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ひろさきライフ・イノベーション戦略の全体像 
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第１章  検討の経緯 

この章では、弘前市の現状における課題やこれまでの医療・健康産業の集積に向け

た取組みを概観し、「ひろさきライフ・イノベーション戦略」策定の背景と目的につい

て述べた上で、策定にあたってのビジョン及び策定方法について整理しています。  

 

I． 背景 

1. 弘前市が抱える課題 

(1) 健康寿命の延伸 

弘前市では、健康寿命の延伸が地域における重要課題の１つとなっています。平均

寿命をみると、男女とも延伸の傾向はみられるものの、全国平均と比較すると男性は

約 2 歳、女性も 0.7 歳ほど短命となっています。  

図表 1 性別 弘前市の平均寿命（平成 12・17・22 年、左：男性、右：女性） 

 

（出所）弘前市「国民健康保険保健事業実施計画」  

 

また、「健康ひろさき 21（第２次）」（平成 26 年 12 月）によると、全死亡に占める

早世死亡（64 歳以下の死亡）の割合は、平成 23 年には全国平均で男性 18.7%・女性

10.4%、青森県平均で男性 20.1%・女性 9.9%であるのに対し、弘前市は男性 22.0%、

女性 9.6%と、特に男性の早世死亡の割合は全国及び県内と比較して高くなっています。 

 

(2) 生活習慣病対策の推進  

弘前市における主要死因としては悪性新生物が最も高く、人口 10 万人あたり 370.3

となっていますが、これを悪性新生物の部位別の標準化死亡比（SMR1）でみると、

                                                
1 人口動態データを用いて算出されるデータで、地域の年齢構成による死亡数の差を

解消し、地域別・死因別に全国水準との比較が可能な指標。SMR の値が 100 を上回

ると全国水準よりも死亡率が高く、100 を下回ると全国水準よりも死亡率が低い。  
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ほとんどの部位で全国水準を上回っています。全国的にみても、弘前市の生活習慣病

対策は「待ったなし」の状況であると言えます。  

図表 2 弘前市の悪性新生物（部位別）の標準化死亡比の概況（平成 20 年～24 年） 

 

（出所）弘前市「健康ひろさき 21（第２次）」（平成 26 年 12 月）  

 

ただし、生活習慣病の発症予防や重症化予防には健康診査等によって早期に対応す

るのが最も重要な取組みとされていますが、特定健康診査の受診率は青森県平均で

33.7%であるのに対し、弘前市国民健康保険特定健康診査では 28.0%と、県平均と比

べて 5.7 ポイントも低く、特に男性の 40～59 歳は 20％未満と非常に低くなっていま

す。 

図表 3 弘前市の特定健診受診率（平成 26 年） 

 

（出所）弘前市「国民健康保険保健事業実施計画」  
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(3) 人口減少の抑制 

弘前市の総人口は平成 7 年の約 19.4 万人をピークに減少しており、「弘前市人口ビ

ジョン」では平成 52 年（2040 年）には約 14.3 万人にまで減少すると見込まれてい

ます。年齢区分別にみると、生産年齢人口（15 歳～64 歳）の減少が大きく、中でも

20 歳～24 歳の転出が顕著にみられますが、この要因として、弘前市では大学等の高

等教育機関の卒業生の多くが、就職により域外に転出している可能性が高いものと考

えています。 

図表 4 弘前市総人口・年齢区分別人口の推移 

 

H22 までは国勢調査 (H17 以前は旧弘前市、旧岩木町、旧相馬村の合計）、H27 は住民基本台帳、H32 以降は将来展望人口による  

（出所）弘前市「弘前市人口ビジョン」（平成 27 年９月）  

 

「弘前市人口ビジョン」（平成 27 年 9 月）では、「人口を減少から増加に転じるこ

とは難しいと思いますがそのスピードを緩和しながら、生産性の向上などの産業のイ

ノベーションや担い手の多様化による就業者の確保などを行うことで地域の経済規模

の維持を進め、結果として本市における一人あたりの豊かさが増すような地域づくり

を戦略的に進めていくことが必要」とされています。  

そのため、「弘前市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 27 年 9 月）では、20

歳～24 歳の転出の半減を将来展望として掲げ、人口減少を抑制することで地域経済の

維持・成長を図ることを目指し、各種政策を実行しています。  
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2. これまでの取組み状況 

(1) 弘前市による健康増進の取組み  

弘前市ではこれまで、がん検診の受診勧奨 PR 活動を積極的に実施し、市民の受診

率向上に努めてきました。平成 23 年度から 27 年度までの５年間、弘前市では検診対

象者のうち５歳刻みの市民は受診費用を行政が負担する、無料クーポン券の配布を実

施してきました。現在は国民健康保険加入者への受診料半額助成といった経済的な支

援のほか、弘前市医師会の協力を得てかかりつけ医からの受診勧奨も行われています。 

また、平成 28 年９月には、女性のがん検診受診対象者のうち、初回の受診勧奨で

は未受診だった対象者に対する再勧奨の取組みも開始しています。この取組みでは、

どのようなメッセージが受診率向上に効果的かを検証するため、複数パターンのチラ

シを発出した「ランダム化比較試験」の手法が用いられており、より効果的な健康増

進の取組みを明らかにすることが期待されています。  

健康増進に関する施策の方向性について随時見直しを行いつつ、今後の具体的事業

提案を行うことを目的として、弘前市では「ひろさき健幸いきいきプロジェクトチー

ム」を設置し、健康増進関連事業の実績検証や進捗管理、次年度の具体的提案を行っ

ています。このプロジェクトチームでは、健康福祉部を中心に庁内の 16 の課長がチ

ームメンバーとして参画しており、弘前大学、青森県、医療・介護従事者団体、市民

団体、商工会議所もオブザーバーとして協議に加わるなど、健康増進施策の関係者が

一堂に会する貴重な機会として機能しています。  

 

(2) 研究開発・産学官連携の取組み 

青森県では、平成 23 年度から 5 年間にわたって「青森ライフ・イノベーション戦

略」を推進してきましたが、現在は第２ステージとして同戦略を継続的に策定・実行

しています。同戦略では、弘前地域は競争力の高い知的インフラが集積している「ラ

イフ分野の総合的研究開発機能支援地域」として位置付けられており、県全体の研究

開発を底上げする役割を期待されています。加えて、研究開発の成果を県内企業へ還

元するための産学官連携ネットワークのハブ（結節点）としても位置付けられていま

す。 

このような中で、弘前市と弘前大学が共同で９年間にわたり実施してきたコホート

研究「岩木健康増進プロジェクト」が高く評価され、弘前大学は平成 25 年度から文

部科学省の「革新的イノベーション創出プログラム（COI Stream）」（以下「COI」と

略記）2に採択されました。弘前大学が COI に採択されたことを契機に、国内はもと

より世界的な大企業も弘前市を頻繁に訪れるようになっており、弘前大学を中心とし

て、先進的な研究開発が加速化しています。  

                                                
2 COI の詳細については、次章 18 ページにて詳述。  
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図表 5 弘前大学 COI 拠点の目指す将来ビジョン 

 

（出所）村下公一「健康ビッグデータ解析による健康寿命延伸と幸福度向上を目指して」  

情報管理 Vol. 58（2015 年）  

 

また、弘前大学医学部が長年続けてきた糖鎖研究により量産方法が確立された機能

性素材であるプロテオグリカンは、これまでに食品分野や化粧品分野で多数商品化さ

れてきました。現在は、一般社団法人あおもり PG 推進協議会を設立し、産学官の連

携のもと、「あおもり PG」に関する正しい情報提供や認証等の活動により、ブランド

力の増進が図られています。  
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(3) 産業育成・雇用創出の取組み  

「弘前市産業振興基本方針」（平成 27 年５月）では、市内のものづくり産業のうち

重点３分野（食産業、精密・医療産業、アパレル産業）を取り上げ、育成強化方策を

検討しています。この中で、市内には精密加工技術で高い競争力を持つ企業が立地し

ていること、医療機関が集積しており医療提供体制が整備されていること、医療関連

教育機関が充実していることから、地域のポテンシャルを活かして医療機器産業への

参入に向けた基盤整備を図る目的で、産学官の連携を促進する「ひろさき産学官連携

フォーラム」内に、セクター横断的なネットワーク組織である医工連携研究会を設置

しています。 

図表 6 医工連携研究会の体制 

（出所）弘前市「弘前市産業振興基本方針」（平成 27 年５月）  

 

また、雇用創出の観点では、「弘前市まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、

安定した雇用創出と地域産業のイノベーションのための取組みとして「ライフ・イノ

ベーションの推進による健康・医療産業の創出」を位置づけています。この中では、

健康・医療分野の雇用吸収力の高さに着目した上で、新たな産業や雇用の創出に向け

た産業集積につながるよう、関係機関の連携による新たな産業の育成と雇用の創出を

掲げています。 

加えて、弘前大学では文部科学省の「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」

（以下「COC+」と略記）にも採択されており、全県的な産学官連携体制（オール青

森）を構築することで「地域で生活し、地域で働き、地域創生に取り組む人財育成」

に取組んでおり、地元就職率の向上と雇用創出に向けて弘前市も参画しています。  
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(4) 産業集積の取組み  

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律（以

下「企業立地促進法」と略記）は、地域経済の国際的な競争に対応するための企業立

地促進施策として導入されたもので、地域の強みを活かした新産業・新事業創出のた

め、企業立地の促進による産業集積の形成によって地域産業の活性化を図るものです。

青森県内では、企業立地促進法の対象地域として「津軽地域」（弘前市を含む６市７町

２村）と「県南・下北地域」（４市 11 町２村）の２地域の基本計画が策定されていま

す。 

津軽地域の基本計画では「青森ライフ・イノベーション戦略」関連産業も集積業種

とされており、工場や事業所等を新増設する企業は、企業立地計画について事前の承

認を得ることで、固定資産税の課税が免除されます。 

図表 7 青森県津軽地域の基本計画の概要 

 

（出所）青森県「青森県津軽地域の基本計画の概要」（平成 25 年４月）  

 

ただし、津軽地域の基本計画では、対象とする業種が製造業、情報通信業、情報通

信技術利用業、運輸業、卸売業、自然科学研究所の施設に限られているため、サービ

ス業など非製造業の割合は相対的に低くなっています。  
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3. 弘前市での検討の必要性 

健康寿命の延伸や人口減少の抑制といった困難な課題の解決にあたって、弘前市で

は地域の多様な関係者の理解を得ながら、庁内の様々な課が横断的に連携して対策を

講じています。また、行政単独の事業だけでなく、COI をはじめとする弘前大学との

連携事業や青森県の広域的支援を通じて、研究開発に軸足を置いた先端的な取組みを

発展させてきました。さらに、産学官のネットワーク構築を中心とした産業・雇用創

出の取組みを通じて、幅広い関係機関・企業に対して医療・健康産業への参画機会を

提供してきました。 

しかしながら、健康寿命の延伸や人口減少の抑制は市民の生活習慣や社会構造に深

く根差した問題でもあり、その本質的な解決のためには、中長期にわたって生活習慣

や社会構造をあるべき姿に近づけていく、息の長い取組みが必要です。青森県では、

「青森ライフイノベーション戦略」を策定し、その中で「ライフイノベーション」を

「地域の健康・医療・介護分野における課題解決の支援がされることにより青森県民

の健康で豊かな生活が実現し、生活の質・幸福度が向上すること」と定義しています。

弘前市においても、より多くの市民が健康な生活を享受し、また持続可能な地域社会

を創造するために、社会全体に変化をもたらすライフ・イノベーションの実現が求め

られます。 

ただし、この点において、弘前大学や青森県が実施する事業・計画では、地域レベ

ルでの具体的な取組みの必要性は示されたものの、弘前市としては、具体的な内容に

ついては検討されておらず、どのように医療・健康産業と関わるかについての明確な

方針設定はこれまでなされていません。様々な取組みが地域内で同時進行しており、

社会的な注目度が高い中、先端的な研究開発に伴う産業・雇用創出の機会があること

から、その機会を十分に活かすための戦略づくりが重要となります。  

本戦略の策定により、弘前市が推進している「弘前市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」や「弘前市産業振興基本方針」と、弘前大学や青森県が推進する事業を融合さ

せ、弘前市が県内の他地域に先駆けて、ライフ・イノベーションが社会実装された姿

を提示することを目指します。また、弘前市の各種行政施策（主に健康増進施策と産

業育成施策）を統合的に推進し、より効果的・効率的な行政経営の実現も同時に推し

進めます。 
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II． 目的 

本戦略では、ライフ・イノベーションの実現に向けた着実かつ迅速な推進方策が実

行され、弘前市が抱える諸課題の解決に寄与することを目的としています。特に「弘

前市まち・ひと・しごと創生総合戦略」「健康ひろさき 21」「弘前市産業振興基本方針」

と、「青森ライフイノベーション戦略」（青森県が策定）及び「弘前大学 COI 拠点／

COC+」（弘前大学が実施）が連動した取組みとなるよう、健康づくり施策や産業育成

施策をはじめとする様々な行政支援のあり方を検討・整理しています。  

図表 8 ひろさきライフ・イノベーション戦略の位置付け 

 

 

そのため本戦略では、はじめに地域の現状分析を多角的な視点で行い、その結果を

踏まえて４つの基本方針を設定しています。また、基本方針に従ってライフ・イノベ

ーションの実現を目指す中で、地域としてのビジネスモデルを構築するとともに競争

力ある産業集積の形成方策について検討を加えています。さらに、弘前市の強みであ

る地域の関係者間の連携体制を強化し、かつ具体的な方策を示して実際のアクション

につなげることを目指しています。  

  

ひろさきライフ・
イノベーション戦略

青森ライフ
イノベーション戦略

弘前大学COI拠点
／COC+

弘前市まち・ひと・
しごと創生総合戦略

弘前市産業振興
基本方針

健康ひろさき21
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III． ビジョン 

本戦略は、弘前市民の生活の質（クオリティ・オブ・ライフ、以下「QOL」と略記）

の向上と新たな産業集積の形成によって、健康寿命の延伸と若年層の雇用創出が図ら

れ、人口減少の抑制と地域経済の維持・成長の実現を目指すものです。そのため、弘

前市の今後５年間の取組みについての明確なビジョンを示し、より多くの市民・関係

機関・企業のライフ・イノベーションへの理解と関心を醸成し、かつ実際の参画と行

動を促すことで、目的の実現を図ります。  

本戦略では、ビジョンを以下のように定めました。  

 

○ 寝たきり“ゼロ”社会による健康都市ひろさきの実現  

 

「寝たきり“ゼロ”社会」は、健康づくり施策の展開と革新的医療によるライフ・

イノベーションの達成により、早世死亡の割合が高いために長らく短命県と言われて

きた青森県内から世界に先駆けた社会モデルを示す、いわば「短命県からの逆襲」を

目指す取組みを示しています。地域における健康づくり施策と先端医療が融合するこ

とで、効果的な予防が可能になるとともに、社会復帰を促し、寝たきりになりにくい

社会の実現に向けて挑戦を続けます。また、「寝たきり“ゼロ”社会」に向かって様々

な取組みを進める過程で、ライフ・イノベーションを実現するための医療・健康産業

の集積や人材確保・雇用創出が図られるなど、結果的に人口減少抑制につながるとと

もに、地域への未来投資が促されることを想定しています。  

図表 9 ひろさきライフ・イノベーション戦略の全体像 

 

 

なお、本戦略は主に健康増進と産業振興の観点から検討するものであり、医療・健

康産業の関係機関や企業の参画が特に想定されます。ただし、ライフ・イノベーショ

ンは市民にとっても生活に直結した身近な事項であることから、市民の理解を得なが

ら推進するための方策についても言及しています。  
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IV． 調査手法 

1. 文献調査 

弘前市が策定したライフ・イノベーションに関連する計画等、及び青森県や国が策

定した各種計画・戦略・統計等を把握し、主に現状分析を行うことで本戦略の検討に

活用しました。また、内閣府まち・ひと・しごと創生本部が提供している、各種統計

をウェブブラウザ上で閲覧可能な「地域経済分析システム」（以下「RESAS」と略記）

を用いて、弘前市の産業分析を行いました。  

 

2. 地元企業へのインタビュー調査 

弘前市をはじめ、近隣市町に立地している企業（地元企業）のうち、医療・健康産

業に関与している、あるいは強い関心を持っている企業にインタビュー調査を行い、

現状の課題としてどのような認識を有しているか、今後弘前市にどのような行政支援

を期待しているか等について意見交換を行いました。  

 

3. COI 参画企業へのインタビュー調査 

弘前大学 COI に参画している県外の大企業を対象としたインタビュー調査を行い、

将来的に弘前市での事業展開の方向性や地元企業との連携（協働・取引）の可能性等

について聴取しました。また、医療・健康産業の振興に資する行政データについての

意見交換もあわせて実施しました。  

 

4. 先進地域の事例調査 

地域主導でバイオ分野の研究開発を推進し、そこから医療・健康産業の集積を構築

した先進地域である山形県鶴岡市を対象として、事例調査を行いました。  
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V． 実施体制 

本戦略は、弘前市経営戦略部ひろさき未来戦略研究センターが所管するものとし、

企画立案、報告書執筆、各種調整等を行いました。  

その上で、有識者から広く意見を募り、より充実した戦略の策定が可能となるよう、

「ひろさきライフ・イノベーション戦略策定有識者会議」を設置して検討を行いまし

た。会議の構成員は以下のとおりです。 

 

○ひろさきライフ・イノベーション戦略策定有識者会議 構成員（順不同）  

みちのく銀行 執行役員弘前営業部長 浅利健一氏 

東北化学薬品株式会社 取締役会長 東康夫氏 

株式会社シバタ医理科 代表取締役社長 阿部隆夫氏 

青森銀行 弘前地区営業本部取締役本部長 石川啓太郎氏 

（第１回：取締役弘前地区統括 杉山大幹氏）  

ホーメイション株式会社 代表取締役社長 川﨑義夫氏 

一般社団法人弘前市医師会 副会長 沢田美彦氏 

青森県商工労働部新産業創造課 課長 羽原健雄氏 

弘前大学ＣＯＩ研究推進機構 機構長補佐(戦略統括)／弘前大学医学部学部長  

（社会医学講座） 村下公一氏 

国際医療福祉大学大学院 教授 和田勝氏 

 

図表 10 ひろさきライフ・イノベーション戦略策定有識者会議の開催経緯 

開催日時 主な議事 

第１回 

平成 28 年４月６日（水）  

・これまでの取組みの報告  

・戦略策定の実施概要  

第２回 

平成 28 年８月４日（木）  

・戦略の概要  

・戦略の基本方針（仮説）  

・動向整理の手法（案）  

・今後のスケジュール  

第３回 

平成 28 年 12 月５日（月） 

・統計分析（中間）  

・ヒアリングの状況報告 

・戦略の全体像  

・今後のスケジュール  

第４回 

平成 29 年２月 21 日（火） 
・報告書（案）  

第５回 

平成 29 年３月 28 日（火） 
・報告書（決定）  

 

なお、本戦略の策定に関する調査支援業務について、三菱 UFJ リサーチ&コンサル

ティングに委託を行いました。  
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第２章  弘前市の現状分析 

ここでは、研究開発・産業集積・地域資源の３つの視点から弘前市が有する資源や

既存の取組みを整理し、地域としての潜在的な強み（ポテンシャル）を整理していま

す。また、医療・健康産業に関連性が強いと考えられる市場や制度の動向を把握し、

地域としてどのような可能性があるかを分析しています。 

 

