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○ 関東経済産業局は、経済産業省の地⽅ブロック機関で
あり、広域関東圏 （１都１０県＝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、⻑野県、静岡県）を⾏政区域としていま
す。
○ 当局では、この地域で活躍されている企業、消費者、⼤
学、⾃治体、関係機関等の皆様に対して、中⼩企業
対策、新規創業の促進、技術開発⽀援、環境・リサイ
クル対策、エネルギー対策、消費者相談等、様々な経
済産業政策の実施に取り組んでいます。

九州経済産業局
資源エネルギー庁
中⼩企業庁
特許庁
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次世代産業課 ヘルスケア産業チームの取組概要
超⾼齢社会下におけるヘルスケア分野の様々な地域課題と、ベンチャー等による斬新なデジタ
ル技術を結びつけることにより、【地域課題の解決】と【ヘルスケア産業の振興】の両⽴をはかる。
コンセプト
予防

ベンチ

「予防」の取組を
進める事業展開
に向けた取組

企業等

ネットワーク
形成

次世代産業課

⽣産性の向上
や新事業展開
に向けた取組

連
携

事業会社
⾃治体
診断・治療
医療機関
事業会社（製薬等）

地域課題解決に
向けた取組

ケア（介護・⽣活⽀援）
⾃治体

対象とするベンチャーは、
医療・介護分野の⽣産性の向上やサービスの⾼度化に資するベンチャーとし、
・「J-Startup」選定企業
・JHeCファイナリスト選出企業
・地域未来牽引企業
・NEDO・AMED等の助成事業採択企業 等
ある程度事業モデルが確⽴したベンチャーを中⼼とする

介護事業者
※ 点線枠内は、当課の医療チームが担当。
※ 本項以降、ヘルスケア産業チームの担当（⾚枠内）についてご説明。
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超⾼齢社会における課題（⼈⼝減・⾼齢化の進展と地域包括ケアシステムの構築）
 ⼈⼝減・⾼齢化の進展により、国内においては、医療・介護費の増⼤、要介護認定者数の増加、介護⼈材
不⾜等様々な課題に直⾯。
 団塊世代が75歳以上を迎える2025年を⽬処に、市町村が中⼼となり、予防、医療・介護・⽣活⽀援等が
⼀体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築が求められている。
⼈⼝減・⾼齢化の進展により直⾯する課題

<地域包括ケアシステム>

■医療・介護に伴う社会保障給付費は年々増加
【医療給付費の⾒通し】

【介護給付費の⾒通し】
単位︓兆円

単位︓兆円

地域においては、⼈⼝減・⾼齢化により
様々な課題が⼭積する⼀⽅、
予防・医療・介護等が⼀体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築を求められている。

出典︓平成30年版⾼齢社会⽩書（内閣府）より抜粋

■⽇本全国で要介護認定者が増加。

■介護⼈材に係る需給推計

（出典）厚生労働省資料
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予防の重要性の⾼まりとその課題
 医療・介護に伴う社会保障給付費は増加の⼀途。健康維持・重症化予防対策のより
⼀層の強化が求められる。
 また、新型コロナ感染による重症化リスクについても、慢性肺疾患（喫煙習慣が影響）
といった基礎疾患の有無が⼤きく影響。
 ⼀⽅、予防対策を施すべき⾼リスク者ほど、無⾃覚・無関⼼なケースが多く、対策がリー
チ出来ていないことが多い。
■新型コロナ感染による重症化リスクを低減の観点からも
基礎疾患の原因となる⾏動の変容を促す必要がある

■医療・介護に伴う社会保障給付費は年々増加
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※令和２年第９回経済財政諮問会議資料より
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（出所）厚生労働省資料
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⾃治体

（健康福祉部局）

予防啓発イベントを開催しても、意識の高い健康な
人ばかりで、本当にリーチしたい高リスク者には届
きにくい。しかも今年は3密を伴う集合形式での開
催は難しいので悩ましい。
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ケアの現場が直⾯する課題
 介護職員は様々な業務に追われ多忙。記録や確認等の間接業務も少なくない。
 今般のコロナ禍により、通所系サービスの利⽤控えや、施設系サービスの⾯会⾃粛等が
⽣じた結果、サービス利⽤者に悪影響が⽣じており、「新たな⽣活様式（ニューノーマ
ル）」への対応も求められる。
■介護職員の労働時間
※全世代型社会保障検討会議（第６回）資料より

◆トイレ、おむつ交換、見守り等の作業負担が重い
◆一方、日誌・カルテ等の記録や確認といった間接的作業の
負担も少なくない

■コロナ禍により⽣じた影響
※令和２年第９回経済財政諮問会議資料より

◆デイサービス等の通所系では、通所控えが生じ
ADL（※）及び認知機能の低下や、家族の介護負担増が顕著
（※） 日常生活動作

◆特養等の施設・居住系では、面会自粛要請等が生じ
QOL（生活の質）が低下が顕著
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ヘルステックの伸展とベンチャーの躍進
 AIやスマホアプリ、IoT等デジタル技術を活⽤した「ヘルステック」を活⽤し、新たなサービスの提供や
医療・介護現場等の負担軽減に寄与するベンチャーが躍進。現場で直⾯した課題を解決するた
め、医師・介護職員⾃ら起業するケースも多い。
 経済産業省「J-Startup」のうち３割弱がヘルスケア分野の企業。その多くが関東局管内に所在。
株式会社エクサウィザーズ
・AIを活⽤し、「ケアの担い⼿の育成」と「介護現場の効
率化/質の向上」を⽀援。
・⾃治体の介護関連データを対象とした要介護度予測
AIの開発にも取り組む。

