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人生100歳時代の設計図
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100歳以上の人口の推移・推計 約70万人

2050年には、142人に
１人が100歳以上！！
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「未病を改善する」その先に

１５３
44,449
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健康 病気

未病とは

病気健康 未 病
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iPS細胞研究
マイME-
BYOカルテ

ロボット
医療機器 医食農同源

運動習慣奨励

ヘルスケア・ニューフロンティアの推進

等

個別化医療の実現 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙの⾒直し

健康寿命日本一 新たな市場・産業の創出

２つのアプローチを融合
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健康・医療戦略 中間⾒直しに向けた意⾒

１ 研究開発について

２ 新産業創出について

３ 国際展開について
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４ 教育の振興・人材の確保について

５ デジタル化・ＩＣＴ化について

６ ＡＭＥＤに期待される機能について



１ 研究開発について

○未病エビデンス構築に向けた取組みの推進
○再生・細胞医療関係のベンチャー企業支援の推進
○再生・細胞医療の実用化に向けた融合研究の推進
○ロボット技術等を活用した革新的な医療機器の開発の推進

本県の主な取組み

未病ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽの構築 再生・細胞医療の実用化

国への提案事項
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未病ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽの構築

東大COIとの連携
再生・細胞医療の実用化

ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰの
供用開始（H28.4）



２ 新産業創出について①

○未病産業創出に向けた取組みの推進

本県の主な取組み

未病産業研究会 ME-BYO BRAND

【認定件数：６件】

国への提案事項

・会員数：401社（H28.10.1現在）

企業名 認定商品・サービス
PST㈱ MIMOSYS(ミモシス）®

味の素㈱ アミノインデックス®

三菱化学㈱ Plant PlantTM

湘南ﾛﾎﾞｹｱｾﾝﾀｰ㈱・
CYBERDYNE㈱

ﾛﾎﾞｯﾄｽｰﾂHAL®ｼﾘｰｽﾞ及び
ﾛﾎﾞｯﾄｽｰﾂを活用した未病改
善ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ「HALFIT®」

㈱DeNAﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ 遺伝子検査サービス
「MYCODE(マイコード)」

㈱ｱﾐﾝﾌｧｰﾏ研究所 脳梗塞リスク評価サービス 6



２ 新産業創出について②
ME-BYO Jａｐａｎ2016

【開催日時】平成28年10月12日
~10月14日

【会 場】パシフィコ横浜
【入場者数】15,133人
【出展団体数】45
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２ 新産業創出について③
未来貢献プロジェクト＜未病シンポジウム＞ 主催：㈱読売新聞社
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【開催日時】平成28年10月17日
【会 場】よみうり大手町ホール
【第１部】
・大谷 泰夫氏(日本健康生活推進協会理事⻑)
・大村 秀章氏(愛知県 知事)
・⿊岩 祐治 (神奈川県 知事）
【第２部以降】
・アンファー
・ファンケルヘルスサイエンス
・読売新聞東京本社 等
※ 平成28年11月下旬 読売新聞掲載予定

【開催日時】平成27年７⽉８⽇
【会 場】よみうり大手町ホール
【第１部】
・横倉 義武氏(日本医師会 会⻑)
・大谷 泰夫氏(内閣官房参与（当時）)
・⿊岩 祐治 (神奈川県 知事）
【第２部】
・東京海上日動火災保険
・ファンケルヘルスサイエンス
・みずほ銀⾏



