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■1. 「新ヘルスケア産業フォーラム 大会 2013」のご案内（第 1 報）
「新ヘルスケア産業フォーラム 大会 2013」は、地域の関係者が一同に会し、
地域内の様々な取組やフォーラム独自の活動についての情報共有や人的交流
・連携を促進し、新ヘルスケア産業の創成に向けた広域的な運動の展開を
目的として開催するものです。
今回は、フォーラム設立後初めての記念すべき大会となります。

多数の皆様のご来場をお待ちしております。
////////////////////////////////////////////////////////////////////
新ヘルスケア産業フォーラム 大会 2013
～異分野の交流・連携を通じた次世代産業の創成～
////////////////////////////////////////////////////////////////////
◇日時：平成 25 年 2 月 8 日（金）10:00～19:30
◇場所：名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）
名古屋市千種区吹上二丁目 6 番 3 号
◇主催：
新ヘルスケア産業フォーラム
中部・ヘルスケア構築サポートコンソーシアム
（代表団体：一般社団法人福祉経営綜合研究所
運営：ブレイントラストコンサルティング(株)）
◇内容：
【第 1 部 事例発表】（10:00-11:45）４階第３会議室
・ネットワーク会員、特別会員による各地の取組発表
・正会員による事例発表
・部会の活動報告 など
【第 2 部 シンポジウム、展示・実演、事例紹介】（13:00-17:45）
《シンポジウム（13:00-16:00）７階メインホール》
〇オープニングセレモニー 主催者・来賓挨拶等
〇基調講演
「新ヘルスケア産業クラスターの形成を目指して」（仮）
講師：清成 忠男氏 法政大学名誉教授／学事顧問
〇講演１
「再生医療の産業化 ～J-TEC の挑戦～」（仮）
講師：小澤 洋介氏
株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 代表取締役社長

〇講演 2
「Community Based Medicine 実現に向けた取組と
新ヘルスケア産業フォーラムへの期待」（仮）
講師：岩尾 聡士氏
名古屋大学大学院経済学研究科 教授
（新ヘルスケア産業フォーラム 常任理事・事務局長）
《展示・実演、事例紹介（16:15-17:45）９階展望ホール》
・各地域のヘルスケア産業に関する取組紹介
・成果の展示・実演
・新ヘルスケア産業フォーラム部会の活動紹介・PR など
【第 3 部 交流会】（17:45-19:30）９階展望ホール
◇参加費
【第 1 部】（10:00-11:45）事例発表
⇒無料（申込みは必要です）
【第 2 部 シンポジウム、展示・実演、事例紹介】
⇒一般参加 1 名 10,500 円
新ヘルスケア産業フォーラム会員（1 口につき）2 名まで無料、
3 名より 10,500 円
【第 3 部 交流会】（17:45-19:30）
⇒3,500 円（一般参加、新ヘルスケア産業フォーラム会員とも）
◇参加申込み・お問合せ
1 月 10 日（木）より申込受付を開始いたします。
申込み方法等は次回メールマガジン（臨時号）にてご案内いたします。
◆第 1 部事例発表者及び第 2 部の展示・発表者を募集中です！◆
詳細は、下記をご覧下さい。
http://www.nhc-forum.com/PDF/taikai2013.pdf
検討中の方は 1 月 7 日（月）までに新ヘルスケア産業フォーラム事務局
taikai2013@nhc-forum.com

