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本格始動、新産業「デジタルヘルス」

「夜明け」――。医療・健康・介護の技術⾰新によって⽣まれる新産業「デジタルヘルス」の今を

一言で表すと、こうなります。いよいよ夜が明け、そこには巨大な産業が創出される可能性が広がっ

ているのです。

ここ数年、デジタルヘルスをめぐっては、様々な社会的な課題（超⾼齢化・医療費の⾼騰・⽣活習

慣病の増加・医師不⾜・・・）をきっかけに⼤きな地殻変動が起きています。日本、そして世界がこ

うした社会課題の解決に向けて本格的に動き出そうとしている中で、あらゆる領域の技術、あらゆる

業種の企業がそこに⼤きなビジネスチャンス（新しい出⼝）を⾒いだそうとしています。一方、デジ

タルヘルス分野は国の主要な成⻑戦略としても位置付けられ、成⻑産業に育てるための施策が⽮継ぎ

早に打たれ始めました。そして、日経BP社では2011年から展開してきた「デジタルヘルスプロジェク

ト」において、デジタルヘルス産業創出に向けた社会ムーブメントの喚起を図ってきました。

⽇経デジタルヘルス編集⻑

小谷卓也

これらの動きが一体となり、いよいよデジタルヘルス産業が夜明けを迎える

今こそ、日経BP社は情報発信だけにとどまらない、真の新産業創出に向けた

プログラム＝日経デジタルヘルスを始動します。
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医療費の⾼騰

生活習慣病の増加

超高齢化

医師不⾜・偏在

日本、そして世界中で解決すべき課題

医療・介護の現場 診療所 家庭・個人

医療・介護のコンシューマ化の流れ

〜より⾼度に〜
今までになかった検査・
治療・診断機器の登場

〜より簡単に〜
病院でしかできなかった
検査・治療・診断が可能に

〜いつでも・どこでも〜
医療が⽣活に溶け込む

＝次世代ヘルスケア

先端医療機器

未対応の医療ニーズの解決

簡易な診断・検査機器

ICT/クラウドの活用

次世代型健康機器・サービス

介護ロボット・⾒守りシステム

産業界（技術・ソリューション）によるイノベーション

新産業“デジタルヘルス”
〜医療・介護のコンシューマ化がカギ〜
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技術×サービス＝新産業

住宅・交通・飲⾷・商業施設・オフィス・学校・公共サービス・・・

生活に関わる様々なサービスの担い手が、新産業創出への“ラスト・ワンマイル”

治療・回復・予防・未病・・・

病院・診療所・介護施設の機能が

生活の様々なシーンへ溶け込む

4イラスト：楠本礼子



新産業参入への3つのゲートウェイ

技術・ソリューションの新たな出口を探す

医療 健康 介護

デジタルヘルス市場

新産業に参入するためのゲートウェイ
どの領域から⼊るべきか？どの領域にヒント・チャンスがあるのか？
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⽇経デジタルヘルスの領域と役割
医療・健康・介護におけるサービスの現場と

機器・ソリューション・部材の開発現場をつなぐ

サービス提供者

機器メーカー
ソリューションベンダー

医療機器・介護機器・健康機器

⾃動⾞・ロボット・家電

クラウド・ビッグデータ・M2M

NFC・セキュリティ・アーカイブ

…etc

部品・材料

メーカー

センサ・ワイヤレス・パワー・
メカトロニクス・ウェアラブル・

モジュール・ディルプレイ・電池

インタフェース・分析/検査装置

モバイル・３Ｄプリンタ …etc

健康

医療 介護

介護施設

デイケアサービス

ケアスタッフ

病院
診療所

医師・技師

フィットネス・物流

建築・⼟⽊・⾦融

保険・自治体

…etc

住宅・不動産

⾷品・飲料・⾐料

外⾷・流通・⼩売

…etc

現場のニーズ・シーズを伝える

技術・ソリューションによる
新たな解決策を提示する
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新産業創出会議
〜産業創出をリードするキーパーソン達が集結〜

