
いのち輝く未来社会のデザイン

ヘルスケアビジネス エキスポ
in おおさか

2017年

12(火)
13:00～17:20

（開場 12:30）
13:00～18:00

（開場 12:30）

会場：大阪国際会議場

12/
13(水)

12/

参加無料

『2025年国際博覧会』のテーマである『いのち輝く未来社会のデザイン』をコンセプトに
注目をあつめる「ヘルスケア産業」にフォーカスし、先駆的な企業・団体の取り組みや

ビジネスプラン・商品サービスの最新情報を一堂に紹介します。

第４回健康科学ビジネス創造フォーラム同 時
開 催

Ｔｈｉｎｋ ＥＸＰＯ２０２５
2025年国際博覧会を大阪・関西へ

13日(水)
第4回

健康科学ビジネスベストセレクションズ健康産業有望プラン発掘コンテスト

基調講演

～生涯現役社会の構築を目指して～
次世代ヘルスケア産業の創出

13:20～14:20

経済産業省 商務・サービスグループ 政策統括調整官
内閣官房 健康・医療戦略室次長

江崎 禎英氏

基調講演講師

国立研究開発法人
理化学研究所
ライフサイエンス
技術基盤研究センター
センター長

渡辺 恭良氏

審査委員長

書類審査で選出された受賞作品を発表！

「製品・サービス部門」
医療品、医療機器以外の

健康的な暮らしを支援するもの

「研究開発・取組み部門」
健康増進を目的とした
先進的な研究や取組み

■製品・サービス部門
　㈱コロナ　「多機能加湿装置ナノフィール」
　㈱サンパック　「足を洗って血管年齢を若返らせる！『フットグルーマーグラン』」
　㈱日本トリム　「ウォーターヘルスケアという、新習慣。」
　㈱いきいきライフ阪急阪神　「『はんしんいきいきデイサービス』の取組について」

■研究・取組み部門
　認定特定非営利活動法人　健康ラボステーション
 　　「出張測定事業の展開～セルフ健康チェックによる定期健診・早期受診の啓蒙活動～」

　西川リビング㈱　「はじめよう眠育『手作りキッズまくら』」

健康寿命延伸産業分野取組み事例発表
14:30～15:10

1. 高石市 保健福祉部 地域包括ケア推進課 課長　細川 栄二氏
2.株式会社エクシング 営業本部 エルダー営業部 
     音楽健康福祉士　田中 悟史氏

登 壇 者

エビデンスに基づく先進的取組みをPR

企業展示ブース
12:30～18:00　　出展ブースの展示閲覧・商談・交流は常時可能です。

地域版次世代ヘルスケア産業協議会先進事例発表
15:10～15:50

1.一般社団法人健康ビジネス協議会（新潟県）  常任理事　阿部 徳義氏
2. 九州ヘルスケア産業推進協議会 事務局 業務部長　寺田 孝英氏

登 壇 者

国立健康・栄養研究所の取組み紹介
15:50～16:10

国立研究開発法人
医薬基礎・健康・栄養研究所 理事
国立健康・栄養研究所 所長　阿部 圭一氏

登 壇 者

生涯現役社会実現に向けた、健康寿命延伸への取組

パネルディスカッション

未来の健康社会 取り組むべき課題（仮）
16:20～17:20

スポーツジャーナリスト
大阪芸術大学教授

増田 明美氏

パネラー

大阪府商工労働部
成長産業振興室長

北尾 保己

パネラー弘前大学教授・副理事（研究担当）、
弘前大学ＣＯＩ研究推進機構（医学研究科）・
機構長補佐（戦略統括）

村下 公一氏

パネラー

株式会社日経ＢＰ
特命編集委員

宮田 満氏

ファシリテーター

九州ヘルスケア産業
推進協議会
事務局 業務部長

寺田 孝英氏

パネラー

12日(火)

