
NEWS  RELEASE 
平成30年（2018年） 9 月14日（金） 

報 道 関 係 各 位 

 

 

 

 

“健康×IoT・ビッグデータ”でビジネス創出!! 
健康ビジネスサミット うおぬま会議 2018 

～「ヘルスケアビジネスの事業化戦略」参加者募集～ 
 

  

 ＮＩＣＯ（公益財団法人にいがた産業創造機構）では、新潟県、一般社団法人健康ビジネス協議会  

 と共催する「健康ビジネスサミット うおぬま会議 2018」の一環として、セミナー『ヘルスケアビジネス   

 の事業化戦略』を開催します。 

 本セミナーでは、『ヘルスケアビジネス』で成功するためには何が必要なのか、鍵となるＩｏＴ・ビッ 

グデータの活用事例を踏まえながら、ヘルスケア分野特有の事業化戦略についてご紹介します。 

   ついては、多くの方にご参加いただきたく、報道等でお取り上げくださいますようお願いします。 

   

   

（１）日時  平成３０年１０月２４日（水）１４：４５～１５：４５ 

（２）会場  ＵＯＳＨＩＮ（魚沼市小出島７１－１）     

（３）講師  株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 

       マネジャー 志水 武史 氏 

（４）定員  ８０名（先着順／参加無料） 

  

 

 

 

 

 

<添付資料>チラシ 
 

＜この件に関する問い合わせ先＞ 

 
（公財）にいがた産業創造機構 情報戦略チーム 担当：前田、渡部  

〒950-0078新潟市中央区万代島5番1号万代島ビル9階 
TEL.025-246-0069（直通）、 FAX.025-246-0030、E-Mail：it@nico.or.jp 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ヘルスケアビジネス 
        の事業化戦略 

 
このセミナーでは、ヘルスケアビジネスに参入し、成功するためには何が求められる
のか、鍵となるIoTやビッグデータの活用事例などを踏まえ、ヘルスケア分野特有の事
業化戦略についてご紹介します。 

◎日時  平成３０年１０月２４日（水） １４：４５～１５：４５  

◎会場  ＵＯＳＨＩＮ  （魚沼市小出島７１－１） 

◎対象  ヘルスケアビジネスに関心をお持ちの方   

◎定員  ８０名 （先着順）  ◎参加費  無料    

◎講師  株式会社日本総合研究所  リサーチ・コンサルティング部門 

                           マネジャー 志水武史 氏 
 
 
 
 
 
 

◎申込締切  平成３０年１０月１７日（水）                     

・講師プロフィール 
生命保険業界における調査および保険商品開発業務、
㈱日本総合研究所調査部における医療保険制度調査
等の業務を経て、2003年から現職に就きコンサル
ティング業務に従事。専門はヘルスケア、教育、地
域活性化。経済産業省、自治体、民間企業等の事業
において、ヘルスケア分野の事業化支援実績を豊富
に有する。 

本セミナーは、新潟県、（一社）健康ビジネス協議会と連携して開催する「健康ビジネスサミットうおぬま会議2018」で 
開催されます。うおぬま会議では、裏面のセミナー等も開催されます。参加を希望するセミナー等がありましたら、 
裏面の「参加申込書」にて、あわせてお申込みください。 
詳細は「健康ビジネスサミットうおぬま会議」ホームページ（http://www.uonuma-conf.jp/)をご覧ください。 

■その他のセミナーも募集中！この機会にあわせてお申し込みください！ 

                    将来的な成長有望市場として、国・自治体、民間企業 
から注目を浴びているヘルスケア市場。しかし、ヘルスケア市場における事業化は様 
々な課題があり、容易ではありません。 

成功のコツ、教えます！ 
うおぬま会議2018  
ビジネス会議Ｃ 

 主催： 

しみず たけし 

http://www.uonuma-conf.jp/
http://www.uonuma-conf.jp/
http://www.uonuma-conf.jp/


参加を希望される方は、下記ホームページ又はＦＡＸでお申込みください。 
※いただいた情報は、本会議の運営上、必要な範囲内で利用させていただきます。 

■HPからのお申込みはコチラ    健康ビジネスサミットうおぬま会議ホームページ 
                       http://www.uonuma-conf.jp/ 

■ＦＡＸでのお申込みはコチラ    ＦＡＸ：０２５-２８０-５５０８ 
                       （新潟県産業労働観光部 産業振興課 新分野育成係） 

■参加を希望するセミナーに☑してください。 
 

 □ NICO IT技術セミナー 
    『ヘルスデータマーケティング～マーケティングの視点でのヘルスケアを読み解く～』 
 
＜その他セミナー等＞ 
【10/26（木) 】 
 □ 一般向けセミナー１ 『健康寿命への取り組み』  
 □ ビジネス会議Ａ 『サテライトオフィス進出企業と地域医療との連携』 
 □ ビジネス会議Ｂ 『トップアスリートを輩出し続けるためのＮＷＳ公開会議』 
 □ 基調講演 『ヘルスケアビッグデータの活用に向けた現状と課題について』 
【10/27（金）】 
 □ 一般向けセミナー３ 『日本酒ビジネスの可能性～海外市場・健康関連産業への展開～』 
 □ ビジネス会議Ｃ 『自治体が進める健康的な「まち」「食」づくり』 
 □ ビジネス会議Ｄ 『災害時の食事に必要なものづくり会議』 
 □ ビジネス会議Ｅ 『産学連携による医療分野での健康ビジネスの創出』 
 □ ビジネス会議Ｆ 『企業における健康づくり～健康経営の推進～』   

