製品の品質評価の在り方の
検討 

○健康寿命延伸分野の市場創出及び産業育成は、国民のＱＯＬ（生活の豊かさ）の 
  向上、国民医療費の抑制、雇用拡大及び我が国経済の成長に資するもの。 
 

○このため、「健康・医療戦略推進本部」の下に、「次世代ヘルスケア産業協議会」を 
  昨年１２月に設置。 
 

○その後、協議会の下に、課題毎に３つのWGを設置し、具体的施策を検討してきた。 

【３つのWGによる検討】 

【協議会の設置趣旨】 

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 

 事業環境WG 
  座長：武久洋三  

     日本慢性期医療 

     協会 会長 

 健康投資WG 
  座長：森晃爾  

    産業医科大学 

    産業生態科学 

    研究所教授 

 品質評価WG 
  座長：末松誠  

    慶應義塾大学 

    医学部 学部長 

【各WGの検討内容】 
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次世代ヘルスケア産業協議会の設置 



次世代ヘルスケア産業協議会委員 
 

• 安道 光二    日清医療食品株式会社 代表取締役会長兼社長 
• 大原 昌樹    四国の医療介護周辺産業を考える会 会長 
• 北川 薫      新ヘルスケア産業フォーラム 代表 
• 斎藤 勝利    日本経済団体連合会 副会長 
• 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      慶應義塾大学 医学部長 
• 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所 副所長 
• 武久 洋三    日本慢性期医療協会 会長 
• 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    北海道ヘルスケアサービス創造研究会 座長 
• 永井 良三    自治医科大学 学長 
• 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 
• 宮田 喜一郎  オムロンヘルスケア株式会社 代表取締役社長 
• 森 晃爾      産業医科大学 産業生態科学研究所 教授 

5 



事業環境に関する検討内容 
  １．グレーゾーン解消の促進 

（１）制度の活用状況 
 

○今年1月の法施行後、２件の申請があり、約

１ヶ月間の審査の結果、厚生労働大臣及び
経済産業大臣により、それぞれ医師法に違
反しないこと等が確認された。 

グレーゾーン申請案件 

（２）「健康寿命延伸産業分野における  
  新事業活動のガイドライン」の策定 

事業者からのニーズが高く、ガイドライン
初版において規定した事業類型 

予防のための運動/栄養指導 

病院食の提供 

簡易な検査（測定） 

健康管理等に資するレセプトデータ等の
分析 

地域関係者が連携した複合的な生活支
援サービスの提供 

○グレーゾーン解消制
度の広報・周知 

○利用事例の蓄積・類
型化 

○ガイドライン改定 

グレーゾーン解消に係る 
今後の方向性 

○事業者からのニーズが高い５つの事業類型について、
本ＷＧで検討した結果を踏まえ、厚生労働省と経済
産業省が共同でガイドラインを策定。 

○今後、一層の利用促進を図るべく、地域や関係事業者
への積極的な広報・周知に努める。 

 

○事例の累積に応じ、その類型化やガイドライン化の効
果及び必要性を検討し、新しい事業類型の追加、既
存の事業類型の内容拡充等、ガイドライン改定を進
めることが適切。 １）スポーツクラブ等における、医師の指導・  助

言を踏まえた生活習慣病予防のための運動指導
サービス 

２）薬局等における、利用者の自己採血による簡易
検査とその結果に基づく健康関連情報の提供サー
ビス 

6 



 専門人材の掘り起こし及び積極的な活用 
 
 

 アクティブシニアの積極的な活用 

 
 観光業、農林水産業と連携した健康寿命延伸産業の展

開 
 
 

 街づくりと健康寿命延伸産業の連携 

 
 地域全体を巻き込んだ事業連携によるビジネスモデ

ル作り 
 
 

