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“着実に加速する再生医療実用化”
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ヘルスケアとテクノロジーの融合をコンセプトとした
　　治療や健康に対する総合ソリューション展
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■ 特別協賛 ■ 特別後援

■ 主催者

■ 同時開催

BioJapan 2020 再生医療JAPAN 2020
再生医療イノベーションフォーラム
バイオインダストリー協会
JTBコミュニケーションデザイン

healthTECH JAPAN 2020
バイオインダストリー協会
JTBコミュニケーションデザイン

主催： 神奈川県未病産業研究会

最先端の未病製品・
サービスが一堂に!

主催： 厚生労働省
（医政局経済課ベンチャー等支援戦略室）

革新的なシーズを持つ
ヘルスケアベンチャーが集結!

バイオインダストリー協会、ヒューマンサイエンス振興財団、農林水産・食品産業技術振興協会、
バイオ産業情報化コンソーシアム、日本バイオ産業人会議、日本製薬工業協会、近畿バイオイン
ダストリー振興会議、地球環境産業技術研究機構、再生医療イノベーションフォーラム
JTBコミュニケーションデザイン

BioJapan 組織委員会

※8月19日時点スポンサー（今後変更になる場合もございます）

展示会 来場案内状 ＊ 本案内状を持参いただいても、展示会への入場はできません。
　公式ウェブサイトより、来場事前登録をお願いいたします。



パートナリングプログラム

オンライン配信セミナー

参加方法のご案内

今年度は基調講演をはじめ、COVID-19の診断・治療・ワクチン開発、ポストコロナのビジネスモデル、「バイオ戦略」など、
注目のトピックをご用意しております。どうぞお見逃しなく！ 
セミナー聴講登録は、展示会ウェブサイトよりお手続きをお願いいたします。

配信対象セミナー 基調講演・主催者セミナー（一部）、スポンサーセミナー（一部）

配信日時　
基調講演・主催者セミナー 会期後一週間を予定　※会期中に講演したセミナーをアーカイブ配信いたします。
スポンサーセミナー 会期中配信

オンライン聴講料
基調講演・主催者セミナー 5,000円（税込）　※クレジット決済のみ

＊こちらの料金で全てのオンライン配信セミナーを聴講いただけます。

スポンサーセミナー 無料

■ 会場アクセス ■ 問合せ

※主催者及び事務局は本展示会の開催風景を撮影し、ウェブサイトでの開催告知や、次回出展案内等の印刷物に画像を掲載することがございますので、予めご了承ください。

BioJapan / 再生医療JAPAN / healthTECH JAPAN事務局 
（JTBコミュニケーションデザイン内）
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1　セレスティン芝三井ビルディング
Tel: 03-5657-0758　FAX: 03-5657-0645
E-mail: biojapan@jtbcom.co.jp / saisei@jtbcom.co.jp /
 healthtech@jtbcom.co.jp/

会場： パシフィコ横浜
展示ホール B, C, D およびアネックスホール、ノース
〒 220-0012　横浜市西区みなとみらい 1-1-1
TEL: 045-221-2155　URL: www.pacifico.co.jp

マッチングメンバー（有料）にエントリーすることで、シーズの導入から技術提携、企業アライアンスまで、
会期中に様々な商談・ネットワーキングのためのサービスが利用できます。

※マッチングメンバーエントリー・成果事例等の詳細は
　展示会公式ウェブサイトよりご確認いただけます。

・ Cisco Webex Meetingsとシステム間で連携
・ ご自宅、 オフィスからの商談参加を実現
・ 従来よりタイムスケジュールを拡張（JST: 6:00~22:00）

・ 会期前から潜在顧客へ確実なアプローチが可能
・ 出展者/来場者関係なく全てのマッチングメンバーにコンタクト可能
・ 会場内リフレッシュメンツにてドリンクをご用意

