
「地域におけるヘルスケア産業創出」 
～健康寿命延伸と持続可能なビジネス創出を目指して～ 

【開催趣旨】 
• 2014年11月、官邸の「健康・医療戦略推進本部」（本部長：内閣総理大臣）の下に設置されている

「次世代ヘルスケア産業協議会」（座長：永井良三 自治医科大学学長）第３回会合においては、

住民の健康寿命の延伸、新産業・雇用創出、医療費の適正化に向けて、ヘルスケア産業に関連

する地域の自発的取組の支援や、成功事例の全国普及が必要であるという考え方が示されてい

ます。 

• そのための基本コンセプトとして、①医療・介護周辺の公的保険外サービスによる「地域包括ケ

アシステム」の補完、②地域資源を活用した新たなヘルスケアビジネスの創出、③「健康長寿」の

ブランド化による地域におけるヘルスツーリズム等のインバウンド・アウトバウンド等の推進が重

要との認識が示されました。 

• これら背景の下、株式会社日本総合研究所（代表取締役社長：藤井順輔、本社：東京都品川区）

は地域において特色あるヘルスケア産業の創出と展開を目指し、「地域におけるヘルスケア産業

創出」と題するセミナーを全国９か所にて開催いたします。 

• セミナーでは、地域における持続可能なビジネスの創出を目指す皆様の出会いの場とし

て、意見交換・名刺交換頂く時間も設けておりますので、是非積極的にご活用ください。 

地域 開催日 場所 

仙台市 平成27年1月20日（火） TKP仙台カンファレンスセンター 

広島市 平成27年1月27日（火） TKPガーデンシティ広島 

高松市 平成27年1月29日（木） 高松サンポート合同庁舎 2F「アイホール」 

名古屋市 平成27年2月 5日（木） TKPガーデンシティ名古屋新幹線口 

福岡市 平成27年2月10日（火） TKP博多駅前シティセンター 

那覇市 平成27年2月12日（木） 沖縄県立博物館・美術館 博物館講座室 

大阪市 平成27年2月17日（火） グランフロント大阪北館タワーＢ１０階 

さいたま市 平成27年2月19日（木） 埼玉県新都心ビジネス交流プラザ 

旭川市 平成27年2月25日（水） 旭川市大雪クリスタルホール 

【開催日・場所】 

※参加応募数が定員を上回った場合は、人数の調整をさ
せていただく場合がございます。予めご了承ください。 

【内   容】  経済産業省挨拶・基調講演・地域事例紹介・名刺交換会 
【定   員】 いずれも100名程度 
【参加費】 無料 
【主  催】 経済産業省・各地方経済産業局 
 