  地域版「ヘルスケア産業協議会」の設置推進 
 

国内事業者への海外展開好事
例の共有 

海外諸国における健康寿命延伸分野のニーズ・
事業可能性等の整理と事業者への提供 

我が国のヘルスケアに関する取組についての、海外諸国への情報発信 

健康寿命延伸産業
の海外展開の促進 

海外展開に向けた機運醸成・機会の拡大 

④地域連携の促進 

①新事業展開を促進する資金供給 ②地域における専門人材・アクティブシニアの活用 

③地域資源の活用 

３．海外展開の促進 

 
 地域ヘルスケア産業支援のためのファンドを 
   通じた出資 
 
 経営人材の提供 

 
 政策金融の活用 

行政 

金融機関 

医療機関 

専門人材 
アクティブシニア 

地域資源 

産業創出・ 
拡大 

２．地域における健康寿命延伸産業の創出・拡大 

7 
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健康投資に関する検討内容 

○ 今後、企業や健康保険組合が取組を進めるにあたり、様々な判断を行うための基礎となる共
通評価指標の構築と普及が必要である。 

○ 医療費の適正化などの「アウトカム評価」だけでなく、経営層の取組実施を測る「プロセス・マネ

ジメント評価」、取組が従業員等の行動変容に繋がっているかどうかを評価する「アウトプット評
価」を合わせた３つの観点から評価されることが重要である。 

健康投資・健康経営評価指標のフレームワーク 

 
 
 

【経営者のリーダーシップ】 
 
企業経営層が、全社的・
継続的に取組を実施して
いるか 

 
 
 

【従業員の行動変化】 
 
それらの取組が従業員の
意識・行動変容に繋がっ
ているか 

 
 
 

【目指すべき成果】 
 
社会的に望ましい、従業
員の健康状態の維持・増
進が達成されているか 

プロセス・マネジメント 
評価基準 アウトプット評価基準 アウトカム評価基準 

①自社が取り組んでいる健康投資・健康経営の成果の確認 
②市場を含む外部からの評価 
③データヘルスなどの健康保険組合の取組との連携     等 

活  用 

8 



健康投資・健康経営評価指標の例 

9 

○対象者や取組の性格の違いを踏まえ、企業と健康保険組合を区別して評価指標の例を整理し
た。なお、企業と健康保険組合が互いに連携することも重要であることから、それぞれに共通
する評価指標の例を整理した（下表）。 

○各指標は企業や健康保険組合の特性や規模に応じて、取組成果の確認や企業と健康保険組
合の連携などのため、一定の柔軟性をもって活用することが適切である。 

(1)企業の取組に関する評価（プロセス・マネジメント評価）指標 
    ①生活習慣病予防の取組状況 
  ②従業員等に対する情報提供 
  ③各種任意検診の実施状況 
  ④労働時間の適切な管理状況 
  ⑤その他、企業ブランドの向上等につながる事項（※） 
 
 (2)従業員等の行動変容に関する評価（アウトプット評価）指標 
  ①健康診断受診率 
  ②健康診断後の受療率 
  ③その他、企業ブランドの向上等につながる事項（※） 
 
(3)従業員等の健康状態の改善に関する評価（アウトカム評価）指標 
  ①医療費 
  ②メタボ改善率 
  ③その他、企業ブランドの向上等につながる事項（※） 

①生活習慣病予防の取組状況 
②加入者に対する情報提供 
③特定健康診査及び特定保健指
導の実施率 
④各種任意検診の実施状況 
⑤医療費 
⑥メタボ改善率 

 

健康保険組合の取組を 
評価するための指標 

企業の取組を評価するための指標 

※企業と健康保険組合の連携に資する指標とは別に、企業の業績や企業ブランドの向上等の社会的な評価につながる
事項を、「その他、企業ブランドの向上等につながる事項」として整理している。 

9 
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○ 企業による取組の促進は必要だが、それぞれの企業の認識や取組状況には差異があることに
留意する必要がある。 

○その上で、企業による取組を促進する方策としては、「健康投資・健康経営を促進するインセン
ティブの構築」、「健康投資・健康経営の手法等の共有」、「健康投資・健康経営に関する情報
発信の促進」の３つの側面からのアプローチがある。 

○ その他、社会的な取組として、国民一人ひとりの意識喚起を行っていくことも重要である。 
 

健康投資・健康経営を促進するための方策 
 

健康投資・健康経営を促進するインセンティブの構築 

健康投資・健康経営の 
情報発信の促進 

健康投資・健康経営の 
手法等の共有 

・優れた取組に対する社会・市場からのプラス評価 
・財政面でのインセンティブの付与 

・健康投資・健康経営に関する 
 ベストプラクティスの共有 
・健康投資・健康経営手法のマ  
 ニュアル化 

・健康投資・健康経営へ 
 の自社の取組の公開等 

健康投資・健康経営の促進 

10 



品質評価に関する検討内容 

「健康運動
サービス」分
野を品質評
価基準の策
定等の当面
の対象分野
に選定 

 １．品質評価の対象とすべき分野の特定 

○健康運動サービス分野は、その中核となる「フィットネスクラブ」の市場規模は4,120億円(2012年、レジャー白
書)と大きく、国民や保険者等の健康づくりに対する関心の高まりや自治体等から高齢者向けの介護予防
ニーズに応じて、今後の成長が期待される。また、健康増進効果のエビデンスも蓄積されている。 