[プレゼンテーション]13：05～15：10

[結果発表・表彰式]16：45～17：00

大阪府知事賞（最優秀賞）50万円（1社）
優秀賞20万円（2社）
ファイナリスト賞1万円の商品券（10社）

賞

テ ー マ

株式会社 日経ＢＰ
特命編集委員

宮田 満氏

審査委員長

[ 特別協賛 ]大阪シティ信用金庫
[協力 ] 関西大学梅田キャンパス・株式会社りそな銀行・株式会社近畿大阪銀行

未来の健康ビジネスプランを発掘

未来志向の健康ビジネス

1次・2次審査を勝ち抜いた精鋭10社が構想段階のプランや事業化1年程度のビジネス
プランを発表！

上記は特別協賛の大阪シティ信用金庫より事業化支援資金として提供されます。

http://ohs-net.jp/bestselections/selections/過去の事例紹介はこちら

健康産業有望プラン発掘コンテストのファイナリストや健康科学ビジネスベストセレクションズ等、
30社を超えるブースが出展される予定です。2025日本万国博覧会誘致委員会のブースもあります。

交流会
来場者の方はどなたでも参加
できます。商談スペースも
ご用意しています。

17:20～



プログラム

ヘルスケアビジネスエキスポ inおおさか事務局
健康科学ビジネス推進機構 事務局　小島（おじま）
TEL：06-4963-3108
E-mail：event@ohs-net.jp
住所：大阪市中央区高麗橋 3-3-11淀屋橋フレックスタワー5階
　　  北浜グローバル経営（株）内
受付時間：月～金　9:00 ～17:00（祝日除く）

お問い合わせ

会場

ご記入内容は、お申込みに係る書類等の送付やご連絡、健康科学ビジネス推進機構及び公益財団法人大阪市都市型産業振興センター（大阪府ＯＫＪＰ事業受託者）からの活動等の
ご案内に利用します。
[ 公益財団法人大阪市都市型産業振興センターの個人情報保護方針 ] https://www.sansokan.jp/privacy/kojinjoho.html
個人情報は、個人情報保護に関する方針に従い、必要な安全管理措置を行いお取り扱いいたします。健康科学ビジネス推進機構の個人情報保護（プライバシーポリシー）については
下記サイトをご確認ください。
[ 健康科学ビジネス推進機構 ]http://ohs-net.jp/privacy/　　Copyright © (KANSAI Health Science Network.) All rights reserved.

【個人情報の取り扱いについて】【個人情報の取り扱いについて】

12:30 受付・開場

13:00
主催者
健康科学ビジネス推進機構 代表理事 阿部孝次
大阪府知事　松井一郎

来賓
近畿経済産業局

13:20 基調講演
[テーマ]次世代ヘルスケア産業の創出
　　　　～生涯現役社会の構築を目指して～

[テーマ]未来の健康社会 取り組むべき課題（仮）

14:30 健康寿命延伸産業分野
取組み事例発表

16:20 パネルディスカッション

15:10 地域版次世代ヘルスケア産業協議会
先進事例発表

15:50 国立健康・栄養研究所の取組み紹介

12:30  受付・開場

13:00  開会

13:05 健康産業有望プラン発掘コンテスト
最終審査（公開プレゼン審査）

16:45 健康産業有望プラン発掘コンテスト
大阪府知事賞（最優秀賞）・優秀賞
発表・表彰・講評

17:00 第４回健康科学ビジネス
ベストセレクションズ
「大賞」「特別賞」発表・表彰・講評

15:10 第４回健康科学ビジネス
ベストセレクションズ表彰式
最終審査プレゼンテーション

17:20 交流会（名刺交換会）

12日(火) 13日(水)

大阪国際会議場 10 階（会議室1003） 
（大阪市北区中之島５丁目３番 51号）

定員 500 名

申込方法

詳細は、募集サイトに掲載していますので
ご覧ください。

募集サイトより申込みください。
http://kenko-osaka.jp/expo

京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）駅」(2番出口 )すぐ
JR 大阪環状線「福島駅」から徒歩約15分
JR 東西線「新福島駅」(3番出口 )から徒歩約10 分
阪神本線「福島駅」(3番出口 )から徒歩約10 分

●
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●
大阪国際会議場
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開会あいさつ

健康科学ビジネス推進機構
主　催 後　援

経済産業省 / 公益社団法人 関西経済連合会 / 
一般社団法人 関西経済同友会 / 大阪商工会議所 / 
2025日本万国博覧会誘致委員会

（予定）

企
業
展
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