株式会社CureApp
・禁煙、⾼⾎圧等、疾患の治療が可能なスマホアプリ「治療アプリ®」を開発。
・院外・在宅での治療介⼊、開発費削減による医療費適正化
に貢献。（2020年6⽉ニコチン異存症治療アプリ薬事承認了承）
・その他、アプリを活⽤した⺠間法⼈向け健康⽀援事業
「ascure卒煙」「ascureSTEPS」を開発・提供。

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社
・IoT排尿予測デバイス「DFree」を企画・開発・販売。
・排泄介助や排尿障害の悩みを解決することにより、被
介護者のQOL向上と介護者の負担を軽減。

「J-Startup」に選定された
ヘルスケア分野のベンチャー企業の例
AWAKENS,Inc
WHILL (株)
エーアイシルク(株)
(株)エクサウィザーズ
エディジーン(株)
エルピクセル(株)
(株) O: （オー）
(株)CureApp
クオンタムバイオシステムズ(株)
CYBERDYNE (株)
トリプル・ダブリュー・ジャパン(株)
(株)ナノエッグ

(株) P・マインド
(株) Finc
ぺプチドリーム(株)
Holoeyes (株)
(株)メガカリオン
(株) mediVR
(株)ユーグレナ
リーズンホワイ(株)
リバーフィールド(株)
(株)リプロセル
レキオ・パワー・テクノロジー(株)
レグセル(株)
(株)メタジェン
サスメド(株)
ほか

３９/１４０社
（39社のうち、関東局管内は29社）
※関東経済産業局調べ
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⾃治体×ベンチャーの連携事例
 先進的な⾃治体では、ベンチャーのデジタルソリューションを活⽤しながら、⽣活習慣病や
介護の予防に取り組んでいる。
CureApp

エクサウィザーズ

グローバルヘルス

スマホアプリ等を活⽤した禁煙⽀援事業

AI等を活⽤して取り組む
介護予防等プロジェクト

超⾳波筋⾁測定機器を⽤いた
フレイル予防事業

×
 豊中市は、CureAppの「ascure卒煙プログラム」を活
⽤し、市内在勤・在住者向けの「とよなか卒煙プロジェク
ト」を実施。
 同社の専⽤アプリ、スマホ上のオンライン指導、⼀般⽤
医薬品 / デバイスの⾃宅配送を組み合わせ全てオンラ
インで解決することで、禁煙や⽣活習慣改善を通う負
担なく取り組むことができる。
 財源には成果報酬型のソーシャル・インパクト・ボンド
（SIB）を活⽤。

×

×

◆ 鎌倉市は、市⺠の健康維持・増進及び介護予防
のために、 (株)エクサウィザーズと連携。
◆ 同社のAI技術を活かし、介護分野において、
様々な課題解決プロジェクトを進めている。
・介護関連データを対象とした要介護度予測
・歩容解析による歩⾏等運動機能低下の予防
・⾳声による認知機能低下の早期発⾒ AI の実証

◆ 更に、コロナ禍において、以下の追加取組を実施
・市役所内での新型コロナ関連の情報共有に同社
のFAQ検索エンジンを活⽤
・家族介護の負担軽減アプリの無償提供

 フレイル予防への取組が重要となる中、神奈川
県葉⼭町は、⾼齢者の「通いの場」において「貯
筋運動」を実施。
 貯筋運動の実施にあたり、グローバルヘルス社の
超⾳波筋⾁測定機器の活⽤によって、筋⾁の
状態や運動効果を「⾒える化」。
 参加者のモチベ
ーションアップに貢献
通いの場の参加率
向上に加え、介護
保険料の削減にも
貢献。

ʻ⾒える化ʼ 測定

測定画像
（⼤腿前部）
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介護事業者×ベンチャーの連携事例
 先進的な介護事業者等では、ベンチャーのデジタルソリューションを活⽤しながら、介護の
質の向上・⽣産性向上、⽣活⽀援に取り組んでいる。
善光会・ﾄﾘﾌﾟﾙ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ等
複数のデジタルソリューションを活⽤する
スマート介護施設

×
 特養等を運営する善光会は「介護業務負荷の軽減」、
「介護サービスのアウトカムの創出」を⽬指し、介護現場
にてIoT機器等（排尿予測デバイス「DFree」等）を
活⽤。

Rehab for JAPAN

エムダブルエス⽇⾼

ICTを活⽤したオンライン介護を開発

AI等を活⽤して取り組む
通所者送迎計画作成効率化、及び
⾼齢者の移動⽀援プロジェクト

×

デイサービス

 Rehab for JAPANは、デイサービス等の通所控
え等により、介護・リハビリを受けられなくなった利
⽤者の運動不⾜解消・⾝体機能低下防⽌を⽀
援するため、同社が蓄積してきた2500種類の運
動マニュアルを無期限で無償提供。
 更に、オンラインで介護スタッフと利⽤者間をつな
ぐ新たなコミュニケーションサービス「リハブオンライン
プロジェクト」を始動し、実証に取り組む。