⽇経デジタルヘルスでは、医療・健康・介護の分野別に、各業界におけるキーパーソンを外部アドバ

イザーとして迎えた会議を定期的に開催いたします。

本会議では、今後、それぞれの領域で新たな産業（ビジネス）を創出していくために必要な具体的な

⽅策について議論します。議論した内容は、⽇経デジタルヘルスの各プログラムに反映し、様々な形

で市場へと情報発信いたします。

NEW！

外部アドバイザー
（固定メンバー）

ゲストアドバイザー
（議題に合わせて招聘）

医療分野 健康分野 介護分野

各分野ごとに会議を開催

議題テーマに応じてゲストアドバイザーを招聘

・医療従事者/医療業界関係者

・政策・規制に精通する有識者

・ハウスメーカー関係者

・スポーツクラブ関係者

・ヘルスケア・サービス有識者

・在宅医療関係者

・有料⽼⼈ホーム関係者
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外部アドバイザー①
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妙中義之氏
国⽴循環器病研究センター

研究開発基盤センター⻑研究所副所⻑

1976 年に⼤阪⼤学医学部を卒業後、同⼤学医学部附属
病院に勤務。⼤阪厚⽣年⾦病院、⼤阪府⽴病院を経て、

1980 年から国⽴循環器病研究センターに勤務。1987 年

に⼈⼯臓器部⼈⼯臓器研究室室⻑、1995 年に⼈⼯臓器

部部⻑、2007 年に研究所副所⻑先進医⼯学センター⻑

などを経て現職。

池田浩治氏
東北⼤学病院臨床試験推進センター

開発推進部門部門⻑特任教授

2002年に岐⾩薬科⼤学⼤学院薬学研究科博士課程を修

了後、岐⾩⼤学医学部附属病院薬剤部などを経て、厚

⽣労働省国⽴医薬品⾷品衛⽣研究所医薬品医療機器審

査センター審査第4部審査官。2004年に医薬品医療機器

総合機構（PMDA）医療機器審査部審査員、審査役代理。

2012年から現職。

医療現場の視点から

法規制（薬事法）の
視点から

医療編

森川悦明氏
オリックス・リビング

代表取締役
⾼齢者住宅経営者連絡協議会会⻑

村瀬澄夫氏
認知症専門クリニック

「むらせシニアメンタルくりにっく」院⻑

介護事業の視点から

介護×医療の視点から

介護編



外部アドバイザー②

梅田智広氏
奈良⼥⼦⼤学

社会連携センター特任准教授

1999年に三菱マテリアルに⼊社。オリンパス、東京⼤学

工学系研究科精密機械工学専攻特任助教などを経て現
職。けいはんな学研都市ヘルスケア開発地域による「無

意識⽣体計測&検査によるヘルスケアシステムの開発」
にも参画。特に、ヘルスケアシステムの社会実装という

観点からさまざまな活動を手掛けている。

ヘルスケアシステムの
研究者からの視点

桑田勇人氏
東急スポーツオアシス

事業推進部ヘルスケア事業マネージャー

1984年に⼤阪体育⼤学体育学部体育学科卒。1986年に東

急スポーツオアシス第1号店の開設に当たりフィットネ

スクラブ経験者として採用される。1994年にオステオパ
シー療法⼠の資格を取得し、クラブ内で有料プログラム

として展開。それと共にパーソナルトレーナーとしても

活動（クラブ内だけではなく、企業セミナー・公共体育

館でのワークショップ、スポーツ選手のコンディショニ

ングを⾼校⽣からオリンピック選⼿にまで⾏う）。2011

年4月から現職。

サービス事業者からの
視点（スポーツクラブ）

サービス事業者からの
視点（住宅メーカー）

サービス事業者からの
視点（食品メーカー）

健康編
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廣畑友隆氏
大和ハウス工業

研究開発グループグループ⻑

1985年に⼤和ハウス⼯業⼊社。研究開発部門に配属し、
⼾建住宅商品の開発、都市型住宅商品の開発に従事した

後、⾼齢者住宅の研究開発、バリアフリー、ユニバーサ

ルデザイン技術の研究開発を担当する。1995年に同社総
合技術研究所に配属。家庭での健康管理をサポートする

インテリジェンストイレの開発（TOTO株式会社との共同

開発）など、健康住宅技術の研究開発に携わる。

山本真砂美氏
紀文食品

執⾏役員営業推進室副室⻑

1975年に紀⽂グループマーケティング会社に⼊社。1989

年に紀⽂⾷品に転籍、マーケティング企画部調査担当

⻑。以後、主にマーケティング部門・商品開発部門を担

当。商品開発では、1990年代の「デザート」、2002年よ

り「正⽉」「おでん」など主⼒商品を担当。2013年4月

から現職。



多彩な産業創出プログラム

新産業創出会議新産業創出会議新産業創出会議

医療分野 健康分野 介護分野

Webサイト
（200,000PV/月、70,000ＵＢ/月）

メールマガジン
（週1回配信：約21万通）

書籍（年2回発⾏、3月・10月）

特別編集版
（日経メディカル他へ同梱・3月）

特別編集版