【お問合せ先】 
（株）日本総合研究所 総合研究部門 
 リサーチ・コンサルティング事業部  
 担当：望月 TEL ：03-6833-1531 



【旭川】2月25日（水） 
旭川市大雪クリスタルホール 

～ストレスケア×ツーリズムによる北海道型
ヘルスケアサービス創造に向けて～ 

【仙台】1月20日（火） 
TKP仙台カンファレンスセンター 

～東北の地域資源を活用したヘルスケ
アサービスのあり方～ 【さいたま】2月19日（木） 

埼玉県新都心ビジネス交流プラザ 
～健康長寿社会に向けた予防医学と

健康産業の未来展開～ 

【名古屋】2月5日（木） 
TKPガーデンシティ名古屋新幹線口 

～企業力を高める健康投資・ 
健康経営～ 

【大阪】2月17日（火） 
グランフロント大阪北館タワーＢ 
～個人の健康投資に向けて～ 

【広島】1月27日（火） 
TKPガーデンシティ広島 

～ヘルスケア市場の可能性を探る～ 

「地域におけるヘルスケア産業創出」 
～健康寿命延伸と持続可能なビジネス創出を目指して～ 

• ● セミナーを全国９か所にて開催いたします。 

【那覇】2月12日（木） 
沖縄県立博物館・美術館 

～地域活性化につながるヘルス 
ツーリズムのあり方～ 

【高松】1月29日（木） 
高松サンポート合同庁舎 

健幸しこく 
ヘルスケアシンポジウム2015 

【福岡】2月10日（火） 
TKP博多駅前シティセンター 

～九州の地域特性を活かしたヘルス
ケアビジネス創出のあり方～ 



「地域におけるヘルスケア産業創出」 in旭川 
～ストレスケア×ツーリズムによる北海道型ヘルスケアサービス創造に

向けて～ 

日     時：平成27年2月25日（水）14:00～17:00 （開場受付 13:30～） 
開催場所：旭川市大雪クリスタルホール 大会議室 
        （旭川市神楽3条7丁目） 
交通機関：ＪＲ旭川駅徒歩10分 
定   員：150名程度 
主   催：経済産業省・北海道経済産業局 
後   援：旭川市・東川町 

旭川会場 

時間 講演タイトル 

14:00-14:05 北海道経済産業局 主催者挨拶 

14:05-14:25 経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課  施策説明 

14:25-14:45 旭川市 北のプラチナシティ構想について  

14:45-15:20 
【基調講演①】森林療法の健康効果とツーリズムへの展開 

旭川医科大学 医局長・特任講師 住友 和弘 

15:20-15:45 
【事例報告①】企業のメンタルヘルス対策と森林療法・ツーリズム

（仮） 
サイバートラスト株式会社 

15:45-16:10 
【基調講演②】組織ストレス診断を活用したメンタルヘルス対策（仮） 

株式会社ロブ 代表取締役社長 前田 一寿 

16:10-16:30 
【事例報告②】健康とツーリズムの可能性（仮） 

株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア 取締役 河原 章 

16:30-17:00 名刺交換会 

●タイムテーブル 

※講演タイトル・講演者は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

●開催概要 

※参加応募数が定員を上回った場合は、人数の調整をさせて頂く場合がございますので、予めご了承ください。 
 

セミナーでは、お集まり頂いた民間事業者等のビジネスマッチングの場としても活用頂けるよ
う、ご参加いただいた皆様の企業・商品等のパンフレット配布や、簡単なデモ展示を頂ける
スペースをご用意しておりますので、ご希望の方は下記までご連絡ください。 
E-mail：200010-kenko-jimu@ml.jri.co.jp 

●配布物・展示物等 



「地域におけるヘルスケア産業創出」 in仙台 
～東北の地域資源を活用したヘルスケアサービスのあり方～ 

日     時：平成27年1月20日（火）15:15～18:00 （開場受付 14:45～） 
開催場所：ＴＫＰ仙台カンファレンスセンター ホール３Ａ 
        （仙台市青葉区花京院1-2-3） 
交通機関：ＪＲ仙台駅 徒歩3分 
定   員：120名程度 
主   催：経済産業省・東北経済産業局 