 更に、複数多種のIoT機器を連結し、管理・記録を効
率的に⾏うアプリケーション「スマート介護プラットフォーム
（SCOP）」を⾃社開発。同業他社に向けても提供。

 デイサービスを運営するエムダブルエス⽇⾼は、
⽇々、多くの時間を要している通所者送迎の配
⾞計画作成を⽀援するシステム「福祉Mover」
を開発し、業務を効率化。
 更に、この「福祉Mover」にAIを組み合わせること
により、送迎業務の“ついで”に、交通弱者（特に
⾼齢者）の移動⽀援を⾏う仕組を開発。
 同社のデイサービスにて取り組むほか、ソーシャル
アクション機構を通じて外部展開にも取り組む。
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⾃治体・介護事業者、ベンチャー企業それぞれの声
 ⾃治体や介護事業者等においては、⺠間企業との連携の必要性は感じているものの、接点の少な
さ、連携の検討⽅法、組み⽅に難しさを感じている。
 ベンチャー企業は、地域課題解決に資する、真に必要とされるソリューション・ビジネスモデルを開発・
展開するために、現場を持つ⾃治体や介護事業所との連携を求めている。
⾃治体（健康福祉部局）
【関東信越厚⽣局管内の⾃治体へのアンケート調査結果】

ベンチャー企業

問２．地域課題の解決にむけた民間企業との連携について
全 体

218件

100.0％

すでに連携している

103件

47.2％

現時点で連携していないが、今後連携したい

74件

33.9％

あまり考えていない

33件

15.1％

全く考えていない

8件

3.7％

無回答

0件

0.0％

218件

100.0％

47件

21.6％

126件

57.8％

32件

14.7％

グラフ

約8割の⾃治体が

⺠間企業との連携に
前向きな⼀⽅・・

問７．民間企業との連携についての難しさ
全 体
非常に難しい
やや難しい
それほど難しくない
全く難しくない
無回答

1件

0.5％

12件

5.5％

グラフ

同じく約8割の⾃治体
が⺠間企業との連携に
難しさを感じている

連携が難しい理由の上位回答としては、
 依頼したい内容を委託できる企業がどこかわからない
 ⺠間企業と具体的な内容を検討する場がない
 ⺠間企業と具体的な内容を検討する⽅法や、やり⽅が分からない
 ⺠間企業の考え⽅や展開⽅法などがわからない

地域のなかで⽀援を必要とする⼈々やニーズを持つ⼈々に効
果的にサービスを展開していきたい

⾃治体や介護事業所等のフィールドで実証を⾏い、そのなか
で得られるクオリティ・データを活⽤し、更なる最適化された
サービスを開発・提供していきたい

地域への展開を図っていきたいが、地域との接点がなく、どのよ
うにアプローチしたらよいかわからず、仲介機能が欲しい

出典︓（令和元年度調査）厚⽣労働省⽼⼈保健健康増進等事業（埼⽟県⽴⼤学）

介護事業者
介護⼈材不⾜はどこの事業者も抱える課題である。新たな⼈
材獲得、また離職率低下に向けて、介護職員の業務負担軽
減に繋がるサービスが欲しい。

⾃治体等のリソースを活⽤し、地域現場に通⽤するビジネス
モデルの磨き上げ、社会的信⽤⼒の向上を図りたい。
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超⾼齢社会を⾒据えた事業会社の動向
 ⼤⼿を中⼼とする様々な事業会社も、超⾼齢社会の課題解決への取組を進めている。
 製薬企業は、ヘルステックを活⽤し、従来の医薬品ビジネスを超えた、デジタルヘルスケア分野の事業開
発に取り組む。
 ガス・通信等、地域に根ざす事業会社が、ベンチャーと連携し、地域課題解決事業を実施。
製薬企業によるデジタルヘルスケア事業への進出
（Beyond the pill）
⽣活習慣病の増⼤や、ヘルステックの進展により、製薬企
業は、従来の医薬品ビジネスを越え、予防・進⾏抑制・共
⽣も扱うデジタルヘルスケア事業の開発を進めている。

地域に根ざす事業会社がベンチャーと連携し
地域課題解決事業を実施
静岡ガス × リーバー
静岡ガスは、リーバーと連携し、
県内の教育機関を対象に、
新型コロナウイルス感染予防を
⽀援するため、⽣徒や教職員
の体温・体調をスマホやPC等
により⼀括管理できるシステム
「LEBER for School」のサー
ビス提供を開始。

×

↑⽣徒や保護者はアプリで体温を学校に報告

⼤⿅村×飯⽥ケーブルテレビ×⽇本郵便×NTT東⽇本×インフィック
ほか

⼤⿅村（⻑野県）におい
て、5者の資源を持ち寄り、
AI・ICTを活⽤した⾼齢者
⾒守りの実現に向けた実証
実験を実施。

・ 村からのお知らせ配信
・ 定時の安否確認
・ 温度、湿度、照度、
運動量を感知
・ 在床時等の⼼拍を計測
・ ⾮常時に押すと村と
直接会話が可能

画⾯付きｽﾏｰﾄｽﾋﾟｰｶｰ

センサー2種

ナースコール
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令和元年度の取組実績（概要）
【概要】
ヘルスケアベンチャー等が保有する斬新な「ソリュー
ション」と、⾃治体・介護事業者・事業会社（製
薬企業等）等が抱える「課題」を結びつけることで、
「ヘルスケア産業振興」と、超⾼齢社会における
「課題解決」を促進。

１．⾃治体・ベンチャーとのネットワーク形成
(1)厚⽣局との合同での⾃治体キャラバン
厚⽣局と合同で⾃治体（健康福祉部局）や
介護事業者等を訪問し、抱える課題をヒアリング。
（計30⾃治体 ※当局単独訪問含む）