（日経ビジネス他へ同梱・10月）

特別編集版
（日経ヘルスケア他へ同梱・7月）

デジタルヘルス・サミット
（3月・11月開催）

技術トレンドセミナー
（年1回開催）

技術トレンドセミナー
（年1回開催）

技術トレンドセミナー
（年1回開催）

デジタルヘルスAcademy
（年1〜2回開催）

デジタルヘルスAcademy
（年1〜2回開催）

デジタルヘルスAcademy
（年1〜2回開催）

次世代ヘルスケア展
（10月29⽇〜10月31日開催：パシフィコ横浜）

メ
デ

ィ
ア

セ
ミ

ナ
ー

展示会

新産業創出会議での議論内容をすべての活動に反映

顕在ニーズ

潜在ニーズ

事業創造
戦略⽴案

実践
実務

シーズと
ニーズの
マッチング
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Webサイト
〜デジタルヘルス市場の情報プラットホーム〜

■サイト概要
平均PV：約2０万PV/月
平均UB：約7万/月

■メールマガジン
配信数：約21万通
配信頻度：原則週1回

医療 健康 介護

動向・現場

・薬事法

・医療政策/診療報酬

・病院/診療所の取り組み

・医療従事者の声

・地域医療連携

・海外医療動向

・特区

・企業動向

・サービスベンターの動向

（ハウスメーカー/スポーツクラブ/

⾦融・保険/外⾷・⼩売りなど）

・自治体の取り組み

・健保/PHR・EHR

・海外健康動向

・特区

・企業動向

・介護施設の取り組み

・介護従事者の声

・介護政策/介護保険

・高齢者のニーズ

・在宅医療/遠隔医療

・海外介護動向

・特区

・企業動向

機器・サービス

・先端医療機器

・画像診断装置

・ライフサイエンス機器

・院内IT/医療情報システム

・電子カルテ/電子お薬手帳

・機器認証サービス

・機器設計支援ツール

・健康機器

・ウエアラブル機器

・スポーツ機器

・モバイル医療機器/POCT機器

・健康家電

・各種ヘルスケア・サービス

・ヘルスケア・プラットフォーム

・介護ロボット

・⾒守りシステム

・緊急通報システム

・次世代モビリティ

・機器認証サービス

・介護情報システム

・介護業務支援システム

要素技術

・機械加工

・素材・材料

・半導体/アナログIC

・3Dプリンター

・ディスプレイ（3D/4Kなど）

・カメラ

・センサ

・ワイヤレス

・インタフェース

・ビッグデータ

・クラウド

・M2M

・製造/検査装置

・映像伝送

・画像/⾳声認識

・フレキシブル（有機エレ）

・電池

・低消費電⼒

「医療」・「健康」・「介護」の3つのカテゴリに記事を分類。それぞれの分野で求め
られているサービス、今後期待されている機器・ソリューション、新たな可能性を拓く

要素技術をニュース・コラム・事例・レポート・インタビューを交えて紹介します。
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Webサイト 訪問者プロフィール①

医療・健康・介護の現場と

技術・サービスを結ぶ
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様々な機器・システム導入に大きく関与する日経デジタルヘルスの読者

Webサイト 訪問者プロフィール②
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Webサイト 訪問者プロフィール③

多岐にわたる読者ニーズ
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書籍
〜デジタルヘルス産業のステークホルダー必携の1冊〜

デジタルヘルスに関連する様々な情報の中から、今注目すべき⼈・技術・ソリューション・事例を⽇

経デジタルヘルス編集部が厳選し、1冊の書籍に集約。デジタルヘルスに携わる様々なステークホル

ダー必携の1冊です。

発⾏回数：年2回（3月・10月）
販売価格：31,500円（税込み）
ページ数：約200ページ
発⾏部数：3000部

最新号（2014年3月18⽇発⾏）の目次

◆第1章 総論
デジタルヘルスの未来2014

〜デジタルヘルスビジネス創出に向けて〜

◆第2章 キーパーソンインタビュー
神奈川県知事

⿊岩祐治⽒

東芝ヘルスケア事業開発部⻑

綱川智氏

ソニー執⾏役

EVP (メディカルビジネスユニット担当）

⻫藤端⽒

◆第3章 医療イノベーションの夜明け
医療⾰新に向けた技術への期待

〜可視化技術から可触化技術まで〜

進む3D/4K画像技術の医療応⽤

フレキシブル（有機エレクトロニクス）技術が

医療を変える

韓国で「遠隔医療」が可能に、

Samsungなどに強い追い風
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◆第4章 健康イノベーションの夜明け
「薬事法」の改正による