商品・サービスのカテゴリー 商品・サービスのポイント 取り扱っている企業名
（予定含む）

行
動
変
革

健康年齢®を活用した保険 ・健康になるほど保険料が安くなる
・実年齢ではなく、健康年齢®で加入できる

健康年齢少額短期保険(株) 、
ネオファースト生命保険(株)
（第一生命グループ） 他

健康にインセンティブを与える
保険

健康で⻑⽣きした加⼊者に⼀時⾦が⽀払わ
れる

東京海上日動あんしん生命保険
(株) 他

⾦利優遇型定期預⾦ 「協会けんぽ」に加入し、健康診断を受診
した個⼈に対し、⾦利を優遇

(株)横浜銀⾏ 他

ウォーキング推進アプリ 歩くだけでポイントがたまり、ショッピン
グ等で活用できる

イオン(株) 他

２ 新産業創出について④

グ等で活用できる

早
期
診
断
・
介
入

未病状態の⾒える化 ⾎液検査等で病気（がん、脳梗塞等）のリ
スク評価を⾏う

味の素(株)、(株)アミンファーマ
研究所 他

⾳声感情認識クラウドサービス 声から心の状態を、PCやスマホで手軽に
チェックできるクラウドサービス

PST(株) 及び(株)⽇⽴システムズ

未病状態に応じた食事サービス
等の提供

未病状態をチェックシートを用いて把握し、
その状態に応じ、体質に合った食事メ
ニューが選べる

(株)足柄グリーンサービス 他

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ

腸内細菌年齢の可視化及びその
改善に向けたサービス

腸内細菌叢の解析による腸内細菌年齢の可
視化から改善までの一貫したサービス

(株)DeNAライフサイエンス 他

健康情報信託(仮称) 個⼈の健康情報を共有し、利活⽤すること
で、国⺠の医療・疾病予防の最適化と効率
化、健康維持・増進に寄与

（神奈川県調べ） 9



欧州
●イギリス
●フランス
●フィンランド
●ドイツ アジア

神奈川県
米国
●マサチューセッツ州
●メリーランド州

●ＭＯＵ締結機関

３ 国際展開について①

○国と自治体が一体となった国際展開の推進

本県の主な取組み

国への提案事項

●ドイツ
・WHO（世界保健機関）

アジア
●シンガポール

ジョンズホプキンス大学・病院との
ＭＯＵ締結メリーランド州とのＭＯＵ締結

マサチューセッツ州とのＭＯＵ締結
退役軍⼈省ﾊﾟﾛｱﾙﾄ･ﾍﾙｽｹｱｼｽﾃﾑ

とのMOU締結
フィンランド・オウル市

とのＭＯＵ締結

ドイツ・ﾊﾞｰﾃﾞﾝﾋﾞｭﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸ
州との覚書の締結

●メリーランド州
●大学・研究所等（５機関）

フランス政府関係機関
CVT－SudとのＭＯＵ締結

イギリス・ｾﾙｾﾗﾋ゚ ･ーｶﾀﾊ゚ ﾙﾄ
とのＭＯＵ締結

シンガポール政府機関とのＭＯＵ締結 10

ＷＨＯとの協定締結



３ 国際展開について②
未病サミット神奈川2015 in箱根 （H27.10.22~10.23）
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「未病サミット神奈川宣言」
を世界に発信



３ 国際展開について③
ネイチャー誌への掲載

Nature Vol534,No7606,June 9,2016 掲載 12



３ 国際展開について④ WHO訪問
マーガレット・チャン事務局⻑との会談（H28.10.21）
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４ 教育の振興・人材の確保について

○人材育成に対するロングターム支援の推進
例：長期的な奨学金制度の創設等

本県の主な取組み

メディカルイノベーションスクール設置に向けた検討

国への提案事項
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５ デジタル化・ICT化について

○データヘルス計画と本県の「健康情報等プラットフォーム（マイME-BYOカルテ）」を連携
させるとともに、それらのデータの災害時活用を健康・医療戦略に位置付ける。
○蓄積した健康情報等の利活用に向けた、個人情報保護等に係る法的基盤の早期整備

本県の主な取組み

IoHHマイME－BYOカルテ

国への提案事項

IoHH
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マイME－BYOカルテ
Internet of 

Human Health



６ AMEDに期待される機能について

○エビデンス構築（未病、幹細胞医療コホート）の推進
○社会システム構築の推進
○要素技術研究（ロボット、未病ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ、再生・細胞医療）の推進
○ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽの構築（ﾛﾎﾞｯﾄ（ｻｲﾊﾞﾆｸｽ）、未病ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ）の推進

本県の主な取組み

脊髄機能再生治療の開発ﾆｭｰﾄﾘｹﾞﾉﾐｸｽ法で食品評価

国への提案事項

食品の成分が遺伝子に及ぼす影響を解析
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脊髄機能再生治療の開発ﾆｭｰﾄﾘｹﾞﾉﾐｸｽ法で食品評価