(2)ベンチャーとのネットワーキング、ショーケース化
IoT、AI等デジタル技術を活⽤した斬新なソリュー
ションを持つ ヘルスケアベンチャーを訪問し、ショーケース
資料にて⾒える化。（計31者）

２．ベンチャー等とのマッチング
(1)⾃治体・介護事業者 向け

連
携

関東信越厚⽣局

関東信越厚⽣局との覚書締結
平成31年4⽉17⽇に、「超⾼齢社会に向けた関東信越厚⽣局と
関東経済産業局の連携強化に関する覚書」を締結。
両局が連携して、地域包括ケアシステムの構築に
向けて課題を有する⾃治体・介護事業者等と
ソリューションを有する⺠間企業等との連携推進に
向けた取り組みを強化。

① 「⾃治体等とヘルスケアベンチャーとのマッチング創出セミナー」10/11
（クロスヘルスEXPO2019＠とコラボ）
② 「関東ヘルスケアオープンイノベーションDAYS」 1/28〜29
（Care Show JAPA とコラボ））
ほか

(2)事業会社 向け

① 製薬企業への出張型ベンチャーピッチ 3回
（⼤⼿製薬企業３社の社内にて開催）
② ⼀般ベンチャーピッチ 2回
（創薬・創薬⽀援系、ヘルスケア・⾷品・アグリ系ベンチャーが登壇）

(３)厚⽣局・⼤学との連携（当局共催）

① 「⾃治体と企業を繋ぐマッチングイベント（＠埼⽟県⽴⼤学） 2/18

３．組成中の実証モデル案件
「フレイル予防」「通いの場」「移動⽀援」の分野にて、⾃治体等×ベ
ンチャー等による実証モデル案件組成に向けてハンズオン⽀援中
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令和２年度の取組（概要）
当局とベンチャー等とのネットワーキング

ベンチャーをはじめとした地域課題解決ソリューション
を有する持つ⺠間企業をリストアップし、ヒアリング。
そのソリューションをショーケース化し、
課題を抱える⾃治体等と結びつける。

⾃治体×ヘルスケア関連ベンチャー等 共創プログラム

実施時期︓2020年秋〜
⾃治体からベンチャー等にニーズを投げかけるピッチイベント（ガバ
メントピッチ）の開催や、マッチング、伴⾛⽀援を
通じて、⾃治体×ベンチャーとの共創による
実証モデル案件組成を⽬指す。

介護事業者向けベンチャーピッチ

実施時期︓2021年2⽉
介護事業者が抱える課題に対して、
ベンチャー等がソリューションを提案する
形式のマッチング機会を創出し、実
証モデル案件組成を⽬指す。

事業会社×ベンチャー マッチング

実施時期︓ 2020年夏〜
製薬企業をはじめ、ヘルスケア分野に参⼊する事業
会社と、ベンチャー等とのマッチングを⾏う。
予め事業会社のニーズを洗い出し、効率的かつ効果的
実施する。

当局と⾃治体等とのネットワーキング
（厚⽣局とのキャラバン隊）

両局の担当者によりキャラバン隊を
結成し、⾃治体等を訪問。
課題を聴取し、関係施策や
⺠間ソリューションの紹介を⾏う。

オンラインマッチング

実施時期︓2020年冬〜
ウェブシステムの活⽤等により、時間や場所
に縛られずに、広くニーズとシーズをマッチング
する。

ハンズオン⽀援（実証モデル案件組成の促進）

実施時期︓2020年夏〜
各種ピッチ等でマッチングした案件の進捗を⽀援
するために、ステアリングコミッティを組成。ハンズオンで、
進捗等の調整⽀援や専⾨家派遣等を⾏う。
また、コロナ禍にて⽣じた課題にも対応するため、⾃治体とベン
チャー連携による新たな介護予防事業モデルの組成・実証にも取
り組む。

ウェブ等を活⽤した事例紹介・事業成果ＰＲ等

実施時期︓2020年冬〜
ウェブ等を活⽤し、これまで組成したモデル案件の進捗や、
先進事例の紹介を通じて、ベンチャー等×⾃治体等
による連携の有効性やポイントを共有
し、より⼀層の気運醸成を図る。
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⾃治体×ヘルスケア関連ベンチャー企業等共創プログラム（ガバメントピッチ）
 5市町がプログラムにエントリー。「①課題整理・ニーズの⾒える化（9⽉〜）」〜「②ベンチャーとのマッチング
（10⽉〜）」〜「ベンチャーとの共創（11⽉〜）」に取り組む。
 10⽉27⽇には、 「②ベンチャーとのマッチング」の⼀環として、⾃治体からベンチャーに向けて地域課題やニー
ズを発信するリバースピッチ「ガバメントピッチ」を開催。
 聴講ベンチャーから、プレゼン登壇4市町あてに計96件の提案が寄せられ、現在、共創に向けて実証プロジェ
クトを組成中。デジタル技術活⽤による健康福祉分野の地域課題解決モデル創出を⽬指す。
事業イメージ

「ガバメントピッチ」 開催概要

等

︵地域包括ケアの構築等︑
健康福祉分野の課題に取り
組む )