スマートヘルスケアへの影響を探る

非接触・非侵襲の生体センサが

変えるヘルスケア

「触れるだけの血圧計」の開発者が語る

技術概要と未来

「ラスト1マイル」を握る

サービス事業者の動向

◆第5章 介護イノベーションの夜明け
国際福祉機器展に⾒る介護産業の明⽇

訪問看護こそITによる効率化が必要に

韓国の⽼後準備博覧会「SENDEX」レポート

介護ロボット最前線

◆第6章 展示会レポート
【ヘルスケアデバイス展】

【CEATEC JAPAN】

【JASIS】

【⾹港国際医療機器展】

◆第7章 最新トピックス
⾒逃せない最新動向を整理



特別編集版
〜デジタルヘルス市場の潜在ニーズを掘り起こす〜

デジタルヘルスの産業ニーズを掘り起こすことを目的に、デジタルヘルスの魅⼒を幅広い層の読者達へ伝えるための1冊
です。医療・健康・介護の3つのテーマ別に発⾏し、テーマに合わせ⽇経ＢＰ社が発⾏する各専門誌読者や関連のイベン
ト・団体へ無料で配布をいたします。※いずれも約50ページを予定

特別編集版

「医療編」

特別編集版

「健康編」

特別編集版

「介護編」

＋
関連のイベント

団体への無料配布 ＝10万部配布

＋
関連のイベント

団体への無料配布 ＝10万部配布

＋
関連のイベント

団体への無料配布 ＝10万部配布

医療従事者・医療機器メーカーへリーチ

ヘルスケア事業に取り組む多彩な業種へリーチ

介護従事者・介護機器メーカーへリーチ

への同梱 ※業種・職種などの条件による一部読者への同梱

への同梱 ※業種・職種などの条件による一部読者への同梱

への同梱 ※業種・職種などの条件による一部読者への同梱

2014年

3月実施

2014年

10月実施

2014年

7月実施

NEW！
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ITEM配布

CEATEC配布



デジタルヘルス・サミット

事業モデルを模索する経営企画部門

事業化に必要な技術を模索する技術戦略部門が⼀堂に集結

人と情報が交わり、新たなビジネスが生まれる

デジタルヘルス領域における

国内最⼤級の有料カンファレンス
新たなビジネスが⽣まれる交流会

講師・来場者・出展社が積極的に交流

デジタルヘルスに新たな市場を求め

多数の企業がアイデア・技術を訴求
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第2回（11月中旬開催）
定員：300名 受講料：29,800円
時間：10時〜18時（17時より交流会）