I． 研究開発のポテンシャル 

1. 医療・介護産業の状況3 

(1) 医療・福祉産業従事者  

弘前市内の医療・福祉産業従事者数について、総務省統計局の日本標準産業分類に

基づき、中分類である「医療業」「保健衛生」「社会保険・社会福祉・介護事業」をみ

てみると、「医療業」は、2009 年には 7,276 人だったものが 2014 年には 6,659 人に

減少していますが、生産年齢人口に占める割合は 6.2％から 6.3％へと微増しています。

「保健衛生」は、2009 年の 97 人から 2012 年には 146 人、2014 年には 213 人と増

加傾向がみられます。「社会保険・社会福祉・介護事業」は、2009 年には 5,608 人だ

ったものが 2014 年には 8,020 人にまで増加し、生産年齢人口に占める割合も 4.8％か

ら 7.6％へと 2.8 ポイント上昇しています。  

図表 11 弘前市の医療・福祉産業従事者数 

（単位：人、実人数・カッコ内は生産年齢人口に占める割合） 

 
2009 年 2012 年 2014 年 

医療業 
（病院、一般診療所、歯科診療所／等） 

7,276 5,988 6,659 

(6.2%) (5.4%) (6.3%) 

保健衛生 
（保健所、健康相談施設／等） 

97 146 213 

(0.1%) (0.1%) (0.2%) 

社会保険・社会福祉・介護事業  
（児童福祉事業、老人福祉・介護事業、

障害者福祉事業／等） 

5,608 6,513 8,020 

(4.8%) (5.9%) (7.6%) 

（出所）総務省統計局「経済センサス基礎調査」  

 

３つの産業の生産年齢人口に占める割合の変化を全国・青森県・青森市と比較して

みると、「医療業」では弘前市が 2012 年時点で減少した点が他地域と異なりますが、

いずれの地域と比較しても弘前市が高水準にあります。また、「社会保険・社会福祉・

介護事業」は大きな伸びを示しており、こちらも他地域より高水準で推移しています。  

                                                
3 ここでの人口は、総務省統計局「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本

の将来人口推計（平成 25 年 3 月推計）」、青森県統計データランド「青森県人口移動

統計調査」を基に 2010 年と 2015 年は確定値を、それ以外は延伸推計した数値。  
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図表 12 地域別 医療・福祉産業従事者の生産年齢人口に占める割合 

 

（出所）総務省統計局「経済センサス基礎調査」  

 

他方、弘前市の医療・福祉産業従事者の年齢構成をみると、最も割合が高いのは

「30-34 歳」（13.5％）で、次いで「35-39 歳」（12.7％）、「25-29 歳」（11.9％）とな

っています。50 歳以上は合計で約３割（31.3％）を占める一方、30 歳未満は約２割

（20.3％）にとどまっています。  

弘前市には医療・福祉産業の従事者を養成する高等教育機関が複数立地しているこ

ともあり、人材の供給量は充実していることが伺えますが、特に若年の従事者確保が

将来的な課題となる可能性も懸念されます。  

図表 13 弘前市の医療・福祉産業従事者の年齢構成 

 

（出所）総務省統計局「平成 22 年国勢調査」  
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医療業(弘前市)

保健衛生(弘前市)

社会保険・社会福祉・介護事業(弘前市)

医療業(全国)

保健衛生(全国)

社会保険・社会福祉・介護事業(全国)

医療業(青森県)

保健衛生(青森県)

社会保険・社会福祉・介護事業(青森県)

医療業(青森市)

保健衛生(青森市)

社会保険・社会福祉・介護事業(青森市)

15-19歳, 0.5%

20-24歳, 7.9%

25-29歳, 11.9%

30-34歳, 13.5%

35-39歳, 12.7%

40-44歳, 11.1%

45-49歳, 11.3%

50-54歳, 11.2%

55-59歳, 9.5%

60-64歳, 6.2%

65-69歳, 2.1%

70-74歳, 1.1%

75-79歳, 0.5%

80-84歳, 0.3%

85歳以上, 0.1%
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(2) 医療資源 

弘前市内の医療資源としては 15 の病院、171 の一般診療所、97 の歯科診療所が立

地しており、人口 10 万人あたりの病床数や診療所（一般・歯科）数でいずれの地域

と比較しても多く、特に「病床数」は人口 10 万人当たり 2,268 床、「一般診療所数」

は 96.8 件と充実しています。  

図表 14 地域別 医療機関数及び病床数（カッコ内は単位） 

 
病院数(件) 

一般診療

所数(件) 

歯科診療

所数(件) 

病床数 

(10 万人あ

たり) 

一般診療

所数(10 万

人あたり) 

歯科診療

所数(10 万

人あたり) 

弘前市 15 171 97 2,268 96.8 54.9 

全国 8,480 100,995 68,737 1,322 79.8 54.3 

青森県 97 889 550 1,538 68.0 42.1 

青森市 21 219 142 1,839 76.1 49.3 

（出所）厚生労働省「平成 27 年医療施設調査」  

 

また、病院に勤務する医療従事者について、２次保健医療圏域別に人口 10 万人あ

たりの職種別人数をみると、多くの職種で他地域より充実していますが、「医師」（347.1

人）、「看護師」（1,288.4 人）、「作業療法士」（89.8 人）などが特に多くなっています。  

図表 15 2 次保健医療圏域別 病院に勤務する医療従事者の職種別人数 

（単位：人、常勤換算・人口 10 万人あたり） 

 

医師  
歯科医

師  
薬剤師  保健師  助産師  看護師  

准看護

師  

看護業

務補助

者  

理学療

法士  

作業療

法士  

視能訓

練士  

言語聴

覚士  

津軽  

地域  
347.1 10.7 62.0 1.7 48.6 1,288.4 201.1 277.3 94.5 89.8 2.9 21.0 

全国  169.6 7.9 37.9 4.2 17.9 622.0 102.4 151.9 55.7 32.7 3.2 11.3 

青森県  139.2 3.9 31.1 1.5 17.9 671.8 115.2 141.3 42.0 39.8 1.3 9.1 

青森  

地域  
147.6 3.3 36.8 2.7 13.5 846.6 131.2 170.9 57.1 55.3 1.4 12.5 

 

 

歯科衛

生士  

歯科技

工士  

診療放

射線技

師  

臨床検

査技師  

臨床工

学技士  

あん摩

マツサ

ージ指

圧師  

管理栄

養士  
栄養士  

精神保

健福祉

士  

社会福

祉士  

介護福

祉士  
 

津軽  

地域  
2.4 0.5 78.6 86.3 23.1 1.7 26.6 7.1 18.1 7.9 43.8  

全国  4.4 0.5 34.2 42.8 15.2 1.2 17.3 3.7 7.3 8.0 35.8  

青森県  3.0 0.7 34.8 43.0 10.6 2.6 15.4 4.8 9.0 6.4 46.6  

青森  

地域  
3.4 1.0 37.6 53.9 10.8 4.2 17.7 5.7 10.2 12.3 87.8  

（出所）厚生労働省「平成 27 年病院報告」  
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(3) 介護資源 

まず、介護保険３施設（介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施

設、介護療養型医療施設）を 65 歳以上人口 1,000 人あたりの定員で他地域と比較す

ると、弘前市は 33.9 人であるのに対し、全国で 26.0 人、青森県で 29.2 人と、全国平

均より定員数が多い県よりさらに多くなっています。  

また、生産年齢人口 10 万人あたりの介護保険３施設の従事者数をみると、弘前市

は 1,105.1 であるのに対し、全国で 730.6 人、青森県で 998.8 人と、こちらも高水準

となっています。  

図表 16 地域別 介護保険 3 施設の定員及び従事者数（単位：人） 

 

定員合計（65 歳以上人口

1,000 人あたり） 

従事者数（常勤換算・生産

年齢人口 10 万人あたり） 

弘前市 33.9 1,105.1 

全国 26.0 730.6 

青森県 29.2 998.8 

青森市 25.7 876.3 

（出所）厚生労働省「平成 26 年度介護保険事業状況報告」  

 

在宅または地域で介護を受ける居宅介護サービスや地域密着型サービスについて、

高齢者人口 1,000 人あたりの累計年間利用回数をみると、「訪問看護」は全国の 7,104

回に対して弘前市は 21,253 回と、大きく上回っています。  

図表 17 地域別 居宅介護サービス及び地域密着型サービスの累計年間利用回数 

（単位：回、高齢者人口 1,000 人あたり） 

 
訪問介護 訪問看護 

訪問リハビ

リテーション 
通所介護 

通所リハ

ビリテーシ

ョン 

短期入

所生活

介護 

認知症対

応型通所

介護 

弘前市 21,253 1,221 95 4,387 1,394 2,269 221 

全国 7,104 1,018 329 4,623 1,235 1,403 217 

青森県 15,212 1,157 161 4,762 1,861 1,651 198 

青森市 18,806 961 126 3,734 1,991 1,146 201 

（出所）厚生労働省「平成 26 年度介護保険事業状況報告」  
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2. 弘前大学による研究活動 

ここでは、弘前大学が実施する数多くの研究活動のうち、特に弘前市民の健康増進

とも関連が深い、医学部が中心となって実施している２つの活動を取り上げます。  

 

(1) 弘前大学 COI 拠点による健康診断データの解析と活用  

COI は文部科学省の研究開発支援プロジェクトであり、将来社会のニーズから導き

出されるあるべき社会の姿、暮らしの在り方（ビジョン）を基に 10 年後を見通した

革新的な研究開発課題を特定し、既存分野・組織の壁を取り払い、革新的なイノベー

ションを産学官連携によって実現を目指す、いわゆるバックキャスティング型の取組

みです。弘前大学は３つの COI のビジョンのうち、ビジョン１「少子高齢化先進国と

しての持続性確保」の拠点の中核機関として 2013 年に採択され、10 年以上に及ぶコ

ホート研究である「岩木健康増進プロジェクト」の成果を軸に、様々な研究機関や国

内外を代表する大企業との連携体制を拡張しています。  

図表 18 弘前大学 COI 拠点の目指す将来ビジョン 

 

（出所）村下公一「健康ビッグデータ解析による健康寿命延伸と幸福度向上を目指して」  

情報管理 Vol. 58（2015 年）  

 

弘前大学 COI 拠点では、弘前大学を中心に医療関係者を含む産学官金が一体となっ

た取組みを進めることで、下記の成果を目指すこととされています。  
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○岩木健康増進プロジェクトにおけるビッグデータを解析して、認知症や生活習慣病

の発症を予測する予兆発見アルゴリズムを開発する。さらに、そのアルゴリズムを

ソフトウェアパッケージ化およびシステム化し、地方自治体や医療機関等が住民や

患者に対して早期予兆発見と早期介入を行えるようにする。認知症・生活習慣病に

関する画期的な予兆発見と予防法を創出する。  

○弘前大学が実績を有する疾患病態研究および社会医学的アプローチを基盤にして、

生活指導・食事指導および運動指導による予防法や、画期的なアンチエイジング法・

アンチエイジング製品を開発する。  

○京都府立医科大学が中心となって高齢者が安心して経済活動を行いながら生活を楽

しむことができる社会システム実現のために、認知症サポートシステムの開発を行

う。 

○九州大学で実施する久山町研究、京都府立医大が実施する京丹後スタディ及び岩木

健康増進プロジェクトを連携させることで、新しい研究デザインを創出し、さらに

深堀した精度の高い予兆発見と予防法を創出する。  

 

岩木健康増進プロジェクトは、弘前大学と弘前市の官学連携のもと、岩木地区の 20

歳以上の市民約 1,000 人ほどの協力を得て、1 人あたり 600 項目に上る大規模な住民

健診を行ってきたもので、世界的にも特徴ある取組みとして高く評価されています。  

図表 19 岩木健康増進プロジェクトにおける健康ビッグデータの主要項目 

 

（出所）村下公一「健康ビッグデータ解析による健康寿命延伸と幸福度向上を目指して」  

情報管理 Vol. 58（2015 年）  
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弘前大学 COI 拠点では、この膨大な健康データの解析を通じて病気の予兆を見つけ

る画期的な方法や予防法等を確立するため、企業との連携体制を強化することで研究

活動を加速化させてきました。これまでに、40 社以上の大企業や地元企業が COI 参

画企業として研究体制に加わっており、データ解析や健康増進に関連する商品・サー

ビスの開発を進めています。加えて、健診受診者のほか、地域や職域で健康づくりの

リーダーとなる人材を養成する事業を弘前市と共同で実施しており、産・学・官・民

の連携体制を構築することで、ライフ・イノベーションの実現に向けた社会基盤の整

備にも貢献しています。  

弘前大学 COI 拠点のこのような地域ぐるみの取組みが高く評価され、これまでの進

捗状況を評価する初回の COI の中間報告では、ビジョン１に属する７箇所の COI 拠

点の中で唯一、最高ランクの「S」評価を受けています。  

 

(2) プロテオグリカンの抽出と応用 

プロテオグリカンとは、タンパク質と糖質が共有結合した複合糖質の一種のことで、

人間の身体のいたるところに存在していますが、特に軟骨や骨、皮膚、腱、脳、血管

壁に多く含まれています。身体の中では、皮膚の水分保持、関節の潤滑作用（骨と骨

の間の滑りを良くする）や緩衝作用（クッションとしての役割）などの役割を果たし

ていますが、保水性が高いこと、経口摂取が可能なこと、人体への安全性が極めて高

いことなどから、コラーゲンやヒアルロン酸と並んで、加工品に用いる素材としても

近年注目を集めています。  

以前はウシの気管軟骨、ブタ皮、ニワトリの鶏冠から抽出されていましたが、ウシ

BSE（狂牛病）や鳥インフルエンザなどにより、素材としての活用が難しくなってい

ました。このような中で、弘前大学では医学部生化学第一講座の高垣啓一教授（故人）

と株式会社角弘（青森市）の共同研究によって、サケ鼻軟骨から高純度かつ大量にプ

ロテオグリカンを精製する技術を確立しました。  

弘前大学は糖鎖研究が盛んだったこともあり、30 年以上前からプロテオグリカンの

研究が行われていましたが、平成 16 年に弘前大学と青森県、弘前市及び地元民間企

業が協力して提案した「プロテオグリカン応用研究プロジェクト」が文部科学省の公

募事業に採択されたことを契機に、弘前大学や青森県産業技術センター弘前地域研究

所、青森県、弘前市、県内企業等との間で産学官連携体制が構築され、開発体制を強

化して応用研究を進めてきました。  

その結果、プロテオグリカンの抽出技術や純化技術が高められ、量産体制が整った

ことで、素材としての安定供給に目途が立ち、機能性素材として企業が加工品に用い

るようになりました。当初は県内企業を中心に製品化が進められてきましたが、現在

では県外の大企業も含めて多くの新商品が開発され、国内外の市場に流通しています。 
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図表 20 PG 研究の経緯 

弘前大学での研究の始まり 

昭和 55 年頃 もともと糖鎖の研究が盛んだった弘前大学で、プロテオグリカンの研究

が始まる。 

平成 9 年 青森県内の産学官ネットワーク「青森県糖質研究会」が結成。プロテオ

グリカンが研究会の重点課題となる。 

平成 10 年 弘前大学で、氷頭なますにヒントを得て酢酸を使ったサケ鼻軟骨プロテ

オグリカン抽出の研究が始まる。 

地元企業との共同研究で特許取得  

平成 12 年 弘前大学と株式会社角弘の共同研究により、世界で初めてプロテオグ

リカンの高収率・高純度精製に成功。日米露で特許を取得する。 

平成 14 年 弘前大学が学部横断的な研究ネットワークからなる「プロテオグリカンネ

ットワークス」を立ち上げ、弘前大学重点研究テーマに指定。 

文部科学省の公募事業に採りあげられる 

平成 16 年 弘前大学を中核機関とする「プロテオグリカン応用研究プロジェクト」が

都市エリア産学官連携促進事業（連携基盤整備型）に採択される。（3

ヶ年） 

平成 19 年 同じく弘前大学を中核機関とする「QOL の向上に貢献するプロテオグリ

カンの応用研究と製品開発」が都市エリア産学官連携促進事業（一般

型）に採択される。（3 ヶ年） 

平成 22 年 青森県産業技術センターを中核機関とする「プロテオグリカンをコアとし

た津軽ヘルス＆ビューティー産業クラスターの創生」が「地域イノベーシ

ョンクラスタープログラム」に採択される。（3 ヶ年）  

平成 25 年 (公財)２１あおもり産業総合支援センターを中核機関とする「プロテオグ

リカン関連バイオマテリアルをコアとした津軽圏ヘルス＆ビューティー産

業クラスターの形成・拡大」が、文部科学省「地域イノベーション戦略支

援プログラム」に採択される。（3 ヶ年） 

（出所）青森県商工労働部「PG クラスター戦略報告書」  

 

プロテオグリカンの機能的な特性としては、既に「抗炎症作用」、「細胞増殖促進作

用」、「軟骨再生促進作用（アンチエイジング効果）」、「骨代謝異常改善作用」、「保湿作

用」の５つが解明されています。そのため、企業はプロテオグリカンを素材として用

いた加工品を開発するにあたり、主に化粧品素材や健康食品素材として活用しており、

社会的認知度も高まりを見せています。 

このような中、青森県では青森県産業技術センター弘前地域研究所と共同で「一般

社団法人あおもり PG 推進協議会」を立ち上げ、プロテオグリカンを活用した多様な

商品が開発される中で、消費者への正しい情報を提供しながら一定の質を担保するた

め、弘前大学が開発した技術により抽出されたプロテオグリカンを「あおもり PG」

としてブランド化し、認証活動を行っています。また、「青森県プロテオグリカンプロ

ジェクト」として、弘前市や弘前大学をはじめとする県内の産学官連携体制のもと、

基礎研究から事業化に至るまで総合的な支援が行われています。  
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図表 21 青森県プロテオグリカンプロジェクトの研究体制 

 

（出所）青森県プロテオグリカンプロジェクト  ウェブサイト  

（http://www.proteoglycan-japan.net/project/innovation/researchsystem/）  

 

今後、さらに研究が進められることで、既に明らかにされている５つの機能的特性

以外にも新たな機能が解明され、医薬品の素材などに応用の幅が拡がる可能性もあり

ます。例えば、プロテオグリカンは細胞の増殖や分化に直接関わっていることが明ら

かにされており、再生医学や組織工学の領域での活用が期待されます。また、メタボ

リックシンドロームの改善効果、免疫調節作用、EGF 様作用（上皮細胞を再生させる

因子）などに着目した研究も進められています。  

 

  

http://www.proteoglycan-japan.net/project/innovation/researchsystem/
http://www.proteoglycan-japan.net/project/wp-content/uploads/rdsys-20160701.jpg
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3. 先端医療導入の動向 