東北会場 

時間 講演タイトル 

15:15-15:20 東北経済産業局 主催者挨拶 

15:20-15:35 経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課 施策説明 

15:35-16:15 
【基調講演①】地域資源を活用したヘルスツーリズムの成功要因 

特定非営利活動法人日本ヘルスツーリズム振興機構 
株式会社ジェイティービー ヘルスツーリズム研究所 高橋 伸佳 

16:15-16:35 
【事例報告①】地域における生活支援サービスの今後 

くまもと健康支援研究所 代表取締役 松尾 洋 

16:35-16:55 
【事例報告②】フィンランドに学ぶヘルスケア・生活支援の産業化 

仙台市産業振興事業団・理事 FWBC推進本部長 吉村 洋 

16:55-17:15 
【事例報告③】伊豆かかりつけ湯の取り組み 

～伊豆のヘルスツーリズムの トップブランドを目指して～ 
静岡県かかりつけ湯協議会 水口 みどり 

17:15-18:00 名刺交換会 

●タイムテーブル 

※講演タイトル・講演者は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

●開催概要 

※参加応募数が定員を上回った場合は、人数の調整をさせて頂く場合がございますので、予めご了承ください。 
 

セミナーでは、お集まり頂いた民間事業者等のビジネスマッチングの場としても活用頂けるよ
う、ご参加いただいた皆様の企業・商品等のパンフレット配布や、簡単なデモ展示を頂ける
スペースをご用意しておりますので、ご希望の方は下記までご連絡ください。 
E-mail：200010-kenko-jimu@ml.jri.co.jp 

●配布物・展示物等 



「地域におけるヘルスケア産業創出」 inさいたま 
～健康長寿社会に向けた予防医学と健康産業の未来展開～ 

日     時：平成27年2月19日（木）14:00～18:00 （開場受付 13:30～） 
開催場所：埼玉県新都心ビジネス交流プラザ 4F 会議室A・B 
        （埼玉県さいたま市中央区上落合２丁目３−２） 
交通機関：ＪＲ北与野駅前1分、 ＪＲさいたま新都心駅徒歩８分 
定   員：150名程度 
主   催：経済産業省・関東経済産業局 
共   催：埼玉県・埼玉大学 

さいたま会場 

時間 講演タイトル 

14:00-14:05 関東経済産業局 主催者挨拶 

14:05-14:20 経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課 施策説明 

14:20-14:30 埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課 取組説明 

14:30-15:10 
【基調講演①】 

宇宙から学ぶ究極の予防医学 ～宇宙医学と宇宙の衣・食・住～ 
独立行政法人宇宙航空研究開発機構 太田 敏子 

15:10-15:50 
【基調講演②】健康長寿社会に向けた、ライフアクティベーション 

独立行政法人産業技術総合研究所 三宅 正人 

15:50-16:00 休憩 

16:00-16:30 
【基調講演③】人の気持ちの分かる生活支援ロボット 

埼玉大学理工学研究科 教授 久野 義徳 

16:30-17:00 
【事例報告①】ゲーム機が『高齢者向けサービス領域』で活用されるまで

の道のり 株式会社サイ 代表取締役社長 髙橋 正勝 

17:00-17:30 
【事例報告②】クラウド型センシング運動システム 

アルカディア・システムズ株式会社 経営企画本部  相阪 渉 

17:30-18:00 名刺交換会 

●タイムテーブル 

※講演タイトル・講演者は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

●開催概要 

※参加応募数が定員を上回った場合は、人数の調整をさせて頂く場合がございますので、予めご了承ください。 
 

セミナーでは、お集まり頂いた民間事業者等のビジネスマッチングの場としても活用頂けるよ
う、ご参加いただいた皆様の企業・商品等のパンフレット配布や、簡単なデモ展示を頂ける
スペースをご用意しておりますので、ご希望の方は下記までご連絡ください。 
E-mail：200010-kenko-jimu@ml.jri.co.jp 

●配布物・展示物等 



※参加応募数が定員を上回った場合は、人数の調整をさせて頂く場合がございますので、予めご了承ください。 
 

「地域におけるヘルスケア産業創出」 in名古屋 
～企業力を高める健康投資・健康経営～ 

日     時：平成27年2月5日（木）15:15～18:00 （開場受付 14:45～） 
開催場所：ＴＫＰガーデンシティ名古屋新幹線口 バンケットホール7B 
        （愛知県名古屋市中村区椿町1-16） 
交通機関：名古屋駅太閤通口 徒歩1分 
定   員：150名程度 
主   催：経済産業省・中部経済産業局 
共   催：新ヘルスケア産業フォーラム 