○健康運動サービスに関連する既存の認証制度としては、人的資格（健康運動指導士等）、施設認証（健康増
進施設等）などが存在するが、「サービスの品質」を評価する仕組みは存在していない。 

健康寿命延伸産業における各種サービスと現状市場 

  サービス 現状（市場規模、利用者数の有無等） 

健康管理 
全般 

・ 健診・人間ドック 
・ 保健指導 
・ 電話健康相談 
・ カウンセリング 

・ 特定保健指導の対象者は国保除き300万人程度（2011年度、厚生労働省） 
・ 一人当たり1～2万円の単価として市場規模は300～600億円 
・ EAP市場規模は推計48億円（2010年度、日本EAP協会HP、EAP相談機関の活動実態調査 2011年

12月、（株）シード・プランニング調査報告より） 

運動・ 
スポーツ 

・ 運動指導 
・ スポーツ等メニュー提

供 

・ フィットネスクラブの市場規模は4,120億円（2012年、レジャー白書）、会員数は約400万人（2012、経
産省特定サービス産業動態統計より推計） 

・ 健康運動指導士等の人的資格は存在 

栄養管理 
・ 栄養指導 
・ 配食サービス 

・ 栄養指導のみの市場規模は不明 
・ 在宅向け配食サービスについては、約850億円（2013、矢野経済研究所） 

リフレッシュ 
・ 温泉療養 
・ エステティック 

・ エステティック市場は3,494億円（2011年度、矢野経済研究所） 
・ 日本エステティック機構の認証が存在 

その他 
生活支援等 

・ 旅行支援 
・ 移送・外出サポート 
・ 家事支援 

・ 旅行自体の市場規模は1兆4,000億円（2011年、日本総研推計）、旅行支援は、不明。 
・ 家事代行サービス市場は811億、見守りサービス市場は143億（2013年版住まいと生活支援サービス

の実態と将来展望、矢野経済研究所） 
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 ２．健康運動サービスにおける品質評価の基準 

○健康運動サービスについては、サービスの提供体制に関する評価（インプット評価）、消費者の行動変容の
促進に関する評価（アウトプット評価）、消費者の健康状態の改善に関する評価（アウトカム評価）の3つの
評価軸によりその品質の評価を行うことが適当である。 

○これら３つの評価軸全てに評価を受けなくても、どの評価軸を用いた評価を行うかについては、個々の認証
機関の選択にゆだねる事が適切であると考えられる。 

品質評価基準とそのフレームワーク 
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新産業創出に向けたアクションプラン（１／２） 

（２）地域における新事業創出のための環境 
   整備 
 
 
 

【ビジネスモデル】 
○「医・農商工連携」を推進するために、新事業に 
  関するモデル実証事業を支援する。                       
                      ［今年度から開始］ 
○地域版「次世代ヘルスケア産業協議会」を全国 
  展開し、優れたビジネスモデルを普及する。 
                     ［今年度から開始］ 
 

【資金】  
○地域経済活性化支援機構が「地域ヘルスケア産業
支援ファンド（仮称）」を創設し、新事業へのリスク 

  マネー・経営人材を供給する。 
                           ［今年度中］                       
○政策金融によるヘルスケア産業創出融資制度の設
立を検討する。            ［今夏に制度要求］                      

 

【人材】 
○地域の保健師等の専門人材やアクティブシニア人
材を活用するためのマッチング事業を支援する。                                                

                                                  ［今年度から開始］  

１．新事業創出のための環境整備 
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（１）グレーゾーン解消による新事業創出の 
   促進 
 
 