(1) 健康未来イノベーションセンターの整備  

弘前大学では、弘前市及び青森県と共同で申請した文部科学省の公募事業「地域科

学技術実証拠点整備事業」に採択され、2017 年度中に弘前大学内に「健康未来イノベ

ーションセンター」を整備することとなりました。この公募事業は、地方創生に向け

て研究成果や地域資源を効率的・効果的に活用するため、「産学官が一つ屋根の下に集

い、産学官による共同研究開発を通じて、事業化の加速等を図っていく 4」ことが企図

されています。 

この健康未来イノベーションセンターは、文部科学省から約８億円の財政的支援を

受けることとなっており、医学部の基礎研究棟と臨床研究棟の間（基礎研究棟敷地内）

に２階建てで整備され、2018 年春に稼働開始とされています。同センターでは弘前大

学医学部の研究として活用されるほか、COI 参画企業の研究開発拠点として大手企業

数社が入居する予定となっており、産業集積の活性化も期待されます。特に、スーパ

ーコンピューターの導入によってビッグデータ解析がより迅速に進められる体制が整

備されることになっており、COI と連動した取組みを進める拠点としての役割を担う

ものと位置付けられます。加えて、市民への教育的な啓発も兼ねた健診（以降「新型(啓

発型)健診」と略記）を実施するスペースを設けることで、研究開発と健康増進の距離

を縮めることも可能となっています。  

図表 22 健康未来イノベーションセンターの概要 

 

                                                
4 文部科学省「地域科学技術実証拠点整備事業公募要領」より。 

オフィス(事務室)
・研究開発マネジメント
・知的財産マネジメント
・ベンチャーインキュベート

共通機器室
・蛍光顕微鏡
・遠心分離機

など

会議室（スクリーン）
セミナー室（ホワイトボード）

新型健診プログラム
開発室

健やか力
推進センター・
自治体オフィス

医学部基礎棟（※既存施設を活用）

（渡り廊下）

（1F）

イノベーションサロン
産学官民が一堂に会
するイノベーティブな交
流スペース

先端分析機器
共用センター
先端分析機器を

共同利用

新型健診プログラム
開発室
新型健診の開発・実証拠点

健康Bigdata
解析センター
超高速スーパーコン
ピュータを用いた
健康ビッグデータ解析

研究支援機能
・オフィス（事務室） URAやコーディネーターが研究開発から事業化までを一貫支援

・テレビ会議室 サテライト拠点（九大、京都府立医大、東大、京大、名大等）との連携を促進

・セミナー室 イノベーション創出に向けた支援策を検討

産学官民コーディネート機能 研究開発から事業化まで一貫して行う

（寄付講座・共同研究講座開設スペース、県庁・市役所分所、健やか力推進センター分所）

Bigdata研究機能 スーパーコンピュータ“Iwaki”を活用し、健康ビッグデータの解析を行う

・先端分析機器共用センター 次世代シーケンサ、質量分析計などの先端機器を開放

・研究室、実験室（脳神経血管病態研究施設、高度先進医学研究センター、医学部各講座、各学部）

・イノベーションサロン 産学官民が一堂に会し、新たなイノベーションに向けた交流スペース

・新型健診プログラム開発室 健診結果を当日に返却し、結果に基づいてその場で健康啓発を行う

健康啓発機能

産学官民が
アンダーワンルーフに集う

イノベーション創造拠点

※既存施設内のスペースと融合(併用)により、バーチャルな産学官民連携拠点を整備(投資額を大幅抑制)

健康啓発

短命県返上
地域経済活性化

事業化

地元、大手企業

青森県、弘前市

大学研究者

地域住民

民間資金
人材

健康啓発

イノベーション支援

イノベーション創出

イノベーション実現

I
n

n
o
v
a
tio

n
!!

Under One Roof

敷地面積：408m2、延床面積：877m2

構造：鉄骨造
規模：地上2階
整備費：国費10億円

自己資金0.5億円 計10.5億円
想定維持費：年間14百万円
収入見込み：年間11百万円

※臨床研究棟と基礎研究棟の中間に設置

【新設施設】

【既存施設】

※入居企業からの賃料収入で自立運営可

民

イノベーション
サロン

官

健康
Bigdata
解析センター

（2F）

先端分析
機器共用
センター

学

寄付講座・共同研究講座

産

セミナールーム

《導入する主要設備》
・スーパーコンピュータ
・次世代シーケンサー
・メタボロミクス用質量
分析システム
・プロテオミクス用質量
分析システム

・健康Bigdata解析センター 超高速スーパーコンピュータを用いた健康ビッグデータ解析

（渡り廊下）
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新型(啓発型)健診とは、健診当日に結果を受診者に返却し、個々人の結果に基づい

てその場で健康に関する教育を行うことで、行動・意識の変容を促すプログラムのこ

とです。メタボリックシンドローム、口腔保健、ロコモティブシンドローム、うつ病・

認知症の重要４テーマに着目した健診であること、健康に対する意識が高まったタイ

ミングを逃さず教育・啓発を行い行動変容につなげやすいことが特徴で、新型 (啓発型)

健診が予防的な健康増進の総合的プログラムとして効果的だとするエビデンス 5が得

られれば、健康保険組合等の職域や、自治体・国民健康保険等の地域における健康増

進活動の中核として、幅広く展開することが期待されます。実際に、大手 IT 系企業

では平成 29 年２月から試験的に導入していますが、弘前市のマルマンコンピュータ

サービス㈱が開発したアプリケーションが用いられていることもあり、今後の事業展

開も見据えて実証結果が期待されます。  

図表 23 新型(啓発型)健診の概要 

 

（出所）弘前大学ご提供資料  

 

  

                                                
5 実際に効果があるかどうかを検証した結果として得られる、科学的根拠のこと。  

聞き取り調査
①既往歴・家族歴、②食生活、③運動習慣、④喫煙、⑤飲酒、⑥睡眠・休養、⑦便通・排尿習慣、⑧服薬状況など

①メタボ、ロコモ、口腔保健、うつ病・認知症の重要4テーマを総合的に健診する

②半日で終わる → そのためには検査結果を即日還元

③健康教育に力点を置く

弘大COI:新型健診検討PT（COI×健やか力推進センター×健診センター(協力：四師会)）

迅 速 な 測 定 結 果

簡易型・包括的人間ドック

単なる病気の判定ではなく、

その後の行動変容につながる

“健康教育・啓発”

受診者

※必須項目(共通)＋オプションOP(選択)

①うつ度：CES-D
②認知機能：MMSE

うつ病・認知症

①骨そしょう症：骨密度
②筋減弱症：体力測定

ロコモティブ
シンドローム

歯周病：
口腔健診

口腔保健

新型健診
の特徴
(ポイント)

①肥満度：体組成
②高血圧：血圧測定
③脂質異常症：ｺﾚｽﾃﾛｰﾙなど
④糖尿病：HbA1c、血糖など
⑤動脈硬化：PWV、ABI測定

メタボリックシンドローム

※健康意識(興味･関心)が低く､まだ症状がない住民(生活者)こそ真のターゲット

モバイル型健診 → 健診データを使ってその場で健康教育を行う
メタボ、ロコモ、うつ病・認知症、三大生活習慣病、健診、運動・飲酒・喫煙などの生活習慣

ICT活用で後日もケア → いつでも、どこでも、だれでもできる

《Comprehensive＆Educational Health Check(CEHC)》
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(2) 再生医療 

弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座（石橋恭之教授）と弘前記念病院では、

膝軟骨の再生医療の治験を共同で実施する予定となっています。この治験は、兵庫県

神戸市の公益財団法人先端医療振興財団が研究主体となっている医師主導治験6で、神

戸大学に次いで全国で２地域目となる画期的なものです。  

対象はスポーツなどに起因する外傷性の膝軟骨欠損等の症例で、これまでの治療方

法と比較すると、根治療法であること、低侵襲であること、将来的な再治療リスクが

低いことなどのメリットが期待されており、対象者の QOL を大幅に改善できる可能

性があります。 

また、当市では眼科領域をターゲットにした再生医療等のシンポジウムが開催され、

膝軟骨以外の領域においても、再生医療分野への動きが出てきています。 

図表 24 膝関節軟骨損傷に対する再生医療の概要 

○軟骨損傷について 

膝軟骨損傷の主な原因としては、事故やスポーツ（例：ラグビー、サッカーといっ

たスポーツで特に顕著に発生する）であり、軟骨に関わるケガや病気は近年増加して

います。軟骨が病的状態に陥ると、痛みが生じ、生活の質までも著しく損なわれる場

合があります。 

軟骨損傷をそのままにしておくと、損傷範囲が次第に拡大し、軟骨変性へと進行す

ることから、外傷による軟骨損傷は、二次性の変形性関節症の原因の一つと考えられ

ています。変形性関節症が進行し、歩行も困難なほどの痛みを生じる場合には、人工

関節置換術などの外科的治療が必要になります。  

○これまでの治療について 

・内科的治療 

膝の痛みを抑えるために非ステロイド性抗炎症剤 (鎮痛剤)の内服が行われます。ま

た、関節内注射として、ヒアルロン酸ナトリウムやステロイド薬が用いられています

が、これらは、いわゆる保存療法といわれている治療法で、病気の原因を取り除く根

治療法ではありません。  

・外科的治療 

関節鏡下に損傷部を洗浄する方法、軟骨損傷部の骨を傷つけて軟骨組織下の骨髄を

刺激し、軟骨様組織の再生を促進する方法（マイクロフラクチャー、ドリリング）、健

常な膝関節組織から自分の軟骨組織を採取し、これを損傷部に自家移植する方法（モ

ザイクプラスティ）などがあります。  

これらの既存の外科的手技は、損傷部の面積が４c㎡未満の比較的小さな軟骨損傷に

対する治療法で、再生される軟骨は患者さんの硝子軟骨ではなく線維軟骨が中心で、

長期的には力学的に破綻し、変形性関節症に進行し、人工関節置換術が必要となるリ

                                                
6 製薬企業等ではなく、医師自らが治験の準備・管理・実施等を行う治験のこと。  
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スクが存在します。また、人工関節置換術により、疼痛は除去され日常動作も改善さ

れますが、関節の可動範囲に制約が生まれ、激しいスポーツは困難になります。さら

に、術後の感染症、再置換の可能性、深部静脈血栓症といった合併症のリスクが存在

し、ゆるみや耐用年数の関係上、一定期間後に、再置換術を実施しなければならない

可能性があります。そのため、人工関節置換術の実施は、再置換術を実施する必要性

が低くなる高齢者（55～60 歳以上）に事実上、限定されています。それぞれの方法に

一長一短があり、外科的治療法で治癒する患者さんもいますが、期待される効果の得

られない患者さんもいます。  

 

（出所）公益財団法人先端医療振興財団先端医療センター病院  ウェブサイト  

（http://www.ibri-kobe.org/hospital/treatment/orthopaedic-surgery/） 

 

  

http://www.ibri-kobe.org/hospital/treatment/orthopaedic-surgery/
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(3) ロボットスーツ HAL の導入 

「ロボットスーツ HAL」は、筑波大学発ベンチャーであるサイバーダイン株式会社

が開発した、サイバニクス7技術を駆使したロボットスーツです。ロボットスーツ HAL

は、医療領域での活用を対象とした MEDICAL HAL（以下「医療用 HAL」と略記）

と、福祉領域や重作業での活用を想定した NON-MEDICAL HAL の２種類に大別され

ます。 

医療用 HAL は既に医療機器として国の承認を得ており、2016 年４月から神経や筋

肉の難病に対するリハビリテーションで活用された場合の保険償還対象となっていま

すが、筑波大学附属病院など７医療機関で、医療用 HAL の新たな医療機器承認を目

指した医師主導治験が 2016 年 9 月に開始されました。この治験では、脳卒中患者の

歩行能力回復に対する医療用 HAL の有用性などを検証するもので、脳卒中や脊髄損

傷のような症例におけるリハビリテーション効果の向上が期待されます。弘前大学医

学部附属病院では、医療用 HAL を 2017 年２月から導入しており、最先端のニューロ

（神経）リハビリテーションによる地域医療の充実につながるとともに、前出の再生

医療の治療効果をさらに高められる可能性も有しています。  

図表 25 医療用 HAL の概要 

○特徴 

本品は、身体に装着することによって装着者の身体運動を支援する機器です。装着

者が筋肉を動かそうとした時、脳から脊髄〜運動ニューロンを介して筋肉に神経信号

が伝わり、筋骨格系が動作します。このとき、微弱な BES（生体電位信号）が皮膚表

面に現れます。本品は、機器に内蔵された角度センサ、足底荷重センサ、体幹絶対角

度センサから得られた情報と、装着者の皮膚表面に貼り付けられた電極を通して得ら

れた生体電位信号の情報とを用いて支援動作を決定し、状態に応じて各関節に配置さ

れたパワーユニットを駆動させることで、装着者の下肢関節動作をアシストします。  

○ロボットスーツ HAL を用いたトレーニングの一例 

 

（出所）サイバーダイン社  ウェブサイト（https://www.cyberdyne.jp/services/HALFIT.html）  

                                                
7 サイバネティクス、  メカトロニクス、情報技術を中核として、IT 技術、ロボット

工学、脳・神経科学、生理学、行動科学、心理学、法学、倫理学、感性学を融合複合

した新しい研究領域のこと。 
（出所）筑波大学サイバニクス研究センター（http://www.ccr.tsukuba.ac.jp/research.html）  

https://www.cyberdyne.jp/services/HALFIT.html
http://www.ccr.tsukuba.ac.jp/research.html
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II． 産業集積のポテンシャル 

1. 産業集積の現況 

(1) 地域経済の生産分析  

ここでは、弘前市の産業が有するポテンシャルを評価するため、RESAS（地域経済

分析システム）等のデータを活用して分析を行っています。  

① 製造品出荷額 

弘前の製造業の現状及び、その推移について把握するため、製造品出荷額を業種ご

とに整理したものが以下のグラフです。これを見ると、大手誘致企業が大部分を占め

ているものの、「業務用機械器具」、「電子部品・デバイス・電子回路」、「食料品」等の

出荷額が高いことがわかります。なお、「業務用機械器具」は 2008 年から 2013 年に

かけて大きく減少していますが、「電子部品・デバイス・電子回路」、「食料品」につい

ては拡大しています。 

図表 26 弘前市の業種別製造品出荷額の推移 

 

 

② 産業別労働生産性：製造業 

弘前市の製造業における労働生産性を業種ごとに整理したものが以下のグラフです。

弘前市の製造業における労働生産性は、「飲料・たばこ・飼料」、「業務用機械器具」、

「生産用機械器具」、「印刷」等の産業において高いことがわかります。 

84,532 

58,798 

12,729 

7,082 

4,889 

4,419 

4,113 

3,778 

2,954 

2,198 

1,460 

1,312 

1,087 

616 

540 

94,837 

38,575 

9,834 

6,347 

5,589 

0 

7,667 

2,585 

4,704 

2,743 

1,831 

1,160 

2,004 

527 

0 

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

業務用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

食料品製造業

飲料・たばこ・飼料製造業

印刷・同関連業

プラスチック製品製造業（別掲を除く）

電気機械器具製造業

窯業・土石製品製造業

繊維工業

金属製品製造業

その他の製造業

家具・装備品製造業

パルプ・紙・紙加工品製造業

木材・木製品製造業（家具を除く）

生産用機械器具製造業

2013年

2008年

（百万円）製造品出荷額
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一方で、「食料品」、「繊維」、「木材・木製品」等の産業では、労働生産性が低めとな

っています。 

図表 27 弘前市の製造業の労働生産性 

 

 

③ 産業別労働生産性：非製造業 

弘前市の非製造業における労働生産性を業種ごとに整理したものが以下のグラフで

す。弘前市の非製造業における労働生産性は、「不動産取引業」、「廃棄物処理業」、「学

校教育」等において高い一方で、「その他の卸売業」、「倉庫業」、「社会保険・社会福祉・

介護事業」等は低いことがわかります。  

5,872 
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4,355 

4,284 

3,950 

3,450 

2988

2926

2740
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2628

2504
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1602
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1244

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

飲料・たばこ・飼料製造業

業務用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

印刷・同関連業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業

窯業・土石製品製造業

輸送用機械器具製造業

金属製品製造業

はん用機械器具製造業

パルプ・紙・紙加工品製造業

家具・装備品製造業

木材・木製品製造業（家具を除く）

繊維工業

食料品製造業

その他の製造業

（千円/人）労働生産性（製造業）
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図表 28 弘前市の非製造業の労働生産性 

 

 

(2) 「稼ぐ力」の分析  

ここでは、弘前市の産業の「稼ぐ力」について分析しています。ここでは「稼ぐ力」

を付加価値額と従業者数の「特化計数」によって数値化しました。特化計数とは、域

内のある産業の比率を全国の同産業の比率と比較したもので、1.0 を超えていれば、

当該産業が全国に比べて特化している（他の産業に比べて稼ぐ力が大きい）産業とい

うことになります。  

① 製造業の「稼ぐ力」  

弘前市の製造業の「稼ぐ力」は、一部の大手誘致企業が大部分を占める「業務用機

械器具」の特化係数が突出して高くなっており、「電子部品・デバイス・電子回路」も

特化計数が１を超えています。同分野は、為替や海外需要の影響を受けやすく、当市

の産業全体に非常に大きな影響を与えることが分かります。 
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建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

機械器具卸売業

医療業

機械器具小売業

運輸に附帯するサービス業

協同組合（他に分類されないもの）

その他の小売業

専門サービス業（他に分類されないもの）

繊維・衣服等卸売業

情報サービス業

技術サービス業（他に分類されないもの）

飲食料品卸売業

無店舗小売業

貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関

機械等修理業（別掲を除く）

保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

その他の生活関連サービス業

道路貨物運送業
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（千円/人）労働生産性（非製造業）
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図表 29 弘前市の製造業の「稼ぐ力」 

 

 

 

② 情報通信業・運輸業の「稼ぐ力」  

情報通信業に関しては、特化計数が１を超える産業はありませんでした。運輸業に

関しては、「道路旅客運送業」、「道路貨物運送業」の特化計数が高くなっています。  
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図表 30 弘前市の情報通信業・運輸業の「稼ぐ力」 

 

③ 卸売業・小売業の「稼ぐ力」  

卸売業に関しては、「飲食料品卸売業」の特化計数が高くなっています。小売業に関

しては、「機械器具」、「飲食料品」等、多くの産業で、従業者数または付加価値額の特

化計数が１を超えています。 

図表 31 弘前市の卸売業・小売業の「稼ぐ力」 
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④ 金融業・保険業、不動産業、専門サービス業等の「稼ぐ力」  

「不動産取引業」に関しては、付加価値額の特化計数が、「保険業」に関しては従業

者数の特化計数がそれぞれ１を超えています。 

図表 32 弘前市の金融業・保険業、不動産業、専門サービス業等の「稼ぐ力」 

 

⑤ その他サービス業の「稼ぐ力」  

多くのサービス業において、特化計数が１を超えています。「医療」や「美容」、「配

達飲食」等、健康・医療に関わる産業の特化計数も高く、ポテンシャルを有している

ことがわかります。  
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サービス業を含む）

不動産取引業

不動産賃貸業・管理業

物品賃貸業

学術・開発研究機関

専門サービス業（他に分類されな

いもの）

広告業

技術サービス業（他に分類されな

いもの）
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図表 33 弘前市の「その他のサービス業」の「稼ぐ力」 

 

 

(3) 「稼ぐ力」の市町村間比較（参考値）  

ここでは、上述の「稼ぐ力」について、いくつかの地域（国立大医学部のある地方

都市及び、青森市、八戸市）との比較分析を行っています。なお、「稼ぐ力」の分析

は、本来は③で行ったような、地域内の産業間で比較するためのものですので、こ

こで示すのは「参考値」です。  

これによると、弘前市は、他の市町村に比べて「業務用機械器具製造業」や「社会

保険・社会福祉・介護事業」において、特化の程度が高いことがわかります。  

図表 34 比較対象として設定した市町村 

青森市   八戸市   秋田市   山形市   富山市 

甲府市   福井市   松本市   津市    大津市 

東広島市  鳥取市   松江市   山口市   徳島市 

高知市   佐賀市 

 