⾃治体

ベンチ

予防・ケア

「⾃治体×ヘルスケア関連ベンチャー企業等共創プログラム」

■⽇時
2020年10⽉27⽇(⽕) 10:00〜12:00 オンライン開催
■プログラム概要

○先⾏取組報告
藤枝市 （静岡）企画創⽣部 ICT推進室/健やか推進局 健康推進課
「ベンチャー企業との共創による地域課題解決の紹介」
○⾃治体からの地域課題・ニーズのプレゼン
①⼤⼦町 福祉課 （茨城）
「⽥舎でＩＴ介護︕〜⾼齢化率４５％の町の挑戦〜」
②⼋王⼦市 福祉部 ⾼齢者いきいき課 （東京）
「ICTで⽀える、withコロナ時代の介護予防」
③府中市 （東京）
市⺠協働推進部 協働推進課 /福祉保健部 ⾼齢者⽀援課
「コロナ禍での市⺠の主体的な介護予防の⽀援」
④⻄東京市 健康福祉部 ⾼齢者⽀援課 （東京）
「新型コロナ下における⾼齢者のフレイル予防」

⺠間ソリューションを活⽤した地域課題解決の実証・実装案件を組成

関連記事
⽇経BeyondHealth
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「ガバメントピッチ」 登壇⾃治体の詳細について
【先⾏取組報告】
登壇者

プレゼン内容

藤枝市（静岡県）
企画創⽣部 ICT推進室
健やか推進局 健康推進課

「ベンチャー企業との共創による地域課題解決の紹介」
藤枝市の地域課題解決に向けたICT推進の取り組みについて及びベンチャー企業と共
創で進める市⺠の健康増進の事業構想について、先進事例としてご紹介します。

【地域課題・ニーズピッチ】
登壇者

地域ニーズ・課題

⼤⼦町（茨城県）
福祉課

⼋王⼦市（東京都）
福祉部 ⾼齢者いきいき課

府中市（東京都）
市⺠協働推進部 協働推進課
福祉保健部 ⾼齢者⽀援課

⻄東京市（東京都）
健康福祉部 ⾼齢者⽀援課

「⽥舎でIT介護︕〜⾼齢化率45％の町の挑戦〜」
地⽅の町役場と介護事業所が、ベンチャー企業と協⼒して介護事業のDX化に挑戦す
ることで、少⼦⾼齢化に伴う⼈材不⾜の問題を軽減するとともに介護事業のイメージ
アップを図りたいと考えています。
「ICTで⽀える、withコロナ時代の介護予防」
新時代の主役は、通いの場から⼀⼈ひとりの習慣づくりへ。本市に暮らす15万⼈の⾼
齢者が「楽しく」「⾃分で」健康づくりを続けられるよう、スマホアプリなどのツール構築が可
能な企業との提携を⽬指しています。
「コロナ禍での市⺠の主体的な介護予防の⽀援」
コロナ禍での新しい⽣活様式に対応し、介護予防コミュニティの形成、⾝体運動の増
進、意識啓発等により、健康寿命の延伸と⾼齢者の⽣きがいづくりにつなげるため、市
⺠が主体的に取り組む介護予防の⽀援ソリューションを探しています。
「新型コロナ下における⾼齢者のフレイル予防」
⻄東京市ではフレイル予防を積極的に推進しています。しかし、コロナ下において外出
⾃粛が求められる中、⾼齢者の運動量の低下、栄養の低下等がみられる。この課題
解決に向けた対応策を持つ企業との提携を希望しています。

介護事業者向けベンチャーピッチ
 ⾼齢化の進展に伴い、介護需要が増加する⼀⽅で、供給サイドでは、⼈材不⾜や業務負荷増⼤など、課題
が⼭積。また、コロナ禍にて⽣じた新たな課題への対応にも苦慮。
 介護事業者が抱える様々な課題と、ベンチャー等のデジタルソリューションのマッチングイベントを通じて、介護事
業者×ベンチャーの共創による課題解決を⽬指す。

ベンチャー

介護事業者
（例）

課題・ニーズ

（例）

⼈材不⾜を新たな
夜間⾒守りの
負担を軽減したい ⼿法で解決したい

デジタルソリューション

AI・IoT
介護⼈材マッチング
⾒守りプラットフォーム
⽀援ツール

介護事業者×ベンチャー 共創を創出
介護事業者×ベンチャー マッチングセミナー
〜デジタル活⽤による介護現場の課題解決へ〜
◆開催⽇時︓2021年2⽉3⽇（⽔）10:00〜12:00
◆形式︓オンライン開催

（社福）埼⽟医療福祉会×ヘルステックベンチャー
オンラインピッチ

登壇者

プレゼン

◆⽇時: 2021年2⽉26⽇（⾦）13:00〜15:00
◆形式︓オンライン開催
◆主催: 埼⽟医療福祉会（協⼒︓埼⽟りそな銀⾏、関東経済産業局 ）

⽇本ケアテック協会

「介護現場の現状とICT・AI等デジタル活⽤事例」

登壇者

プレゼン

ドクターメイト

「採⽤・リスク回避に効く夜間オンコール」

aba

インフィック

「夜間巡視ゼロを⽬指せ︕科学的介護を実現」

「業界初におい検知・排泄ケアシステム
『Helppad（ヘルプパッド）』」

カイテク

「介護ワークシェア「カイスケ」
~⽇本初の全く新しい⼈材獲得⼿法~」

インフィック

「夜間巡視ゼロを⽬指せ︕科学的介護を実現
『LASHIC Care』」

ソーシャルアクション機構

「デイサービスの送迎インフラを利活⽤する」

早稲⽥エルダリーヘ
ルス事業団

「歩きの「質」をその場で測定・素早く解析・定量評
価歩⾏解析デバイス『AYUMI EYE』」

早稲⽥エルダリーヘルス事業団

「歩⾏解析デバイスAYUMI EYE
〜歩きの「質」をその場で測定・素早く解析・定量評価〜」

ウェルモ

「AIでもっと喜ばれるケアプランを、もっと簡単に。
『ミルモぷらん』」

関連記事
⽇経BeyondHealth
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事業会社×ベンチャー マッチング
 成⻑が⾒込まれるヘルスケア分野に事業を拡⼤するため、オープンイノベーションにより事業開発を⽬指す
事業会社と、⾃社シーズの事業化に向けた協業パートナーを探索するベンチャー等とのマッチングを実施。