場所：都内カンファレンスホールを予定

第1回（3月18日開催）
定員：150名 受講料：49,800円
時間：10時〜18時（17時より交流会）

場所：JA共済ビルカンファレンスホール（東京・永田町）

2013年の開催模様2013年の開催模様2013年の開催模様



デジタルヘルス・サミット
〜3月18日開催 プログラム〜

【基調講演】
“昔の未来”は今も未来
〜病院は体内へ、医療は⽇常へ――医療の未来像と技術への期待〜

京都大学医学部附属病院
医療情報企画部⻑/病院⻑補佐

⿊⽥知宏氏

【講演①】
ヘルスケアを第3の事業の柱に
〜今後の取り組みの⽅向性と活⽤する技術について〜

東芝 ヘルスケア事業開発部
担当部⻑（事業統括）

⻄原栄太郎氏

【講演②】 医療現場からの提⾔
今、起きていること、新規参入企業に求めること
〜医療現場の実態、政府の取り組み、海外の動向から考える〜

国⽴循環器病研究センター

研究開発基盤センター⻑研究所副所⻑

妙中義之氏

【講演③】 法規制からの視点
新規参⼊、⽢く⾒るべからず
〜元PMDA審査官が斬る、新規参⼊の実情〜

東北⼤学病院

臨床試験推進センター開発推進部門部門⻑特任教授
池田浩治氏

【パネル討論①】
デジタルヘルス産業の未来への処方箋
〜サービス事業者の視点から⾒た技術・ビジネスモデルの在り⽅〜

〜モデレーター〜

奈良⼥⼦⼤学社会連携センター 特任准教授
梅田智広氏

〜パネリスト（3名）〜

東急スポーツオアシス 事業推進部ヘルスケア事業マネージャー
桑田勇人氏

大和ハウス工業（講師調整中）

食品メーカー（講師調整中）

【パネル討論②】
未来の“種“はどこにある？
〜グローバル医療先進企業×アカデミアの技術シーズの視点から探る〜

〜モデレーター〜

日経デジタルヘルス 編集⻑ 小谷卓也

〜パネリスト（2名）〜

東京大学大学院 工学系研究科 教授
染谷隆夫氏

GEヘルスケア・ジャパン 取締役 ヘルスケア統括本部⻑

岡野克也氏

【ビジネス交流会】

講師・来場者が⼀堂に交流（参加費無料）
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技術トレンドセミナー
〜現場のニーズを理解し、今、必要な技術を学ぶ〜

『次世代医療機器』
〜技術が拓く医療の未来〜

カプセル内視鏡、小型超音波診断装置、
微量⾎液検査システムなど新たな医療機

器が続々と登場する中で、これからの医
療機器開発のトレンドを予測。医療現場

の最前線で活躍するキーパーソン達を招
聘し、現場のリアルな声（ニーズ）を紹
介しながら、その市場性を探ります。

日 程：5月開催予定
時 間：10時〜17時
会 場：未定
規 模：150名（1トラック制）
受講料：29,800円（予定）

『次世代ヘルスケアビジネス』
〜健康が拓く新たなビジネスチャンス〜

住宅・不動産、流通、物流、商品・飲料、

外⾷、⾦融・保険、アパレル・・・。あ

らゆる産業が“健康”を軸に新たな事業を
計画している。コンシューマー化する医
療・介護、⾼まる健康ニーズという市場

背景の中で、勝機を広げるためのポイン
トを解説。

日 程：10月29〜31日予定（うち1日）
時 間：10時〜17時
会 場：パシフィコ横浜
規 模：150名（1トラック制）
受講料：29,800円（予定）

『次世代介護・福祉機器』
〜ロボットが拓く介護・福祉の未来〜

⽣活⽀援ロボット、緊急通報装置、⾒守

りサービスなど従来ヒトが⾏ってきた作

業を技術で代替する時代が介護・福祉の
世界にも到来した。介護の現場で求めら
れているリアルなニーズを理解し、これ

から求めらる機能、開発すべき機器の将
来像を予測。

日 程：7月開催予定
時 間：10時〜17時
会 場：未定
規 模：150名（1トラック制）
受講料：29,800円（予定）

〜主な受講者層〜

医療機器の開発に携わるエンジニア、

マーケティング部門、医師・技師

〜主な受講者層〜

「健康」を軸に新たなサービス（事業）
を考える企業の経営企画・マーケティン
グ・開発部門

〜主な受講者層〜

介護・福祉機器の開発に携わるエンジニ
ア、マーケティング部門、介護事業者

NEW！ NEW！

ご希望に合わせて、講演・展示などのスペースをご用意いたします 19



次世代ヘルスケア展
〜業界の枠を超え、新たな事業創出のリアルマッチング〜

ICT、エレクトロニクス技術の新たな市場として期待されている医療・ヘルスケア・介護。市場創出に必要不可⽋な
のは、サービス提供者、ソリューション開発者、機器開発者、部材開発者がそれぞれの持つノウハウを融合しあうこ
とにあります。 そこで、本イベントでは、従来の産業とは違い、分野・異業を超えた幅広い連携を実現させること

を目的にマッチングイベント、オープンシアター、カンファレンス、企画展示などを実施いたします。

ソリューション

ベンダー

サービス

機器

メーカー

部材

メーカー

展示会

カンファレンス オープンシアター

センサ・ワイヤレス・パワー
メカトロニクス・モバイル
ウェアラブル・モジュール
インタフェース・分析/検査
ディスプレイ・・・etc

クラウド・ビッグデータ・
M2M・NFC・セキュリティ・
アーカイブ・・・etc

医療・介護従事者

住宅・不動産⾷品・飲料

アパレル・外⾷・流通

小売り・フィットネス
物流・建築・⼟⽊・⾦融

保険・自治体・・・etc

医療機器（治療・検査・診断

関連など）、介護機器、（生
活⽀援・緊急通報・⾒守りな

ど）、健康機器・ロボット
家電・⾃動⾞・・・etc

日 程：10月29⽇（⽔）〜10月31⽇（⾦）

時 間：10時〜17時

会 場：パシフィコ横浜

来場数：5万人 ※※※※同時開催イベント含む

NEW！
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