宿泊業

飲食店
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その他の教育，学習支援業

医療業

保健衛生

社会保険・社会福祉・介護事業

郵便局

協同組合（他に分類されないもの）

廃棄物処理業

自動車整備業

機械等修理業（別掲を除く）

職業紹介・労働者派遣業

その他の事業サービス業

政治・経済・文化団体

宗教
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図表 35 業務用機械器具製造業の「稼ぐ力」比較 

 

 

図表 36 医療業の「稼ぐ力」比較 
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計
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数
）

市区町村 特化係数
（付加価値額）

特化係数
（従業者数：企業）

弘前市 8.1656 6.9688
青森市 0.0971 0.167
八戸市 - 0.0315
秋田市 0.2773 0.2285
山形市 0.4237 0.5001
富山市 0.0618 0.0674
福井市 0.0608 0.0704
甲府市 0.1081 0.2288
松本市 0.8154 1.0057
津市 0.0823 0.1362
大津市 0.3478 0.599
鳥取市 0.1607 0.2971
松江市 0.0499 0.0796
東広島市 0.0503 0.2965
徳島市 0.0752 0.227
高知市 0.0269 0.052

市区町村 特化係数
（付加価値額）

特化係数
（従業者数：企業）

弘前市 2.0156 1.3507
青森市 1.0611 0.9607
八戸市 1.4929 1.0594
秋田市 3.0336 1.8856
山形市 1.16 0.9088
富山市 0.9897 0.9304
福井市 1.2253 1.0011
甲府市 1.9315 1.4881
松本市 1.6596 1.2521
津市 2.1265 1.67
大津市 1.0674 1.3434
鳥取市 1.6091 0.9947
松江市 0.9577 0.8314
東広島市 1.5541 0.7687
山口市 1.3154 1.2019
徳島市 2.5034 1.7995
高知市 2.4326 2.0027
佐賀市 2.1332 1.4105
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図表 37 社会保険・社会福祉・介護事業の「稼ぐ力」比較 

 

 

 

(4) 特定産業の詳細分析  

ここまでで、弘前市は、いくつかの業種（中分類）の製造業及び、医療・福祉産業

に大きなポテンシャルを有することが明らかになりました。ここでは、これらポテン

シャルを有する産業の詳細な分析を行っています。  

① 製造業の詳細分析 ～中分類ごとの粗付加価値額と成長率～  

弘前市の製造業は、2009 年から 2014 年にかけて、粗付加価値額が 22%伸び、713

億円となっています。そのうち大きな部分を占めるのが「業務用機械器具製造業」及

び「電子部品・デバイス・電子回路製造業」で、特に後者はこの 5 年間で粗付加価値

が 4 倍近くに成長しています。なお、「業務用機械器具製造業」の内訳（産業小分類）

を見ると、「事務用機械器具製造業」が大部分を占めています。  

弘前市

青森市

八戸市

秋田市
山形市

富山市

福井市

甲府市

松本市

津市

大津市

鳥取市

松江市

東広島市

山口市

徳島市 高知市
佐賀市
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特化係数
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弘前市 2.0367 2.0464
青森市 1.5407 1.6221
八戸市 1.8107 1.4962
秋田市 1.4567 1.2654
山形市 2.7296 1.1791
富山市 0.8117 0.978
福井市 0.9955 1.016
甲府市 2.2832 1.1963
松本市 0.6579 0.7789
津市 1.5647 1.48
大津市 1.1784 1.5813
鳥取市 1.2869 1.1852
松江市 1.6353 1.9493
東広島市 0.8487 0.7181
山口市 0.7166 0.7911
徳島市 0.9516 1.1306
高知市 1.0432 1.1256
佐賀市 1.4324 1.2479
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図表 38 中分類ごとの粗付加価値額と成長率 

 

② 医療・福祉産業の詳細分析 ～人口 1 万人あたりの事業所数比較～  

弘前市は、医療・福祉産業のなかでも、特に「85.社会保険・社会福祉・介護事業」

に強みがあり、「児童福祉事業」、「保育所」、「老人福祉、介護事業」、「訪問介護事業」、

「障害者福祉事業」関連の事業所が多数立地していることがわかります。  

図表 39 人口 1 万人あたりの事業所数比較 

 

  

（資料）工業統計表（市町村編）

（単位：万円）

2014年
（粗付加価値額）

2009年
（粗付加価値額）

2014年/
2009年

00 製造業計 7,129,164 5,842,607 122.0%
09 食料品製造業 688,702 675,430 102.0%
10 飲料・たばこ・飼料製造業 296,314 237,691 124.7%
11 繊維工業 214,690 313,785 68.4%
12 木材・木製品製造業（家具を除く） 33,430 28,556 117.1%
13 家具・装備品製造業 59,685 52,906 112.8%
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 39,370 53,290 73.9%
15 印刷・同関連業 275,509 336,885 81.8%
16 化学工業 X X －
18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 143,100 87,696 163.2%
19 ゴム製品製造業 X －
21 窯業・土石製品製造業 192,232 104,326 184.3%
22 鉄鋼業 X X －
24 金属製品製造業 102,721 114,148 90.0%
25 はん用機械器具製造業 X 14,876 －
26 生産用機械器具製造業 41,552 X －
27 業務用機械器具製造業 2,320,649 2,777,715 83.5%
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 2,395,177 620,779 385.8%
29 電気機械器具製造業 87,109 122,557 71.1%
30 情報通信機械器具製造業 X 45,608 －
31 輸送用機械器具製造業 X X －
32 その他の製造業 69,956 95,671 73.1%

業種 従業者数
27 業務用機械器具製造業 3,073
270 管理，補助的経済活動を行う事業所（27業務用機械器具製造業）-
271 事務用機械器具製造業 2,400
272 サービス用・娯楽用機械器具製造業 -
273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業-
274 医療用機械器具・医療用品製造業 18
275 光学機械器具・レンズ製造業 655
276 武器製造業 -

業種 従業者数
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 1,794
280 管理，補助的経済活動を行う事業所 －
281 電子デバイス製造業 －
282 電子部品製造業 1,794
283 記録メディア製造業 －
284 電子回路製造業 －
285 ユニット部品製造業 －
289 その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 －

弘前市 全国平均 青森市 八戸市 甲府市 鳥取市 松江市 東広島市 山口市 徳島市 佐賀市
P 医療，福祉 47.1 35.2 39.4 40.2 45.7 41.6 44.2 32.1 39.7 46.7 43.4

83 医療業 20.9 20.3 18.8 21.2 26.8 19.3 19.4 17.7 19.6 27.9 24.2
830 管理，補助的経済活動を行う事業所（83医療業） － 0.0 0.1 - 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
831 病院 0.9 0.7 0.8 1.0 0.9 0.6 0.5 0.7 0.9 2.0 1.1
832 一般診療所 8.5 6.7 6.7 6.2 9.3 7.3 8.2 6.3 7.2 10.4 8.4
833 歯科診療所 5.7 5.3 4.8 4.4 6.8 4.7 3.8 4.4 4.4 6.6 5.6
834 助産・看護業 0.6 0.4 0.3 0.6 0.5 0.3 0.5 0.1 0.7 0.7 0.3
83A 助産所 0.1 0.0 0.1 0.0 - 0.1 0.1 - 0.1 0.0 -
83B 看護業 0.6 0.3 0.2 0.6 0.5 0.2 0.4 0.1 0.6 0.6 0.3
835 療術業 4.7 6.6 5.3 7.8 8.5 5.2 5.0 5.6 5.7 7.2 8.2
836 医療に附帯するサービス業 0.5 0.6 0.8 1.2 0.7 1.1 1.2 0.5 0.7 1.0 0.5
83C 歯科技工所 0.2 0.5 0.6 0.9 0.3 0.8 0.7 0.4 0.3 0.5 0.2
83D その他の医療に附帯するサービス業 0.3 0.1 0.2 0.3 0.5 0.3 0.5 0.1 0.4 0.4 0.3

84 保健衛生 0.6 0.4 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4 0.9 0.5 0.4
840 管理，補助的経済活動を行う事業所（84保健衛生） － 0.0 － - - 0.1 - - - - -
841 保健所 0.1 0.0 0.1 0.0 - 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
842 健康相談施設 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
849 その他の保健衛生 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.4 0.2 0.1

85 社会保険・社会福祉・介護事業 25.7 14.4 20.1 18.4 18.4 21.6 24.2 14.0 19.3 18.2 18.8
850 管理，補助的経済活動を行う事業所（85社会保険・社会福祉・介護事業） 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 - 0.2 0.1 0.0
851 社会保険事業団体 0.1 0.2 0.6 0.1 0.9 0.8 0.8 0.1 1.0 0.9 0.6
852 福祉事務所 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 - 0.1 - 0.1 -
853 児童福祉事業 6.5 4.2 3.9 5.7 3.8 5.5 8.1 5.6 5.6 5.2 3.8
85A 保育所 4.4 2.5 3.2 3.7 2.3 2.3 3.1 2.7 2.6 3.4 2.7
85B その他の児童福祉事業 2.0 1.6 0.6 2.0 1.5 3.1 5.0 2.9 3.0 1.8 1.1
854 老人福祉・介護事業 14.8 7.5 11.9 9.3 10.8 10.6 11.0 5.7 9.6 9.7 11.1
85C 特別養護老人ホーム 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 1.2 0.6 0.8 0.5 0.7
85D 介護老人保健施設 0.7 0.3 0.4 0.4 0.3 0.6 0.5 0.3 0.4 0.6 0.6
85E 通所・短期入所介護事業 3.3 2.5 2.2 2.5 4.5 5.7 4.3 2.2 3.9 3.1 3.9
85F 訪問介護事業 3.5 1.5 2.6 1.3 2.4 1.7 1.3 0.8 1.0 2.4 1.4
85G 認知症老人グループホーム 2.0 0.8 2.2 1.4 1.0 0.7 1.6 0.5 0.9 1.1 1.4
85H 有料老人ホーム 2.3 0.5 1.8 0.9 0.4 0.3 0.8 0.4 0.8 0.5 1.8
85J その他の老人福祉・介護事業 2.2 1.2 2.0 2.2 1.4 1.0 1.4 1.0 1.9 1.4 1.1
855 障害者福祉事業 3.8 1.9 3.0 3.0 1.9 3.2 3.4 2.2 2.2 1.5 2.6
859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 0.2 0.5 0.5 0.1 0.8 1.1 0.9 0.4 0.7 0.8 0.7
85K 更生保護事業 － 0.0 0.0 - 0.2 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1
85L 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 0.2 0.5 0.4 0.1 0.7 1.0 0.8 0.4 0.6 0.7 0.6
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2. 地元企業の関与 

既に開始している弘前大学 COI 拠点における疾患予兆発見と予防法開発の取組み、

プロテオグリカンの機能解明の取組みに加え、膝軟骨の再生医療や医療用 HAL を用

いたリハビリテーションなど、弘前市では国内最先端の先進的な医療技術を次々に導

入する予定となっています。これらの取組みには多くの世界的大企業や革新的ベンチ

ャーが関与しており、共同事業や取引等の連携強化を通じ、弘前市の産業集積を飛躍

的に発展させるポテンシャルを秘めているものと考えられます。  

他方、これらの取組みにおける地元企業の役割は、現時点では限定的なものにとど

まっているとの意見も聞かれます。産業集積の拡大を通じた雇用創出や地域活性化の

ためには、より多くの地元企業が接点を持ち、地域ぐるみでライフ・イノベーション

の実現に向けた動きを推進することが求められます。  

そのため、既に先進的な取組みに関与している、あるいは今後関与する意向を示し

ている地元企業を対象としてインタビュー調査を実施し、地元企業の参画を推進する

ために有効と考えられる方策や課題を把握しました。  

 

＜地元企業インタビューの概要＞ 

○実施時期 

平成 28 年９月～10 月 

○調査対象 

弘前市もしくは隣接市町村に立地している企業 計７社 

（概要は次頁に記載）  

○主なインタビュー項目 

・現在の事業内容、企業としての強み、方向性  

・健康・医療分野の事業への関心度、これまでの取組み状況、連携先  

・健康・医療分野の事業を展開する上での課題、行政への要望  
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図表 40 インタビュー実施地元企業一覧（インタビュー実施順） 

企業名 本社住所・企業規模 取組み概要 

マルマンコン

ピュータサー

ビス㈱ 

弘 前 市 大 字 宮 川

3-5-2 

資本金 3,000 万円 

従業員 60 名 

ソフトウェア・システム開発。健康保険組合を対

象とした健康管理用ツール「健康物語」を提供。

弘前大学 COI 拠点には申請段階から関与してい

る。 

カネショウ㈱ 

弘 前 市 蔵 主 町

15-23 

資本金 3,000 万円 

従業員 22 人 

食酢・醤油・味噌・ソース等の製造と販売を手掛

ける。プロテオグリカンを配合しており、高価格

帯を狙った黒りんご酢「女神の林檎」が売行き好

調。代表取締役社長の櫛引氏は、一般社団法人あ

おもり PG 推進協議会の会長も務める。  

㈱ラビプレ 
弘前市文京町 3 コ

ラボ弘大 523 号室 

青森県産の農水産物を化粧品素材として利用し

た化粧品の開発・製造・販売。プロテオグリカン

など 3 種類の素材を配合した「ラビプレシューズ

APG ライン」は、パッケージデザインなどブラ

ンディングを意識した商品開発を展開。  

㈱栄研 

弘 前 市 大 字 藤 野

1-4-1 

資本金 1,400 万円 

従業員 330 名 

各種施設（医療機関・介護施設・保育園・幼稚園・

事業所・学校等）の給食請負と、在宅療養者・高

齢者向け弁当を開発・製造・宅配。楽天と共同開

発した健康配慮型の「まめしぃ弁当」は、同社の

顧客層拡大の試金石ともなっている。  

キヤノンプレ

シジョン㈱ 

弘前市清野袋 5-4-1 

資本金 3 億円 

従業員 2,400 名 

トナーカートリッジ事業（売上の８～９割）及び

モーター事業（１割程度）を行う。その他、デジ

タルカメラなどの映像機器の中のセンサー事業

も展開している。  

カミテック㈱ 

弘前市文京町 3 コ

ラボ弘大 6 階 

資本金 6,000 万円 

従業員 37 名 

（親会社のカミテ

のデータ）  

プレス金型・プレス部品メーカーの「株式会社カ

ミテ」の関連会社。プレス部品の中でも特に小型

で精密な部品の製造技術に強みを持つ。同社の部

品はオリンパス、GE ヘルスケア、テルモ等の内

視鏡やカテーテルに使われている。太陽光発電装

置や電気自動車向けの部品も製造。  

㈱アピール 

平川市館山上亀岡

26 

資本金 3,000 万円 

従業員 254 名 

省力化装置・特殊加工装置の設計・開発、電気機

械機器及び各種精密器具の製造・販売を主たる業

務としており、新規事業として、３D プリンター

を使った、３D データの作成・編集・試作造形コ

ンサルティングも展開  
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(1) 地元企業の取組み状況  

○健康・医療産業に対する地元企業の強みと関心 

インタビュー対象企業はいずれも医療・健康分野に関心が強く、成長意欲も高い地

元企業です。事業の成長を考える上では県内だけでの展開にとどまらず、県外あるい

は海外も市場として見据えた末永い取組みにしたいとの想いや、弘前発のブランドを

展開したいとの想いが聞かれました。  

（地元企業の意見）  

・農産物であれば「地産地消」が重要かもしれないが、健康・医療産業では市場は

少なくとも県外、できれば海外展開を視野に事業を進めるべきである。海外と言

っても幅広いが、りんごビジネスで既に成果が上がっている国では「青森」の認

知度やブランド価値が高く、ブランドレバレッジ戦略が奏功する可能性がある。 

・以前手掛けていた商品ラインでは青森県にこだわり、販路も県内を中心に展開し

ていたが、市場規模の面で限界があった。そのため、今後手掛ける商品ラインで

は「青森から発信する全国ブランド」のポジショニングを明確にし、事業拡大を

図りたい。 

・北海道・東北地域では地域発ブランドが少ない分、成長の機会も多いと考えられ

るが、その中でもデザインとエビデンスは全国水準を意識すべきである。  

 

○弘前大学関連での研究開発・事業拡大 

地元企業と COI 参画企業との連携事例が出てきており、事業開発の試験的取組み例

も増加傾向にあります。他方、（大手企業とではなく研究者との）連携の取組みでは、

これまでのところ成果は限定的とされていました。 

（地元企業の意見）  

・製造だけでなく、開発や設計など上流工程に進出したいと考えている中で、弘前

大学理工学部やコラボ弘大との連携を強化してきた。  

・実験的な事業開発を目的として COI に参画させてもらったことで、大手企業と連

携して商品の効果検証を行うことができた。地元企業側には既存の顧客というフ

ィールドがあり、新商品・新サービスへのフィードバックがすぐに得られるとい

う強みがあり、研究開発におけるデータ収集や実験に向いていると言える。  

・弘前大学の医師と医療機器の共同開発を手掛けたことがあるが、医学部内の研究

支援の領域を超えておらず、製品化には至っていない。  

・研究者には、最終製品がどのようなものかを実際に見ながら研究をしてもらえる

と、より企業との連携が図りやすい研究が増える可能性はある。  

 

○若者の雇用の場の確保 

技術者や研究者など、企業や地域との研究や実験の経験があり、企業を次のステー

ジに導くとの意識を持った学生への採用ニーズが強いことが確認できました。ただし、
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企業と学生の採用のミスマッチを減らすためには、就職活動前に両者が出会う場が少

ないこと、企業側の採用コストが大きいことが課題との指摘もありました。  

（地元企業の意見）  

・将来的に開発や設計を自社で担えるようになるには、技能人材だけでなく「技術

者」が必要である。弘前市は弘前大学が立地しているという強みがあり、優秀な

技術者の輩出が期待される。  

・現在取り組んでいる事業の最終目標は、青森県内の産業として将来に残せる、地

域を活性化させる事業に育てることである。大手企業の開発力や販売力は圧倒的

に強いが、県外への輸出があってはじめて、地元の若者が「自分でも企画してみ

たい」と事業に関心を持つようになるのではないか。いま市場で売れている商品

は、誰でも作れるものではなく、マーケティングや企画が肝になっている。  

・企業が「次のステージ」に進もうとするときの職員を採用したい、というニーズ

は強い。その際、弘前地域の特色を活かして、研究や開発など実験にまつわるバ

ックグラウンドを持つ学生が採用できるとベストである。  

・企業人が学生と出会う場が少ないことは課題である。企業ももっと若者との接点

を開拓しに出向けばよいのだが、その余裕がないこともあって二の足を踏んでい

る状況である。 

・大学に出向いて、学生に実践を通じた課題解決を学んでもらう講義に関わったこ

とがある。昨今の学生は社会的課題への関心が強く、学生にとっては有意義だっ

たようだが、企業にとっては大変な労力を割く必要があると感じた。  

 