①事業会社へのニーズ探索
ベンチャー等へのシーズ探索
ヘルスケア分野への事業拡⼤に
関⼼を持つ事業会社にヒアリング
を⾏いニーズを収集するとともに、
対応するシーズを持つベンチャー等
を探索。
事業会社
ニーズ探索

ベンチャー等
当局及び
委託事業者

シーズ探索

②事業会社とベンチャー等のマッチング
 オンライン マッチングカンファレンス︓
「デジタルヘルスの未来を語ろう︕〜ニーズ/シーズのベストマッチによる事業⾰新を⽬指して〜」
事業会社のニーズ、ベンチャー等のシーズを発表するマッチングイベントを開催。

■開催⽇時︓2021年2⽉19⽇（⾦）13:30〜16:30 （オンライン開催）
■シーズ発表
■ニーズ発表
・S`UIMIN（睡眠測定サービス）
・中外製薬
・MICIN（オンライン診療）
・⽥辺三菱製薬
・ヒューマノーム研究所（AI x ヘルスケア）
・エムスリー
・アイ・ブレインサイエンス（認知機能評価）
・ユニマット
・エムネス（遠隔画像診断）
・Digital Garage
・WINフロンティア（メンタルヘルス）
・早稲⽥エルダリーヘルス事業団（歩⾏解析）
・Health Care Gate（オンライン薬剤師）
・Silvereye（VR x ヘルスケア）
・AGI/PST（⾳声解析 x ヘルスケア）

イベント以外にも事業会社のニーズに応じた、ベンチャーとの個別マッチングを随時実施。

事業会社×ベンチャー等によるオープンイノベーションを促進

16

WEB活⽤によるマッチング・官⺠連携による新たな介護予防モデル構築
 外出⾃粛の影響で、リアルの接点が持ちづらくなる中で、WEBや展⽰会との連動を通じたマッチン
グを実施。
 地域の「通いの場」における⺠間コンテンツ活⽤促進を通じて、官⺠連携による新たな介護予防モ
デルを構築。ヘルスケアラボの創造とフレイル予防を⽀援。
WEB活⽤によるマッチング
企業・⾃治体・医療介護のPR情報を
掲載可能なWEBサイトを運営する
株式会社プレイケアと連携。
展⽰会との連動等を視野に、
マッチング⽀援を図る。
WEBサイトイメージ

医
療
介
護

新たな介護予防モデル構築

企業

地域の「通いの場」において、デジタル技術等を
含めた⺠間コンテンツの活⽤を促進。ベストプラ
クティス等をとりまとめ、展開することで、官⺠連
携による新たな介護予防モデルを構築する。

通いの場

⺠間ソリューション

⾃治体
3者をつなぐ、お手伝い！
（⾃治体）

（企業）

新たな介護予防モデル構築に向けた
ベストプラクティス集を作成、展開
17

共創事例(1)
予防

シルタス(株)
静鉄ストア(株) 、静岡鉄道(株)
購買履歴の分析による⾷⽣活提案アプリ
「SIRU＋（シルタス）」による⾼⾎圧改善

 藤枝市が抱える健康課題の⼀つ”⾼⾎圧”の改善に向けて、購買履歴から
栄養傾向の分析等ができるアプリ「SIRU＋（シルタス）」を活⽤し、購買履
歴から栄養バランスを分析し、⾜りない栄養素を補うなどの健康アドバイスを
⾏う実証実験を実施。
 藤枝市、静鉄ストア、静岡鉄道との連携により、実験前後の購買履歴を分
析。栄養素別の摂取量や、購⼊した品⽬の変化を検証するとともに、利⽤
者アンケートにより、健康意識や⾏動の変化を調査。

(株)ヴァンフォーレ⼭梨スポーツクラブ
(株)グローバルへルス ほか

予防

スポーツクラブによるアクティブライフ実現に向けた
トータルサポート事業
 住⺠のアクティブライフを実現し、医療費削減等の社会課題解決を⽬指すプロ
ジェクト。
 ヴァンフォーレ⼭梨スポーツクラブをハブに、⼭梨県内企業のほか、グローバルへルス
が地域住⺠の運動機能の改善、QOL向上に資する事業を実施。

 普段の⾷事記録を⾃ら⼊⼒することなく⾃動で分析できるため、健康無関
⼼層にも“頑張らないで健康⾏動へ結びつくこと“が期待される。

(株)グローバルへルス（神奈川県相模原市）
超⾳波筋⾁測定機器により、運動効果を「⾒える化」。

シルタス(株)（東京都港区）
「⾷べたいものを⾷べて健康に」をビジョンに、
キャッシュレス決済を連動させた栄養管理アプリ
「SIRU＋（シルタス）」を展開

藤枝市
（静岡県）

関連記事
⽇経BeyondHealth

藤枝市にて実証事業を実施

（ R2 「⾃治体×ヘルスケア関連ベンチャー企業
等共創プログラム」にてプロジェクト組成⽀援）

甲府市ほか
（⼭梨県）

甲府市ほか、⼭梨県内でプロジェクト実施
（ R2 「地域企業イノベーション⽀援事業」を活⽤）
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共創事例(2)
エーテンラボ(株)