にご連絡ください。
====================================================================
■2.「新ヘルスケア・サービス産業創出セミナー」開催について（予告）
※新ヘルスケア産業フォーラム大会 2013 併催事業
中部経済産業局では、平成 24 年 8 月に、多様な主体の連携による新ヘルス
ケア・サービス産業の創出に向けた「新ヘルスケア・サービス産業創出懇談
会とりまとめ」を公表しました。
今般、同懇談会とりまとめの内容を広く情報発信し、普及を促進するとと
もに、広域的な連携の取り組みに繋げるため、以下のとおり「新ヘルスケア・
サービス産業創出セミナー」の開催を予定しております。
◇主催：中部経済産業局
◇日時：平成 25 年 2 月 8 日（金）9:15-11:45
◇場所：名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）４階 第７会議室
＜名古屋市千種区吹上 2-6-3＞
◇開催概要：
・とりまとめ概要、取組状況報告：（中部経済産業局、大府市、下呂市）
・基調講演１：
「長寿社会を謳歌するための、健康維持・増進の具体的アプローチ」
（あいち健康の森 健康科学総合センター長 津下一代 氏）
・基調講演２：
「シニアシフトにおけるビジネス創出について」
（村田アソシエイツ株式会社 代表取締役社長
東北大学スマート・エイジング国際共同研究センター
特任教授 村田裕之氏）
◇参加費： 無料
★「新ヘルスケア・サービス産業創出懇談会」の詳細はこちらから。
→http://www.chubu.meti.go.jp/ryutu/service/healthcare/healthcare.htm
来年 1 月初旬に当局ホームページにてセミナー参加者の募集を開始予定と
しております。
募集開始は、追ってご連絡いたしますが、予めご連絡させていただきます。

（問い合わせ先）：中部経済産業局 流通・サービス産業課 ℡052-951-0598
====================================================================
■3. 「ヘルスケアビジネス基礎講座」第 3 回
「健康維持・増進ビジネスの現状と課題、将来展望」のご案内
ヘルスケアビジネス基礎講座の第 3 回は、「健康維持・増進ビジネスの現状と
課題、将来展望」です。皆様、奮ってご参加ください。
◇日時：平成 25 年 1 月 21 日（月）13：30～16：00
◇会場：吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館）4F 第 2 会議室
（名古屋市千種区吹上二丁目 6-3 Tel 052-735-2111）
◇プログラム：
・新ヘルスケア産業フォーラム活動報告
・イントロダクション
江尻 毅氏（基礎講座コーディネータ、青山綜合会計事務所部長）
・講義「健康維持・増進ビジネスの現状と課題、将来展望（仮）」
坂井 康展氏（(株)タニタヘルスリンク 代表取締役社長）
・名刺交換会
・質疑応答
◇主催：
新ヘルスケア産業フォーラム
中部・ヘルスケア構築サポートコンソーシアム
（代表団体：一般社団法人福祉経営綜合研究所
運営：ブレイントラストコンサルティング(株)）
◇対象：
新ヘルスケア産業フォーラム会員
ヘルスケアビジネスへの参入を志す事業者 等
◇定員：30 名

◇参加費：10,500 円（税込み）
※ただし、新ヘルスケア産業フォーラムの会員には、優待があります。
◇締め切り：1 月 7 日（月）
◇詳細・申込み先については以下をご覧下さい。
http://www.nhc-forum.com/PDF/basic_lecture_no.3.pdf
◇申込書はこちら↓
http://www.nhc-forum.com/PDF/basic_lecture_no.3_form.doc

====================================================================
■3. 部会活動レポート
(1) コ・メディカル＆異業種交流部会
12 月 18 日（火）中区栄の SUMICAFE のパーティールームにて
コ・メディカル＆異業種交流部会の第 2 回会合が開催されました。
参加者は 20 名、遠くは浜松からもご参加いただきました。
前半は部会の意見交換、後半は看護師・ケアマネージャも参画しての
意見交換交流会です。
話し合いの内容は、
コ・メディカル（医療・介護従事専門職）と異業種の交流や連携を
継続できるしくみについて意見交換し、「コ・メディカルに参加する
メリットがなければ参画してくれない。」
「コ・メディカルだけでなく民間企業にもメリットのある勉強会を
実施し、その後、同テーマで意見交換・交流会を実施する」という
ことで方向性が定まりました。
今後は月 1 回の定期ミーティングだけでなく、WEB 上にて参加者が
意見交換するしくみを次回開催までに構築していきます。
（次回の勉強会テーマについてのアイディア募集も WEB 上で行います。）

