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「未病サミット神奈川 2015 in 箱根」について 

 

 

  本県では、超高齢社会を乗り越えるため、「最先端医療・最新技術の追求」と「未病を治す」

という２つのアプローチを融合し、「健康寿命日本一」と「新たな市場・産業の創出」を目指

す、ヘルスケア・ニューフロンティアの取組を進めている。この取組の基軸となる「未病」の

価値を国内外へ発信するとともに、県民への未病の概念の普及啓発を図るため、「未病サミッ

ト神奈川 2015 in 箱根」を開催した。 

 

１ 展示会「ＭＥ－ＢＹＯ Ｊａｐａｎ ２０１５」  資料１ 

 (1) 概要 

   アジア最大規模のバイオテクノロジー分野の展示会「Bio Japan 2015」の一角に、未病に

関するエリアを設置し、未病にかかわる企業、団体等の最先端の未病商品・サービスを一堂

に集め、国内外に向けて未病産業の最新動向などを発信した。 

 

 (2) 開催日・場所 

 平成 27年 10月 14日（水）～16日（金）  パシフィコ横浜（横浜市） 

 

 

２ 国際シンポジウム「未病サミット神奈川 2015 in 箱根」 資料２ 

 (1) 概要 

国内外の学術、企業、団体等、様々な分野で活躍されている専門家を招き、未病について

本格的に議論する世界で初めての国際会議を開催した。二日間の議論を踏まえ、「未病サミッ

ト神奈川宣言」を採択し、未病の価値を世界に発信した。 

 

 (2) 開催日・場所 

   平成 27年 10月 22日（木）～23日（金） 湯本富士屋ホテル（箱根町） 

 

 

３ 「未病月間」等におけるイベント・広報  資料３ 

    10月を「未病月間」、その前後の 9月、11月をそれぞれ、「プレ未病月間」、「フォローアッ

プ月間」とし、市町村や企業等と連携して未病に関する普及啓発イベントや広報を集中的に

実施し、未病の概念や未病産業の動向等、未病に関する様々な取組みについて普及を図った。 
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【参考】 

 

○「未病サミット神奈川 2015 in 箱根」実行委員会 

                                      （敬称略） 

役 職 区 分 所 属 役 職 氏 名 

名誉実行委員長 神奈川県 知 事 黒岩 祐治 

名誉顧問 横浜市 市 長 林 文子 

実行委員長 国立研究開発法人理化学研究所 理 事 松本 洋一郎 

副実行委員長 箱根町 町 長 山口 昇士 

神奈川県 副知事 吉川 伸治 

監 事 横須賀市 市 長 吉田 雄人 

小田原市 市 長 加藤 憲一 

 

 

 

 

 

 

 

 

実行委員 

 

 

 

 

行 政 

南足柄市 市 長 加藤 修平 

中井町 町 長 杉山 祐一 

大井町 町 長 間宮 恒行 

松田町 町 長 本山 博幸 

山北町 町 長 湯川 裕司 

開成町 町 長 府川 裕一 

真鶴町 町 長 宇賀 一章 

湯河原町 町 長 冨田 幸宏 

 

 

アカデミア 

（大学・団体） 

横浜国立大学 学 長 長谷部 勇一 

神奈川県立保健福祉大学 学 長 中村 丁次 

横浜市立大学 学 長 窪田 吉信 

慶應義塾大学 経済学部教授 塩澤 修平 

東海大学 学 長 山田 清志 

横浜薬科大学 学 長 江崎 玲於奈 

一般財団法人ﾊﾞｲｵｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ協会 専務理事 塚本 芳昭 

企 業 味の素株式会社 取締役常務執行役員 木村 毅 

富士フイルム株式会社 取締役専務執行役員 戸田 雄三 
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○ 協賛企業 
                                 （50音順） 