ムカゴ

mRNA

DNA

湘南ゴールド

未病ﾏｰｶｰの作成未病ﾏｰｶｰの作成

急性期

炎症反応細胞死

亜急性期〜 慢性期

グリア瘢痕

iPS細胞由来
神経幹細胞移植

慶應（再生医療）と

サイバーダイン（ＨＡＬ）
の融合研究



神奈川県からの提案

「未病の改善」を
健康・医療戦略に！
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健康・医療戦略に！



健康・医療戦略への神奈川県からの提案①
【はじめに】P３

現 在
はじめに
我が国は、世界最高水準の平均寿命を
達成し、人類誰もが願う長寿社会を現実の
ものとした。これは国民皆保険制度や優れ

修 正 案
はじめに
我が国は、世界最高水準の平均寿命を
達成し、人類誰もが願う長寿社会を現実の
ものとした。これは国民皆保険制度や優れ

た公衆衛生対策、高度な医療技術等、我
が国の優れた保健・医療システムの成果で
ある。これからは、更に、若い世代から高齢
者に至るまで国民誰もが健康な状態を維
持し、本人が希望するライフスタイルに沿っ
て、社会で活躍したり、余暇を楽しんだりす
るなど、生き生きとした実り豊かな生活を営
めるような社会を構築していくことが重要で
ある。

た公衆衛生対策、高度な医療技術等、我
が国の優れた保健・医療システムの成果で
ある。これからは、更に、若い世代から高齢
者に至るまで国民誰もが健康な状態を維

持し、心身の状態をより良い状態に
近づける「未病改善」に取組み、本
人が希望するライフスタイルに沿って、社
会で活躍したり、余暇を楽しんだりするなど、
生き生きとした実り豊かな生活を営めるよう
な社会を構築していくことが重要である。 18



健康・医療戦略への神奈川県からの提案②
【研究開発】P７

現 在
２．各論
(１)世界最⾼⽔準の医療の提供に資する
医療分野の研究開発等に関する施策
基礎的な研究開発から実用化のため

修 正 案
２．各論
(１)世界最⾼⽔準の医療の提供に資する
医療分野の研究開発等に関する施策
基礎的な研究開発から実用化のため基礎的な研究開発から実用化のため

の研究開発までの一貫した研究開発を
推進し、その成果の円滑な実用化により、
世界最高水準の医療の提供に資する。
これにより、医薬品、医療機器等、医療
技術関連分野における産業競争力の向
上を目指すとともに、医療の国際連携や
国際貢献を進める。

基礎的な研究開発から実用化のため
の研究開発までの一貫した研究開発を
推進し、その成果の円滑な実用化により、

世界最高水準の医療の提供に加え、
未病改善に資する研究開発を推
進する。これにより、医薬品、医療機器
等、医療技術及び未病改善関連分
野における産業競争力の向上を目指す

とともに、医療及び未病改善の国際
連携や国際貢献を進める。
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健康・医療戦略への神奈川県からの提案③
【新産業創出】P13

現 在
２．各論
(２)健康・医療に関する新産業創出及
び国際展開の促進等に関する施策

我が国の医薬品、医療機器等及び医

修 正 案
２．各論
(２)健康・医療・未病に関する新産
業創出及び国際展開の促進等に関す
る施策

我が国の医薬品、医療機器等及び医
療技術並びに医療サービスの発展には、
国内外の具体的な需要に応える市場が
必要である。国内においては、世界最
先端の質の高い医療の実現に加え、疾
病予防、慢性期の生活支援等を念頭に
置いた公的保険外の新しいヘルスケア
サービスの市場を創出する。

る施策

我が国の医薬品、医療機器等及び医
療技術並びに医療サービスの発展には、
国内外の具体的な需要に応える市場が
必要である。国内においては、世界最

先端の質の高い医療の実現に加え、未
病の改善、疾病予防、慢性期の生活
支援等を念頭に置いた公的保険外の新
しいヘルスケアサービスの市場を創出
する。
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