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我が国は、社会保障制度の充実等により世界に冠たる健康長寿国になる一方、国民医療費、介護費等の
社会保障費の増大が大きな課題となっています。

経済産業省では、国民が自身の健康を管理・維持し長期にわたり社会へ参加し続けることを通じて、誰も
が人生を最期まで幸せに生ききることができる「生涯現役社会」を構築するため、健康増進や社会参加を支える
ヘルスケア産業の育成、健康経営の推進を通じ「健康寿命の延伸」に取り組んでいます。

北海道経済産業局では、全国に先駆け平成25年度に「北海道ヘルスケアサービス創造研究会」を立ち上げ、
ヘルスケア分野の取組に着手し、医療・介護機関と民間サービスが連携を図り、地域の特色を活かしたヘルスケア
産業の創出を支援してきました。

2015年4月には、当局の取組に賛同した、医療・介護、食、運動、小売・サービスなど幅広い分野の企業・団体が
結集した「北海道ヘルスケア産業振興協議会」が設立され、同協議会と連携し、ヘルスケア産業の創出・健康経
営の推進に取り組んでいます。

本冊子では、北海道における地域包括ケアシステムの構築、ヘルスケア産業創出を目指す同協議会の取組
や会員の「ヘルスケア」関連のサービス・商品をとりまとめ、ご紹介します。

自治体、企業、医療・介護事業者、大学等、様々な方にご覧いただき、地域包括ケアシステムの実現に向けた
官民連携や異業種連携等による新たなサービス創出の一助になれば幸いです。

北海道経済産業局　地域経済部　情報・サービス政策課
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北海道ヘルスケア産業振興協議会について… 
北海道ヘルスケア産業振興協議会 会員紹介
　●掲載会員一覧 ……………………………
　●会員 サービス・商品紹介 ………………
北海道ヘルスケア産業振興協議会 会員の取組
　●地域における公的保険外サービスの実践事例…
ヘルスケア産業関連政策について …………

5

7

27

29

3

2

CONTENT

はじめに

2



Health Care

業種の多様性

北海道ヘルスケア産業振興協議会について

北海道ヘルスケア産業振興協議会は、
医療・介護機関やヘルスケア関連事業者、
異業種の事業者等が連携し、「ヘルスケア」
を切り口とした新たな公的保険外のビジ
ネス創出や地域の課題解決方策を提案す
るプラットフォームとして活動しています。

また、「日本再興戦略」に基づき、国が官
民一体となって具体的な対応策の検討を
行う場として設置した「次世代ヘルスケ
ア産業協議会」の北海道版として位置付
けられています。

北海道において、医療・介護機関と民間サービス事業者等と
の連携を促進することで、地域特性を踏まえたヘルスケア産
業を創出・育成し、地域における住民の健康寿命延伸、新産
業・雇用創出、医療費適正化に貢献することを目的とする。

ヘルスケア課題は、地域特性によって異なります。特に地方部はヘルスケアを推進する専門職の不足等が課題で
あり、マーケットも限られることから、市場原理だけに頼らない官民連携による課題解決の仕組みが必要です。
道内地方自治体との連携により、地域ならではのニーズや課題の把握や、解決方策について検討します。

（２） 官民連携による地域ヘルスケア推進の課題解決へのアプローチ

ヘルスケアにおける業種、課題、関係省庁などの多様性を踏まえ、分野横断的発想と異業種連携を意識した活動
を推進します。

（１） 「ヘルスケア」の多様性を踏まえた異業種連携促進とビジネス創出支援

医療・介護，食，ものづくり（ICT含む）、
卸・小売業、飲食・宿泊、観光、各種サービス業 etc.

地域包括ケアシステムの構築、健康経営の推進、
地域ヘルスケアの推進、スポーツ振興、地域経済・産業振興、まちづくり etc.

厚生労働省、経済産業省、国土交通省、総務省、
文部科学省（スポーツ庁） etc.　　

1 組織概要

2 事業方針

目　　　的

設立年月日 2015年 4月1日

事 業 内 容

○会員相互の連絡調整及び関係団体との連携 
○地域における公的保険外サービスの実践 
○地域資源を活用した「医・農商工連携」の実践 
○ヘルスケア産業創出のためのプラットフォームの構築 
○ヘルスケア産業に関する情報収集・情報発信 
○その他目的達成に必要な事業

会　　　長 社会医療法人 禎心会　　理事長　德田 禎久

会　　　費 正 会 員…年会費　１０，０００円／口、１口以上
特別会員…年会費　なし

会　　　員
会 員 数…155者（2019年 ２月末現在）
正 会 員…法人、団体、個人事業主、個人事業主を除く個人等
特別会員（議決権を有しない）…国、自治体、及びこれに準ずる公的機関

出典：経済産業省資料

課題の多様性

関係省庁の多様性
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アクティブシニア、食、地方創生・地域課題解決、
医療・介護連携、健康経営、スポーツ　等

ヘルスケアにおける業種、課題、関係省庁などの多様性を
踏まえ、分野横断的発想と異業種連携を意識した活動を推
進します。

（1） ヘルスケアビジネスの創出に寄与する研究会（勉強会・プレゼンテーション会）の開催

テーマ

外部講師によるヘルスケアビジネスの最新動向や
ビジネス創出の方法等に関する講演や会員同士
の情報交換の場を創出

内容

①いきいき健康・福祉フェアへの出展
②ヘルスケアに関連する最新情報等を提供するセミナーの開催
③HP・メルマガ等による国や自治体の施策情報、会員の事
業活動内容の紹介、ヘルスケア関連セミナー等の案内等

（2） 協議会活動の情報発信

①実施体制の構築に向けて連携したい会員等とのマッチング、コーディネート等
②ビジネス化に必要な専門的人材（専門家、事業者等）の紹介
③国や地方自治体等の施策活用に係るアドバイス等
④補助金事業等の申請書作成に係るアドバイス等

（3） ビジネス化に向けた個別支援

3 事業内容

株式会社北海道二十一世紀総合研究所
札幌市中央区大通西３丁目11番地
TEL：011-231-3053　FAX：011-231-3143

担当／佐治、河原、清家、岩谷 health@htri.co.jp http://www.hcs-hokkaido.net

北海道ヘルスケア産業振興協議会
事務局
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北海道ヘルスケア産業振興協議会 会員紹介
～掲載会員一覧～company
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企業名

アステラス製薬 株式会社 札幌支店 ………………………… 7

アテリオ・バイオ 株式会社 …………………………………… 7

株式会社 アビサル・ジャパン ………………………………… 7

伊那食品工業 株式会社 札幌営業所 ………………………… 8

株式会社 InfoDeliver ………………………………………… 8

エーザイ 株式会社 …………………………………………… 8

株式会社 エクシング 北海道東北エリア営業グループ札幌支店……… 9

株式会社 MOC………………………………………………… 9

株式会社 エムテック…………………………………………… 9

キャリアフィット 株式会社………………………………………10

企業組合 グループ・ダイナミックス総合研究所………………10

医療法人社団 慶心会 住宅型有料老人ホーム シニアハウス黄金 ……10

社会福祉法人 渓仁会 …………………………………………11

合同会社 元気づくり工房………………………………………11

株式会社 玄米酵素 ……………………………………………11

背骨・骨盤コンディショニング　こしラボ………………………12

サイバートラスト 株式会社 ……………………………………12

一般財団法人 さっぽろ健康スポーツ財団 ……………………12

札幌ヤクルト販売 株式会社……………………………………13

株式会社 サン設計事務所 ……………………………………13

株式会社 シーラボ ……………………………………………13

医療法人 重仁会 ………………………………………………14

株式会社 ジュネス………………………………………………14

株式会社 シンク ………………………………………………14

スポーツデータバンク 株式会社 ………………………………15

株式会社 スリーエス……………………………………………15

株式会社 The St Monica ……………………………………15

創作工房 とんぼ玉 ……………………………………………16

株式会社 ソプラティコ …………………………………………16

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険 株式会社 北海道統括部 ……16

課題解決セグメント
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企業名

株式会社 ツクイ…………………………………………………17

社会医療法人 禎心会 …………………………………………17

株式会社 電制 …………………………………………………17

凸版印刷 株式会社 東日本事業本部 北海道事業部…………18

株式会社 ナカジマ薬局 ………………………………………18

ｎｉｃｏ♡ピラ………………………………………………………18

株式会社 日本医療企画 ………………………………………19

一般社団法人 日本介護美容セラピスト協会 …………………19

株式会社 日本トリム 札幌支社 ………………………………19

株式会社 ＢＤＡＳＨ………………………………………………20

株式会社 ビーム・オン …………………………………………20

株式会社 ファーストブレス ……………………………………20

フィジオウェルネス 株式会社 …………………………………21

株式会社 フィリップス・ジャパン ………………………………21

株式会社 FORH BODY PERFORMANCE…………………21

認定NPO法人 ふまねっと ……………………………………22

PLUSTAGE ……………………………………………………22

株式会社 プレミアム北海道 健康美容事業部 ………………22

株式会社 ホクノー………………………………………………23

北海道医療福祉産業研究会 …………………………………23

北海道全員健康 株式会社 ……………………………………23

株式会社 北海道二十一世紀総合研究所 ……………………24

株式会社 ポロワッカ……………………………………………24

マッチ鍼灸整骨院 ………………………………………………24

株式会社 ミルウス………………………………………………25

株式会社 メディカルシステムネットワーク ……………………25

株式会社 モロオ ………………………………………………25

株式会社 ルシファ………………………………………………26

株式会社 ログオンシステム……………………………………26

（50音順）

課題解決セグメント

従業員等の健康づくり（健康経営の推進）健康経営 地域住民の健康づくり・介護予防介護予防 要支援・要介護者等の介護度改善ADL改善

要支援・要介護者等の日常生活支援生活支援 医療機関向けサービス支援BtoＢ（医療） 介護事業者向けサービス支援BtoＢ（介護）

自治体のヘルスケア施策の推進行政課題 ヘルスツーリズムなど「ヘルスケア」を
切り口とした観光・まちづくり推進観光・まちづくり その他その他

課題解決
セグメント
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company

従業員等の健康づくり（健康経営の推進）健康経営 地域住民の健康づくり・介護予防介護予防 要支援・要介護者等の介護度改善ADL改善

要支援・要介護者等の日常生活支援生活支援 医療機関向けサービス支援BtoＢ（医療） 介護事業者向けサービス支援BtoＢ（介護）

自治体のヘルスケア施策の推進行政課題 ヘルスツーリズムなど「ヘルスケア」を切り口とした観光・まちづくり推進観光・まちづくり その他その他

課題解決
セグメント

アステラス製薬 株式会社 札幌支店 TEL.011-281-5111

〒060-0042 札幌市中央区大通西5丁目9-1 アステラス大通ビル２F

●医薬品の製造・販売および輸出入

代表者／松波 慎仁(札幌支店長）
設立・創業/2005年4月

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

1
No.

地域連携医療に貢献するための
各種事業・イベントの企画協力や参画
○医療機関だけでなく、行政など様々なステークホルダーが連携する地域医療に貢献するために
各種事業・イベントの企画協力や参画