名古屋会場 

時間 講演タイトル 

15:15-15:20 中部経済産業局 主催者挨拶 

15:20-15:30 経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課 施策説明 

15:30-16:10 
【基調講演】健康投資する企業が成長する構造 
東京大学政策ビジョン研究センター 古井 祐司 

16:10-16:40 
【事例報告①】～明るく、楽しく、元気よく～一石三鳥の健康経営 

ブラザー工業株式会社 人事部健康管理センター 武藤 清 

16:40-17:10 
【事例報告②】健康経営の実践事例とその効果 

株式会社フジクラ 人事・総務部 健康経営推進室 副室長 浅野 健一郎 

17:10-17:15 【取組み紹介】新ヘルスケア産業フォーラム 

17:15-17:20 【取組み紹介】あいちヘルスアップコンソーシアム 

17:20-18:00 名刺交換会 

●タイムテーブル 

※講演タイトル・講演者は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

●開催概要 

セミナーでは、お集まり頂いた民間事業者等のビジネスマッチングの場としても活用頂けるよ
う、ご参加いただいた皆様の企業・商品等のパンフレット配布や、簡単なデモ展示を頂ける
スペースをご用意しておりますので、ご希望の方は下記までご連絡ください。 
E-mail：200010-kenko-jimu@ml.jri.co.jp 

●配布物・展示物等 



「地域におけるヘルスケア産業創出」 in大阪 
～個人の健康投資に向けて～ 

日     時：平成27年2月17日（火）15:15～18:00 （開場受付 14:45～） 
開催場所：グランフロント大阪北館タワーＢ１０階  
        ナレッジキャピタル カンファレンスルームタワーＢ ＲｏｏｍＢ０１ 
        （大阪市北区堂山町 17-13） 
交通機関：梅田駅 徒歩3分 
定   員：100名程度 
主   催：経済産業省・近畿経済産業局 

大阪会場 

時間 講演タイトル 

15:15-15:25 近畿経済産業局 主催者挨拶 

15:25-15:45 経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課 施策説明 

15:45-16:30 
【基調講演①】個人の健康投資から創造される健康産業 

大阪ガス株式会社 統括産業医 岡田 邦夫 

16:30-17:10 
【事例報告①】コンビニエンスストアのヘルスケア領域への取組 

株式会社ファミリーマート 常務執行役員 本多 利範 

17:10-17:30 
【事例報告②】調剤薬局におけるセルフメディケーションの現状と課題 

株式会社阪神調剤薬局 教育研修部 蓬莱 哲也 

17:30-18:00 名刺交換会 

●タイムテーブル 

※講演タイトル・講演者は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

●開催概要 

※参加応募数が定員を上回った場合は、人数の調整をさせて頂く場合がございますので、予めご了承ください。 
 

セミナーでは、お集まり頂いた民間事業者等のビジネスマッチングの場としても活用頂けるよ
う、ご参加いただいた皆様の企業・商品等のパンフレット配布や、簡単なデモ展示を頂ける
スペースをご用意しておりますので、ご希望の方は下記までご連絡ください。 
E-mail：200010-kenko-jimu@ml.jri.co.jp 

●配布物・展示物等 



「地域におけるヘルスケア産業創出」 in広島 
～ヘルスケア市場の可能性を探る～ 

日     時：平成27年1月27日（火）15:15～18:00 （開場受付 14:45～） 
開催場所：ＴＫＰガーデンシティ広島 ブルーダイヤ 
        （広島市中区中町8-18 ） 
交通機関：広島駅 路面電車20分 市バス15分 
定   員：100名程度 
主   催：経済産業省・中国経済産業局 