ふりがな 住所（〒            ） 

所属（会社等） 

電話番号（        ）        － 

ふりがな 所属部署・役職 
 

氏名 

ふりがな 所属部署・役職 
 

氏名 
 

ふりがな 所属部署・役職 
 

氏名 
 

参加申込書 

【問い合わせ先】        

「うおぬま会議2018」全体に関すること セミナー「ヘルスケアビジネスの事業化戦略」に関すること 

新潟県産業労働観光部 産業振興課 
新分野育成係  TEL：025-280-5718（直通）  
           FAX：025-280-5508 

（公財）にいがた産業創造機構  
情報戦略チーム  TEL：025-246-0069（直通） 
             FAX：025-246-0030  E-mail：it@nico.or.jp 

申込期限 
10/17（水） 

１０月２６日（木） １０月２７日（金） 

◆ 基調講演 （１０：４５～１１：４５） 

『食品の機能活用による健康長寿社会実現への取組』 
◆ 一般向けセミナー３ （１０：３０～１２：００） 

『日本酒ビジネスの可能性 
 ～海外市場・健康関連産業への展開～』 

◆ 一般向けセミナー２ （１４：１５～１５：３０）     ※当セミナーです。 
『ヘルスデータマーケティング 
 ～マーケティングの視点でヘルスケアを読み解く～』 

◆ ビジネス会議Ｃ （１０：３０～１２：００） 

『自治体が進める健康的な「まち」「食」づくり』 

◆ ビジネス会議Ａ （１３：００～１４：００） 

『サテライトオフィス進出企業と地域医療との連携』 
◆ ビジネス会議Ｄ （１０：３０～１２：００） 

『災害時の食事に必要なものづくり会議』 

◆ ビジネス会議Ｂ （１４：３０～１５：４５） 

『トップアスリートを輩出し続けるためのＮＷＳ公開会議』 
◆ ビジネス会議Ｅ （１３：００～１５：００） 

『産学連携による医療分野での健康ビジネスの創出』 

◆ 基調講演 （１６：３０～１７：４５） 

『ヘルスケアビッグデータの活用に向けた現状と課題について』 
  オムロンヘルスケア(株) 経営統括部 渉外担当部長 鹿妻 洋之 氏 

◆ ビジネス会議Ｆ （１３：２０～１５：００） 

『企業における健康づくり～健康経営の推進～』 

№ タイトル 開催時間 

① ビジネス会議Ｃ「ヘルスケアビジネスの事業化戦略」 １４：４５～１５：４５ 

 

② 
オープニング 
基調講演「食品の機能活用による健康長寿社会実現への取組」 

１０：３０～１０：４５ 
１０：４５～１１：４５ 

③ ビジネスセミナー「地域資源を活用したヘルスケアビジネスの取組」 １３：００～１４：１５ 

④ 一般向けセミナー「お腹から考えるあなたの健康未来」 １３：００～１４：１５ 

⑤ ビジネス会議Ａ「災害時の食事に必要なものづくり会議」 １３：００～１４：１５ 

⑥ ビジネス会議Ｂ「ＮＷＳトップアスリート選定のための公開会議」 １３：３０～１４：４５ 

⑦ ビジネス会議Ｄ「食でつながる元気なまちづくり」 １４：４５～１６：００ 

⑧ ビジネス会議Ｅ「災害時の食のマネジメント」 １４：４５～１６：００ 

⑨ パネルディスカッション「うおぬまから健康ビジネスの未来へ」 １６：１５～１７：００ 

ふりがな タイトル 開催時間 

会社名 「ヘルスケアビジネスの事業化戦略」 １４：４５～１５：４５ 

② 基調講演「食品の機能活用による健康長寿社会実現
への取組」 

１０：４５～１１：４５ 

③ ビジネスセミナー「地域資源を活用したヘルスケアビジ
ネスの取組」 

１３：００～１４：１５ 

④ 一般向けセミナー「健康と腸内細菌叢」 １３：００～１４：１５ 

⑤ ビジネス会議Ａ「災害時の食事に必要なものづくり会
議」 

１３：００～１４：１５ 

⑥ ビジネス会議Ｂ「ＮＷＳトップアスリート選定のための
公開会議」 

１３：３０～１４：４５ 

⑦ ビジネス会議Ｄ「食でつながる元気なまちづくり」 １４：４５～１６：００ 

⑧ ビジネス会議Ｅ「災害時の食のマネジメント」 １４：４５～１６：００ 

⑨ パネルディスカッション「うおぬまから健康ビジネスの
未来へ」 

１６：１５～１７：００ 

ふりがな 
住所（〒             ） 

会社名 

TEL E-mail  
 

所属部署・役職 
  

ふりがな 参加希望のセミナーの№ 

氏名 

所属部署・役職 
  

ふりがな 参加希望のセミナーの№ 

氏名 

所属部署・役職 
  

ふりがな 参加希望のセミナーの№ 

氏名 
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	プレスリリース（ヘルスケア）最終案
	うおぬま会議チラシ（ビジネス会議Ｃ）