○疾患や薬剤等に関する読本等の資材の提供
○健康講座等のイベントでの講演演者のご紹介

課題解決セグメント

事業
内容

https://www.astellas.com/jpHP

アテリオ・バイオ 株式会社 TEL.0134-61-3301

〒047-0261 小樽市銭函3丁目519番地11

●独自開発ライラック乳酸菌サプリメントの製造販売
●販売会社様向けOEM製造及び機能性表示届出に対応

●腸内環境改善で健康を提供する北大発ベンチャー企業
●小樽工場で一貫生産体制を整備（2019年夏稼働予定）

代表者／三輪 一典　　設立・創業/2012年1月

2
No.

「ウンチが花の香り」気分！ライラックがつくる
腸内フローラで便通と便の質が改善

腸内フローラの改善は、健康な生活を送る第一歩。当社は腸内環境改善にこだわり、バイオ技術で
快適な生活を送るお手伝いをします。ライラック乳酸菌とオカラカプセルの二つの特許技術で、
100%生きた菌と菌の栄養を腸の奥に届けることに成功。便の質が良くなると便通も改善して気分
も爽快。ライラックから採った乳酸菌で人生を変えてみませんか。

課題解決セグメント

事業
内容

https://www.arterio.co.jp
info@arterio.co.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

株式会社 アビサル・ジャパン TEL.011-530-6500

〒064-0804 札幌市中央区南4条西12丁目1304-4

●北海道産砂糖と野菜のスキンケア
●ベビースキンケア商品の開発製造販売

●健康肌スキンケア
●スキンケア用品のPB・OEM商品製造

代表者／幟立 真理　　設立・創業/2004年5月

3
No.

水無しで洗浄保湿「カラダキレイ」、
汚れを落とし保湿しバリア機能アップ（エビデンス有）

弊社は、アトピーや乳幼児2000人の使用試験エビデンスを保有。そのノウハウを活用し、乾燥し
脆い高齢者の肌に有効で、介護従事者の労務軽減できる「カラダキレイ」（水無しで洗浄保湿）を開発
しました。すでに介護医療現場や災害時の利用実績とエビデンスがあります。ストーマの方等の
要望で、逆さで使える携帯サイズ80ml(機内持込可)も開発。

課題解決セグメント

事業
内容

www.abyssal.jp
info@abyssal.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

北海道ヘルスケア産業振興協議会 会員紹介
～会員 サービス・商品紹介～

7



エーザイ 株式会社 TEL.0120-419-497

〒112-8088 東京都文京区小石川4丁目6-10

●医療用医薬品の製造・販売
●認知症、介護予防サービスの提供

●一般用医薬品、健康食品の製造・販売
●多職種連携、在宅医療関連サービスの提供

代表者／内藤 晴夫　　設立・創業/１９４１年１２月

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

6
No.

健康に関する様々なソリューションの提案・支援
（予防・早期発見・早期対応・服薬支援）
○認知機能確認ツール：頭の健康チェック、認知症の小・中学生、高校生向け教材
○嗅覚チェックツール：ＵＰＳＩＴ
○ミマモリシステム（お出かけ支援）：ミマモリオ
○服薬支援機器：ｅ-お薬さん

課題解決セグメント

事業
内容

https://www.eisai.co.jpHP

伊那食品工業 株式会社 札幌営業所 TEL.011-623-1741

〒064-0952 札幌市中央区宮の森2条11丁目6-28

代表者／塚越 英弘　　設立・創業/1958年6月 

4
No.

～食物繊維で健康な毎日を～
「寒天」は食物繊維の王様です

おなかの調子を整え、お通じを改善！できあがったスープにひとつまみ入れるだけで、手軽に食物繊
維が摂れます。水分さえあれば、どんな料理にも使える手軽さ。ぜひ、毎日のスッキリ習慣にお役立
てください。また、道内唯一の「かんてんぱぱショップ宮の森店」のスタッフが、「健康にいい寒天のお
話」のご説明に伺います！ ご相談ください。

課題解決セグメント

事業
内容

https://www.kantenpp.co.jpHP

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

当社は業務用寒天メーカーとしてスタートしましたが、開発型研究企業として、常に寒天の新たな用途や技術の
開発を続け、寒天の可能性を追求してきました。

株式会社 InfoDeliver TEL.03-5405-7996

〒105-6238 東京都港区愛宕2丁目5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 38F

●業種別BPO
●中国ビジネス

●専門ソリューション（海外特許、人事給与等）
●健康促進アプリ事業

代表者／尚　捷　　設立・創業/1999年4月15日

5
No.

歩行速度測定アプリで、健康寿命延伸を

当社は、『歩行速度測定アプリ』を2016年にリリースしました。毎日スマホを携帯するだけで歩行
速度を測定し、日々の推移とその傾向から、『認知症』などのリスクを予兆して通知するアプリです。
最近では、運動習慣等の生活改善を促し、健康につながるとしてマスコミからの注目度も高い
アプリです。

課題解決セグメント

事業
内容

http://www.infodeliver.com/company
kyamamoto@infodeliver.com

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

8



company

従業員等の健康づくり（健康経営の推進）健康経営 地域住民の健康づくり・介護予防介護予防 要支援・要介護者等の介護度改善ADL改善

要支援・要介護者等の日常生活支援生活支援 医療機関向けサービス支援BtoＢ（医療） 介護事業者向けサービス支援BtoＢ（介護）

自治体のヘルスケア施策の推進行政課題 ヘルスツーリズムなど「ヘルスケア」を切り口とした観光・まちづくり推進観光・まちづくり その他その他

課題解決
セグメント

株式会社 MOC TEL.011-699-5225

〒060-0005 札幌市中央区北5条西18丁目1-14-1 大嶋ビル1F・2F

代表者／若林 美希　　設立・創業/2012年5月

8
No.

「聞こえやすい」をみんなの当たり前に。
音声対話支援機器comuoon【コミューン】

聴こえに悩む人が自ら工夫するのではなく、話す側から聴こえの改善に歩み寄るという逆転の発想
から生まれた対話支援機器、それがcomuoonです。聴こえに悩む方、その方と関わる健聴者の方、
その間に必要だったサポートがカタチになりました。現在、全国の医療機関・介護施設・自治体・
企業を中心に4,000ヶ所以上に導入拡大中。

課題解決セグメント

事業
内容

http//moc2012.net
info@moc2012.net

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

●眼鏡卸（眼鏡店運営に関わるメガネフレーム・レンズ・備品等の販売）　　　●補聴器の販売
●会話支援機器comuoon（コミューン）の販売【道内唯一の正規代理店】

株式会社 エムテック TEL.011-232-0070

〒060-0031 札幌市中央区北1条東8丁目1-3 片岡商事ビル4階

●高齢者向け認知症予防教室の企画、運営
●法人向け業務システムの企画、開発、保守

●北海道全域での家電量販店PCサポート業務
●ソフトウェア、システムの第三者検証サービス業務

代表者／松田 征弘　　設立・創業/2002年8月

9
No.

スマホ・タブレットで楽しく！
認知症予防プログラム「脳×元気 いきいきクラス」

暮らしに役立つスマホ・タブレットの便利な活用法を楽しく学びながら、認知症になる前に低下する
認知機能を鍛え、予防をしていくプログラムです。グループによる知的活動を通して、楽しみながら、
認知症予防の意識向上と認知症になりにくい生活習慣を身につけます。各種介護事業施設へ
「認知症予防活動支援士」有資格者が出張を行っております。

課題解決セグメント

事業
内容

https://www.em-tech.co.jp
life-care@em-tech.co.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

株式会社 エクシング 北海道東北エリア営業グループ札幌支店　 TEL.011-521-6411

〒064-0807 札幌市中央区南7条西1丁目１３ 第二弘安ビル２F

●業務用カラオケ事業　　　●音楽・映像ソフト事業　　　●店舗事業　　　●モバイル・エンタテイメント事業

代表者／神谷　純　　設立・創業/1992年5月

7
No.

トータルヘルスケア支援機器
「JOYSOUND  FESTA２」

「JOYSOUND　FESTA２」は、高齢者施設などの介護の現場や中高年の方々の健康づくりの場に
音楽療法や軽度運動療法などの補完代替医療の補助ツールとして、楽しみながら健康維持・QOL
向上に取り組める音楽療養コンテンツ「健康王国」をフルに搭載。健康な方から介護・支援が必要
な方まで、幅広く健康づくりのお手伝いをしていきます。

課題解決セグメント

事業
内容

https://xing.co.jpHP

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

北海道ヘルスケア産業振興協議会 会員紹介
～会員 サービス・商品紹介～

9



キャリアフィット 株式会社 TEL.0120-972-922

〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目3-2 マツヒロビル

代表者／村上 真也　　設立・創業/1985年10月

10
No.

札幌初！ シニア就労者に特化したお仕事紹介所
「ねこの手ステーション」

ねこの手ステーションは、まだまだ働く意欲のあるアクティブシニアと人手不足に悩む企業とを
橋渡しするお仕事紹介所です。シニアが希望する「短時間」「補助的」「自宅に近い」お仕事を中心
にご紹介する点が特徴。シニアの「社会貢献したい」「働きたい」「頑張りたい」を応援し、“いつま
でも元気ハツラツ”をサポートしています。

課題解決セグメント

事業
内容

http://www.careerfit.co.jp
info@careerfit.co.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