広島会場 

時間 講演タイトル 

15:15-15:20 中国経済産業局 主催者挨拶 

15:20-15:35 経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課 施策説明 

15:35-16:10 
【基調講演】ヘルスケアマーケティング志向 
広島国際大学 心理科学部 教授 吉長 成恭 

16:10-16:35 
【事例報告①】産学官連携による製品開発 

ダイヤ工業株式会社 代表取締役 松尾 正男 

16:35-17:00 
【事例報告②】The Healthiest Supermarket”への進化 

株式会社フレスタ グループ経営企画本部経営企画グループ 
グループ長 渡辺 裕治 

17:00-17:25 
【事例報告③】ヘルスツーリズムの現状と展開 

特定非営利活動法人日本ヘルスツーリズム振興機構 
株式会社ジェイティービー ヘルスツーリズム研究所 高橋 伸佳 

17:25-18:00 名刺交換会 

●タイムテーブル 

※講演タイトル・講演者は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

●開催概要 

※参加応募数が定員を上回った場合は、人数の調整をさせて頂く場合がございますので、予めご了承ください。 
 

セミナーでは、お集まり頂いた民間事業者等のビジネスマッチングの場としても活用頂けるよ
う、ご参加いただいた皆様の企業・商品等のパンフレット配布を頂けるスペースをご用意し
ておりますので、ご希望の方は下記までご連絡ください。 
E-mail：200010-kenko-jimu@ml.jri.co.jp 

●配布物・展示物等 



健幸しこく ヘルスケアシンポジウム2015 
～健幸社会実現を目指す新たな潮流とその取り組み～ 

日     時：平成27年1月29日（木）13:30～16:45 （開場受付 13:00～） 
開催場所：高松サンポート合同庁舎2F「アイホール」 
        （高松市サンポート3－33/2-1） 
交通機関：JR高松駅から、北側すぐ 
定   員：80名程度 
主   催：経済産業省・四国経済産業局 
共   催：四国の医療・介護周辺産業を考える会 

高松会場 

時間 講演タイトル 

13:30-13:35 四国経済産業局 主催者挨拶 

13:35-13:50 経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課 挨拶&施策説明 

13:50-14:30 
【基調講演】健康寿命延伸都市・松本の創造と松本ヘルスバレー構想に

ついて 
松本市 商工観光部健康産業・企業立地課 課長 小林 浩之 

14:30-15:00 
【事例報告①】ストレスマネージメントシステムの取組について（仮） 

パナソニックヘルスケア株式会社 原 淳司 

15:00-15:15 休憩 

15:15-15:35 
【事例報告②】医療・介護・薬局など多業種をつなぐ情報連携システム 

西高松脳外科・内科クリニック 副院長 野村 哲哉 

15:35-15:55 
【事例報告③】「痛みを緩和し健康生活を取り戻す」メディカルサポー

トサービスについて（仮） 
医療法人富永ペインクリニック 院長 富永 喜代 

15:55-16:25 
【事例報告④】認知機能の低下を防ぐ最新取組事例 

株式会社ルネサンス 専任課長 櫛田 伸一郎 

16:25-16:40 
【事例報告⑤】四国の医療介護周辺産業を考える会について 

四国の医療・介護周辺産業を考える会 会長 大原 昌樹 

16:40-16:45 名刺交換会 

●タイムテーブル 

※講演タイトル・講演者は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

●開催概要 

※参加応募数が定員を上回った場合は、人数の調整をさせて頂く場合がございますので、予めご了承ください。 

【参加申し込み】 
FAX：087－887－7342  Email：mail@nss-med.co.jp 

【お問い合わせ先】 四国経済産業局 087-887-7341 担当：山下、田中 



「地域におけるヘルスケア産業創出」 in福岡 
～九州の地域特性を活かしたヘルスケアビジネス創出のあり方～ 

日     時：平成27年2月10日（火）15:10～18:00 （開場受付 14:40～） 
開催場所：ＴＫＰ博多駅前シティセンター ホールＢ 
        （博多区博多駅前3-2-1） 
交通機関：ＪＲ博多駅 徒歩2分 
定   員：150名程度 
主   催：経済産業省・九州経済産業局 
共   催：九州ヘルスケア産業推進協議会（ＨＡＭＩＱ） 