○行政からの支援内容 

企業にとっては手探りとなる事業開発段階で、研究開発の取組みへの参画を通じて

市との接点が増え、相談できる関係性になったことが効果的だと評価する意見があり

ました。また、ネットワーク構築機会の提供は特に期待が強いことが示唆されました。 

（地元企業の意見）  

・弘前市で健康・医療分野に取り組むメリットは弘前大学や健康・医療産業従事者

とのコラボレーションがしやすい点である。人材育成施策（医用システム開発マ

イスター制度）で社員が個人的なネットワークを獲得したことも大きい。今後も

行政がネットワーク形成支援を継続することに期待している。  

・弘前市とは COI 等の研究開発の取組みを通じて接点が増えてきており、これまで

は見切り発車で挑戦してきた事業を、市に相談に乗ってもらう、あるいは協働す

ることで、予め着地点を想定して事業開発ができるようになりつつある。  

・地元企業の多くは十分な研究開発費を有していないが、まずは、こうした企業の

トップの意識を変えることが需要である。企業のトップの意識改革は、弘前市が

ビジョンやマニフェストのようなものを示せば、一定の効果はあるのではないか。 
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(2) 今後の課題 

○地域内連携とバリューチェーン構築 

健康・医療産業分野では、新規参入で独自に製造・販売することは容易でないもの

の、販売ルートを有する市内外の企業との連携は比較的進んでいました。しかしなが

ら、地域内でバリューチェーン8が完結しておらず、多くの利益が域外流出している一

方、地域内で閉じていては競争力に劣る結果になりかねない、というジレンマに陥っ

ている懸念があります。 

（地元企業の意見）  

・医療用の製品の企画・販売は県内（青森市）の卸売企業が担っており、その企業

に納入する形で関わっている。医療機器の販売許可は卸売企業が保有しているた

め、その点での参入のハードルは低くなっている。  

・青森県や弘前市が関わる各種イベントに参加する中で現場のニーズを把握するこ

とに努めており、大変役に立っている。他方、単独で自社製品開発と販売ができ

るまでには、コストや販路開拓の難しさを考えるとまだその時期ではないと考え

ており、大手企業や中核企業との連携を進めたい。  

・他地域では最終製品を手掛ける企業を地域内でゼロから作ろうとしているところ

もあるが、それは容易ではない。青森県や弘前市の政策の方向性は、まずは外部

から大手企業を招き、地元企業とマッチングすることで付加価値を地域に還元し

ようというもので、実際にマッチング事例も出ており、評価できる。  

・健康・医療分野の産業を弘前市で根付かせるためには、最終製品を手掛ける企業

の存在が不可欠である。  

・研究開発の結果として事業化のステージが来た段階では、関わる企業数は県内企

業のほうが多いが、売上は県外の大手企業が圧倒的に大きい、という構造が固定

化してしまうことが課題である。販売を手掛ける企業の関与が重要ではないか。 

・弘前発のビジネスなのに、県外の企業ばかりが潤う構造になっていると感じる。  

 

○実験的な事業・商品開発の支援 

COI や健保組合と連携した予防的施策の効果検証も始められており、地域ぐるみの

エビデンスづくりに県外大手企業も関心を示していることがうかがえました。また、

地元企業・弘前大学・大企業の３者連携による事業・商品開発を促すため、弘前地域

がこの分野の「実証フィールド」としてのポジションを確立することに、期待の意見

もありました。 

（地元企業の意見）  

・「実証フィールドは弘前で」という認識が広く浸透するとよい。COI に参画して

                                                
8 原材料や部材の購買から、生産、出荷物流、マーケティング・販売、アフターサー

ビスに至るまでの一連のプロセスを、価値（バリュー）を連鎖（チェーン）させるも

のとして捉える考え方。  
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いれば、自社だけでは難しかった効果検証の費用や技術が手に入りやすくなる。  

・弘前大学における研究開発やエビデンス蓄積が事業化の強力な後押しになってい

るが、商品やサービスの販売にはストーリーも重要である。シーズの深い基礎研

究と関連させた、地域に歴史的な裏付けがあるものが特色として訴えやすい。  

・この地域は自然資源にも優れており、まだまだ未開発の可能性が眠っているが、

奥ゆかしい地域性が障壁になっている。事業で安定的・効果的に収益を上げるに

はマーケティングが不可欠であり、もっとデザインや販売方法にこだわりを持つ

べきである。 

・企業が商品のエビデンスや効用・効果を声高に宣伝するより、研究者に発表して

もらう方が反響は大きい。他方、商品を使ったことによる QOL 改善や精神的な

メリット、使用感などの口コミは、地域が大きな役割を担っている部分である。  

 

○サービス要素の取込みによるビジネスモデルの「社会システム」化 

商品やサービスを単体で販売するビジネスモデルから、生活・暮らしの全般にわた

ってトータルに付加価値を提供するビジネスモデルへと発展的に成長すべき、との意

見が聞かれました。  

（地元企業の意見）  

・健康寿命延伸を企業と盛り上げることを考えた場合、企業は「商品やサービスを

販売している企業」から「健康な生活や豊かな暮らしに貢献する企業」に事業構

造を変え、付加価値を高める必要がある。  

・付加価値を高められれば、社会システムとして「システム売り」できるようにな

り、業績も自然とついてくるはずである。研究開発との関わりを深めることは、

そのための投資だと位置づけている。  
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3. 県外の大手企業の関与 

先述のとおり、弘前大学が COI に採択されたことを契機に、県外企業と弘前大学の

連携が進んでいます。  

COI での活動は現状では研究開発の段階ですが、今後 COI での研究成果を社会実

装していく際には、COI 参画企業と地元企業との連携に向けた動きを推進することが

求められます。 

そこで、COI に参画している県外の大手企業を対象としてインタビュー調査を実施

し、COI 参画の狙いや地元企業との連携意向を把握しました。  

 

＜県外大手企業インタビューの概要＞ 

○実施時期 

平成 28 年 12 月～平成 29 年１月 

○調査対象 

COI に参画している県外の大手企業 計３社 

（概要は次頁に記載）  

○主なインタビュー項目  

・COI 参画の狙い、COI への期待 

・地元企業との連携状況、連携意向  

・健康・医療分野の事業を展開する上での行政への要望  

 

図表 41 インタビュー実施県外企業一覧（インタビュー実施順） 

企業名 本社住所・企業規模 取組み概要 

協 和 発 酵

バイオ㈱ 

東京都千代田区大手町

1-9-2 

資本金 100 億円 

従業員 1,837 名(連結) 

独自の発酵技術を活かし、医薬品の受託研究

や受託生産、健康食品素材の開発、製造を手

掛ける。 

ラ イ オ ン

㈱ 

東京都墨田区本所 1-3-7 

資本金 334 億円 

従業員 6,816 名(連結) 

ハミガキ、シャンプー、洗剤、薬品等開発・

製造。ヘルスケア分野では、口内の清潔度に

関連する唾液因子を５分で測定可能な唾液

検査システムを開発・販売。歯ブラシのリサ

イクル事業も展開。  

花王㈱ 

東京都中央区日本橋茅場

町 1-14-10 

資本金 854 億円 

従業員 33,026 名(連結) 

「清潔」・「美」・「健康」に関わる製品の

開発・製造。「健康」に係るヒューマンヘル

スケア事業では、健康機能飲料等を取り扱う

ほか、内臓脂肪を測定する医療機器を開発。 
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(1) 県外大手企業の取組み状況  

○ＣＯＩ参画の狙い 

インタビュー対象企業からは、COI におけるビッグデータを活用した研究のなか

で、新規商品やプログラムの開発につなげたいという想いが聞かれました。  

（県外大手企業の意見）  

・ビッグデータを活用した研究のなかで、当社が保有する素材の事業化に役立つバ

イオメーカーが見つかることを期待して参画した。  

・口内環境の改善がいかに全身健康に寄与するかを明らかにし、疾病予防プログラ

ムの開発につなげたいと考え、コホート研究に関心を持ち、参画した。  

・健康は生活そのもので作られるため、人の生活に入り込んで商品を開発できる方

法を模索していた。弘前大学では、住民と一緒に健康づくりを考えている点に感

銘を受け、COI に参画した。  

 

○ＣＯＩにおける今後の取組意向 

インタビュー対象企業からは、健康意識を変えるための研究や健康そのものに関す

る研究への取組意向が聞かれました。さらに、COI に参画する企業同士の共同研究や

研究成果の社会実装への関心も聞かれました。  

（県外大手企業の意見）  

・COI では、人々が自分で健康になろうとする、健康をジブンゴト化する社会を作

るため、健康に対する意識を変えるということに対してどのようなアプローチが

できるのか検討をしたい。  

・健康そのものに関する研究を進めたい。健康診断データを分析することで生活習

慣と健康状態との関係について示唆を得ることができる。これを学校教育の場等

で子供達に伝えたい。また、COI に参画する企業との共同研究や研究成果の社会

実装に関心がある。  

 

○地元企業との連携状況、連携意向 

地元企業との連携に関しては、すでに自社が開発した機械やサービスの実用化に向

けた社会実験を実施している企業もありました。その一方で、地元企業とのつながり

がほとんどないため、どのような企業があるか分からないという意見も聞かれました。 

（県外大手企業の意見）  

・弘前市の企業３社と連携し、自社が開発した内臓脂肪を日常的に測ることができ

る機械を設置し、内臓脂肪が 100 ㎠を超える意味やそれを減らす方法などについ

て講義をしたうえで、内臓脂肪を蓄積しにくい日替わり弁当を３か月間社食に導

入した。社食の提供も弘前市にある企業に依頼した。結果、84％の人の内臓脂肪

が減少し、血圧や血糖の数値も改善した。今後は、この社会実験を１つのモデル

とし、青森県全体に広げていきたい。自治体単位で広げていく際には弘前市が最
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初の候補になる。  

・COI での活動は、データをもらって東京で研究を進めることと、定期的に開催さ

れる弘前での会議に出席することであり、地元企業や COI に参画している他企業

とのつながりはほとんどない状況である。地元にどのような企業があるかも分か

らず、連携の具体的なイメージが湧きづらい。  

 

(2) 今後の課題 

○予防市場形成に向けた健康への意識啓発 

行政への要望として、意識啓発に係るご意見が複数ありました。人々の意識を健康

に向けるためのイベントの実施やイベントへの共催などを行政が行うことで、その取

組への信頼度が増し、健康への意識改善につながるという意見が聞かれました。  

（県外大手企業の意見）  

・医療に頼る健康づくりは限界を迎えているが、一社の努力だけでは予防の市場を

形成することはできない。産学官で連携して、人々の意識を健康に向けることが

市場形成につながる。  

・たとえば、「健康寿命日本一」を目指す大分県ではイオンなどの流通事業者とタッ

グを組み、健康を PR している。この取組には、流通事業者と組むことで、日常

の買い物の中で絶えず健康に意識を向けることができるほか、自治体がバックに

いることで取組の信用度が増すという利点がある。このような仕掛けを行政がす

ることで、予防の市場形成に一歩近づく。  

・健康意識の向上を目的に、弘前市が歯ブラシのリサイクル事業に参加してくれる

のであれば大歓迎である。環境意識の向上にもつながる。当社は健康づくりのた

めの睡眠の重要性を発信する運動も展開しているが、睡眠の重要性をアピールす

る「ねむた祭り」などもイベントとして面白いだろう。  

 

○データの整備とデータ活用に向けた環境の整備 

データの整備に関する意見も多数ありました。多様な企業が使えるデータの整備や

データを収集するための環境の整備、健康データの充実化を目的とした市職員への検

診の実施などのご提案がありました。  

さらに、現状の健康診断は半日程度かかるため、収集可能なデータが健康な人に偏

っている傾向がありますが、短命県のデータとしては検診に来られない人のデータの

価値が高いため、そのような人のデータもほしいという意見もありました。  

加えて、検診データと保険給付に関する情報が紐づいていれば活用したいという意

見もありました。  

（県外大手企業の意見）  

・特定の企業だけではなく、多様な企業が使えるデータの整備を行ってほしい。ま

た、多くの企業が使えるデータ収集を目的とした実験施設のようなものがあると
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ありがたい。 

・健康に関するデータを充実させるため、市職員を対象とした健康データの蓄積を

お願いしたい。 

・普段は健康診断に来ないような人の検診データがあると短命県としてのデータ価

値も高い。 

・健康診断データと接続できるのであればレセプトデータも活用したい。  

・医療保険の給付に関する情報や介護保険の給付等に関する情報はかなり重要であ

り、活用したい。  
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III． 地域のポテンシャル 

1. 地域との協働体制 

(1) ひろさき健幸増進リーダーの養成 

ひろさき健幸増進リーダーとは、市民の健康維持・増進のため、弘前市と弘前大学

が連携して行う、地域・職場における保健活動の担い手を養成するための講座を修了

し認定を受けた市民のことです。平成 29 年１月時点で 165 人が認定されており、ボ

ランティアで積極的な活動をしています。 

養成講座は弘前市が弘前大学大学院医学研究科・地域健康増進学講座に委託する形

で開設しており、18 歳以上 70 歳くらいまでの地域保健活動に関心がある市民を対象

として、約４か月間、週１回（概ね 50 時間）受講するものです。内容は健康概論、

生活習慣と疾病、栄養、運動などで、講義形式も講義・実習・見学・ワークショップ

など多様に提供されています。  

図表 42 ひろさき健幸増進リーダー 

 

（出所）弘前市健康づくり推進課リーフレット  

（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/fukushi/katudougaiyou.pdf）  

 

地域における健康づくり実践の具体例としては、「あっぷる体操9」やストレッチ等

の運動、健康と運動に関する知識の伝達、健康チェックの実施などが挙げられます。

また、ひろさき健幸増進リーダーが居住地域で自主的な健康サークルを立ち上げ、組

織的・継続的な活動を行っているケースもあります。  

このようなひろさき健幸増進リーダーのボランタリーな取組みを後押しするため、

平成 27 年９月にはひろさき健幸増進リーダーで構成する「ひろさき健幸増進リーダ

                                                
9 弘前大学大学院医学研究科が岩木健康増進プロジェクトの一環で開発した「りんご

追分け」の曲に合わせて体を動かすオリジナルの体操。  

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/fukushi/katudougaiyou.pdf
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ー会」が設立されました。同会では、町会や市民団体などが開催する健康教室から依

頼を受けてリーダーを派遣し運動指導を行ったり、弘前市が行う健康づくりに関する

事業や大学の研究活動に協力したりするなど、市民の健康づくりの牽引役として大き

な役割を担っています。  

 

(2) 弘前市健康づくりサポーターの配置 

弘前市では独自の制度として、町会長からの推薦を受けた市民を「弘前市健康づく

りサポーター」として委嘱する取組みも行っています。健康づくりサポーターは、自

身の健康教養を高めるだけでなく、家族や地域の健康づくりをサポートする活動を行

うこととされており、平成 28 年３月時点で 344 人が委嘱を受けて活動しています。  

健康づくりサポーターは、市内 23 箇所で地区協議会を設置して面的な活動に取り

組んでいるほか、平成 28 年４月には地区協議会が相互に連携するための連絡協議会

が発足しています。連絡協議会では平成 28 年度の活動テーマを「受けようがん検診

と特定健診～見直そう自分のからだ」と設定し、医師による認知症予防や脳卒中の研

修会の受講、がん検診等の受診勧奨や健康講座の開催など、積極的な取組みを行って

います。今後は、ひろさき健幸増進リーダーや弘前市食生活改善推進員との連携を深

め、地域における草の根の健康づくり活動の一層の展開が期待されます。  

 

(3) ひろさき健やか企業認定制度の実施 

「ひろさき健やか企業」は、弘前市が設けた企業認定制度の一つで、従業員が健康

で働きやすい職場環境を企業が自主的に整えることを行政として後押しし、市民の健

康寿命の延伸を図るための制度です。弘前市では、健康づくりへの取組みの認定基準

を満たす企業・団体をひろさき健やか企業として認定しています。 

「ひろさき健やか企業」に認定された企業は、制度に賛同する金融機関の協力によ

り借入利率が優遇されたり、弘前市の総合評価落札方式による入札で技術評価点が加

算されたりするメリットを受けることができるため、認定を受ける企業が徐々に増加

しています。 

図表 43 ひろさき健やか企業認定制度の認定基準、ロゴ 

＜認定基準＞ 

次の５つの必須項目すべてを満たし、８つの選択項目のうち３項目以上の取り組み

を行っている場合は、「ひろさき健やか企業」として認定を受けることができます。  

１．必須項目 

・市内に所在している事業所である。  

・従業員の健康づくりについて担当者（リーダー）が定められている。  

・従業員全員が健康診査を受診し、かつ、要精検者及び特定保健指導対象者に必要な

措置を講じている。  
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・従業員に、がん検診を実施または勧奨し、受診率が 30％を超えている。（胃・肺・

大腸・子宮・乳・前立腺がん検診のうち、１つ以上）  

・事業所において受動喫煙防止対策を講じている。  

２．選択項目 

・従業員の禁煙支援に対する取り組みが行われている。  

・メンタルヘルスに対する取り組みが行われている。  

・「健幸ひろさきマイレージ制度」を従業員に勧奨し、又は事業所として協賛している。 

・予防接種（インフルエンザ等）の推奨など、感染症予防対策を行っている。  

・従業員を「ひろさき健幸増進リーダー養成講座」に輩出し、又はリーダーによる運

動教室などを実施している。  

・従業員に健康教養を高めるための取り組みを行っている。  

・食生活改善など食育に関する取り組みを行っている。  

・上記について、機会付与やインセンティブ（有償等）を行っている。  

 

（出所）弘前市ウェブサイト（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/fukushi/kenko/shukoyakakigyo.html）  

 

なお、ひろさき健やか企業の認定を受けた地元企業は、平成 29 年 2 月までに 43 社

となっています。 

図表 44 ひろさき健やか企業認定企業 

認定番号 認定企業名 事業内容 

１ 弘果弘前中央青果㈱  青果物卸売業  

２ ㈱ひろさき元気会計  会計業務代行  

３ ㈱オアシス  有料老人ホーム、訪問看護ステーション／等  

４ ㈱大伸管工業所  管工事業 

５ 和電工業㈱  電気工事業、電気通信工事業／等  

６ アップルウェーブ㈱  放送業 

７ ㈱大成コンサル  建設コンサルタント業務、測量業務／等  

８ 津軽警備保障㈱  総合的な警備業務  

９ ㈱弘前公益社  葬祭サービス業、各種葬儀企画及び施行／等  

10 ㈲弘前一心堂  仏壇、神仏具の販売／等  

11 ㈱ゆうネット  冠婚葬祭に関する諸行事運営の請負／等  

12 ㈱タムロン生産本部  光学機器製造業  

13 ㈱青南商事  鉄・非鉄スクラップ卸売  

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/fukushi/kenko/shukoyakakigyo.html
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14 ニューメタル㈱  その他各種製造業  

15 ㈱青南エクスプレス  一般貨物自動車運送業  

16 ㈱永澤興業  建設業 

17 ㈱日善電気  電気工事業、さく井工事業  

18 鎌田設備工業㈱  管工事業、水道施設工事業／等  

19 ㈱弘都電気  電気工事業 

20 張山電氣㈱ 電気工事業、電気通信工事業／等  

21 ㈱東管サービス  管工事業、水道施設工事業／等  

22 ㈱弘前水道  管工事業、土木工事業／等  

23 ㈱弘新建設  建設業 

24 城東電気㈱  建設業 

25 東弘電機㈱  建設業 

26 丸勘建設㈱  建設業 

27 ㈱佐藤惣建設  建設業 

28 ㈱村上組 建設業 

29 猪股建設㈱  建設業 

30 アサヒ建設㈱  建設業 

31 ㈱東邦設備工業所  管工事業 

32 ㈱前山組 建設業 

33 阿保設備工業㈱  管工事業 

34 興産設備工業㈱  建設業 

35 ㈱共同設備  管工事業 

36 弘鉄電気工事㈱  電気工事業、電気通信工事業／等  

37 ㈱マル長 建設業 

38 富士建設㈱  建設業 

39 共立設備工業㈱  管工事業 

40 ㈱工藤工務所 建設業 

41 ㈱南建設 総合建設業 

42 ㈱セーフティロード  建設業 

43 フラワー観光㈱ 旅行代理業 

（出所）弘前市ウェブサイト（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/fukushi/kenko/sukoyakakigyou.html）  