予防

習慣化アプリ「みんチャレ」を活⽤した
コロナ下に対応した新しい介護予防・フレイル予防
 外出⾃粛の影響により、⾼齢者の運動、社会参加の機会が減少し、フレイル
（虚弱化）の進⾏が懸念されている。デジタルデバイドや感染予防に配慮しつつ、
地域の特⾊や強みと連動した、新たな⼿法が求められるところ。
 「みんチャレ」は、ウォーキングなど、健康のために⾃分で続けたい⽬標を、1⼈では
なく、5⼈のチームで励まし合いながら⽣活習慣の改善を続けるアプリ。⾝体的な
接触なく、同じ⽬標を持つ仲間とコミュニケーションをとることができるので、コロナ下
においても不安や孤独が解消され、健康維持活動が楽しく⾏うことが出来る。
 府中市では市⺠向け講座、⻄東京市ではフレイルサポーターとの連携による実証
実験を実施予定。

(株)ベスプラ

予防

「脳にいいアプリ」×健康ポイントサービスのモデル構築
 都内市町村で最⼤⼈⼝を抱える⼋王⼦市では、「セルフマネジメント」を介護
予防の中核と位置づけ、健康無関⼼層を含む多数の⾼齢者が「無理なく」「楽
しく」「いつまでも」⾃分の健康を守れる仕組みを探索。
 同市とベスプラは、「健康管理」「健康ポイント」「コミュニケーション」をテーマとした、
いつまでも元気で輝ける100年時代の先駆けモデルとなるようなサービスの共創
に取り組む。
 運動促進・認知機能チェックに加え、インセンティブ付与機能を有するアプリを活
⽤。同市の運動・社会参加促進事業と連動させることで、市⺠の健康促進に
加えて地域の活性化を⽬指す。

(株)ベスプラ（東京都渋⾕区）

⻄東京市
（東京都）
府中市
（東京都）

エーテンラボ(株)（東京都渋⾕区）
⽣活習慣病の予防⾏動や治療が「継続しない」課題を解決する
ための習慣化アプリ
「みんチャレ」を企画、開発。

府中市・⻄東京市にて実証事業を予定

（ R2 「⾃治体×ヘルスケア関連ベンチャー企業等共創プログラム」
にてプロジェクト組成⽀援）

⼋王⼦市
（東京都）

脳と体の健康アプリ
「脳にいいアプリ」等を
企画、開発

⼋王⼦市にて実証事業を予定

（ R2 「⾃治体×ヘルスケア関連ベンチャー企業等共創プログラム」
にてプロジェクト組成⽀援）
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共創事例(3)
(株)Moff、 (株)プレイケア

予防

(株)aba
におい検知・排泄ケアシステム
「Helppad（ヘルプパッド）」

「通いの場」における
ウェアラブル・IoTソリューションの活⽤
 介護予防に取り組む「通いの場」では、様々な層を呼び込こみ、参加者のモチ
ベーション維持に繋がるバラエティに富んだ魅⼒的なコンテンツが求められている。
 ⻄東京市の協⼒のもと、⻄東京市のUR新柳沢団地内の通いの場「サロン新
柳沢」にて、Moffのウェアラブルデバイスと3次元動作技術を⽤いた介護予防プ
ログラム「モフトレ」を活⽤した健康講座を、プレイケアのプロデュースにより実施。

ケア
（介護等）

 医療・介護施設等を展開する埼⽟医療福祉会では、業務負担軽減
とサービス品質の向上の為、aba社の「Helppad」を試験的に導⼊。
 「Helppad」は、業界初のにおいセンサーで尿と便を検知し、ベッドに敷
くだけの「からだに⾮装着」で使⽤が可能。また、検知したデータから「排
泄パターン表」を⾃動⽣成。
 ⼿書きの排泄記録より⼀歩進んだシステムで、利⽤者には最適なケア
の提供を、介護者には排泄業務の負担軽減を、施設経営者へは業
務改善を提供。

(株)aba（千葉県船橋市）
(株)Moff（東京都港区）
介護予防プログラム「モフトレ」を展開
⻄東京市
（東京都）

においで尿と便を検知する排泄
センサー「Helppad」を展開。

(株)プレイケア（東京都港区）
シニア層向け商品・サービス開発を⽀援

⻄東京市 新柳沢団地にて実施

（R2新たな介護予防モデル構築の⼀環としてプロジェクト組成⽀援）

⽑呂⼭
（埼⽟県）

⽑呂⼭町 丸⽊記念福祉メディカルセンターにて
実証事業を実施
（R２介護事業所向けマッチングの⼀環としてプロジェクト組成⽀援）
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共創事例(4)
インフィック(株) (株)エクサウィザーズ
(株)Total habilitation System
ドクターメイト(株) (株)ブライト・ヴィー ベストリハ(株)

ケア
（介護等）

介護ベンチャーとの連携による介護事業所の⽣産性向上
 ⾼齢者率45%超の⼤⼦町では、多くの介護事業所が⼈材不⾜問題を抱える。
 介護ベンチャー6社、善光会（⽀援者）と町が連携し、町内介護事業所の業
務課題の分析、ベンチャー企業とのマッチング、ソリューションの導⼊⽀援を⾏うこ
とで、介護事業所の⽣産性向上により、事業持続性を⾼め、町⺠が適切な
サービスを受け続けるための介護資源の確保に繋げる。