コ・メディカルと民間企業の交流よりビジネスのヒントを得るために
活動していきます。
次回活動は 1 月 15 日（火）です。ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。
（部会長 高原浩之 takahara@fukushimaru.jp）

(2) これからの高齢者住宅とコミュニティビジネスを考える部会
12 月 17 日、名古屋大学経済学部第一会議室において、
第 2 回これからの高齢者住宅とコミュニティビジネスを考える部会
が開催されました。
「高齢者住宅のハード（施設、設計、設備）について考える」
というテーマで建設、建築、工業、医療・福祉分野等
異業種にわたる 20 人が熱いディスカッションを繰り広げ、
・本人の精神的自立、行動意欲の拡大につながる方策
・転倒などの事故が起きにくくなる工夫等
さまざまなアイディアが生まれました。
また、自社の新製品・取り組み中の企画などの PR の場も設けられ、
有意義に過ごせたという参加者の声も聞かれました。
詳しくは下記のレポートをご覧ください。
http://nhc-forum.com/PDF/c_bukai_repo.pdf
次回開催は、
2013 年 1 月 23 日(水)（16：00-18：00）名古屋大学経済学部第１会議室です。
参加ご希望の方は幹事 堀（hori@successful-aging.jp）まで
ご連絡ください。

(3) 予防・健康増進ビジネス部会
予防・健康増進ビジネス部会は、12 月 5 日に説明会を開催し、メンバー募集

中です。初会合を以下のとおり開催しますので、奮ってご参加ください。
◇予防・健康増進ビジネス部会 第 1 回会合
日時 1 月 18 日(金)14:00～17:00
場所 一般社団法人中部経済連合会 会議室
名古屋市東区武平町 5-1 名古屋栄ビルディング 10F
内容
・自己紹介
・自治体の予防・健康増進の取組について
（大府市健康福祉部からのプレゼンと意見交換を予定）
・今後の部会の進め方について意見交換
部会メンバー登録者だけでなく、まだフォーラムに入会していない方を含め、
見学、オブザーバ、歓迎します。
★参加ご希望の方は、下記までメールにてご連絡ください。
予防・健康増進ビジネス部会 部会長・幹事
株式会社ヘルスケアシステムズ代表取締役 瀧本陽介
bukai@hc-sys.jp

====================================================================
◆編集後記
新ヘルスケア産業フォーラムの入会受付を 10 月頃より開始いたしました。
すでに様々な業界の方に多数ご入会いただいております。
12 月 25 日現在の会員数は以下のとおりです。
正会員 A：
47 団体
正会員 B：
17 団体
ネットワーク会員：
2 団体
特別会員：
12 団体
（近々、ウェブサイトに会員リストを公開する予定です。）
「大会 2013」が 2 月に予定され、部会活動も徐々に動き出しています。
新ヘルスケア産業フォーラムは、会員の皆様がいっしょになって作り上げて

いく異分野交流・連携の場です。皆様におかれましては、ぜひ積極的に各
活動にご参画くださいますようお願い申し上げます。
★☆★☆★冬季休業のお知らせ★☆★☆★
誠に勝手ながら、新ヘルスケア産業フォーラム事務局は、
12 月 29 日から 1 月 6 日まで冬季休業とさせて頂きます。
（1 月 7 日(月)より活動を開始します。）
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承ください。
-------------------------------------------------------------------「新ヘルスケア産業フォーラムめるまが」は、毎月 1 回、25 日頃に定期的に
お送りします。また、臨時増刊号は、随時配信します。
メールマガジン登録先の追加、変更、解除等をご希望の方は、本メール返信
にて事務局までご連絡ください。
-------------------------------------------------------------------◆編集・発行
新ヘルスケア産業フォーラム事務局
〒464-8601 名古屋市千種区不老町
名古屋大学大学院経済学研究科 岩尾研究室内
E-mail: nhc-forum@soec.nagoya-u.ac.jp
URL: http://www.nhc-forum.com/
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