福岡会場 

時間 講演タイトル 

15:10-15:15 九州経済産業局 主催者挨拶 

15:15-15:45 経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課 施策説明 

15:45-16:30 
【基調講演①】今後の健康経営・健康投資の広がりと 

ヘルスケアサービスのあり方 
産業医科大学 森 晃爾 教授 

16:30-16:50 
【事例報告①】認知機能低下予防に向けた統合プログラムの推進 

株式会社ルネサンス 常務取締役 高崎 尚樹 

16:50-17:10 
【事例報告②】地域資源を活用したヘルスケアツーリズム 

特定非営利活動法人日本ヘルスツーリズム振興機構 
株式会社ジェイティービー ヘルスツーリズム研究所 高橋 伸佳 

17:10-17:30 
【事例報告③】地域における生活支援サービスの今後 

くまもと健康支援研究所 代表取締役 松尾 洋 

17:30-17:45 
【事例報告④】九州ヘルスケア産業推進協議会の取組について 

    九州ヘルスケア産業推進協議会事務局 

17:45-18:00 名刺交換会 

●タイムテーブル 

※講演タイトル・講演者は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

●開催概要 

※参加応募数が定員を上回った場合は、人数の調整をさせて頂く場合がございますので、予めご了承ください。 
 

セミナーでは、お集まり頂いた民間事業者等のビジネスマッチングの場としても活用頂けるよ
う、ご参加いただいた皆様の企業・商品等のパンフレット配布や、簡単なデモ展示を頂ける
スペースをご用意しておりますので、ご希望の方は下記までご連絡ください。 
E-mail：200010-kenko-jimu@ml.jri.co.jp 

●配布物・展示物等 



「地域におけるヘルスケア産業創出」 in那覇 
～地域活性化につながるヘルスツーリズムのあり方～ 

日     時：平成27年2月12日（木）10:30～13:00 （開場受付 10:00～） 
開催場所：沖縄県立博物館・美術館 博物館講座室（那覇市おもろまち3-1-1） 
交通機関：ゆいレール おもろまち駅から徒歩10分 
定   員：100名程度 
主   催：経済産業省・沖縄総合事務局 
共   催：万国医療津梁協議会 

那覇会場 

時間 講演タイトル 

10:30-10:35 沖縄総合事務局 主催者挨拶 

10:35-10:50 経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課 施策説明 

10:50-11:30 

【基調講演】地域資源を活用したヘルスツーリズムの成功要因と 
沖縄での可能性 

特定非営利活動法人日本ヘルスツーリズム振興機構 
株式会社ジェイティービー ヘルスツーリズム研究所 高橋 伸佳 

11:30-11:50 
【事例報告①】認知機能低下予防に向けた統合プログラムの推進 

株式会社ルネサンス 常務取締役 高崎 尚樹 

11:50-12:10 
【事例報告②】障がい者・高齢者も参加できるヘルスツーリズム 

株式会社ＳＰＩ あ・える倶楽部 代表取締役 篠塚 恭一 

12:10-12:30 
【事例報告③】運動サービス等の品質評価の現状と 

今後の方向性について 
一般財団法人日本規格協会 参与 加藤 芳幸 

12:30-12:45 
【事例報告④】万国医療津梁協議会の取り組み 

万国医療津梁協議会 ネットワークマネージャー 友利直子 

12:45-13:00 名刺交換会 

●タイムテーブル 

※講演タイトル・講演者は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

●開催概要 

※参加応募数が定員を上回った場合は、人数の調整をさせて頂く場合がございますので、予めご了承ください。 
 

セミナーでは、お集まり頂いた民間事業者等のビジネスマッチングの場としても活用頂けるよ
う、ご参加いただいた皆様の企業・商品等のパンフレット配布や、簡単なデモ展示を頂ける
スペースをご用意しておりますので、ご希望の方は下記までご連絡ください。 
E-mail：200010-kenko-jimu@ml.jri.co.jp 

●配布物・展示物等 