（株）コンピュータ総合研究所、
(株)MJI、 (株)ワーコン

ICTを活⽤した⾼齢者の⾒守り

ケア
（⽣活⽀援）

ケア
（介護等）

 ⼤⼦町では、独居⾼齢者が増加傾向にあり、⾒守り⽀援を必要とする⼈が、
必要とする形で⽀援を受けられる環境を構築するため、既存の「⾏政が主体
の⾒守りサービス」だけでなく、「多様な主体による⾒守りサービス」の整備が
課題となり、ITを活⽤した新たな⾒守りソリューションの実証に臨む。
 コンピュータ総合研究所とは、テレビリモコンを活⽤した⽣活リズムモニタリング
⽀援システム「かるケア」を実証。
 MJIとは、⾒守りロボット「タピア」を通じて、家族による⾒守り環境の拡充、⾼
齢者へ町からのお知らせ配信について実証。
 ワーコンとは、遠隔みまもり看護⽤対話ロボットを⽤いた⾒守りについて実証。

⽣活リズムモニタリング⽀援
システム「かるケア」

⼤⼦町
（茨城県）

インフィック(株) （静岡県静岡市）
(株)エクサウィザーズ （東京都港区）
(株)Total habilitation System （⻑崎県⻑崎市）
ドクターメイト(株) （東京都港区）
(株)ブライト・ヴィー （愛知県名古屋市）
ベストリハ(株) （東京都台東区）

⼤⼦町にて連携事業を予定

⼤⼦町プレスリリース

（R2「⾃治体×ヘルスケア関連ベンチャー企業等共創プログラ
ム」にてプロジェクト組成⽀援）

⾼齢者⾒守り会話ロボット
「タピア」

遠隔みまもり看護⽤対話ロボット
※ご当地ロボットとして⾃由に名称設定可

(株)コンピュータ総合研究所（茨城県⽔⼾市）
⼤⼦町
（茨城県）

(株)MJI（東京都港区）
(株)ワーコン（福岡県福岡市）

⼤⼦町にて実証事業を実施・予定

（R2「⾃治体×ヘルスケア関連ベンチャー企業等共創プログラ
ム」にてプロジェクト組成⽀援）
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共創事例(5)

ケア
（⽣活⽀援）

（⼀社）ソーシャルアクション機構

電動⾞いす

予防

デイサービス送迎⾞の相乗りによる
交通弱者の移動⽀援「福祉Mover」

ケア
（⽣活⽀援）

予防

郊外型集合住宅団地における
電動⾞いすの活⽤

 ⾼齢者等の交通弱者の移動⽀援は、各地において喫緊の課題。
 「福祉Mover」は、街中を⾛るデイサービス送迎⾞に⽣じた空席と移動希望
者の最適マッチング機能等を備えたAI連携配⾞システム。
 通院や買い物で移動したい⼈がスマホや電話で配⾞依頼をかけると、通所者
送迎“ついで”で移動⽀援が可能な、地域内を⾛るデイサービス送迎⾞をAIが
選択し、配⾞依頼・ルート指⽰が⾃動で⾏われる。

 「多様な世代による魅⼒ある街」への再⽣を⽬指す調布市の多摩川住宅では、
⾼齢者の安全な移動⼿段の確保が求められている。
 地域の⾼齢者に電動⾞いすを3週間貸与し、電動⾞いすの利⽤が⾼齢者の
活動に与える影響や、地域で活⽤する上での課題等を把握するとともに、安全
な活⽤⽅法の普及に向けて周知を実施。

 移動⽀援は、本来の送迎業務に影響の無い範囲において、“ついで”で⾏われ
るため、専⽤の⾞両や⼈員、時間を確保することなく、要介護者など“交通弱
者中の交通弱者”の移動⽀援が可能に。
福祉Mover （⼀社）ソーシャルアクション機構
（群⾺県⾼崎市）

交通弱者

介護事業を営む(株)エムダブルエス
⽇⾼が⺟体。

配⾞依頼

配⾞要請

地域内の複数のデイサービス
阿賀野（新潟県）

病院・商店等

関連記事
⽇経BeyondHealth

群⾺県、栃⽊県、新潟県内5地域にて実証事業を実施
（R2「地域・企業共⽣型ビジネス導⼊・創業促進事業」を活⽤）

「電動さんぽマップ」
⾛⾏に当たって注意が必要な箇所や、各施設において電動⾞いすを⼀時
的に駐⾞できる場所について記載

前橋、⾼崎
太⽥（群⾺県）

⾜利（栃⽊県）

調布市
（東京都）

調布市 多摩川住宅にて実証事業を実施
（ R2 「電動⾞いす等安全対策・普及推進事業」を活⽤）
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本資料についてのお問合せ
経済産業省
関東経済産業局 地域経済部
次世代産業課 ヘルスケア産業チーム
電話︓０４８－６００－０３４２
Mail︓KH-lab@meti.go.jp

局ウェブサイトURL

（参考）

経済産業省、管内自治
体におけるマッチングイ
ベント、補助金等の施策
情報をお届けする
「KH‐Labメールマガジン」
の配信登録もこちらから

関東経済産業局 ウェブサイト 「ヘルスケア産業の振興」ページ︓
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iryokiki/healthcare/index.html
経済産業省（本省）ウェブサイト ヘルスケア産業ページ︓
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/index.html
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