  

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/fukushi/kenko/sukoyakakigyou.html
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2. 国の制度改正の動向 

(1) 規制改革 

総合特区制度は、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的

かつ集中的に推進するための制度とされており、地域が主導的立場を担って進める包

括的かつ戦略的なチャレンジを、規制・制度の特例・税制・財政・金融措置など総合

的にオーダーメイド支援するものです。特に、ライフ・イノベーションの実現には様々

な規制が障壁となることも想定されますが、総合特区制度では本格展開の突破口を拓

くために規制・制度の特例措置によって地域内の革新性の高い企業活動を強力に推進

することが可能となります。  

総合特区制度は、「国際戦略総合特区」と「地域活性化総合特区」の２種類に大別さ

れます。これまでに国際戦略総合特区は 7 地域、地域活性化総合特区は 36 地域で指

定を受けていますが、ライフ・イノベーションに直接的に関連する総合特区は国際戦

略総合特区で２地域、地域活性化総合特区で９地域となっています。ただし、平成 23

年 12 月から平成 25 年９月までに４回の指定が行われて以降、追加の動きは見られま

せん。 

図表 45 総合特区指定地域一覧 

 

（出所）内閣府地方創生推進事務局資料  
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このような中、平成 25 年 12 月に産業競争力強化法が成立し、平成 26 年１月より

施行されました。同法は経済産業省が所管しており、規制改革も大きな柱の１つとし

て取り上げられています。産業競争力強化法の規制改革においては、規制の国レベル

での早期改革を目指して、様々な規制に横断的に対応できる制度として「グレーゾー

ン解消制度」と「企業実証特例制度」が盛り込まれています。  

グレーゾーン解消制度と企業実証特例制度は、ともに企業単位での規制改革をスム

ーズに実現するための制度です。グレーゾーン解消制度では、企業が事業計画に則し

て規制の適用の有無を照会すると、事業所管大臣が規制所管大臣との協議・確認を行

うもので、現行の規制の適用範囲が不明確な分野でも安心して事業を実施できること

が企図されています。また、企業実証特例制度では、企業が自ら規制の特例措置を提

案し、事業所管大臣と規制所管大臣が特例措置の創設を協議するもので、企業は安全

性などを確保した上で革新的な事業を実証することができます。  

図表 46 グレーゾーン解消制度と企業実証特例制度の概要 

 

（出所）経済産業省経済産業政策局産業構造課新事業開拓制度推進室資料  

 

また、経済産業省では、企業立地促進法について、より地域経済への波及効果が高

く、未来への投資につながる地域を牽引する事業を創出するため、中堅企業等をター

ゲットに支援する仕組みの検討をしています。この仕組みでは、製造業のみならずサ

ービス業等の非製造業も含む幅広い事業を業種にとらわれず対象とすることが検討さ

れており、先端ものづくり（医療機器、航空機、新素材等）、農林水産、地域商社、第

四次産業革命（IoT、AI、ロボット、ビッグデータ活用）関連、観光・スポーツ・文

化・まちづくり関連と並んで、ヘルスケア・教育サービスも「地域経済牽引事業」に

なり得る分野の１つに挙げられています。 
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地域経済牽引事業は、地域経済のバリューチェーンの要を担っている中堅企業が担

い手として活躍することが期待されています。産業構造審議会の報告書では、地域経

済牽引事業の典型事例として４パターンの類型が示されているほか、事業者と自治体

による官民連携型の事業も支援対象とすべきだとされています。地域経済牽引事業に

対しては、スピード感あるリスクマネー供給や税制優遇措置による設備投資支援、事

業を行うための事業用地・事業場の確保に資する規制の特例措置等の支援策をパッケ

ージで提供することが想定されています。  

図表 47 地域経済牽引事業 枠組みのイメージ 

（出所）「産業構造審議会地域経済産業分科会報告書  地域経済牽引企業を軸とした「地域未

来への投資」の促進に向けて」  

 

図表 48 地域経済牽引事業の類型（先端ものづくり企業、プラットフォーム整備） 

 

（出所）「産業構造審議会地域経済産業分科会報告書  地域経済牽引企業を軸とした「地域未来への投資」の

促進に向けて」  

 

  

事業主に対する支援措置（検討中）

同意

国：基本方針

 地域の強みを生かした地域全体の

最適に向けた基本計画

 RESAS等を活用したPDCAサイクル

の徹底

自治体：基本計画

認承

事業者：地域経済牽引事業計画

〔申請主体〕

①民間事業者、②官民連携型（地方公共団体及び民間事業者）

〔地域経済牽引事業の例〕

①先端ものづくり（医療機器、航空機、新素材等）

②農林水産業・地域商社

③第四次産業革命（ＩＯＴ、ＡＩ、ビックデータ活用）関連

④観光・スポーツ・文化・まちづくり関連

⑤ヘルスケア・教育サービス 等

〔事業計画のポイント〕

〇地域経済への波及効果（雇用創出、賃上げ、域内取引拡大等） 等

①設備投資に対する支援措置、②予算上の支援措置、③規制の特例措置、④資金供給の促進、⑤その他（データ利活用等）

枠組みのイメージ
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(2) 健康関連ビッグデータの解析 

弘前大学 COI 拠点が扱っている岩木健康増進プロジェクトのコホート研究のよう

な健康関連のビッグデータは、現在、国でも解析を進めるための諸整備を行っていま

す。特に、健診や診療報酬明細書（レセプト）の電子化・電子的管理が進んできたこ

とに伴い、これまで困難だった健康関連のビッグデータの解析が可能な環境が整って

きたことから、平成 25 年６月に閣議決定された「日本再興戦略」ではすべての健康

保険組合に対し、レセプト等のデータの分析や保健事業の評価などを行うための事業

計画である「データヘルス計画」を作成・公表し、事業や評価を行うことが盛り込ま

れました。同時に、市町村が保険者である国民健康保険でも、同様の取組みを推進す

るよう求められました。  

弘前市でも、医療保険者である弘前市が加入者（市民）の健康状態に則したより効

果的・効率的な保健事業を行うためのデータヘルス計画を策定しました。計画期間は

平成 28～29 年度で、「国保データベースシステム」を活用し、PDCA サイクルに沿っ

て効果的・効率的な保健事業の実施の実現に向けた各種施策を推進しています。現状

分析の結果では、弘前市では高血圧や糖尿病の有所見率が高く、健診を受けずに脳血

管疾患を発症し、高額の医療費に加え介護も要する状態になるなど重症化する市民が

一定数いるため、脳血管疾患・虚血性心疾患・糖尿病性腎症等の新規透析者を減らし、

健康格差を縮小することを目標に掲げています。  

図表 49 弘前市のデータヘルス計画の目標と施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）弘前市「国民健康保険保健事業実施計画」  

【目標２】

脳血管疾患等の重症化予防に向けた取

り組みを強化し、高血圧を改善する。

また、糖尿病等の生活習慣病による新

規透析者を減らす。

＜平成２９年度＞

・Ⅲ度高血圧者を適切な治療につなげ

る。

・Ⅱ度高血圧者の増加を抑制する。

【重症化予防対策】

・Ⅲ度高血圧者で治療していない

者、全員に訪問による保健指導を実

施する

・Ⅱ度高血圧者への訪問指導を実施

する。

・慢性腎臓病のＧＦＲ中等度低下で

糖尿病者から、訪問による保健指導

を実施する。

【目標１】

特定健診受診率、特定保健指導実施率

を向上し、生活習慣病の有病者・予備

群の増加を抑制する。

＜平成２９年度＞

・特定健診受診率 ３４．０％

・特定保健指導実施率３６．５％

・メタボリックシンドローム該当者・

予備群を減らす。

【健診未受診者対策】
・個別通知(受診券送付、未受診者への

ハガキ)による勧奨

・未受診者への訪問による受診勧奨

・保健衛生座談会、健康づくりサポー

ター等への受診勧奨の協力依頼

・広報、ホームページなどによるＰ

Ｒ・かかりつけ医による受診勧奨。

【特定保健指導の強化】

・未利用者への訪問による指導
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このようなビッグデータ解析の方向性に関連し、国では他にも様々な検討が進めら

れています。経済産業省が実施中の「IoT 推進のための新産業モデル創出基盤整備事

業（ライフデータ解析を用いた健康増進モデル事業）」（委託先：一般社団法人バイオ

産業情報化コンソーシアム）では、健康関連のビッグデータ（ライフデータ）を用い

た健康増進モデル実証事業を実施するもので、２種類の実証事業が実施されています。 

・実証事業①：複数のリスク因子を効率的に見いだす候補探索法の実証  

・実証事業②：ライフデータの秘密計算技術の社会実装に向けた実証  

 

また、内閣官房健康・医療戦略室が運営する次世代医療 ICT 基盤協議会や、日本経

済再生総合事務局が運営する「未来投資会議」でも、ビッグデータ解析のあり方が具

体的に議論されています。ここでは、2020 年度から本格的に医療・介護分野での ICT

基盤が全国レベルで社会実装され、より高度なデータ活用が実現することが期待され

ています。 

図表 50 ICT・AI 等を活用した医療・介護のパラダイムシフト工程表 

 

（出所）未来投資会議配布資料（塩崎厚生労働大臣提出）  
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第３章  基本方針 

「ひろさきライフ・イノベーション戦略」では、弘前市が有する研究開発・産業集

積・地域資源のそれぞれのポテンシャルを踏まえ、４つの基本方針に沿った取組みの

展開を強力に推進します。健康増進施策、産業振興施策、住民協働施策を一体的に実

行することで、弘前市でのイノベーションの実現に大きく貢献します。  

 

I． 「オール弘前」による健康増進 

○弘前市が掲げる「健康寿命の延伸」と青森県が目指す「短命県返上」は、弘前市民

が毎日の暮らしの中で適切な行動を起こすことによって、主に生活習慣病のリスク

を低減する息の長い取組みであり、地域や勤務先（職域）といった生活の場におけ

る健康増進活動が図られることが重要です。  

 

○これまで弘前市では、ひろさき健幸増進リーダーや弘前市食生活改善推進員の養成、

弘前市健康づくりサポーターの配置、ひろさき健やか企業の認定などを通じて、地

域や職域に対して適切な生活習慣に関する正しい知識と正しい考え方（健康教養：

ヘルスリテラシー）の普及に努めてきましたが、さらに幅広い市民の健康意識を高

めるため、より一層の取組みが求められます。  

 

○生活習慣における適切な行動変容を促す方法としては、行政サービスだけでなく、

医療機関による指導、企業が提供する商品・サービス、市民のボランティア活動、

メディアによる情報提供など、様々な手段が想定されます。  

 

○これらの手段それぞれが継続的に、全体として同様のメッセージを発信することで、

市民が何度も情報に触れ、生活習慣の改善に関心を持ち、互いに情報共有を行い、

改善に向けて実際に行動するようになると期待されます。  

 

○弘前市では、弘前大学大学院医学研究科、弘前市医師会、弘前歯科医師会、青森県

薬剤師会弘前支部、各種行政機関、金融機関、市民団体、市民、企業など「オール

弘前」の体制構築による様々な健康増進施策を展開するとともに、地域包括ケアシ

ステムの深化によって、弘前市民の健康寿命の延伸を図ります。  

 

○より多くの市民、そして関係機関や企業がライフ・イノベーションへの取組みを加

速することで、本戦略が掲げる「寝たきり“ゼロ”社会による健康都市ひろさきの

実現」が大きく前進することが期待されます。  
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II． 医療技術等の研究開発促進 

○弘前市内には医療従事者や福祉従事者を養成する高等教育機関が複数立地している

ほか、東北トップクラスの医療機関も集積しているなど、従来から医療資源・介護

資源に恵まれた地域でした。生産年齢人口の約 14％が医療・福祉産業に従事してお

り、まさに地域の発展を医療・福祉産業が担っていると言えます。  

 

○また現在、弘前大学 COI 拠点でのビッグデータ解析、プロテオグリカンの新機能解

明、膝軟骨等の再生医療の治験実施、ロボットスーツ HAL を用いたニューロリハ

ビリテーションの導入など、国内でも最先端の医療技術等に関する研究開発が実施

または実施予定とされており、地域の医療サービスとしても高い競争力を獲得する

ことになります。  

 

○充実した地域資源の下で先進的な医療技術が導入されることは、研究者にとっては

新たな発見を得るためのこの上ない環境であるとともに、健康・医療産業の事業を

行う企業にとっても世界のマーケットに展開する大きなビジネスチャンスになる可

能性を秘めています。津軽地域には高度な精密加工技術や産学官金の連携体制など、

特色ある民間企業の厚みがあり、これらを活用することも重要となります。  

 

○引き続き、医療技術をはじめとするライフ・イノベーション関連の研究開発に特化

した「研究開発型産業集積」として、地域が有するポテンシャルを最大限に活用し、

地域としての競争力を磨き抜くことで、将来的には海外からも患者が訪れるような、

世界的なライフ・イノベーションの拠点に成長することが期待されます。そのため、

まずは北東北の医療機関や患者会等のネットワークを構築し、先端医療の取組みを

普及させます。 

 

○先端医療やニューロリハビリテーションを提供できる体制を整えることは、本戦略

がビジョンとして掲げる「寝たきり“ゼロ”社会による健康都市ひろさきの実現」

に大きく前進すると期待されます。  

 

○そのためには、地域の発展を支える医療・福祉産業の担い手を養成し、地域に定着

してもらう「人づくり」が欠かせません。弘前大学医学部をはじめ高等教育機関に

おいて次世代の地域を担う人材を養成するため、挑戦意欲のある若手の人材には国

内外の先端の研究に触れる機会があるという地域の魅力をアピールすることで、地

元医療機関の活性化や若手医師の地元定着を図るとともに、研究開発型産業集積の

持続可能性を高めます。   
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III． 弘前大学 COI 拠点との連携強化 

○弘前大学医学部が中心となって推進している弘前大学 COI 拠点の研究開発の取組

みは、弘前市民の健康に関するビッグデータの解析によって画期的な予兆発見や予

防法の開発を行うものであり、市民の健康寿命延伸に寄与することが期待されます。

また、それだけでなく、地元企業が取組みに参画することによって、新たな事業機

会が生まれ、雇用や地域活性化につながることも期待されます。  

 

○弘前大学 COI 拠点に参画している企業は、これまでもビジネスマッチングイベント

が開催されたり、地元企業と共同で商品開発を行ったりするなど、地元企業との関

係構築を図る動きも見られます。現状では一部での実験的な試みにとどまっていま

すが、国内を代表する大企業が名を連ねる弘前大学 COI 拠点を通じた地域活性化の

ポテンシャルは、他地域と比較しても発展の余地が非常に大きいと言えます。  

 

○COI に参画する大企業からは、弘前市の魅力として、岩木健康増進プロジェクトや

新型（啓発型）健診のコホート研究によるビッグデータを扱えることだけでなく、

研究活動に対して献身的に協力する市民の協力体制があることも挙げられています。

長年の産学官の取組みに加え、市民も加わったオール弘前の「産学官民の連携体制」

はライフ・イノベーションの実現要件でもあり、この特色を地域の強みとして活か

すことが求められます。  

 

○弘前大学 COI 拠点の実例にもみられるように、昨今の健康・医療関連産業の企業は

健康データの収集に極めて積極的であり、産業集積形成の鍵となっています。この

「地域としての魅力」を企業の実証環境整備やオープンデータの推進等により高め、

企業がより充実したデータを入手できるようになれば、研究開発拠点としての企業

立地の強力な誘引となる可能性があります。  

 

○弘前市では、ひろさき健幸増進リーダー、弘前市食生活改善推進員、弘前市健康づ

くりサポーターなどの健康増進活動に携わる市民ボランティアや、岩木健康増進プ

ロジェクト及びいきいき健診に参加協力する多くの市民の存在など、他地域と比較

しても、データ収集に市民の協力が得られる素地が整っていることから、行政が研

究開発上のフィールドとしてデータ収集・提供の体制構築に積極的に関与する等の

方策を取ることで、弘前発の新たなビジネスモデルが育ちやすい環境になることが

期待されます。 

 

○今後も弘前大学 COI 拠点との連携を強め、ライフデータ解析体制を構築し、健康増

進施策の展開を図るとともに、弘前大学 COI 拠点に参画している中央の大手企業と

地元企業のマッチングを通じた産業創出、地域の資金循環、新たな雇用の創出を図

ることが有効だと考えられます。  
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IV． 民間事業者等の参入促進 

○青森県では、ライフ・イノベーションに関連する健康・医療産業を医工連携、サー

ビス、プロダクトの 3 分野として捉えて産業振興施策を進めていますが、弘前市で

は、これらを横断する融合領域の形成に注力します。特に、研究開発型産業集積と

してのポテンシャルを最大限発揮するため、地域全体での実証体制の構築として、

産学官民による「データに基づく」協働を行政が積極的に支援します。  

 

○個社レベルでの民間事業者の支援施策として、研究開発で得られた成果を COI 参画

企業等の大企業と地元企業が連携することで迅速にビジネスモデルの検証を行うよ

う促します。また、産業集積レベルでの民間事業者の支援施策として、地域内でビ

ジネスのバリューチェーンが構築できるよう、企業誘致や企業間のマッチングを青

森県などと協力して進めます。  

 

○また、特区制度の活用可能性の模索や企業立地促進法の改正への積極的な対応を  

通じて、地域経済活性化に向けた官民連携のモデルの構築を目指します。国でもラ

イフ・イノベーション関連分野等を通じた地域経済の成長を期待している中、弘前

市では国の支援措置を活用した民間事業者等の参入を支援します。  
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本戦略で示す４つの基本方針は、戦略のビジョンである「寝たきり“ゼロ”社会の

実現」に向けて、地域の医療水準を向上させ、フィールド実証を活性化させ、また健

康データによる予防医療の充実を図るためのものです。これらにより、弘前市民の健

康寿命が延伸され、「寝たきり“ゼロ”社会の実現」が近づくものと考えられます。 

図表 51「寝たきり”ゼロ”社会の実現」に向けた基本的方向性（イメージ） 
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62 

なお、これらの４つの基本方針による「ひろさきライフ・イノベーション戦略」と

青森県が策定している「青森ライフイノベーション戦略」との関連性は、下記のとお

りです。 

図表 52 青森県ライフイノベーション戦略とひろさきライフ・イノベーション戦略の関連  

 

【弘前市を中心とした産業振興策】
＋【健康増進策の推進】【全県的な産業振興策の推進】

ひろさきライフ・
イノベーション戦略

青森ライフ・
イノベーション戦略

方針②医療技術等の研究開発促進
（先端医療の導入、普及）

方針④民間事業者等の参入促進
（地域経済牽引事業の支援）

方針①オール弘前による健康増進
（産学官民連携による健康増進施策
の展開）

重点③PG等の機能性素材を核とした
研究開発の一層の推進・関連商品の
販路拡大（プロダクト分野）

重点①「コメディカル」視点の医工
連携の推進（医工連携分野）

【青森県】ライフイノベーションで健康で豊かな生活の実現
【弘前市】寝たきり“ゼロ”社会による健康都市ひろさきの実現

連携・補完

重点②地域資源や強みを活かした新
たなヘルスケアサービスの創出
（サービス分野）

方針③弘前大学COI拠点との
連携強化

（研究開発の促進）
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第４章  地域としてのビジネスモデルの構築 