食品/飲料 1%

建設/エンジニアリング 1%

インキュベーション
施設管理・運営 1%

情報/通信/
バイオインフォマティクス 1%
法律/特許 1%

化学/繊維 2%

金融/証券/投資機関/
ベンチャーキャピタル/
コンサルティング 3%

独立行政法人 1%
医療/診断 1%

商社/代理店 1%

バイオ関連団体 2%

機械/その他製造 3%

官公庁/地方公共団体 4%

製薬 18%

創薬支援/
製造受託 
13%

バイオテック/
創薬 19%

その他 15%

大学/
研究機関
12%

■ 昨年の参加業種内訳

■ 重要 : WEB会議ツールとの連携 　■ 参加メリット・サービス

■ 商談数推移

* 予定
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参加区分 参加料金

展示会入場
WEB来場事前登録必須
無料
＊本案内状を持参いただいても、展示会への入場はできません。

セミナー聴講
WEB 聴講事前登録必須
ご来場の上聴講の場合： 無料（全セミナー）
オンライン聴講の場合： 上記「オンライン配信セミナー」参照

マッチング
メンバー

出展者 70,000 円（税込）※クレジットカードまたは銀行振込による決済方式　※主催団体会員は 50,000 円（税込）
来場者 90,000 円（税込）※クレジットカードまたは銀行振込による決済方式　※主催団体会員は 70,000 円（税込）

NEW!!



パートナリングエリア

1F

2F

ノース
G301 - G304

アネックスホール
F201 - F206

■出展 / 参加企業・団体

■主催者セミナー・
　スポンサーセミナー

■会場構成

■会場内プレゼンテーション

最新の出展 / 参加企業・団体一覧は、
公式ウェブサイトよりご確認ください。

最新のスケジュールは、
公式ウェブサイトよりご確認ください。
※聴講事前登録が必須です。

最新のスケジュールは、
公式ウェブサイトよりご確認ください。
※聴講事前登録は不要です。

施設フロアガイドはこちら

マッチング会場 セミナー会場

 healthTECH JAPAN　

第4回「バイオインダストリー大賞」「バイオインダストリー奨励賞」表彰式・受賞記念講演会

来場のご案内

ヘルスケア
未病、健康管理、疫病予測 ・ 計測、介護リハビリテーション、ウェアラブル健康管理デバイス ・ 生活習慣アプリ ・ 栄養アプリ等ウェルネス製品、 バイタル情報モニタリン
グ、バイタルセンシング、電子カルテシステム(EHR)、患者ポータル、テレヘルス、診断管理ツール、 AI 画像診断機器、機能性食品、デジタル保険、遠隔ホームケア、
手術支援AI、AI 創薬、 ロボット（リハビリ ・ 介護）、ブロックチェーン　など

デジタルメディスン
デジタル診断、デジタルバイオマーカー、遠隔患者モニタリング、服薬アドヒアランスツール、デジタルコンパニオン、ドラッグデバイスコンビネーション(DDC)、
ドラッグデリバリー装置、インスリンポンプ　など

デジタルセラピューティクス(DTx)
疾患治療アプリ等非薬物療法システム、疾患管理アプリ等アドヒアランス製品、健康機能改善 ・ 予防アプリ、セキュリティソフト　など

ヘルスケアとデジタルテクノロジーの融合をコンセプトとする、治療・健康に対する総合ソリューショ
ン展。ヘルスケアビジネスのプレイヤーを一堂に集め、新しいマーケットの創出とこの分野でのビジネ
スを促進します。

■ バイオインダストリー奨励賞

バイオインダストリー協会は、下記の通り受賞者を決定しました。
表彰式 ・ 受賞記念講演会は、10月14日（水）ノースG301-G302にて行われます。

（表彰式14：00～、大賞受賞記念講演会14：45～、奨励賞ショートプレゼンテーション15：30～16：30）

受賞者 所属・役職
岩野 智 理化学研究所 脳神経科学研究センター 研究員
大田 昌樹 東北大学大学院 環境科学研究科 准教授
菊池 義智 産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門  主任研究員
久保田 健 地球環境産業技術研究機構 バイオ研究グループ 主任研究員
小宮 健 東京工業大学 情報理工学院 助教
末次 正幸 立教大学 理学部 教授
中島 健一朗 自然科学研究機構 生理学研究所 准教授
原 良太郎 京都大学大学院 農学研究科  特定准教授
福田 淳二 横浜国立大学大学院 工学研究院 教授
藤枝 俊宣 東京工業大学 生命理工学院 講師

