
 

 

次世代ヘルスケア産業協議会の開催について 

 

平成26年３月24日 

健康・医療戦略推進会議決定 

平成27年５月15日 

平成 27年 11月 17日 

平成28年６月13日 

平成29年３月31日 

平成29年７月 日 

一 部 改 正 案 

 

 

１．日本再興戦略（平成25年６月14日閣議決定）及び健康・医療戦略（平成25年６月

14日関係閣僚申合せ）に基づき、健康寿命延伸分野の市場創出及び産業育成に向け

て、官民一体となって具体的な対応策の検討を行うため、次世代ヘルスケア産業協

議会（以下「協議会」という。）を開催する。 

 

２．協議会の構成員は、別紙のとおりとする。 

 

３．協議会の庶務は、内閣官房健康・医療戦略室及び厚生労働省の協力を得て、経済

産業省において処理する。 
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別 紙 

 

 

次世代ヘルスケア産業協議会 構成員 

 

 

座長 

永井 良三    自治医科大学 学長 

 

構成員 

上原 明    日本一般用医薬品連合会 副会長 

大原 昌樹    四国の医療介護周辺産業を考える会 会長 

落合 昭    株式会社コナミスポーツクラブ 代表取締役社長 

荻野 勲    オムロンヘルスケア株式会社 代表取締役社長 

北川 薫      新ヘルスケア産業フォーラム 代表 

斎藤 敏一    株式会社ルネサンス 代表取締役会長 

堺 常雄    一般社団法人日本病院会 会長 

櫻田 謙悟   一般社団法人日本経済団体連合会 社会保障委員長 

下田 智久    公益財団法人日本健康・栄養食品協会 理事長 

白川 修二    健康保険組合連合会 副会長兼専務理事 

菅井 正一    日清医療食品株式会社 代表取締役社長 

末松 誠      国立研究開発法人日本医療研究開発機構 理事長 

関口 洋一    一般社団法人健康食品産業協議会 会長 

妙中 義之   国立研究開発法人国立循環器病研究センター研究所  

客員研究員 

武久 洋三    一般社団法人日本慢性期医療協会 会長 

谷田 千里    株式会社タニタ 代表取締役社長 

辻 一郎      東北大学大学院医学系研究科 教授 

津下 一代    あいち健康の森健康科学総合センター センター長 

徳田 禎久    北海道ヘルスケア産業振興協議会 会長 

松永 守央    九州ヘルスケア産業推進協議会 会長 

三村 孝仁    テルモ株式会社 代表取締役会長 

森 晃爾      産業医科大学 産業生態科学研究所 教授 

横倉 義武    公益社団法人日本医師会 会長 

 



 

＜新旧対照表＞ 

次世代ヘルスケア産業協議会の開催について(平成 26年３月 24日健康・医療戦略推進会議決定)(抄) 

(下線部分は改正部分) 

改正案 現行 
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末松 誠      国立研究開発法人日本医療研究開発機構 理事長 

菅井 正一   日清医療食品株式会社 代表取締役社長 

関口 洋一    健康食品産業協議会 会長 

妙中 義之    国立循環器病研究センター研究所 研究開発基盤セン 

ター センター長 



 

武久 洋三    一般社団法人日本慢性期医療協会 会長 

谷田 千里    株式会社タニタ 代表取締役社長 

辻 一郎      東北大学大学院医学系研究科 教授 

津下 一代    あいち健康の森健康科学総合センター センター長 

徳田 禎久    北海道ヘルスケア産業振興協議会 会長 

（削る） 

松永 守央    九州ヘルスケア産業推進協議会 会長 

三村 孝仁    テルモ株式会社 代表取締役会長 

森 晃爾      産業医科大学 産業生態科学研究所 教授 

横倉 義武    公益社団法人日本医師会 会長 

 

武久 洋三    日本慢性期医療協会 会長 

谷田 千里    株式会社タニタ 代表取締役社長 

辻 一郎      東北大学大学院医学系研究科 教授 

津下 一代    あいち健康の森健康科学総合センター センター長 

徳田 禎久    北海道ヘルスケア産業振興協議会 会長 

中尾 浩治    テルモ株式会社 顧問 

松永 守央    九州ヘルスケア産業推進協議会 会長 

（新設） 

森 晃爾      産業医科大学 産業生態科学研究所 教授 

横倉 義武    日本医師会 会長 

 

 

 