総合人材情報サービス業。人材派遣・有料職業紹介、学校運営、コールセンター運営をはじめ、警備、ビルメンテナ
ンス、医療福祉給食などの業務請負の他、高齢者向け住宅事業、介護保険事業をグループで展開。

医療法人社団 慶心会 住宅型有料老人ホーム シニアハウス黄金 TEL.0123-25-3212

〒061-1449 恵庭市黄金中央４丁目7-1

●日中は介護職員・看護師配置、24時間職員常駐
●慶心会グループによるチームケアで皆様をサポート

●１日３食付きで月額利用料金102,600円～
●毎月４～５回以上のイベントや行事を開催

代表者／塩野　寛　　設立・創業/2017年10月

12
No.

“生きがい＆地域とのつながり”を目的に、
入居者様にお仕事をご紹介

認知症やフレイル防止に加え、「生きがい」や「地域とのつながり」のある生活を送っていただくため、
希望される入居者様に対して、適度なお仕事をご紹介しています（ご本人様と就業先との雇用契約）。 
★お仕事例／農園での収穫等の軽度農作業、施設内業務のお手伝い等

課題解決セグメント

事業
内容

www.ladeesse.jp/kogane
info_kogane@ladeesse.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

企業組合 グループ・ダイナミックス総合研究所 TEL.011-686-2787

〒006-００２２ 札幌市手稲区手稲本町2条3丁目4-7

代表者／藤原 靖広　　設立・創業/2002年８月

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

11
No.

介護福祉事業所を中心とした
日本版CCRCの街づくりを支援します。
北海道の指定を受け、介護サービス情報公表指定調査機関・地域密着型サービス外部評価機関
等の第三者評価調査業務を行いながら、介護福祉事業所の創業支援やM＆A・経営改善等のコン
サルティング業務を行っております。

課題解決セグメント

事業
内容

http://gd-souken.com
group-d@lapis.plala.or.jp

HP
Mail

経営コンサルティング事業を基盤として、北海道の指定を受け、介護サービス情報公表指定調査機関・地域密着型
サービス外部評価機関の業務を行いながら、介護福祉業界の質的向上に向けた支援をしております。

グループ・ダイナミックス総合研究所
企業組合

10



company

従業員等の健康づくり（健康経営の推進）健康経営 地域住民の健康づくり・介護予防介護予防 要支援・要介護者等の介護度改善ADL改善

要支援・要介護者等の日常生活支援生活支援 医療機関向けサービス支援BtoＢ（医療） 介護事業者向けサービス支援BtoＢ（介護）

自治体のヘルスケア施策の推進行政課題 ヘルスツーリズムなど「ヘルスケア」を切り口とした観光・まちづくり推進観光・まちづくり その他その他

課題解決
セグメント

株式会社 玄米酵素 TEL.011-736-2345　
〒001-0012 札幌市北区北１２条西１丁目1-1

●健康補助食品「玄米酵素」の製造・販売
●自然食レストランやショップの運営（東京、大阪）

●「食と健康セミナー」開催による健康増進への取組
●クッキングスクールの運営（東京、大阪）

代表者／鹿内 正孝　　設立・創業/1971年10月

15
No.

食と健康セミナーの開催
および健康補助食品の販売

弊社は、創業以来47年間「玄米酵素の普及を通じ、食改善で真の健康をお届けする」という理念の
もと、全国で健康増進の活動を実施しています。その一環として「食と健康セミナー」を開催し、食事
の重要性や運動、心の安定の必要性などを皆様にアドバイスしています。

課題解決セグメント

事業
内容

https://www.genmaikoso.co.jp
hp＠genmaikoso.co.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

社会福祉法人 渓仁会 TEL.011-640-6767

〒064-0823 札幌市中央区北3条西28丁目2-1 サンビル5階

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

13
No.

「ずーっと。」
一人ひとりの生涯にわたる安心と地域社会の継続的な安心を支えます。
当法人は地域社会と連携・協働を図り、地域の活性化、まちづくりに貢献することを経営理念とし
て掲げています。少子高齢化、人口減少社会等の社会情勢の変化を踏まえつつ、既存の社会保障
制度や社会福祉制度では対応困難な地域ニーズに積極的に対応していきたいと考えています。

課題解決セグメント

事業
内容

http://www.keijinkai.com/shafukuHP

特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・軽費老人ホームの他、様々な在宅福祉サービス事業を運営しています。
札幌市を中心に、北海道内の5つの市町村でも介護保険事業を実施しています。

代表者／谷内　好　　設立・創業/1981年4月

合同会社 元気づくり工房 TEL.011-386-0340

北海道事務所 〒069-0842 江別市大麻沢町23-1

●マラニックの講習会（実施方法、企画ノウハウ等）
●サークル活動などへのフォロー＆サポート

●マラニックの企画立案・運営
●マラニックイベントへのツアー企画

代表者／最勝寺 久和　　設立・創業/2016年2月

14
No.

町の歴史・観光・風土を活かした
町おこし・地域活性化・健康づくりに「マラニック」

マラニックとは「マラソン」と「ピクニック」の２つの要素を取り入れた新しい形のスポーツで順位や
タイムは競いません。マラニックは人と町を元気にし、心身の健康づくりにも最適なプログラム
です。弊社は自治体や企業さまのニーズに合わせた企画・ご提案を通じて、豊かな街づくりと、感動
と楽しみが伴う健康づくりをお手伝いしています。

課題解決セグメント

事業
内容

http://genkikun.itigo.jp
sandathbard_kaz@icloud.com

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

元気づくり工房合同
会社

北海道ヘルスケア産業振興協議会 会員紹介
～会員 サービス・商品紹介～
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背骨・骨盤コンディショニング　こしラボ TEL.090-8876-9524

〒064-0826 札幌市中央区北6条西26丁目1-14 NORTH SQUARE GARDEN 103号室

●企業向け健康経営（腰痛予防・VDT対策）支援
●腰痛や肩こりなどのパーソナルコンディショニング

●企業や自治体向け腰痛予防教室（その他健康教室）
●企業向け出張整体サービス その他

行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

16
No.

従業員の腰痛や肩こりを予防・改善します！！
腰痛・肩こり予防対策支援サービス
腰痛がある人はない人と比べ、医療費が増えるだけではなく、仕事の生産性が20％減少するとの
報告があり、年間一人当たり120万円の損失につながると言われています。腰痛予防には、個別の
問題点を把握し、原因に応じた対策を講じる事が重要です。腰痛や肩こり予防のスペシャリストが
あなたの職場の問題を分析し、個別の対策をアドバイス・サポート致します。

課題解決セグメント

事業
内容

https://northinspire.info
pta1234jp@yahoo.co.jp

HP
Mail

代表者／谷口 英一
設立・創業/2015年10月

一般財団法人 さっぽろ健康スポーツ財団 TEL.011-530-5550

〒064-０９３１ 札幌市中央区中島公園1-5 札幌市中島体育センター内

●札幌市内の健康づくり・スポーツ施設等を管理運営
●健康づくりセンターで健康・体力づくり相談事業

●管理施設における各種スポーツ教室・大会等の開催
●マラソン等の全市的なスポーツイベントの開催

代表者／二木 一重　　設立・創業/1984年4月

18
No.

企業様の健康経営を
「健康経営サポート事業」で支援いたします。

中央健康づくりセンターで実施している「健康経営サポート事業」は、事業者様の健康経営に関する
取り組みを支援することを目的に、従業員様を対象とした健康度測定や、専門職による講話、個別・
集団運動プログラムの提供などを実施しています。

課題解決セグメント

事業
内容

https://www.shsf.jpHP

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

サイバートラスト 株式会社 TEL.03-6234-3800

〒106-0032 東京都港区六本木1丁目9-10 アークヒルズ仙石山森タワー35階

●サーバー証明書を始めとしたセキュリティ事業
●ITインフラを支えるOSSを主軸としたLinux/OSS事業

●IoT機器のセキュアな利用を実現するIoT認証事業

代表者／眞柄 泰利　　設立・創業/2000年6月

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

17
No.

メンタルヘルスケアプログラムの実践

○従業員を対象とした森林浴を活用したメンタルケアプログラム。
○ウェアラブルデバイス等、ICTを活用した健康の見える化を実践。
○当社が実践する同プログラムをカスタマイズした、地方公共団体と連携、協力による、移住者およ
び転入者向けプログラムの実施。

課題解決セグメント

事業
内容

https://www.cybertrust.co.jpHP

12



company

従業員等の健康づくり（健康経営の推進）健康経営 地域住民の健康づくり・介護予防介護予防 要支援・要介護者等の介護度改善ADL改善

要支援・要介護者等の日常生活支援生活支援 医療機関向けサービス支援BtoＢ（医療） 介護事業者向けサービス支援BtoＢ（介護）

自治体のヘルスケア施策の推進行政課題 ヘルスツーリズムなど「ヘルスケア」を切り口とした観光・まちづくり推進観光・まちづくり その他その他

課題解決
セグメント

株式会社 サン設計事務所 TEL.011‐753‐1622

〒065-0033 札幌市東区北33条東6丁目2-28

●医療・福祉・幼保園等の施設を中心とした、民間および公共施設の建築設計

代表者／吉岡 潤三　　設立・創業/1974 年７月

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

20
No.

医療・福祉施設の設計ノウハウと、実績が豊富な設計事務所

40年を超える社歴の中で、医療・福祉施設の設計ノウハウと実績を有しています。
「福祉のまちづくり賞」※を始めとする多くの受賞歴と、クライアント様からの高い評価を頂いており
ます。
※1998年施行の「北海道福祉のまちづくり条例」に基づき福祉的配慮に優れた事例を広く道民や関係事業者に紹介、
普及啓発を図ることを目的に実施しているコンクール

課題解決セグメント

事業
内容

http://www.sun-kk.com
info@sun-kk.jp

HP
Mail

札幌ヤクルト販売 株式会社 TEL.011-221-8960

〒060-0042 札幌市中央区大通西6丁目 大通公園ビル

●乳製品乳酸菌飲料・健康食品・化粧品・清涼飲料水の販売

代表者／松園 直史　　設立・創業/1956年10月

19
No.

「おなか健康教室」の無料実施

うんちの状態から食べ物の栄養を吸収する腸の大切さ、腸に住み着く乳酸菌の働きを解説し、
いいうんちを出すための生活習慣について分かりやすくお伝えする「おなか健康教室」を無料にて
開催しております。健康のために正しい食習慣・生活習慣を身につけてもらうことを目指しています。