「ひろさきライフ・イノベーション戦略」は、弘前市民及び内外の多様な関係機関・

企業が連携し、医療・健康産業の各段階で重要な役割を果たすことで、最終的に地域

としてのビジネスモデルを構築し、収益を上げつつ市民に成果を還元する、持続可能

な社会システムとしての定着を目指します。この章では、研究開発・産業集積・行政

支援の３段階で、本戦略が対象とする 2017 年度からの５年間で達成すべき目標とし

て、ビジネスモデル構築に向けた取組み内容や関わる主体について記載しています。  

 

図表 53 地域としてのビジネスモデル（イメージ） 
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I． 研究開発の方向性 

○弘前市は健康・医療産業に関わる多くの研究者や地域資源に恵まれており、これま

で脈々と培われてきた研究の基盤から新たな研究を生み出してきた、先進的な研究

都市です。ライフ・イノベーションの実現に適した研究環境が地域の高いポテンシ

ャルとなって、世界的な研究開発プロジェクトを呼び寄せ、それがまた次の研究へ

とつながる循環ができつつあります。  

 

○この強みを最大限に活かしながら、グローバルな研究開発競争で存在感を発揮し続

けるには、産・学・官・民いずれもが協力するオール弘前での着実な取組みが必要

です。研究開発を研究者だけが担うのではなく、地域全体で担うという発想への転

換が求められます。地域全体で研究開発を担う体制を、本戦略では「ライフ・イノ

ベーション分野での研究開発型産業集積」と位置づけ、現在進行している研究開発

プロジェクトを通じた健康増進と産業振興の一体的な前進を目指します。 

 

○研究開発型産業集積では、最先端の研究の推進だけでなく、研究者が先端医療を地

域に浸透させることで、市民が研究開発の恩恵を実感できることも重視します。そ

のため、高等教育機関が中心となって研究開発を担う人材を育成するとともに、そ

の人材が市内の医療機関等に定着し、最先端の医療が市内の様々な医療機関等で提

供されるように各種の取組みを講じます。 

 

○また、弘前市はこれまでの研究の蓄積から、研究の実証フィールドとしての経験値

が豊富であることも強みになっています。ライフ・イノベーションの実現にはフィ

ールド（地域社会）での実証は欠かすことのできない要素であり、他地域にはない、

「弘前市らしさ」としてさらに磨きをかけます。 

 

○2017 年度からの５年間で、本戦略で述べてきた先進的な研究開発プロジェクト（弘

前大学 COI 拠点、ロボットスーツ HAL の導入、再生医療の治験／等）は一定の成

果が得られている段階にあると考えられます。さらに次の５年間（2022～2026 年）

を見据えて、新たな研究開発プロジェクトを地域が一体となって取り入れることが

期待されます。 

 

＜研究開発の方向性＞ 

○研究開発型産業集積としてのポテンシャルを発揮するため、産・学・官・民が研究

開発に協力する「オール弘前」体制により、現行プロジェクトを発展的に推進する 

○研究開発人材の育成と地域内定着を推進し、市民が恩恵を実感できるようにする  

○実証フィールドとしての地位を確立し、新たな研究開発プロジェクトを積極的に取

り入れることで、ライフ・イノベーションのシーズを育む   
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II． 産業集積の方向性 

○研究開発を基点とする産業集積では、研究開発のために投じられた資金が新規雇用

や設備投資の形で地域内に波及するとともに、研究開発で培われた技術や素材等に

よって新たな商品やサービスを創出し、地元企業の事業拡大やベンチャー企業の育

成につなげることも重要です。弘前市では、地域の企業活動が活性化し、地域経済

へ資金が還流する仕組み（地域経済循環）を着実なものとすることを目指します。 

 

○地域経済循環を強く作用させるための研究開発以降の工程として、生産・加工・流

通・販売・アフターサービスといった一連のバリューチェーンを個社ではなく産業

集積として担う、「地域としてのバリューチェーンの構築」という発想で取り組むこ

とが重要です。関係者の努力により、ライフ・イノベーションにつながる可能性を

持った先進的な研究開発プロジェクトが地域内で複数立ち上がっていますが、これ

らの成果を地域が享受できるよう、体制の構築が早急に求められます。  

 

○実施中または実施予定の研究開発プロジェクトには、県外の大手企業が数多く携わ

っています。一部の地元企業で先行的に進められ成果も挙がっているように、産業

集積としてこれら大手企業との取引・連携を担うことができる「中核企業」を育成

し、中核企業が地元企業とのネットワークを通じて地域経済全体の活性化を図る、

中核企業牽引型のバリューチェーン構築方法が想定されます。  

 

○弘前市内の関係者からは、バリューチェーンの中でも流通や販売の機能を強化すべ

きとの意見が多く聞かれます。弘前市ではりんごビジネス（飲食料品卸売業）での

成功事例があることから、例えば、りんごビジネスを１つの参考として、ライフ・

イノベーション分野においてもマーケティング機能を有する企業の育成を行うこと

が考えられます。  

 

○2017 年度からの５年間では、ビジネスマッチングの伴走支援などを通じて中核企業

への集中的な育成施策を取ることで、県外大手企業との取引を拡大し、地域経済循

環の基礎を築くことが求められます。そのため、関係者のネットワーク形成を引き

続き推し進め、地域内に多様なつながりを育む取組みを継続して実施します。  

 

＜産業集積の方向性＞ 

○地域経済循環を着実にするため、研究開発以降の工程でも地域としての収益が得ら

れるよう、地域としてのバリューチェーン構築を目指す  

○集中的な支援を受けた中核企業がバリューチェーンを構築し、地域経済を牽引する 

○ライフ・イノベーション分野のマーケティング機能を有する企業を育成する 

  



66 

III． 行政支援の方向性 

○ライフ・イノベーションの実現は、研究開発と産業集積の推進によって大きく前進

しますが、これらだけでは達成には至りません。ライフ・イノベーションは社会シ

ステムの変革であり、研究者・企業・行政とともに、市民一人ひとりも、本戦略の

ビジョンである「寝たきり“ゼロ”社会による健康都市ひろさきの実現」に向かっ

て進むことが不可欠です。  

 

○ライフ・イノベーションの成果を市民に共有・還元するという観点では、市民の生

活習慣の変化が重要な要素となります。生活習慣の変化は、「意識」が変わることで

「行動」が変わり、「行動」が変わることで「結果」が変わる、と説明できますが、

このうち「意識」の変化については幼少期からの取組みの重要性が着目され、息の

長い取り組みとして進められています。  

 

○ただし、弘前市のおかれた環境を踏まえると、健康寿命の延伸や地域の創生に向け

て、生活習慣の改善は喫緊の重要課題です。「意識」の変化を促す長期的な取組みと

並行して、「行動」の変化を促す短期・中期的な取組みにより「結果」に結びつける

必要性が高いものと考えられることから、弘前市では市民の行動変容を促す各種の

取組みをより一層加速化します。  

 

○このうち健康増進施策では、従来の予防施策を進展させた「先制的な健康増進施策」

の構築を目指します。研究や実証を通じて判明した生活習慣として望ましい行動を、

いかに促すことが効果的なのかを検証してエビデンスを確立することが、先制的な

健康増進施策だと捉え直すことが重要です。  

 

○また、産業育成施策では、行政が保有するデータの分析や活用を民間企業と協働で

取り組む「データに基づく行政」の体制づくりが挙げられます。弘前市には「ひろ

さき地方創生パートナー企業制度」等、協働のための制度が整備されており、これ

らを通じて民間企業が持つ知恵や資産を活用してもらう、いわゆるオープンデータ

の取組みが期待されます。  

 

＜行政支援の方向性＞ 

○市民の意識変革とともに行動変容を促す方策に着目する 

○健康増進施策では「先制的な健康増進施策」、産業育成施策ではオープンデータ推進

による「データに基づく行政」の体制づくりが期待される  

○エビデンスやデータに基づき、より効果の高い施策への積極投資を行う 
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IV． 目標とする指標 

本戦略の計画期間である 2017（平成 29）年度から５年間で、目標とする指標（KPI）

は下記のとおりです。このうち、研究開発に関する指標と産業集積に関する指標は、

地域経済牽引計画等で弘前市が指定し、手厚く支援を行い事業領域に属する企業から

の情報提供を得て把握を行います。また、行政支援に関する指標については、「健康ひ

ろさき 21」や「弘前市データヘルス計画」等の既存の計画の PDCA を実施する過程

での把握を想定しています。  

なお、地域経済牽引計画の策定と連動しながら、地域としてのアウトカム（市民に

対してどのような成果がもたらされたか）を把握するのに適した指標を取り入れるな

ど、随時改訂を図ります。 

図表 54 戦略策定期間中の目標とする指標（KPI） 

 
指標名 目標値 現状値（H28） 

○研究開発に関する指標  

地元企業の関連研究開発  

実施件数 
10 件 1 件 

○産業集積に関する指標  

地元企業と大手企業との  

ビジネスマッチング件数  
10 件 1 件 

○行政支援に関する指標  

新たな健康増進施策数  10 件 4 件 

オープンデータによるプロ

ジェクト件数  
5 件 － 
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第５章  推進方策（アクションプラン） 

今年度の検討では、2017 年度以降の展開を十分に考慮し、アクションプランを優先

順位の観点から吟味する必要があります。中期的に 2021 年度までの５年間を見据え

たロードマップを作成し、関係者の共通認識の醸成と具体的な戦略アクションによる

政策目的の達成を促します。  

 

図表 55 主に健康増進に関するアクションの概要 

 

 

＜健康増進を促す戦略アクション＞ 

○健康増進に意欲的なひろさき健幸増進リーダー等の市民、日々の健康管理を担うか

かりつけ医・かかりつけ薬局、地域づくり施策を担う保健師といった、地域基盤や

専門性を活かして弘前市の健康増進を推進する多様な担い手がより一層活躍するこ

とが望まれます。そのため、本戦略では「産・学・官・民」の連携体制を強化する

とともに、健診・検診体制の強化や地域包括ケアシステムの構築推進を通じて、地

域との協働や側面支援を行います。  

○また、弘前市内に限らず若手医師・若手研究者や医療関係者・患者会にも働きかけ

ることで、新しい担い手や広域での受益者の獲得を目指します。その方策として、

弘前地域内外への理解促進と先端医療の社会実装の加速化により、弘前市が若者の

挑戦機会にあふれ、また住みやすい環境であること、先端医療の導入が他地域に先

駆けて着実に進んでいることを情報発信します。 
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図表 56 主に産業振興に関するアクションの概要 

 

 

＜産業振興を促す戦略アクション＞ 

○弘前大学 COI 拠点に参画する県外大手企業と、弘前市内に拠点を持ち産業集積の中

核となりうる企業の間で、新事業開発や取引拡大が進むことで、地域経済の活性化

が実現できると期待されます。両者を橋渡しする直接的支援や、実証研究の実施を

通じた連携を促す間接的支援を推進するため、弘前大学構内に設置予定の産学官連

携拠点を中心として、新型（啓発型）健診の積極的推進、イノベーションを実現す

る実証環境の整備、行政データの積極的活用を行います。  

○ライフ・イノベーションを今後の地域経済を牽引する事業として成長させるために

は、中核企業を集中的に育成することで地元企業への波及効果を創出するほか、サ

ービス業等の充実によって、特に若者にとっての地域の魅力を高めることが必要と

されます。そのため、本戦略では地域経済牽引計画の策定と、生活関連産業への波

及効果の発揮を推し進め、ライフ・イノベーションを地域経済牽引事業として育成

し、また地域の魅力・サービスの向上を図ります。 

民間事業者等の参入促進

中核企業

県外大手企業

（周辺領域を含む）

地元企業

弘前大学COI拠点との連携強化

＜戦略アクション＞
地域経済牽引計画の策

定

＜戦略アクション＞
生活関連産業への
波及効果の発揮

＜戦略アクション＞
イノベーションを実現
する実証環境の整備

主に産業振興に関するアクション

＜戦略アクション＞
行政データの積極的活用

＜戦略アクション＞
地域経済牽引計画の策定

＜戦略アクション＞
生活関連産業への
波及効果の発揮

行動変容を促す
プログラム開発支援

健康未来イノベー
ションセンターでの
マッチング支援

橋渡しによる活性化

介入研究等の
実証研究の実施支援

データ共有ルール化
とオープンデータの

積極的な実践

実証研究の促進

地域経済牽引事業の育成

地域経済を牽引する
事業の中核となる
企業への集中的支援

規制緩和や財源確保
の側面支援 民間投資による

滞在型療養施設整備

保育･教育をはじめ
とする若者向け
サービスの充実

地域の魅力･サービス向上

取引拡大・
波及効果

新事業開発･
取引拡大

＜戦略アクション＞
新型健診の積極的推進

主に健康増進に
関するアクション

との連動
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I． 主に健康増進に関するアクション 

1. 「オール弘前」による健康増進 

(1) 産・学・官・民の連携体制の強化  

これまでも弘前市では、産・学・官・民からなるオール弘前体制で健康増進を進め

てきましたが、弘前大学・医師会・歯科医師会・薬剤師会・ひろさき健幸増進リーダ

ー・弘前市食生活改善推進員・弘前市健康づくりサポーターなどが参画する「（仮称）

ひろさきライフ・イノベーション推進協議会」を設置し、より充実した健康増進活動

を展開します。協議会では、様々な健康増進施策を検討する中で、それぞれが役割を

発揮する市民協働の健康増進などを検討します。  

 

(2) 地域一体での健康都市ひろさき  

地域一体となった健康増進を図るため、医師会の協力による「かかりつけ医」や薬

剤師会の協力による「かかりつけ薬局」等の普及や、ひろさき健幸増進リーダーによ

る「あっぷる体操」やストレッチ等の運動の実施、弘前市健康づくりサポーターによ

る家族や地域の健康づくりのサポートなどを進めます。 

また、「弘前市たばこの健康被害防止対策の指針」に基づき、市民・関係団体・市が

それぞれの役割を認識しながら、一体となって継続的かつ段階的に取り組みを進めま

す。 

食生活の面から高齢期の適切な栄養は、身体機能を維持し生活機能を確保する上で

も非常に重要なことであることから、低栄養傾向にある高齢者への対策を検討します。 

 

(3) 健診・検診体制の強化と予防医療の充実  

「寝たきり“ゼロ”社会による健康都市ひろさきの実現」という本戦略のビジョン

達成のためにも、市民の早すぎる死を減らす健診・検診の充実は喫緊の課題です。特

に、弘前市の重要課題である生活習慣病の中でも、がんと糖尿病の対策として、がん

検診及び特定健診受診率の向上施策や健幸増進リーダー、食生活改善推進員、健康づ

くりサポーターによる健康増進活動の普及施策を引き続き強化します。  

ターゲット疾患を設定した重点的な施策も実施します。まず、胃がん対策として、

中学生へのピロリ菌検査事業を開始し、子ども期から健康意識を高め生活習慣改善を

促すとともに、保菌している子どもの保護者へも胃がんリスク検診の受診を勧奨する

ほか、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の改正により実施可能

となった胃内視鏡検査による胃がん検診について、弘前市医師会とともに実施体制の

整備を行い、検診体制の充実を図ります。 

また、大腸がん対策として、新たに 45 歳から 49 歳までの過去５年間の大腸がん検

診未受診者である市民を対象にした無料クーポンによる受診勧奨を行い、罹患者が増
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加し始める年代にターゲットを絞った費用対効果の高い方法を弘前市独自事業として

実施します。さらに、市のがん検診の受診により早期に腫瘍が発見され、治療に結び

ついた市民に対し、治療に係る費用の一部を助成します。  

さらに、糖尿病性腎症対策として、弘前市医師会の協力のもと、重症化予防プログ

ラムを開発して効果的な介入を行います。特定健診の結果を基にハイリスクの患者を

把握して弘前市の保健師が戸別に訪問し、医療機関と連携して生活指導や保健指導を

行い、人工透析への重度化を予防する、県内で初の取組みに挑戦します。  

 

(4) 地域医療水準の向上による健康増進  

膝軟骨や角膜の再生医療の推進やロボットスーツ HAL によるニューロリハビリテ

ーションの推進により、地域の医療水準を高め、日常生活への復帰による寝たきりゼ

ロ社会を目指します。  

 

(5) 地域包括ケアシステムの構築推進  

弘前市では平成 29 年度から介護予防・日常生活支援総合事業が開始され、これま

で以上に地域に密着した介護サービスの提供が開始される予定です。介護予防事業と

健康意識の向上は表裏一体であり、健康増進を市民協働によって実践する取組みや、

医療・介護の連携体制強化による多職種協働など、地域の中でより多くの協働を生み

出す仕掛けづくりによって、地域包括ケアシステムの構築を進めます。 
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2. 医療技術等の研究開発促進 

(1) 弘前地域内外の若者への理解促進  

弘前市内や青森県内の高等教育機関等に在籍している学生には、研究開発型産業集

積の構築を弘前市が推進することによって、よりよい医療サービスの提供や雇用の創

出など、多くのメリットがあり、さらに弘前市が住みやすいまちに進化することを理

解してもらい、移住・定住を促す効果が期待できます。  

具体的方策として、弘前大学医学部では、先端医療等の研究開発に取組むプロフェ

ッショナル人材を養成するため、革新的な医療技術を発明・開発した教授等による講

座を開設します。また、海外研修への派遣を行ったりすることで、医学生の期待とモ

チベーションを高め、地域としての医師の確保にもつなげます。  

 

(2) 先端医療（再生医療、ニューロリハビリテーション）の社会実装の加速化  

研究開発プロジェクトでは、得られた成果をなるべく早期に実証のステージに移行

させ、他地域に先駆けて弘前でその成果を市民に還元することが求められます。その

ため、先端医療の導入促進を目的とした財政支援を行い、市民の健康寿命延伸や QOL

向上を大きく後押しします。  

特に、再生医療設備やロボットスーツ HAL の導入では初期費用がネックになると

想定されることから、弘前市が財政的支援を行うとともに、先端医療の提供を行政が

推進することで広く理解を促します。  

また、先端医療の普及や北東北でのロボットスーツ HAL の普及を図るため、市民

対象のシンポジウムを開催して、市民からの理解・協力を求めるほか、「（仮称）ロボ

ットスーツ HAL 普及推進協議会」を立ち上げ、北東北を範囲とした医療関係者、患

者会等への普及を図ります。  
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II． 主に産業振興に関するアクション 

1. 弘前大学 COI 拠点との連携強化 

(1) 新型（啓発型）健診の積極的推進  

弘前大学 COI 拠点でプログラムを開発中の新型（啓発型）健診は、健康意識が高ま

ったタイミングを逃さずに市民の行動変容を促す点で、QOL 向上に寄与する高いポテ

ンシャルを有していると考えられます。先制的な健康増進活動によってライフ・イノ

ベーションを達成する本戦略の目的にも合致しており、早期のエビデンス確立が期待

されることから、新型（啓発型）健診の推進・普及のための協力体制を構築します。 

 