味の素株式会社 

アルケア株式会社 

イオンリテール株式会社 

ウイングアーク１ｓｔ株式会社 

株式会社 ABC Cooking Studio 

オムロンヘルスケア株式会社 

株式会社カーブスジャパン 

花王株式会社 

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 

株式会社門倉組 

川本工業株式会社 

キッコーマン株式会社 

株式会社クレディセゾン 

株式会社ケイエスピー 

KDDI 株式会社 

医療法人社団健育会 

小林製薬株式会社 

CYBERDYNE 株式会社 

さがみ信用金庫 

サントリーコーポレートビジネス株式会社 

サントリーフーズ株式会社 

CTC ライフサイエンス株式会社 

株式会社 JTB コーポレートセールス 

鈴廣かまぼこ株式会社 

スルガ銀行株式会社 

株式会社生命科学インスティテュート 

株式会社ゼンショーホールディングス 

第一生命保険株式会社 

大日本印刷株式会社 

大和ハウス工業株式会社 

タカナシ乳業株式会社 

DeSC ヘルスケア株式会社 

株式会社 DeNA ライフサイエンス 

TOTO 株式会社 

株式会社ドクターズ・マン 

凸版印刷株式会社 

日本ゼオン株式会社 
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株式会社博報堂 

株式会社ファンケルヘルスサイエンス 

富士ソフト株式会社 

富士通株式会社 

富士フイルム株式会社 

株式会社ブルックスホールディングス 

株式会社ベネクス 

株式会社 UBIC MEDICAL 

株式会社ユニバーサル技研 

株式会社横浜銀行 

ら・べるびぃ株式会社 

リッキービジネスソリューション株式会社 

 

 

 

○ 後援 

 

内閣府、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、 

公益社団法人神奈川県医師会、一般社団法人神奈川県歯科医師会、日本経済新聞社、 

神奈川新聞社、テレビ東京、ｔｖｋ（テレビ神奈川）、 

一般財団法人バイオインダストリー協会 
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       展示会「ＭＥ－ＢＹＯ Ｊａｐａｎ ２０１５」の概要 

 

１ 開催日 

 平成 27年 10月 14日（水）～16日（金） 10:00～17:00  

 

２ 場 所 

 パシフィコ横浜 展示ホール（Bio Japan 2015内） 

 

３ 内 容 

   ・協賛企業等による未病関連商品・サービスの展示 

・未病関連サービスの体験 

・協賛企業等によるプレゼンテーション 

・企業間のビジネスマッチング 

 

４ 入場者数 

    約 14,000人（「Bio Japan 2015」入場者数） 

 

５  企業等の出展ブース一覧（計28社・団体） 

   ・味の素株式会社              ・アルケア株式会社 

・アレックス株式会社            ・イオン株式会社 

・ウイングアーク１ｓｔ株式会社       ・株式会社 ABC Cooking Studio 

・株式会社 LSIメディエンス         ・株式会社門倉組 

・神奈川県ライフイノベーションセンター   ・株式会社クレディセゾン 

・株式会社ケイエスピー           ・KDDI株式会社 

・サントリーコーポレートビジネス株式会社  ・サントリーフーズ株式会社 

・湘南ロボケアセンター株式会社       ・大日本印刷株式会社 

・大和ハウス工業株式会社          ・株式会社 DeNAライフサイエンス 

・TOTO株式会社               ・株式会社ドクターズ・マン 

・凸版印刷株式会社             ・株式会社ファンケルヘルスサイエンス 

・富士ソフト株式会社            ・富士フイルム株式会社 

・株式会社 ブルックスホールディングス    ・株式会社 UBIC MEDICAL 

・株式会社ルネサンス            ・神奈川県・未病産業研究会 

 

  （その他のブース） 

 ・市町ＰＲブース 

市町の未病や健康に関する取組み、企業誘致、地域の紹介、「未病いやしの里の駅」の

紹介（11市町） 

・アカデミアブース 

食や健康をテーマにした研究、未病関連の技術開発に関する展示・相談（6団体） 

   

 

 

資料１ 
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ME-BYO Japan2015オープニングセレモニー 

説明を受ける来場者（アカデミアブース） ME-BYO Japan会場でのプレゼンテーション 

展示・体験（湘南ロボケアセンター） 多くの来場者でにぎわう ME-BYO Japan会場 

ME-BYO Japan中央部での体験展示 
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    国際シンポジウム「未病サミット神奈川 2015 in 箱根」の概要 
 
１  開催日  平成 27年 10月 22日（木）～23日（金） 

 
２  会 場  湯本富士屋ホテル（箱根町） 

 
３ 参加者数 延べ約 310 名（海外・国内招聘者、協賛企業、アカデミア、関係団体、行政等）   
 
４ 内 容 

 

 第１日目 平成27年10月22日（木）  

開会講演 黒岩 祐治（神奈川県知事） 
基調講演 松原 謙一（未病社会の診断技術研究会副会長、大阪大学名誉教授、 
           株式会社 DNAチップ研究所名誉所長） 

榊  佳之 （未病社会の診断技術研究会副会長、国立研究開発法人日本医療研究開発機
構 医療分野研究成果展開事業 先端計測分析技術・機器開発プログラム、 
東北メディカル・メガバンク計画 プログラムスーパーバイザー、 
学校法人静岡雙葉学園理事長、東京大学名誉教授） 