課題解決セグメント

事業
内容

http://sapporo-yakult.com
info@sapporo-yakult.com

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

・ ・ ・ ・ ・

株式会社 シーラボ TEL.011-681-3404

〒006-0841 札幌市手稲区曙11条2丁目2-12

●訪問フットケア（個人・介護施設向け）
●働ける環境推進事業（企業向け）

●足づくりからまちづくり（地域・自治体向け）
●50歳からのライフシフト支援（起業支援）

代表者／杉田 恵子
設立・創業/2014年４月

21
No.

足づくりと靴選びから、
人生100年時代の暮らしをデザインする

健康な足づくり（健足活動）と、歩き方や働き方に合った靴選びを通して、ヒト、地域、企業を活性化
する事業です。互いの足づくりを支える「健足サロン」の運営から“歩けるまちづくり”を目指します。
また、企業内に足の保健室を設置し、労働環境改善プロジェクトを企画・運営しています。

課題解決セグメント

事業
内容

https://c-labo.info
sugita@c-labo.info

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

北海道ヘルスケア産業振興協議会 会員紹介
～会員 サービス・商品紹介～
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株式会社 ジュネス TEL.090-7710-0747

〒065-0005 札幌市東区北５条東１２丁目16-3　1011

●介護職員・高齢者・在宅介護家族向け口腔ケア研修
●通所介護事業所での「口腔機能向上加算」算定支援

●健幸ＴＶ代理店（サ高住　デイ　空きスペース）
●出張　デンタルエステ・入れ歯すっきりサービス

代表者／村尾　瞳　　設立・創業/2017年12月

23
No.

口腔ケアマネジメント
～認知症予防　誤嚥性肺炎予防　全身疾患予防に～

○口腔ケア導入で、病院にとっては、ベッドの回転率が上がり、施設にとっては、入院率を下げて安
定した収益につながります。短時間で効率かつ効果的にケアを行えるようになります。

○施設等への健幸TV導入で、運動プログラムのネット配信など多様な保険外の収益源確保に繋
がります。

課題解決セグメント

事業
内容

http://www.jeunesse358.com
info@jeunesse358.com

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

株式会社 シンク TEL.011-590-0738

〒060-0042 札幌市中央区大通西16丁目2-3 ルーブル16 2F

●プロデュース事業 / ブランディング・地方自治体支援・海外戦略コーディネート・外国人人材コミュニティ運営
●ラーニング事業 / ビジネス系・医療系・ヘルスケア・外国人ビジネスマナーの育成、教育素材制作
●映像制作事業 / インナーブランディング動画・医療関連動画・調査記録動画・プロモーション動画

代表者／小泉 良孝　　設立・創業/2016年3月

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

24
No.

法人さま独自コンテンツ制作
「ヘルスケア動画QRコードで手軽に視聴」
「ココロとカラダの健康」をテーマに、各法人さま独自のヘルスケア動画を制作。睡眠・メンタル・栄養
などのカテゴリーから、従業員が手軽に視聴（QRコードで簡単動画再生）できるように制作可能。クラ
イアントニーズに合わせた動画制作または制作指導コンサルティングサービスを提供しています。
★制作例：「カンタンにできる風邪予防」「アロマで温浴」「休憩時間に腕振り運動」他

課題解決セグメント

事業
内容

www.studiocinq.jp
genki@studiocinq.jp

HP
Mail

医療法人 重仁会 TEL.011-802-6564

〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東5丁目7番10号

●医療サービス（病院経営）
●福祉サービス（保育所、障がい福祉サービス）

●介護サービス（介護施設・在宅介護サービス）

代表者／田尾 大樹　　設立・創業/1979年4月

22
No.

メンタルヘルスケア、認知症疾患サポート、
生活支援など多様なサービスを展開

○従業員向け・労務担当者向け研修、カウンセリング、メンタル相談窓口の設置、ストレスチェック
○認知症診断、啓蒙活動（講師活動、認知症予防サークルの運営、認知症家族会の運営）、認知症
治療（急性期入院）等

○生活支援体制整備事業（市事業）における、厚別区内の生活支援に関わる支援やサービス情報
を集約したポータルサイトの運営

課題解決セグメント

事業
内容

http://www.ohyachi-hp.or.jp
kikakusuishinbu@ohyachi-hp.or.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

14



company

従業員等の健康づくり（健康経営の推進）健康経営 地域住民の健康づくり・介護予防介護予防 要支援・要介護者等の介護度改善ADL改善

要支援・要介護者等の日常生活支援生活支援 医療機関向けサービス支援BtoＢ（医療） 介護事業者向けサービス支援BtoＢ（介護）

自治体のヘルスケア施策の推進行政課題 ヘルスツーリズムなど「ヘルスケア」を切り口とした観光・まちづくり推進観光・まちづくり その他その他

課題解決
セグメント

スポーツデータバンク 株式会社 TEL.03-5823-7322

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目6-11 東日本橋NSビル4階

●スクール・イベント等の企画及び開催
●ヘルスケアサービス事業（地域や企業の健康増進）

●運動部活動支援事業（教員の負担軽減支援）
●スポーツ・ヘルスケアサービスの海外展開

代表者／遠藤 利文　　設立・創業/2003年7月

25
No.

ヘルスケアサービスで地域課題を解決！

私たちは、健康経営®に取り組みたいけれど仕組みやコンテンツがわからないという企業への企画
提案、地域の医療費削減・地域住民の健康増進を目的とした遊休スペースでの健康増進支援、地域
活性化を目的とした道外・インバウンドから誘客を目指すヘルスケアツーリズムなど、「ヘルスケア」
をテーマにした事業企画・プロデュースを行っています。

課題解決セグメント

事業
内容

http://www.s-databank.com
info@sdb-group.co.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

株式会社 スリーエス

株式会社 スリーエス

TEL.011-858-1721

〒062-0020 札幌市豊平区月寒中央通2丁目3-1 第二北陽ビル1階

●旅のトータルプロデュース
　※旅の企画、保険、旅行サポート商品等取り扱い

●損保・生保代理店
　※東京海上日動火災保険・東京海上あんしん生命

代表者／森本 恵美　　設立・創業/1985年3月

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

26
No.

ヘルスケアに関するその旅、お任せください。

ヘルスケアに関連する旅の情報提供から、旅のトータルプロデュースまで。
また、国内・海外のヘルスケアに関連する視察対象となる地域および施設への視察等の企画など、
お気軽にご相談ください。

課題解決セグメント

事業
内容

http://tabi-sss.sakura.ne.jp
info@tabi-sss.sakura.ne.jp

HP
Mail

株式会社 The St Monica TEL.011-213-7572

〒064-0802 札幌市中央区南2条西26丁目1-1-108

●認知症や見取り家族の芳香療法スクール事業
●北海道原料による保湿化粧品、健康茶の製造販売業

●ハンドマッサージ認知予防＆家族ケアサービス事業
●薬局・医療施設向けの商品開発・プロモーション

代表者／七戸 千絵　　設立・創業/2010年7月

27
No.

天然馬油保湿クリームを使ったハンドケアで、
認知症介護予防！

赤ちゃんにも安心な「天然馬油保湿クリーム」を使った、高齢者を乾燥から守る皮膚保湿講座、
ハンドマッサージや香りの芳香療法に基づく、脳刺激な認知症予防教室などを企画・開催しています。
また、他社との差別化を目指す事業者に対し、医療従事者（薬剤師）による独自商品・サービスの企画
立案など、コンサルティング事業も展開しています。

課題解決セグメント

事業
内容

http://stmonica.info/shop
info@stmonica.info

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

北海道ヘルスケア産業振興協議会 会員紹介
～会員 サービス・商品紹介～
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創作工房 とんぼ玉 TEL.011-772-4488

〒002-8025 札幌市北区篠路５条６丁目11-8

●高齢者施設のアクティビティサポート
●保健師によるヘルスケアサポート事業

●シニアの社会参加を促す着物リバリュー事業 その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

28
No.

保健師によるヘルスケアサポート

地域住民の健康増進、企業従業員の健康増進などのヘルスケア事業に対し、コンテンツやメニュー
のアドバイスとメニュー実施時のサポート（健康相談や保健指導を含む）を行います。また介護保険
に関連した情報提供やアドバイスも提供できます。

課題解決セグメント

事業
内容

info@tonbodama.bambina.jpMail

代表者／佐藤 麻子
設立・創業/2014年3月

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険 株式会社 北海道統括部 TEL.011-261-4611

〒060-０００１ 札幌市中央区北１条西6丁目2 損保ジャパン日本興亜札幌ビル４階

統括部長／荒木 真悟　　設立/１９８１年７月

30
No.

健康経営優良法人認定の
申請書作成までサポートします！

『リンククロス 健康経営パッケージ』は、健康経営優良法人認定の取得を支援するサービスです。
毎年必要な認定申請作業をシステムがサポートします。
従業員の健康管理を経営的な視点で考え戦略的に実践することが、生産性向上と士気向上、企業の
イメージアップにもつながり、企業価値が向上します。

課題解決セグメント

事業
内容

https://www.himawari-life.co.jpHP

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

◆生命保険業◆ 「保険＋健康」という新たな価値（Insurhealth）を提供中です。健康アプリや家計簿アプリの無料展開。
認知症を早期に発見、予防する商品を始めとして、健康・介護・お金など、お気軽にご相談ください。

株式会社 ソプラティコ TEL.0134-24-0202

〒047-００２４ 小樽市花園４丁目17-3

● フィットネスクラブ事業、キッズパーク事業、体育施設指定管理

29
No.

スポーツ＆スパリゾート ソプラティコ　

フィットネスクラブ、温浴施設、プール、簡易宿泊施設、卓球、ボウリング、ダーツ、リラクゼーション、
カラオケ、ARゲーム、キッズパーク、ビリヤード、セグウェイ、フットサル、ボルダリング、グランピング、
ストリートスポーツなどの設備を整えた施設を運営。心身の健康をテーマとして、感動と喜び、そし
て“やすらぎ”を提供します。