(2) イノベーションを実現する実証環境の整備  

弘前大学 COI 拠点に世界的な大手企業が参画していることからも分かるように、ラ

イフ・イノベーションの達成においてはライフデータの収集・活用が鍵を握っており、

弘前市がその有力な実証環境として多くの企業から注目されています。弘前大学 COI

拠点ではコホート研究が中核となっていますが、ここに介入研究（前向きな実証研究）

を加えることで、ライフデータの付加価値がさらに高まります。 

そのため、研究者や企業による介入研究をより容易にするよう、個人情報に配慮し

たライフデータ共有ルールの整備、市民の理解醸成や市民団体との協働体制の充実な

ど、幅広い環境整備を行います。また、地元企業の中で実証研究を行う、あるいは支

援する企業に対しては、弘前大学内に整備される予定の健康未来イノベーションセン

ターを通じて、県外大手企業との連携を推進します。 

 

(3) 行政データの積極的活用  

行政では多様なライフデータを管理しており、いずれも市民の健康増進施策を立案

する際の重要な情報として、高いセキュリティレベルのもとで管理されています。国

では 2020 年度を目途に、医療・介護分野における統合的なシステムの開発を検討し

ていますが、弘前市ではこれに先駆けて、自治体だからこそできる、効果的かつきめ

細やかなオープンデータの推進のあり方を実践します。 

例えば、オープンデータの推進では ICT・AI の活用が期待されていることから、ICT

を用いて要介護認定の認定調査結果を口腔保健施策に反映させたり、AI を用いて健診

の受診状況と官民それぞれの施策効果をリアルタイムで分析・検証したりすることが

期待されます。 
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2. 民間事業者等の参入促進 

(1) 地域経済牽引計画の策定  

経済産業省で検討されているように、今後の自治体の地域経済政策では、地域経済

を牽引する事業や中核となる企業を行政が集中的に支援し、その活性化の効果を地域

経済循環につなげることが重要とされています。  

弘前市では、市民の健康増進と地域経済を牽引することを目的に、ロボットスーツ

HAL や再生医療等の先端的な取り組みを強みに、健康増進・療養・運動等を促進する

ための拠点エリアや多様な健康医療産業が立地しやすい環境を整備するため、規制の

緩和や財源の確保等について、官民連携体制によって強力に推進します。 

 

(2) 資金調達の枠組み  

がん治療等の進展により平均寿命が延伸する中で、関節や感覚器は老化が進み、身

体機能の低下につながり、健康寿命を損なう原因の一つとなっています。このような

中で再生医療やニューロリハビリ等の先端医療は、世界的にも競争力のある分野で民

間の投資も見込まれる分野であるため、地域経済牽引計画による課税の特例やファン

ドの創設を検討・活用します。  

 

(3) 生活関連産業への波及効果の発揮  

先進地域ではライフ・イノベーション関連の産業創出と並行して、生活関連産業に

も波及効果が生まれるよう、産業立地や金融機関連携を通じて民間活力を引き出して

います。例えば、山形県鶴岡市では、地域との協働により、大学での研究成果を新産

業の創出や雇用の創出、地域の高校生の人材育成等につなげるとともに、研究成果を

地域経済の活性化に還元するための方策を講じています。鶴岡市が現在開発中の産業

集積拠点では、「産業」（入居企業向けの研究用施設）、「交流」（長期滞在可能な宿泊施

設）、「教育」（勤務する子育て世代の従業員向け保育や放課後教育等のサービス）とい

った複合的な機能を持たせることが予定されており、幅広い産業への波及効果が予想

されます10。 

当市も、弘前大学を中心に医療分野だけではなく教育、文化面で高いポテンシャル

を有していることから、これまでの取組みに加え、ニューロリハビリテーション、再

生医療等の先端医療の提供することにより、これまで以上に地域へのひとの流れ、産

業への波及が期待されます。具体的には、民間投資の活性化を通じた宿泊施設や温泉

等の滞在型療養施設の整備も期待され、市内の若者の雇用創出と定着につながります。 

 

                                                
10 参考資料を参照のこと。  
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III． 実現に向けたロードマップ 

2017（平成 29）年から体制整備をはじめ、各種施策を同時並行で進めることで、５年間の計画期間内に地域としてのビジネスモ

デルの構築を目指します。  

図表 57 ひろさきライフ・イノベーション戦略の実現に向けたロードマップ（2017～2021 年度） 
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参考資料：他地域の研究開発型産業集積事例分析（山形県鶴岡市） 

 

(1) 取組概要 

鶴岡市では、2001 年に開設した慶應義塾大学先端生命科学研究所（Institute for Advanced 

Biosciences, Keio University、以下「IAB」と略記）等の高等教育機関の集積を活かし、IAB の

バイオ研究を中核としたバイオクラスターの形成に取り組んでいます。  

2002 年に IAB の冨田教授・曽我助教授（当時）がメタボロームという細胞内の代謝物質を網

羅的に解析する技術に関する特許を取得したことを契機に、2003 年には IAB 発ベンチャー企業

であるヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社（以下「HMT」と略記）が創業し、

2007 年には世界で初めて人工クモ糸の量産化技術を確立したスパイバー株式会社が創業、2013

年には唾液中の代謝物質から癌などを早期発見する技術を開発している株式会社サリバテックが

創業するなど、2016 年までに５つの IAB 発ベンチャー企業が創業しています。  

鶴岡市は、IAB の教育研究活動や IAB 発ベンチャー企業の創業を支援するほか、レンタルラボ

である「鶴岡市先端研究産業支援センター」（鶴岡メタボロームキャンパス）を整備するなどして、

IAB や IAB 発ベンチャー企業と地元企業が共同研究をするための環境整備を行うことで、先端研

究の成果を地域の産業・雇用、人材育成に結びつけています。  

(2) 取組体制 

鶴岡市では、IAB を中核とするバイオクラスター形成に向けた戦略やそのために必要なハード

面・ソフト面での整備について議論をするため、2004 年に鶴岡バイオ戦略懇談会を立ち上げてい

ます。この懇談会は、IAB 所長、日経バイオテク（現日経 BP）編集委員、バイオ専門のベンチ

ャーキャピタルである株式会社バイオフロンティアパートナーズ代表の３名を委員として立ち上

がった懇談会で、市長も参加し、市長が有識者の意見を聞きながら市の政策を考えるための会議

として位置付けられています。懇談会は、メンバーを拡充し、現在も年１回程度不定期で開催さ

れています。 

他方、山形県では、2011 年に山形県バイオクラスター形成推進会議を立ち上げています。県の

バイオクラスター形成推進会議は、研究機関、企業金融機関等の多様な層が参加して、バイオク

ラスター推進に向けて共通で取り組むべき事項の合意形成等をするための会議となっています。

この会議の会長は県知事で、副会長は鶴岡市長となっています。そのほか、IAB、山形大学、医

師会、歯科医師会、銀行協会、食品産業協議会、産業支援機関等の多様な層が参加しています。

山形県バイオクラスター形成推進会議の下に設置されている成果活用推進・拡大委員会にも鶴岡

市は参加しており、バイオ研究の成果の活用を図るための共同研究等の議論をリードしています。 

(3) 活用資金・活用制度  

① IAB の教育研究活動に対する資金的支援  

鶴岡市と山形県では、慶應大学との３者協定に基づき、IAB 開設以来、４期に渡って IAB の教

育研究活動に対する資金的支援を行っています。  
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第１期（2001～2005 年度）までは 35 億円の基金をつくるための費用として毎年７億円と、教

育研究活動への補助金、基金が造成するまでの間の補助金を山形県と鶴岡市で 55％、45％の割合

で拠出しています。第２期（2006～2010 年度）も、年間７億円を同じ負担割合で拠出していま

す。第３期（2011～2013 年度）は、年間７億円を県と市で折半することとし、第４期（2014～

2018 年度）においても、第３期と同様となっています。  

慶應大学とは、教育研究活動に対する資金的な支援を継続する期間に関する取り決めは行って

おらず、期ごとに研究成果等に対する評価をし、その評価結果に基づいて資金的な支援を継続し

ています。 

② 山形県の補助金 

山形県では、バイオクラスター形成促進事業として公益財団法人庄内地域産業振興センターに

補助金を拠出し、IAB と企業の共同研究に向けたマッチングを行うコーディネーターの配置（コ

ーディネート体制整備事業）や、共同研究を行うための研究発表会等の交流事業（産学官研究交

流推進事業）、共同研究シーズの事業化支援（共同研究シーズ事業化支援助成事業）を行っていま

す。 

③ 国の制度・補助金  

鶴岡市では、2003 年に鶴岡バイオキャンパス特区の認定を受けることで、外国人研究者の滞留

期間に関する規制緩和を実現したり、地域再生計画の認定を受けることで国土交通省のまちづく

り交付金を活用して鶴岡市先端研究産業支援センターを整備したりするなどしています。鶴岡市

先端研究産業支援センターの整備では、このほか合併特例債や経済産業省の補助金を受けること

で、総事業費 33 億円のうち、鶴岡市の実費負担を 10 億円程度におさえています。  

なお、鶴岡市先端研究産業支援センターには、IAB や HMT、スパイバー等の IAB 発ベンチャ

ー企業が入居しています。  

(4) 地元企業と IAB との連携 

① 農業分野における連携  

IAB と地元企業との連携は、山形県や鶴岡市の基幹産業である農業を核とした連携も多く行わ

れています。2009～2011 年度に実施された文部科学省の「都市エリア産学官連携促進事業」及

び「地域イノベーション戦略支援プログラム」においては、IAB の持つメタボローム解析技術を

用いた機能評価システムの構築と、機能性を高めるための栽培技術の開発、機能性を活かした商

品開発がなされました。  

鶴岡市内の企業では、株式会社高研が山形大学農学部等と連携してラ・フランスパウダーを開

発したほか、櫛引農村工業農業協同組合連合会が、山形県工業技術センターと連携して庄内柿を

活用したペーストやフルーツソースを開発しています。  
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図表 58 メタボローム解析技術を用いた機能性評価システム 

 

（出所）庄内地域産業振興センター「機能性評価システムの構築と地域農産物を活用した高機能食産業クラスターの形成」 

 

この文部科学省の事業を受け、IAB と企業との連携の枠組みを次の展開へと発展させるべく、

2012 年度より農業分野において IAB と企業との共同研究を進めるためのバイオクラスター形成

促進事業（既述）を山形県が予算化しています。  

2014 年度及び 2015 年度の県事業における連携実績は下記のとおりで、うち鶴岡市の企業は、

株式会社庄内クリエート工業、株式会社サリバテック、櫛引農村工業農業共同組合連合会、株式

会社メタジェン、富士酒造株式会社です。このほか、株式会社山本組、有限会社米作、昭和化学

工業株式会社、株式会社東北ハムも事業化促進の助成事業に採択された実績を持っています。  

図表 59 山形県事業における 2014 年度の連携実績 
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図表 60 山形県事業における 2015 年度の連携実績 

 

（出所）鶴岡市ご提供資料  

 

② 製造業者との連携  

鶴岡市では、IAB における研究成果を地元の製造業に還元する目的で、2011 年に地元ものづく

り企業 26 社を集めた「鶴岡メディカルビジネスネット」という産学官のプラットフォーム組織

を組成しています。  

鶴岡メディカルビジネスネットは、IAB や IAB 発ベンチャー企業で急速に進んでいる健康・医

療系の研究開発の産業化への受け皿として組成されたものですが、まずは地元医療機関などが必

要とする医療周辺機器の開発・製造に取り組み、医療現場への貢献と技術レベルの向上を図って

います。現在は、鶴岡メディカルビジネスネットの活動を支えるためにビジネスネットに加盟す

る 17 社が出資して、販売と製品企画を担当する「エムビーネット鶴岡協同組合」が立ち上がっ

ています。 

鶴岡メディカルビジネスネットは、地元の病院に医療用のカートやワゴン、点滴スタンド等の

医療周辺機器を開発・納品するほか、IAB にもマイクロチューブ用キャップオープナーを、IAB

発ベンチャー企業にも検体輸送用タンブラーケースを納品しています。  

(5) 鶴岡市と IAB との連携 

鶴岡市と IAB との連携については、産業面での連携のほかに、人材育成面における連携や市民

生活向上に向けた連携があります。  

① 人材育成面における連携  

鶴岡市では、山形県、IAB とともに、2011 年よりバイオ研究に取組む全国の高校生を集めた「高

校生バイオサミット」を毎年開催しています。このサミットは、日本の科学の将来を支える新し

い人材の育成と生命科学研究の振興・発展を目的としたもので、全国の高校生が鶴岡に集結し、

バイオサイエンスをテーマに議論したり、自由研究の成果を発表したりするものです。2016 年度

は、全国 68 の高校・高等専門学校から 185 人の高校生・高専生が参加しています。なお、参加

者には地元の高校生も含まれています。鶴岡市は、このサミットの開催運営費を補助しています。  

さらに、IAB では、2009 年度より、隣接する山形県立鶴岡中央高等学校の生徒を対象に「高
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校生研究助手プログラム」を展開し、高校生が大学生・大学院生の研究助手として最先端のプロ

ジェクトに関わる機会を提供しています。また、2011 年度からは、鶴岡の高校生のうち、先端研

究に触れたい人を「特別研究生」として公募し、IAB の大学生・大学院生と一緒に研究をする機

会を提供しています。これらの取組からは、慶應大学に進学し、さらに修士課程に進んで研究を

続ける人も出てきています。  

こうした取組は、人材育成に寄与するほか、鶴岡市が先端生命科学の研究を志す人にとっての

活動場所の候補になることにもつながっています。 

② 市民生活向上に向けた連携  

鶴岡市では、慶應大学と連携し、2012 年より 35〜74 歳の市民を対象に IAB のメタボローム解

析技術を取り入れた、鶴岡みらい健康調査「コホート研究」を実施しています。この健康調査は、

慶應大学と鶴岡市のほか、医師会や保健所などと連携して実施されており、参加者は、健康デー

タや異動情報を慶應大学が得ることに合意しています。  

この健康調査は、25 年間にわたる長期的な調査であり、短期的には研究成果還元が難しい取組

みではありますが、将来の鶴岡市民の健康づくりに貢献する「未来の世代への”健康”の贈りもの」

として、将来的には鶴岡市民の、そして世界の人々の病気の早期発見と予防法の確立をめざすと

ともに、最先端の診断法の開発やより健康的なライフスタイルの提供による鶴岡発の産業を育て

ることを目指しています。参加している市民は 11,000 人で、参加者には毎年１回程度、ニューズ

レターを送付し、学会等で発表された研究成果や進捗状況などをお知らせしています。このほか、

毎年１回、市民向けのセミナー「鶴岡みらい健康調査セミナー」を実施し、生活習慣病に関する

予防と治療の最新情報やコホート研究の状況などについて講演・報告がなされています。  

(6) IAB の支援による地域経済への波及効果  

① 産業の集積 

鶴岡市が IAB の教育研究活動を支援した結果、IAB の研究成果から IAB 発のベンチャー企業

が創業し、それを触媒として他の企業・機関が集積してきています。今年度には IAB との共同研

究のために、国立がん研究センターの一部が鶴岡に開設されることが決まっており、今後も新た

な企業・機関の集積が期待されます。  

② 企業との共同研究による研究成果の商品化  

IAB 発ベンチャー企業は色々な企業と連携し、研究成果の商品化を進めています。 

例えば、2013 年に東証マザーズ市場への上場を果たした HMT は、血液検査でうつ病が分かる

キットを他企業と連携して商品化しようとしています。また、スパイバーは、合成クモ糸の量産

化に成功し、他企業と共同でクモ糸を使った商品開発を行っています。  

③ 定住・交流人口の増加とそれに伴う関連業種への経済効果  

IAB の研究成果に伴う地域経済への波及効果は、徐々に出てきています。例えば、IAB や IAB

発ベンチャーの活動によりバイオ研究の地としての鶴岡の知名度が向上しました。そして、サイ

エンスパークでの雇用も生まれています。サイエンスパークには、約 400 人の従業員が働いてお
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り、７～８割は地域外からの転居者です。従業員の家族も含めると、人口インパクトとしては

1,000 人を超えていると予想されます。さらに、業務の打ち合わせや視察等を目的とした交流人

口も増えているとのことです。鶴岡市では産業連関分析は実施していないとのことでしたが、宿

泊業、飲食業、交通業への波及もあると見込まれます。  

また、現在、鶴岡駅北側のバイオサイエンスパーク内に、民間による子育て支援施設、クリニ

ック等を含む宿泊滞在施設「サイエンスパークヴィレッジ（仮）」の開発が進行中です。鶴岡バイ

オサイエンスパーク計画地は 21 ヘクタールあり、慶應大学が整備したバイオラボ棟と、それに

隣接して市が整備した鶴岡市先端研究産業支援センターが整備済みです。現在民間が開発してい

るのは残りの 14 ヘクタールで、開発はサイエンスパークに入居している地元ディベロッパーの

ヤマガタデザイン株式会社が行っています。  

14 ヘクタールのサイエンスパークの構成要素は大きく３つあり、「産業」、「交流」、「教育」と

されています。「産業」については、サイエンスパーク内に入居する企業向けの研究用施設を整備

する予定です。「交流」については、サイエンスパークに来る人向けの長期滞在も可能な宿泊滞在

施設を整備する予定で、温泉やクリニック、フィトネスも併設される予定です。「教育」について

は、サイエンスパークで働く従業員の平均年齢は若く子育て世代が多いことから、保育や放課後

教育機能、屋内遊戯機能等を有する子育て支援施設の設置が予定されています。  

開発は、用地の取得も含めて全て民間が行っていますが、当該用地は地方拠点都市地域の整備

及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律（地方拠点法）の基本計画に位置付けられていた

もので、建設できる施設の種類は決まっており、サイエンスパークの開発にあたっては事前に鶴

岡市と協議相談しながら進められています。 
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図表 61 サイエンスパーク開発地（図の中、A の部分が該当箇所） 

 

（出所）鶴岡メタボロームクラスターウェブサイト  

 

図表 62 宿泊滞在施設「サイエンスヴィレッジ（仮）」の完成イメージ 

 

（出所）ヤマガタデザインウェブサイト（http://yamagata-design.com/sciencepark）  

 

http://yamagata-design.com/sciencepark
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(7) 地域経済への波及効果を生み出すための支援  

鶴岡市では、市が IAB の世界最先端の研究を行う環境づくりを支援することで、IAB の研究と

人材育成が元となって革新的技術が生まれ、その技術を武器にベンチャー企業が誕生し、さらに

そのベンチャー企業の技術を求めた他地域に本社のある企業が立地し、事業化が始まっています。 

ここに至るまでに鶴岡市が担ってきた役割について、鶴岡市企画部政策企画課に尋ねたところ、

IAB や IAB 発ベンチャー企業、IAB と共同研究する企業が活動するための環境整備とそれらの組

織・企業から課題となっていることを聞くこと、とのことでした。具体的には、困りごとが相談

できる体制の整備や、IAB と研究機関との橋渡し、国や山形県の補助金に関する情報提供、規制

緩和や特区申請、ハード整備などです。ベンチャー企業に対しては、創業の際の行政手続き、金

融機関への橋渡し、相談窓口への橋渡し、軌道に乗るまでのサポートなど市でできることはでき

る限り取り組んできました。鶴岡市としては、IAB の独創的な教育研究活動を支援することを通

じて、ベンチャー企業の創出や地域産業の振興などによる産業クラスターの形成を目指しており、

中長期的な視点での産業育成、人材育成がなされています。  

 