ランチョンセミナー 木曽 誠一 (株式会社生命科学インスティテュート代表取締役社長) 
 

セッション① 食・栄養・運動 テーマ：未病への「生活レベル」からのアプローチ 

モデレーター 木村 毅 ・味の素株式会社 取締役常務執行役員 

パネリスト 

天野 暁 

（劉影） 

・東京大学食の安全研究センター特任教授 

・未病医学研究センター所長 

・ハーバード公衆衛生大学院 イチロー・カワチ教授主宰 Society 

& Health Lab日米未病研究プロジェクト首席研究員 

納村 哲二 ・フェリカポケットマーケティング株式会社 代表取締役社長 

中村 丁次 
・神奈川県立保健福祉大学学長 

・公益社団法人日本栄養士会名誉会長 

宮地 元彦 
・国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所  

国立健康・栄養研究所 健康増進研究部長 

山門 實 

・足利工業大学看護学部学部長 

・三井記念病院総合健診センター特任顧問 

・昭和大学医学部衛生学教室客員教授 

Dennis M.Bier  ・ベイラー医科大学小児栄養学教授 

 
基調講演 高久 史麿（日本医学会会長） 
 
 
 

 

 

 

 

セッション② 未病の先進技術 テーマ：未病への「先進技術・科学」からのアプローチ 

モデレーター 竹内 正弘 
・北里大学薬学部臨床医学（臨床統計学・医薬開発学）教授 

・ハーバード公衆衛生大学院アジャンクトプロフェッサー 

パネリスト 

石川 隆利 ・富士フイルム株式会社取締役常務執行役員 

大谷 泰夫    ・内閣官房参与 

須田 年生 

・シンガポール国立大学がん科学研究所シニアプリンシパル 

インベスティゲーター 

・熊本大学国際先端医学研究機構長・卓越教授 

Gregory 

Campbell 

・前 FDA（米食品医薬品局）医療機器・放射線保健センター 

生物統計学部長 

Christopher 

CHEN Li-Hsian 

・シンガポール国立大学保健機構記憶・老化・認知センター部長 

・シンガポール国立大学薬理学部准教授 

Lee Jen Wei ・ハーバード公衆衛生大学院   生物統計学教授 

オープニングセレモニー 

資料２ 
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 第２日目 平成27年10月23日（金）   
 

セッション③ 未病の産業化戦略 テーマ：未病への「ビジネス・産業」からのアプローチ 

モデレーター 辻野 晃一郎 ・アレックス株式会社 代表取締役社長 

パネリスト 

池田 康夫 

・一般社団法人日本専門医機構理事長 

・学校法人根津育英会武蔵学園副理事長 

・慶應義塾大学名誉教授 

・早稲田大学特命教授 

江崎 禎英 ・経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課長 

山海 嘉之 

・筑波大学大学院システム情報工学研究科教授 

・筑波大学サイバニクス研究センター長 

・CYBERDINE株式会社 代表取締役社長/CEO 

・内閣府 ImPACT革新的研究開発推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

中原 雄司 ・ディー･エス･エムジャパン株式会社 代表取締役社長 

永守 知博 ・エルステッドインターナショナル株式会社 代表取締役社長 

Steven 

M.Ferguson 
・NIH(米国立衛生研究所)技術移転オフィス副部長 

 

 

  

セッション④ 新たな社会システム 

テーマ：未病と新たな社会システム～新たなヘルスケアシステムの構築に向けて～ 

モデレーター 塩澤 修平 ・慶應義塾大学経済学部教授 

パネリスト 

北沢 利文 ・東京海上日動火災保険株式会社 取締役副社長 

小松崎 常夫 ・セコム株式会社 常務執行役員 ＩＳ研究所所長 

鈴木 寛 
・東京大学教授 

・慶應義塾大学教授 

Islene Araujo  

de Carvalho 

・WHO(世界保健機関) 高齢化・ライフコース部政策戦略 

シニアアドバイザー 

Kirsti italo- 

Katajisto 
・フィンランドオウル市副市長、ヘルスケア＆社会福祉部長 

 

 
  