課題解決セグメント

事業
内容

http://www.sopratico.com
info@sopratico.com

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

代表者／大場 隆志
設立・創業/２００４年１０月

16



company

従業員等の健康づくり（健康経営の推進）健康経営 地域住民の健康づくり・介護予防介護予防 要支援・要介護者等の介護度改善ADL改善

要支援・要介護者等の日常生活支援生活支援 医療機関向けサービス支援BtoＢ（医療） 介護事業者向けサービス支援BtoＢ（介護）

自治体のヘルスケア施策の推進行政課題 ヘルスツーリズムなど「ヘルスケア」を切り口とした観光・まちづくり推進観光・まちづくり その他その他

課題解決
セグメント

株式会社 電制 TEL.011-380-2101

〒067-0051 江別市工栄町8-13

代表者／田上　寛　　設立・創業/1977年9月

33
No.

電気式人工喉頭「ユアトーン」

喉頭がんなどの病気が原因で声を失った方のための発声補助器具です。喉にユアトーンを当てるこ
とにより、ユアトーンから発生する模擬声帯音が口の中に伝わり、舌や口の形を変えることで発声で
きます。 現在、スイッチを押すだけで簡単に操作が可能な標準型Ｓ-1モデルと、スライド式スイッチ
で抑揚がつけられる高機能型G-1モデルの2機種あります。

課題解決セグメント

事業
内容

http://www.dencom.co.jp
info@dencom.co.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

各種電力監視制御装置、ダム管理システム、上下水道監視制御装置、鉄道事業者用電気設備、学校暖房遠隔監視
制御システムなどの開発の他、受変電設備の試験・検査業務、福祉・医療・健康分野の製品も開発しています。

社会医療法人 禎心会 TEL.011-299-1731

〒007-0844 札幌市東区北４４条東８丁目1-6

●札幌市：病院１施設、クリニック３施設、老健１施設、在宅事業14事業所
●稚内市：病院１施設、老健１施設、在宅事業５事業所

代表者／徳田 禎久　　設立・創業/1984年4月

32
No.

私たちは良質な医療・介護を通じて、
地域社会の繁栄に貢献します。

『良質な医療・介護を通じて、地域社会の繁栄に貢献する』という理念の下、札幌市および稚内市に
おいて、医療や介護、在宅関連事業、健康維持に係るさまざまな活動を実践しています。地域ごとに
異なる実情を踏まえ、患者さまや入所者さま、利用者さまはもとより、ご家族さまの立場にも寄り添い、
信頼される各種サービスの提供に職員一同努めています。

課題解決セグメント

事業
内容

http://www.teishinkai.jpHP

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

北海道ヘルスケア産業振興協議会 会員紹介
～会員 サービス・商品紹介～

株式会社 ツクイ TEL.011‐787‐3995
（担当：鈴木雅己〈スズキマサキ〉）

本社 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目6-1

デイサービスや訪問介護、訪問入浴などの在宅介護サービス、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、
グループホームなどの居住系介護サービス等を全国47都道府県690カ所以上運営しています。

代表者／津久井 宏　　設立・創業/1969年6月

31
No.

介護予防に精通する専門職の派遣や
身体状況を体組織測定器で効果測定が可能

○介護予防、ヘルスケア事業等を推進する企業、団体への活動支援。具体的には弊社に在籍する
専門職員（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・柔道整復師）の派遣

○地域、企業で実施する測定会等への、測定器貸出し（体組織測定器）と測定結果についての説明

課題解決セグメント

事業
内容

https://corp.tsukui.net
masaki_suzuki@apps.tsukui.net

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防
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株式会社 ナカジマ薬局 TEL.011-633-2345

〒060-0010 札幌市中央区北10条西24丁目2-15

●創業の地は帯広。現在は札幌に本社を置いています。
●患者様中心主義を企業理念に掲げています。

●道内54店舗、道外2店舗の保険薬局を展開。
●未病（予防医療）の分野への取組みも積極的です。

代表者／中島 久司　　設立・創業/1977年8月19日

35
No.

管理栄養士が患者様中心の
訪問栄養指導を行います。

管理栄養士による訪問栄養指導（介護保険又は実費）を行っています。栄養指導の後、電話での
フォローも行うため、「実際にやってみたら分からなかった」など、訪問の際には浮かばなかった疑問
にも丁寧にお答えします。また、予防医療的な観点でのセミナー講演も、クリニックや一般企業さま
からのご依頼を受け積極的に行っております。

課題解決セグメント

事業
内容

https://www.nakajima-phar.co.jp
hq002ad@nakajima-phar.co.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

凸版印刷株式会社 東日本事業本部 北海道事業部 TEL.070-6607-7616

〒063-8555 札幌市西区二十四軒４条１丁目

代表者／金子 眞吾　　設立・創業/1900年

34
No.

健康をきっかけに新たなコミュニティを創出
「健康ステーション」

公民館や保健所などのスペースを活用。各種測定機器による計測データを健康WEB管理システム
で管理し、日々の健康状態を可視化します。また、健康データを表示するタブレット端末に、NFC
カードを使ったシングルサインオンの仕組みを組み合わせることで、住民一人ひとりに合わせた生
活支援情報の配信が可能です。

課題解決セグメント

事業
内容

https://www.toppan.co.jp
tatsuya.honma@toppan.co.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

トッパンは、情報コミュニケーション、生活・産業、エレクトロニクスの3つの分野で事業を展開しています。
３事業分野の連携によるトータルソリューションを提供することで、お客さまや社会の課題解決を行っています。

ｎｉｃｏ♡ピラ TEL.090-7654-9496

●BESJピラティスインストラクター
●HOPEパーソナルトレーナー

●マスターストレッチインストラクター
●栄養コンシェルジュ（2ツ星）

代表者／遠藤 弘美　　設立・創業/２０１４年

36
No.

運動と栄養で健康と美のお手伝い

ピラティスインストラクター、栄養コンシェルジュとして、身体の外側から内側から健康BODY、
美BODYのお手伝い。社員向けには「コンビニ食のバランスの良い組み合わせ（栄養）」、女性向け
には「ゆったりコアマッスルを鍛えて腸活サポート（運動）」など、対象者に合わせたテーマでの講座
やセミナーも開催できますのでお気軽にご相談ください。

課題解決セグメント

事業
内容

https://ameblo.jp/niconicopira
en_hiro92@icloud.com

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

ｎｉｃｏ♡ピラ
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company

従業員等の健康づくり（健康経営の推進）健康経営 地域住民の健康づくり・介護予防介護予防 要支援・要介護者等の介護度改善ADL改善

要支援・要介護者等の日常生活支援生活支援 医療機関向けサービス支援BtoＢ（医療） 介護事業者向けサービス支援BtoＢ（介護）

自治体のヘルスケア施策の推進行政課題 ヘルスツーリズムなど「ヘルスケア」を切り口とした観光・まちづくり推進観光・まちづくり その他その他

課題解決
セグメント

株式会社 日本医療企画　 TEL.011-223-5125

〒060-0061 札幌市中央区南1条西6丁目15-1 札幌あおばビル201

●人材教育事業　　　　●出版事業　　　　●広報事業　　　　●セミナー事業

代表者／林　諄　　設立・創業/1980年4月

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

37
No.

ヘルスケア分野の人づくり！ 人つなぎ！ まちづくり！

○医療経営、介護経営に関する月刊誌、書籍販売
○出版社ならではの豊富なノウハウをいかしたオリジナル研修事業
○ヘルスケア分野の各種セミナー、企画、運営
○広報コンサルティング事業

課題解決セグメント

事業
内容

www.jmp.co.jp/company/branch/hokkaido
Jmp-hokkaido@jmp.co.jp

HP
Mail

一般社団法人 日本介護美容セラピスト協会 TEL.0120-551-334

〒553-0001 大阪市福島区海老江１丁目１１-１７

●ビューティタッチセラピーに関する普及・啓発活動
●ビューティタッチセラピーの効果検証事業

●ビューティタッチセラピストの教育・育成事業
●導入希望の施設・自治体とセラピストとの調整

代表者／谷 都美子　　設立・創業/2014年 4 月

38
No.

これからの時代の「心と体の美容療法」
ビューティタッチセラピー

スキンケアやメーキャップを通して肌に触れることで、要介護・要支援の高齢者はもちろん、元気な
方々の「心・脳・体・肌」に働きかける美容療法。マンツーマンで行なう施術タイプと、集って楽しく学
ぶレッスンタイプを準備。キレイになって喜んでいただくのはもちろん、免疫力の向上、睡眠や食欲
の改善など健康寿命の延伸につなげます。

課題解決セグメント

事業
内容

http://beauty-touch-therapist.jp
info@beauty-touch-therapist.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

株式会社 日本トリム 札幌支社 TEL.011-271-7770

〒060-0005 札幌市中央区北5条西6丁目2 札幌センタービル12F

●家庭用電解水素水整水器の製品開発及び販売
●農業用整水器の製品開発及び販売

●医療（血液透析）用水処理装置の製品開発及び販売
●電解水素水の研究開発

代表者／島ノ江 真光　　設立・創業/1982年6月

39
No.

オフィスの水をからだに良い水へ
ウォーターヘルスケアで健康経営

日本トリムでは、健康経営の基盤づくりの一環として、健康経営推進インストラクターによる『健康
増進セミナー』を随時企画・実施しております。当社の整水器を設置するだけで、毎日飲む水が水素
やミネラル類を多く含有するアルカリ性の「電解水素水」に変わります。社員の皆様に、簡単かつ
着実に実践していただける健康増進策です。

課題解決セグメント

事業
内容

http://www.nihon-trim.co.jp
masamitsu.shimanoe@nihon-trim.co.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

北海道ヘルスケア産業振興協議会 会員紹介
～会員 サービス・商品紹介～
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株式会社 ＢＤＡＳＨ TEL.050-3136-7161

〒060-0061 札幌市中央区南1条西1丁目16-４ シルキーハイツ９０２号

●加圧トレーニングとラダーストレッチで健康支援
●心拍測定による自律神経解析ソフトウェア開発

●痛く辛くない、トレーニングの開発・提供
●リアルタイムな交感神経指標測定ソフトウェア開発

40
No.

自律神経のリアルタイム測定装置の開発に成功、
測定サービスを提供中

加圧トレーニングスタジオ運営のかたわら、その専門性を生かし、自律神経の状態をリアルタイム
で測定する装置を開発。イヤーセンサーによる簡便な測定方法と分かりやすい結果の表示で、個人
の心身状態のチェックから社員向けの健康管理などにお使いいただけます。多くのプロやアマのス
ポーツ愛好家の成績アップにもご活用いただいております。