○グレーゾーンに関し、産業競争力強化法に基づく
個別事案の解消を促進する。併せて、地域での
広報・普及を含めた取組を強化する。 

      ［実施済（さらに個別事案の解消を推進）］ 
 
  グレーゾーン解消の成果（本年２月）  
   ・医師の指導・助言に基づく運動指導サービス 
   ・利用者の自己採血による簡易検査 
 

○本年３月末に策定した「健康寿命延伸産業分野
における新事業活動のガイドライン（５分野）」に 

   ついて、個別の解消事例を集積し、今後内容を拡
充する等、必要に応じてガイドラインを改定する。 

               ［実施済（今後適宜改定）］ 
 
  ガイドラインにより、「新事業創出が見込まれる５分野」 
   ・医師の指導・助言に基づく運動・栄養指導サービス 
   ・通院患者等への病院食の配食サービス 
   ・利用者の自己採血による簡易な検査（測定） 
   ・健康管理のためのレセプトデータ等の分析 
   ・地域の関係者が連携した複合的な生活支援サービス  13 



（１）企業等における健康投資の促進 

○健康優良企業をプラス評価する「健康経営銘柄 
 （仮称）」を設定する。 
     ［来年春の設定に向けてデータ収集を開始］ 
○企業や健康保険組合のベストプラクティスを地域 
 ヘルスケア協議会等で公表・共有を進める。 
                         ［今年度中］                         
○ＣＳＲ報告書などによる企業の積極的な情報発信 
 を促進する。 
         ［今年度から関係者との調整を開始］ 

○企業や健康保険組合の健康投資を評価するため 
 の「評価指標」を構築し、その取組を促進する。 
                     ［今年度から開始］ 
  

○評価指標について、厚労省の「データヘルス計画」 
 と連携し、健康保険組合の取組を促進するインセ 
 ンティブの制度設計に活用する。 
                     ［今年度から開始］ 

２．健康投資・健康経営の促進 

（２）健康経営が評価される枠組みの構築 

○ニーズの高い「健康運動サービス」について「民間 
 機関による第三者認証」を試行的に実施する。                     
［今年度から開始］ 
○第三者認証について、学会や業界団体等の専門  
 家・専門機関による支援体制を整備する。          
                     ［今年度から開始］ 

３．ヘルスケアサービスの品質の見える化 

（２）認証を受けた健康運動サービスの利活 
   用の促進 

（１）健康運動サービスに関する品質評価の 
   実施 

○利用者となる企業や健康保険組合のニーズを 
 収集し、認証を受けた健康運動サービスの広報 
 ・普及を行う。          ［今年度から開始］                 
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新産業創出に向けたアクションプラン（２／２） 



日本再興戦略 改訂版 （平成２６年６月 閣議決定） 
○ヘルスケア産業協議会での議論を踏まえ、公的保険外サービスの活性化に関する具体的
な政策が盛り込まれる。 

 
二．戦略市場創造プラン（抜粋） 
テーマ１：国民の「健康寿命」の延伸 
（３）新たに講ずべき具体的施策 
 ii）公的保険外のサービス産業の活性化 
 ②ヘルスケア産業を担う民間事業者等が創意工夫を発揮できる市場環境の整備 
・ ヘルスケア産業に対して資金供給及び経営ノウハウの提供等を行い、新たなビジネスモデルの開発・普及を促してい  
 くため、地域経済活性化支援機構(REVIC)において、「地域ヘルスケア産業支援ファンド（仮称）」を年度内に創設し、 
 地域におけるヘルスケア 産業の創出・拡大の支援を図る。  
・企業や個人が安心して健康・予防サービスを利用できるよう、ニーズの高い「運動指導サービス」について、「民間機関 
 による第三者認証」を試行的に実施するとともに、そのための学会や業界団体など専門家・専門機関による支援体制 
 を整備する。また、この第三者認証制度等を活用し、事業者の特性に応じた政策金融の活用の可能性等を検討する。  
・「医・農商工連携」など、地域資源を活用したヘルスケア産業の育成を図るため、地域版「次世代ヘルスケア産業協議 
 会」の全国展開を図る。  
・地域の保健師等の専門人材やアクティブシニア人材を活用するため、ヘルスケア産業を担う民間事業者等とのマッチ 
 ング支援を行う。  
・糖尿病が疑われる者等を対象として、ホテル・旅館などの地元観光資源等を活用して行う宿泊型新保健指導プログラ 
 ム（仮称）を年度内に開発し、試行事業等を経た上で、その普及促進を図る。  
・民間企業（コンビニ、飲食店等）による健康増進・生活支援・介護予防サービスの多機能拠点（総合相談、訪問・通所 
 サービス、宅配・配食サービス、見守り等）を「街のワクワク(WAC WAC)プレイス」（仮称）として、市町村にその情報を一 
 元的に集約して住民に提供する仕組みを来年度中に構築する。 
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