総括セッション テーマ：未病サミット神奈川宣言 

モデレーター 黒岩 祐治 ・神奈川県知事 

パネリスト 

池田 康夫 

・一般社団法人日本専門医機構理事長 

・学校法人根津育英会武蔵学園副理事長 

・慶應義塾大学名誉教授 

・早稲田大学特命教授 

塩澤 修平 ・慶應義塾大学経済学部教授 

竹内 正弘 
・北里大学薬学部臨床医学（臨床統計学・医薬開発学）教授 

・ハーバード公衆衛生大学院アジャンクトプロフェッサー 

辻野 晃一郎 ・アレックス株式会社 代表取締役社長 

中村 丁次 
・神奈川県立保健福祉大学学長 

・公益社団法人日本栄養士会名誉会長 

松本 洋一郎 ・国立研究開発法人理化学研究所理事 
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 ５ 未病サミット神奈川宣言 

    二日間の議論を踏まえ、今後の取組みや方向性をまとめた「未病サミット神奈川宣言」

を採択し、未病の価値を世界に発信した。 

 

 

 

 

未病サミット神奈川宣言 

 

神奈川県は世界でも例を見ない程のスピードで進む超高齢社会に直面しており、私た

ちは、これまでの社会システムでは立ち行かないという共通の危機感を有している。 

この大きな課題を乗り越えるために、私たちはここ神奈川・箱根の地で、健康と病気

の間で連続的に変化する状態である未病を基軸に、新たなヘルスケア・社会システムの

あり方について議論を行い、次の取組みを推進し、世界に向けて発信することで一致し

た。  

 

 ○ 病気になって初めて行動を起こすのではなく、将来の自己のために、日常生活の

中で自分の未病状態をチェックし、心身の状態の改善・維持に主体的に取り組むと

いう行動変革を起こす。 

   

 ○ こうした個人の行動変革を、学術・医療・産業・行政など多様な分野の主体が積

極的に支えるとともに、これらを担う人材育成を行う。また、新たなヘルスケア・

社会システムを実現する様々な先進技術の追求や未病の科学的なエビデンスの確立

により、この動きを加速させる。 

 

 ○ そして、個人の未病状態の改善・維持に取り組むための行動の選択権と決定権は、

受益者であり負担者でもある自己に帰属するという考えを基本とした、持続性ある

新たな社会システムの形成を目指す。 

 

我々は、未病を基軸としたこれらの取組みこそが、超高齢社会という人類共通の課題

を乗り越えるモデルであることを、世界に向けて、ここに宣言する。 

  

              

2015 年 10 月 23 日         

池田 康夫        黒岩 祐治        塩澤 修平  

竹内 正弘        辻野晃一郎        中村 丁次  

松本洋一郎 

未病サミット神奈川 2015 in 箱根 実行委員会 
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開会講演（黒岩神奈川県知事） セッション１（食・栄養・運動） 

セッション３（未病の産業化戦略） 

セッション４（未病と新たな社会システム） 未病サミット神奈川宣言を採択 

セッション２（未病の先進技術） 
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「未病月間」等におけるイベント・広報の概要 

 

１  ＭＥ－ＢＹＯキャラバン 

・ 健康関連イベントや産業まつり、県と包括協定を締結しているデパート等において、出

展を希望する未病サミット協賛企業様と連携してＭＥ－ＢＹＯブースを出展し、未病概念

の普及や、未病産業の振興に努めた。 

・ 未病の戦略エリアである県西地域では、世界記録挑戦イベント、「未病いやしの里の駅」 

と連携したスタンプラリーなど、県民参加型のイベントを実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２  各種広報媒体による広報 

 （1）動画・ポスター等 

   県及び市町の広報誌やＨＰに加え、ＣＭ動画やポスター等を作成し、電車の車内広告、

主要駅や街頭の大型ビジョン・掲示板など、人の多く集まる場所を活用して、未病の概

念や未病サミット等について、全県で幅広くＰＲした。 

 

 

資料３ 

未病サミット協賛企業と連携した出展 

ME-BYO ブース 
未病アンケート 

ME-BYO BRAND 第１号ミモシス体験 
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動画放映箇所 電車内ＴＶ、駅ビジョン、街頭大型ビジョン、テレビＣＭ、映画館、等 

ポスター・チラシ

主要掲示配架場所 

鉄道駅、鉄道車両、バス車両、コンビニ、百貨店、カラオケボックス、県・

市町村庁舎等、未病を治すかながわ宣言協力活動店 等 

  

 （2）新聞による広報 

ア 神奈川県政策広報 

     ・神奈川新聞（朝刊） 10月 12日 1面 

イ 未病サミット広告記事（未病サミット抄録） 

     ・日経新聞（朝刊：全国紙）11月 27日 2面 

     ・神奈川新聞（朝刊） 11月 30日 1面 

 

 