課題解決セグメント

事業
内容

https://www.bdash.net
Info-sapporo@bdash.net

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

代表者／有城 正彦
設立・創業/2016年9月

株式会社 ビーム・オン TEL.050-3697-5080

〒061-0224 石狩郡当別町末広３８０ 辻野ビル２F

●中小企業へのIT活用アドバイス
●AIを活用したシステムの設計

●事業データ分析と活用アドバイス

代表者／熊坂 和也　　設立・創業/2009年6月

41
No.

簡単な操作で、脳の老化の進行を
キャッチするアプリ「健検ぱっ」

iPad等を使用した、クラウドサービスです。画面表示されるリンゴをタッチした反応時間の変化を
人工知能で解析し、認知機能低下の可能性がある場合にメッセージを表示します。

課題解決セグメント

事業
内容

https://beam-on.co.jp
k.kumasaka@beam-on.co.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

株式会社 ファーストブレス TEL.011-758-8833

〒060-0809 札幌市北区北９条西２丁目4-1 ホワイトキューブ札幌

●情報システムサービスのコンサルティング
●情報システムサービスの運営管理及び保守サービス

●コンピューターソフトウェアの開発・販売

代表者／小野寺 薫　　設立・創業/2002年10月

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

42
No.

全ての連携実務者へ、最高の支援ツールを。

○地域連携部門システム「firstpass/community-link」  ⇒ 地域連携・医療相談・退院支援

○地域連携ネットワーク「firstpass/AreaConnect 」  ⇒ 診療情報共有

○ヘルスケア遠隔ネットワークサービス「HEREN」 

課題解決セグメント

事業
内容

https://www.firstbreath.co.jp
kanri@firstbreath.co.jp

HP
Mail

（全国126施設で稼働中　※2019年1月現在）

（道内約330施設で稼働中　※2019年1月現在）
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company

株式会社 フィリップス・ジャパン TEL.0120-556-494

〒060-0032 札幌市中央区北2条東11丁目23-7

代表者／堤　浩幸　　設立・創業/1952年

44
No.

「健康と食文化」に着目した街づくり

北海道では医療を中心とした新さっぽろ駅周辺地区開発（メディカルベースタウン）、健康イベント
（マラニック）、睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング検査、突然心停止からの救命率向上プロジェ
クト（AED最適配置）、口腔ケア（電動歯ブラシを活用した啓蒙活動）、食と健康プロジェクト等を
多くの企業・組織・地域と連携しながら推進しています。

課題解決セグメント

事業
内容

https://www.philips.co.jpHP

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

健康な生活、予防、診断、治療、ホームケアという「一連のヘルスケアプロセス（Health　Continuum）」を通じて
世界中で培った技術や知見を生かし、革新的なソリューションを創出し続け、人々の生活を豊かにしていきます。

従業員等の健康づくり（健康経営の推進）健康経営 地域住民の健康づくり・介護予防介護予防 要支援・要介護者等の介護度改善ADL改善

要支援・要介護者等の日常生活支援生活支援 医療機関向けサービス支援BtoＢ（医療） 介護事業者向けサービス支援BtoＢ（介護）

自治体のヘルスケア施策の推進行政課題 ヘルスツーリズムなど「ヘルスケア」を切り口とした観光・まちづくり推進観光・まちづくり その他その他

課題解決
セグメント

フィジオウェルネス 株式会社 TEL.011-215-8188

〒064-0801 札幌市中央区南1条西25丁目1-17 Maruyama S1 BL 3F

43
No.

からだと靴、足についての専門的なケアと、
知識を伝えるセミナー

身体・関節痛に関しての専門的なケアの他、安全靴・パンプス・長靴・ビジネス紳士靴など、足や
関節のトラブルの原因になりうる履物に「靴のリセッティング」・「インソール」を用いて対応いたし
ます。また、履物が皆さんの健康にどれほど重要なのか？ をお手伝えするセミナーの開催も可能
です。ぜひお気軽にご用命ください。

理学療法士が行なう整体院です。身体のケアの他、札幌市では初の既成靴を足に合わせる加工「靴のリセッティング」
をご提供。さらにインソール作製と併せて、適切な歩きへと導く専門的な指導も行っています。

課題解決セグメント

事業
内容

https://physiowellness.jp
info@physiowellness.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

代表者／鎌田 数之
設立・創業/2015年4月

株式会社 FORH BODY PERFORMANCE TEL.011−699−5750

〒064-0802 札幌市中央区南2条西23丁目1-1 テイストビル2F

代表者／森田 敦　　設立・創業/2016年8月

45
No.

スポーツ医科学に基づく
パーソナルトレーニング＆コンディショニングジム

札幌市中央区円山にて、一般の方からプロアスリートまでを対象に、スポーツ医科学に基づく
パーソナルトレーニングやコンディショニングを学び、自ら実践できることを目的としたジムを運営
しています。最近では、行政や企業からのご依頼を受け、コンディショニングに基づく従業員の体調・
健康管理を通じた健康経営のサポートに力を入れています。

課題解決セグメント

事業
内容

https://forh.jp
info@forh.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

アタマとカラダで学べるジムの運営。今のカラダを知り、目標・目的に向かってそのギャップを埋めていくプロセス
「コンディショニング」。アスリートから一般の方の肩こりや腰痛、姿勢の乱れまで、カラダの不調を整えます。

北海道ヘルスケア産業振興協議会 会員紹介
～会員 サービス・商品紹介～
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認定NPO法人 ふまねっと TEL.011-807-4667

〒003-0021 札幌市白石区栄通19丁目2-7

代表者／北澤 一利　　設立・創業/2005年9月

46
No.

ふまねっと運動で健康づくりとまちづくり

あみを踏まないように注意深く、ゆっくり歩く「ふまねっと運動」は、楽しく継続できる身体に優しい
運動です。歩行機能や認知機能の改善、うつやとじこもりの予防に効果が期待できます。「ふまねっ
と運動」を通じて、全国各地の地域住民の健康づくりや介護事業所のアクティビティを支援すると
ともに、「ふまねっとサポーター」の養成も行っています。

課題解決セグメント

事業
内容

http://www.1to3.jp
info@1to3.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

高齢者にやさしい「ふまねっと運動」を通じて、高齢者を健康づくりの担い手として養成し、住民主体の介護予防、
仲間づくり、生きがいづくりの実現を目指す事業を行っています。

TEL.011-788-3871PLUSTAGE

●音楽教室（ピアノ・電子オルガン・音楽療法等）
●イベント企画プロデュース（司会・講師派遣等）

●運動指導（ヨガ・ピラティス・顎ずれ改善など）
●子育て支援団体mamatea運営

代表者／谷口 美和子　　設立・創業/2018年2月

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

47
No.

いつまでも元気に美しく若々しく生きる！
心・カラダ・脳のトータルバランスケア

医療機関、介護施設、スポーツジム、社員研修など、健康管理から運動、音楽療法、リンパケアも取
り入れた実践的な指導までセルフケアのための講師を派遣。要望に応じた独自のプログラムでスト
レスに強い心と身体づくりを促進します。また、人を笑顔にすることをモットーに、ステージ出演、
キャスティング含めイベントプロデュースも行います。

課題解決セグメント

事業
内容

plustage.m@gmail.comMail

PLUSTAGE

株式会社 プレミアム北海道 健康美容事業部 TEL.011-241-1022

〒060-0002 札幌市中央区北2条西3丁目1 敷島ビル6F

●プレミアム旅行の企画手配、外国語の通訳・翻訳
●不動産投資その他富裕層ビジネスコンサルティング

●「プレミアム北海道コレクション」サイトの運営
●健康・美容機器、商材、食品の販売・企画

48
No.

高齢者の現場での健康づくりに！
1日10分「日光浴マシン」で入居者様に元気を！

人間にとって太陽の光は大切です。ガラス越しでは効果の少ない日光浴を人工的に再現し、ビタ
ミンDの生成による骨粗鬆症や転倒防止、有効な可視光線によるセロトニン、メラトニン生成で鬱の
予防や睡眠障害の改善など、高齢者の元気をサポートできます。施設入居者の健康づくり、スタッフ
の労力削減、他施設との差別化として導入ください。

課題解決セグメント

事業
内容

http://premium-hokkaido.co.jp
health@premium-hokkaido.co.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

代表者／張　相律
設立・創業/2015年1月
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company

従業員等の健康づくり（健康経営の推進）健康経営 地域住民の健康づくり・介護予防介護予防 要支援・要介護者等の介護度改善ADL改善

要支援・要介護者等の日常生活支援生活支援 医療機関向けサービス支援BtoＢ（医療） 介護事業者向けサービス支援BtoＢ（介護）

自治体のヘルスケア施策の推進行政課題 ヘルスツーリズムなど「ヘルスケア」を切り口とした観光・まちづくり推進観光・まちづくり その他その他

課題解決
セグメント

北海道全員健康 株式会社 TEL.011-598-7821

〒062-0902 札幌市豊平区豊平２条4丁目１-45-１０２

●健康運動の指導者育成
●健康情報に関するセミナー講師派遣

●運動指導者の派遣
●イベント運営、他

代表者／大髙 千咲子
設立・創業/2012年２月

51
No.

健康経営（オフィスで健康づくり）の取組みを、
強力にバックアップ

「健康経営とよく耳にするけど、何をしたら良いの？」と頭を悩ます企業も多いはず。当社は、そんな
企業様の健康経営に関するお悩みにお応えするサービスを展開しています。例えば、職場への定期
的な運動指導インストラクターの派遣、健康管理に関するセミナーの企画など。回数・期間・運動
種目などの内容は、ご希望に合わせてご提案いたします。

課題解決セグメント

事業
内容

http://zenin-kenko.jp
info@zenin-kenko.jp

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

株式会社 ホクノー TEL.011-897-2012

〒004-0014 札幌市厚別区もみじ台北7丁目1-2

●小売業（スーパーマーケット）

代表者／野地 秀一
設立・創業/1955年7月

49
No.

お買い物ついでに！
「ホクノー健康ステーション」で健康ライフ

日常生活圏域にあるスーパー店舗内に「健康ステーション」を設置し、健康に繋がるワンストップ
サービスを地域住民に提供。健康づくり、居場所づくり、役割づくりを支援するとともに、地域のア
クティブシニアによる運営など、新たな互助の仕組みを構築する取組みを行っているほか、同様の
取組みについてのサポートも行っています。

課題解決セグメント

事業
内容

http://hokuno.co.jp
customer@hokuno.com

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

北海道医療福祉産業研究会 TEL.050-3592-1534

事務局 〒060-0052 札幌市中央区南2条東2丁目16 堀尾ビル3F

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

50
No.

研究会の特長を活かし、
ヘルスケア関連のサービス・商品の開発を後押しします。
研究会では、ヘルスケア関連のサービス・商品に関連する用具・機器・ソフトウェアの改良・開発に
関するご相談を随時受け付けております。商品企画・デザイン・機械設計製作・電子電気機器設計
製作・計測制御・樹脂成形・金属加工・ＩＣＴ・人間情報・脱臭・クリーンルーム・建築・木工等の多種
多様な技術を持った会員が活動しています。

課題解決セグメント

事業
内容

https://h-ifuku.jimdo.com
hokkaido.ifuku@gmail.com

HP
Mail

研究会に参画する大学等・公設試験機関・会員企業が、ニーズの発掘から事業化までを一貫して推進することに
よって、医療・福祉の向上の一助となり、関連産業の活性化を目指しています。

代表者／吉成　哲（室蘭工業大学地方創生研究開発センター長）
設立・創業/2008年

北海道ヘルスケア産業振興協議会 会員紹介
～会員 サービス・商品紹介～
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マッチ鍼灸整骨院 TEL.011-839-1777

〒060-0061 札幌市中央区南1条西16丁目1-8-202

●コリ・痛み・痺れ・姿勢調整【鍼灸・整体】
●日々のパソコン作業・疲れ目【眼精疲労鍼】

●肌にうるおい与える【美容鍼・電気を流す美容鍼】
●寝たきり予防・外出困難な方【高齢者訪問施術】

代表者／町村 祐輔　　設立・創業/2012年5月

54
No.

部分的な施術、顔だけの美容ではなく、
姿勢と体の動きを整える事で『健美』を！

例えば肩が痛い場合、揉んで一時的に楽になっても姿勢が猫背ならまた肩は痛くなるもの。高齢者
も、ベッド上の施術だけでは動ける様にはならず、これに加え体を動かしてもらう働きかけが大切で
す。よい化粧水も体が疲れていたら肌に馴染まないのと一緒です。対処療法ではなく、“問題解決に
向けた”施術や機能訓練を心がけています。

課題解決セグメント

事業
内容

https://www.match113conditioning.com
match113cm@gmail.com

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

株式会社 北海道二十一世紀総合研究所 TEL.011-231-3053

〒060-8640 札幌市中央区大通西3丁目11 北洋ビル6階

代表者／中村 栄作　　設立・創業/1973年9月

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

52
No.

住民の健康増進を目的とした各種調査・計画策定、
新たなヘルスケアサービスの創出支援
地方自治体を主なクライアントとして、住民の健康増進に向けた調査や計画策定支援及び関連
プロジェクトの運営を行うほか、民間事業者による医療・介護保険外の新たなヘルスケアサービス
創出に向けた支援（アドバイザリ、コーディネート、事業プロデュース等）を実施しています。また、
北海道ヘルスケア産業振興協議会の事務局も務めています。

課題解決セグメント

事業
内容

http://www.htri.co.jp
res@htri.co.jp

HP
Mail

北海道をフィールドに、様々な地域課題解決に貢献する総合シンクタンクとして、行政や民間が抱える課題の本質
を捉えた解決策を提言するほか、近年では課題解決に資するプロジェクト等の事業推進に力を入れています。

株式会社 ポロワッカ TEL.011-624-0660

〒064-0801 札幌市中央区南1条西22丁目2-15 シーズンビル

●高齢者のお住み替え支援
●シニアビジネスの企画・開発・プロモーション

●不動産仲介
●広告およびデザイン

代表者／新宮 賢治　　設立・創業/2013年2月

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

53
No.

“住まい”を中心に、シニアの安心・ワクワクを
クリエイティブにサポート

ライフステージの変化に伴い、現状の住まいからの転居を希望される高齢者のご相談に対し、ご自
宅の売却から転居先のコーディネートをお手伝いするサービスを展開。さらに、シニアマーケットに
おける商品・サービスを有する事業者に対するプロモーション支援や、自治体の施策における企画
立案などを得意としています。皆さま（事業者）と地域のシニアとのマッチングは、お任せください。

課題解決セグメント

事業
内容

https://porowakka.co.jp
info@porowakka.co.jp

HP
Mail
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company

従業員等の健康づくり（健康経営の推進）健康経営 地域住民の健康づくり・介護予防介護予防 要支援・要介護者等の介護度改善ADL改善

要支援・要介護者等の日常生活支援生活支援 医療機関向けサービス支援BtoＢ（医療） 介護事業者向けサービス支援BtoＢ（介護）

自治体のヘルスケア施策の推進行政課題 ヘルスツーリズムなど「ヘルスケア」を切り口とした観光・まちづくり推進観光・まちづくり その他その他

課題解決
セグメント

株式会社 ミルウス TEL.090-8465-5310

〒003-0005 札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1 札幌市産業振興センター

●個人主導健康情報管理サービス提供
●「ミパルカード」健康情報貯蓄・資産化・活用支援

●個人主導健康情報管理システムのBtoB提供
●最先端生体センサの開発・評価・事業化支援

代表者／南　重信　　設立・創業/２０１６年１１月

55
No.

ありとあらゆる健康情報を１枚のカードで管理し、
生涯の健康情報を貯蓄・資産化 

個人の医療・健康情報を一括管理する「ミパルカード」で情報をUSBメモリ、スマホ等で手元に
暗号化保存。災害時も含め”いつでも””どこでも”自分の情報を取得・活用可能。紛失時は各機関や
クラウドの個人サーバに暗号化保存したバックアップで復旧。データは署名して保存するため、
改竄を抑止。ビックデータ活用可能な情報の資産化を可能にする。

課題解決セグメント

事業
内容

http://miruws.com
info@miruws.com

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

株式会社 モロオ TEL.011-618-2410

〒060-８５２５ 札幌市中央区北３条西１５丁目１-５０

●医薬品、検査試薬、健康食品、OA機器の販売 ●遠隔診療等の先進医療機器・システムの販売

代表者／師尾 忠和　　設立・創業/１９１７年４月

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

57
No.

ネットワーク活かしたコラボレーションで
ヘルスケア領域のトータル支援を行っています。
当社のネットワークを活かしたコラボレーションにより、ロボットスーツＨＡＬ®、遠隔診療等の先進
医療機器・システム、経営コンセプトにマッチしたご提案などトータルな支援を行っています。
また、ブロックチェーン北海道イノベーションプログラムへの参画により、ブロックチェーンを活用した
保険外サービスのビジネスマッチングを探求しています。　

課題解決セグメント

事業
内容

http://www.moroo.co.jp
Iryou-renkei@moroo.co.jp

HP
Mail

株式会社 メディカルシステムネットワーク TEL.011-612-1069

〒060-0010 札幌市中央区北10条西24丁目3

●医薬品等ネットワーク事業　　●調剤薬局事業　　●賃貸・設備関連事業　　●医薬品製造販売事業

56
No.

薬局の薬剤師と栄養士が、病気のことから
健康づくりまでをト－タルサポート

栄養士が在席する店舗では、無料の栄養相談を受け付けています。様々な健康食品を取り揃えて、
減塩の工夫やカロリーダウンなど食の観点から健康づくりをサポートします。
また、体を動かすきっかけづくりとして、椅子に座ってできる運動イベントを開催しています。処方箋
が無い方でも、気軽に健康づくりの場としてご利用いただけます。

課題解決セグメント

事業
内容

http://www.msnw.co.jpHP

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

代表者／田尻 稲雄
設立・創業/1999年9月

北海道ヘルスケア産業振興協議会 会員紹介
～会員 サービス・商品紹介～
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事務局連絡先はP4をご覧ください。

株式会社 ログオンシステム TEL.011-252-2224

〒060-0062 札幌市中央区南2条西5丁目10-2 サンワード南２西５ビル ８F

●オーダーメイドのWebシステムの開発
●自治体・企業向け働き方改革メンタルアップ研修の実施

●企業、個人に向けたホームページ制作

代表者／飯塚 昭雄　　設立・創業/1996年3月

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

59
No.

働き方改革メンタルアップ研修

働き方改革は、まず一人ひとりのマインド改革から！ 働き方改革とはいっても、業務量の多さ、人間
関係、急な対応、上司と部下の板ばさみなど…、楽になるどころか逆にストレスが増えてはいません
か。ストレスを受入れ、メンタルをより前向きにコントロールする方法が学べる体験型カリキュラム
を、自治体・企業向けに開催しています。

課題解決セグメント

事業
内容

https://logon.co.jp
partner@logon.co.jp

HP
Mail

株式会社 ルシファ TEL.011-624-5107

〒006-0815 札幌市手稲区前田５条１３丁目3-1 トライアル手稲店２階

●リハビリ専門デイサービス
●スポーツトレーナー、インストラクター業務委託

●膝、腰痛予防トレーニング
●健康イベントの企画運営（体力測定会）

代表者／綿谷 美佐子　　設立・創業/2012年5月

58
No.

動けるカラダを一緒につくる「とれりは倶楽部」

膝痛、腰痛の予防および病院でのリハビリテーション終了後の運動施設です。医師監修のグループ
レッスン、理学療法士やアスレティックトレーナーによるパーソナルトレーニングを行います。子供
から高齢者、スポーツ愛好家からトップレベル選手まで幅広い方にご利用いただいています。

課題解決セグメント

事業
内容

http://www.toreriha.com
info@toreriha.com

HP
Mail

その他
行政課題 観光・まちづくり
BtoＢ（医療） BtoＢ（介護）
ADL改善 生活支援
健康経営 介護予防

北海道ヘルスケア産業振興協議会には、
本冊子掲載以外にもたくさんの会員が
参画しておりますので、
お気軽に協議会事務局までご相談ください。
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Activity