３ 国内外メディアへのプロモーション 

    国内外のメディアに向けたウェブやパンフレットを使った情報発信、メディア向けツア

ー、未病に関連する国際番組の制作・放映等を通じて、本県のヘルスケア・ニューフロン

ティアの取組みや、未病サミット等について、国内外に発信した。 

 

 

  

CM 動画 

ポスター（Ｂ１） 

協賛企業ロゴ入 

車内吊り広告（Ｂ３） 

協賛企業名入 
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ＭＥ－ＢＹＯキャラバン 実施箇所 

No. 日時 イベント名称 会場 市町村 

1 
平成 27年 
 5月 23 日（土） 未病を治すかながわフェア 西武東戸塚店 横浜市 

2 
6 月 6 日(土) 
～14日(日) 開成町あじさいまつり 開成町あじさい公園 開成町 

3 
7 月 31日(金) 
～8月 2日(日) 第１回ファーマシーフェア パシフィコ横浜 横浜市 

4 8 月 2 日(日) 第 39回足柄金太郎まつり 富士フイルム辻下グラウンド 南足柄市 

5 
9 月 19日(土) 
・20日（日） 未病を知るかながわフェア 西武東戸塚店 横浜市 

6 9 月 22日(祝) 本庁舎公開 神奈川県本庁舎 横浜市 

7 9 月 23日(祝) 仙石原すすき祭り 2015 仙石原文化センター 箱根町 

8 9 月 26日(土) 健康応援かながわフェア イオンスタイル湘南茅ヶ崎店 茅ヶ崎市 

9 9 月 30日(水) 箱根町健康・福祉フェスティバル 箱根町総合保健福祉センター さくら館 箱根町 

10 10月 4日(日) 大磯チャレンジフェスタ 2015 大磯運動公園など 大磯町 

11 10月 4日(日) 世界一長い板かまぼこ作り かまぼこ通り 小田原市 

12 10月 9日(金) 秋の「ヘルシー＆ビューティフェア」 ピアゴ大雄山店 南足柄市 

13 10月 10日(土) 星槎箱根 Festival 2015 星槎箱根キャンパス 箱根町 

14 10月 12日(祝) かながわ健康イベント 神奈川県立花と緑のふれあいセンター花菜ガーデン  平塚市 

15 10月 12日(祝) 未病を考えよう。かながわフェア 西武小田原店 小田原市 

16 10月 17日(土) 箱根元気市 箱根湯本 箱根町 

17 10月 18日(日) 美・緑なかいフェスティバル 2015 中井中央公園 中井町 

18 10月 20日(火) 
神奈川県・ＷＨＯ（世界保健機関）共催シ
ンポジウム 

横浜シンポジア 横浜市 

19 10月 24日(土) 大井町文化祭 大井町生涯学習センター 大井町 

20 10月 24日(土) 神奈川再発見フェア イオン相模原店 相模原 

21 10月 25日(日) 2015あつぎマラソン 厚木市荻野運動公園競技場 厚木市 

22 10月 25日(日) ふれあい広場産業まつり 湯河原町教育センターグラウンド 湯河原町 

23 10月 25日(日) 歴史の里 芦刈まつり 芦之湯集会場 箱根町 

24 11 月１日(日) 座間市健康まつり 座間中学校体育館など 座間市 

25 11月 1日(日) サイクルスポーツフェスタ 開成町水辺スポーツ公園 開成町 

26 
11 月７日(土) 

・８日(日) よこすか産業まつり 三笠公園 横須賀市 

27 
11 月７日(土) 

・８日(日) 
海のまち豊漁豊作祭 真鶴龍宮祭 真鶴町岸壁広場 真鶴町 

28 11月 15日(日) 
「健康都市やまとフェア 2015～未病を
治そう」 

大和市保健福祉センター 大和市 

29 
11月 17日(火) 

～23日(月) Limited Edition beauty24・冬 そごう横浜店 横浜市 

30 
11月 21日(土) 

･22日(日) 第 17 回城下町おだわらツーデーマーチ 小田原城址公園銅門広場等 小田原市 

31 11月 22日(日) まつだ産業まつり JR 松田駅北口広場・町営臨時駐車場周辺  松田町 

32 11月 28日(土) 生涯現役講座 神奈川県立保健福祉大学 横須賀市 

33 11月 28日(土) 健康チャレンジフェアかながわ 2015  クイーンズサークル 横浜市 

34 11月 29日(日) 丹沢湖ハーフマラソン大会 旧三保中学校 山北町 

35 11月 29日(日) 
健康応援！フェア～みんなで<健康寿
命>を考えよう！～ 

イオン海老名店 海老名市 

 