集団プログラム 遠隔プログラム 個別プログラム

北海道ヘルスケア産業振興協議会会員の取組
～地域における公的保険外サービスの実践事例～

複数の地方自治体と民間の連携型健康サービス事業として、平成27年度「健康寿命延伸産業創出推進事業
(ヘルスケアビジネス創出支援等)」（経済産業省）を活用し、実証事業を実施。
平成28年度以降は、自主事業として現在も継続しています。本事例は、経済産業省主催イベント「ヘルスケア産業の

最前線2017（2017.3開催）」において、全国のモデルとなる好事例として紹介されている。

専門職のマンパワー不足等が課題となってい
る町村が連携し、広域連携支援拠点を設置
し、社会福祉法人渓仁会の医療専門職（保健
師、看護師）を専任の健康相談員として配置。
健康相談員と町村の保健師等との連携によ
り、健康相談、体力測定などによる個別プログ
ラム、集団プログラム、遠隔プログラムなどを
実施。住民の健康意識向上や行動変容、自治
体の財政コスト低減にもつながっている。

1 事業概要

●官民一体の保健サービス事業
●自治体保健事業との棲み分け
●自治体の保健事業を補完
●行政ニーズにより事業内容が進化

●複数自治体が連携して人手不
足を補う
●ICTを活用して効率化を図る

2 事業の特色

●4町村健康づくり連携協議会の設立
●広域連携健康支援拠点設置
●住民自主サークル

3 事業推進体制

後志管内

♥

後志管内４町村と民間事業者が一体となり保健事業を強化

●健康づくりプログラム
●健康講演会

●web運動教室
●TV電話による健康相談
●健康データベース

●現地訪問、個別面接
●健康チェック
●体力測定

●4町村のネットワーク構築
●現場のニーズを踏まえた
事業内容の検討

●事業実施効果の検証

4町村健康づくり
連携協議会

住民モニターから採取した身
体・血液・体力データ等をもと
に各種プログラムを開発・
実施

広域連携支援拠点

1
事例

社会福祉法人 渓仁会

喜茂別町積丹町

ニセコ町島牧村
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① ヘルスケア関連の講座・教室 
② 健康管理サービス
③ 健康相談サービス 
④ アクティブシニアを活用した
 生活支援サービス  
⑤ 健康関連商品・ サービスの紹介・ 検証
⑥ 健康ポイントサービス
⑦ 地域包括ケアシステムに係るサービスの
 相談対応及び情報発信
⑧ シニア男性の利用促進
⑨ スーパー・食堂との連携プログラム 
⑩ 認知症予防・早期発見プログラム
⑪ 医療機関と連携した
 予防医療・健康ステーション利用促進
⑫ 介護施設等の健康ステーション利用促進

平成29年度・平成30年度「健康寿命延伸産業創出推進事業（地域の実情に応じたビジネスモデル確立支援
事業）」（経済産業省）を活用し、実証事業を実施。平成31年度以降は、自主事業として継続予定。
本事例は、「日本再興戦略」に基づき、「健康・医療戦略推進本部」の下に設置された「次世代ヘルスケア産業協

議会」において、全国のモデルとなる好事例として紹介されている。

札幌市厚別区のもみじ台地区は、高度経済成長期の札
幌への人口集中に対応するため造成された大規模住宅
団地であるが、人口減少、高齢化の進展から、日常生活
圏域にある地域の中核的なスーパーが、店舗内に健康
ステーションを配置し、「地域包括ケア」や「ヘルスケア」
に係る「気づき」・「学び」・「実践」に繋がるワンストップ
サービスを当該地区の住民（主に高齢者）に提供し、「健
康づくり」・「居場所づくり」・「役割づくり」を支援する新
たな互助の仕組み（アクティブシニアによる生活支援
サービス）の構築を目指す。

1 事業概要

●住民の健康改善・健康行動変容効果
●多職種連携による運営
●多様なサービスの提供
●多世代交流スペースの構築
●きめ細やかな対応の運営スタッフ
●シニアがシニアを支える仕組み

2 事業の特色

北海道ヘルスケア産業振興協議会 地域モデルコンソーシアム
　●代 表 機 関：株式会社ホクノー
　●副代表機関：凸版印刷株式会社
　●協 力 機 関：行政、病院、大学、ヘルスケア事業者、住民組織  等

3 事業推進体制

スーパーを核とした地域包括ケアシステムの構築を促進する
「ホクノー健康ステーション」　

2
事例

株式会社ホクノー 住民組織 等

ヘルスケア事業者

行政 病院 大学

札幌市厚別区

もみじ台エリアの住民ホクノー「健康ステーション」

〈主に高齢者〉〈提供するサービス〉〈自治体･公的機関〉
●健康不安を抱えている 
●いきがいづくりが必要
●フレイル対策、介護予防が必要、 
　等生活全般にかかる支援を必要

生活支援を
必要とする
住民

アクティブ
シニア

連携先

●札幌市厚別区
●厚別区社会福祉協議会
●厚別区第１地域包括支援センター
●厚別区介護予防センターもみじ台

健康ステーションを活用して
地域包括ケアに係る情報発信、

サービスを提供 

サービス提供事業者 等

北海道ヘルスケア産業振興協議会

連
携

もみじ台
地区
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Healthcare

♥ 経済産業省のヘルスケア産業関連政策について

ヘルスケア分野は、高齢化や健康・医療ニーズの多
様化を背景に、公的保険内サービスの充実に加えて、
健康増進・生活習慣病予防サービスなどの多様な公
的保険外サービスへの期待も高まっている。
政府としても、成長戦略の重要な柱の一つとして、

市場や雇用の創出が見込まれる分野と位置づけてお
り、具体的な対応策の検討が喫緊の課題。

こうした中、政府は「日本再興戦略」に基づき、「健
康・医療戦略推進本部（本部長：内閣総理大臣）」の下
に「次世代ヘルスケア産業協議会」を設置し、内閣官

房・厚生労働省・農林水産省・経済産業省（事務局）・
観光庁・スポーツ庁等の関係省庁連携の下で、ヘルス
ケア産業の育成等に関する課題と解決策を検討。

需要と供給の好循環を生み出す視点に基づき、企
業・健保等による健康投資の促進、公的保険外のヘル
スケア産業の創出を推進。生活習慣病等に関して「重
症化した後の治療」から「予防や早期診断・早期治療」
に重点化するとともに、地域包括ケアシステムと連携
した事業（介護予防・生活支援等）に取り組む。

地域関係者（自治体、医療・介護機関、民間事業者等）の連
携を促進し、地域ニーズを踏まえたヘルスケア産業の創出を後
押しするため、「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」の設置
を促進。
地域版協議会は、全国５ブロック、１８府県、１５市の合計３８

か所で設置。そのうち地域の医師会が関与する協議会は、全国
２ブロック、７府県、５市（2018年３月末時点）。地域版協議会
は、全国５ブロック、１７府県、１８市の合計４０か所で設置さ
れており、そのうち地域の医師会が関与する協議会は、全国
１ブロック(北海道)、８府県、７市（2018年5月末時点）。
北海道では2015年4月に医療・介護、食、運動、小売・サー

ビスなど幅広い分野の企業・団体が参画する「北海道ヘルスケ
ア産業振興協議会」が設立。

地域におけるヘルスケア産業の創出【供給の確保】

「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」の設置

地域における自立したヘルスケアビジネスの確立支援を目的に、
事業総額の一定割合を補助する支援を実施。

「健康寿命延伸産業創出推進事業」による支援

北海道地域の採択事例詳細はP27～28参照「北海道ヘルスケア産業振興協議会」について
詳細はP3～4参照
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【制 度 創 設】 2016年度
【制 度 設 計】 経済産業省
【制度運営・認定】 日本健康会議※ 
 （http://kenkokaigi.jp/）
【部 　 　 門】 大規模法人部門・
 中小規模法人部門
【申請・認定】 年1回の申請・認定
【認 定 基 準】 詳細な評価項目、認定要件は
 部門によって異なる。
【認定有効期間】 認定された日～翌年3月末（約1年間）　
 ※認定法人は認定後、無償でロゴマークを使用することが可能。

【参考】ヘルスケア産業関連情報

ヘルスケア分野におけるソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）

健康経営とは、従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に
収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的
視点から考え、戦略的に実践すること。健康投資とは、健康経営
の考え方に基づいた具体的な取組。

企業が経営理念に基づき、従業員の健康保持・増進に取り組
むことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化
をもたらし、結果的に業績向上や組織としての価値向上へ繋が
ることが期待される。

「健康経営の推進【需要の創出】

健康経営・健康投資とは

SIBとは、民間資金を活用して革新的な社会課題解決型の事業を実施し、その事業成
果（社会的コストの効率化部分）を支払の原資とすることを目指すもの。
初期投資を民間資金で賄い、成果報酬型の事業を実施するSIBは、複数年度に渡る事

業として設計し、初期投資に大きな費用を要する予防的な事業に取り組む際に、特にその
効果を期待することができる。

経済産業省では、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、
戦略的に取り組んでいる法人として社会的に評価される環境を
整備することを目的として、2016年度に「健康経営優良法人認
定制度」を創設。

健康経営優良法人認定制度について

北海道からは、大規模法人部門15法人、中小規模法人部門82
法人が認定。

「健康経営優良法人2019」の認定について

札幌市 経済観光局  国際経済戦略室  食・健康医療産業担当課　TEL 011-211-2392
●健康・医療・バイオ関連産業への支援（ヘルスケアビジネスへの支援等）

北海道経済産業局HP参照
http://www.hkd.meti.go.jp/hokim/20190222_2/index.htm

経済産業省HP参照
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html

経済産業省HP参照
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html

経済産業省HP参照
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/socialimpactbond.html

札幌市ＨＰ参照　http://www.city.sapporo.jp/keizai/healthcare/index.html

〈
S
I
B
の
概
要
〉

北海道経済部  産業振興局  産業振興課　TEL 011-204-5336
●健康長寿関連産業の振興及び集積促進
北海道ＨＰ参照　http //www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/kenko/top.htm

北海道経済産業局  地域経済部  バイオ産業課　TEL 011-709-2311（内線2555）
●機能性食品、医療・医薬等のバイオ産業や医療機器関連産業の製品開発・販路開拓等を支援
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地域経済部 情報・サービス政策課

〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第１合同庁舎
TEL 011-709-2311（内線2559）

発行／2019年3月
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