受賞者 所属・役職
北沢 剛久 中外製薬 研究本部 創薬薬理研究部長
服部 有宏 中外製薬 研究本部 シニアフェロー
井川 智之 Chugai Pharmabody Research, CEO
吉岡 章 奈良県立医科大学 名誉教授
嶋 緑倫 奈良県立医科大学 副学長、医学部長
野上 恵嗣 奈良県立医科大学 小児科 准教授

バイオインダストリー大賞
受賞業績

「血液凝固第Ⅷ因子機能を代替するバイスペシフィック抗体
医薬の創製による血友病Aの治療革命」

（五十音順）

NEW!!



■ 14 日（水）
9:30

I
10:00

F203-
F206

開会式 同時通訳

10:00
I

11:30

F203-
F206

基調講演 同時通訳 
IL-6の発見から抗体医薬による難病治療へ
岸本 忠三
大阪大学 免疫学フロンティア研究センター 
特任教授

COVID-19の制圧および今後の拡大阻止に向けて（仮）
尾身 茂
地域医療機能推進機構 理事長 /
新型コロナウイルス感染症対策分科会 会長

バイオ戦略2020について（仮）
永山 治
バイオ戦略有識者会議 座長 /
バイオインダストリー協会 理事長 

12:00
I

13:30

G301-
G302

O-1  合成生物学（仮）
コーディネーター

新家 一男　  産業技術総合研究所 生命工学領域 細胞分子工学研究部門 
最先端バイオ技術探求グループ グループ長 

13:00
I

14:30

F205-
F206

O-2  バイオ戦略2020の推進にむけて① ～市場獲得を実現するデータ連携について～ 
コーディネーター

久保庭 均　  バイオインダストリー協会 運営会議 議長 

13:00
I

14:30

F203-
F204

O-3  COVID-19診断の最前線  
同時通訳

コーディネーター

児玉 龍彦　  東京大学先端科学技術研究センター 名誉教授 

14:00
I

16:30

G301-
G302

A-1  第4回「バイオインダストリー大賞」「バイオインダストリー奨励賞」表彰式・受賞記念講演  

15:00
I

16:30

F205-
F206

O-4  再生医療等製品の研究開発最前線 
コーディネーター

鈴木 邦彦　  再生医療イノベーションフォーラム 理事・副会長 

15:15
I

17:00

F203-
F204

O-5  緊急討論： 我が国のCOVID-19ワクチン開発の現状 
同時通訳

コーディネーター  
河岡 義裕　  東京大学医科学研究所 感染・免疫部門ウイルス感染分野 教授

■ 15 日（木）

9:30
I

11:30

F201-
F202

O-6  
特別講演
中井 徳太郎　 環境省 環境事務次官
脱炭素社会への移行 ～迫りくる気候危機と脱炭素化への対応～（仮）
コーディネーター  
高村 ゆかり　東京大学 教授

9:30
I

11:30

F205-
F206

O-8
特別講演  

同時通訳
 

永井 良三　  次世代ヘルスケア産業協議会 座長 / 自治医科大学 学長
ヘルスケア産業の未来  
コーディネーター

松岡 克典　  産業技術総合研究所 特別顧問 

主催者セミナー 会場： アネックスホール / ノース
全てのセッションでWEB事前登録が必要です。（9月上旬登録開始予定）
※講演内容は変更になる可能性があります。

松岡 克典

高村 ゆかり中井 徳太郎

永井 良三



10:00
I

11:30

F203-
F204

O-7  COVID-19治療の最前線 同時通訳 
コーディネーター  
大曲 貴夫　国立国際医療研究センター 国際感染症センター長

10:00
I

11:30

G301-
G302

O-9  再生医療市場を支えるサポーティングインダストリーの課題と将来
コーディネーター  
嶽北 和宏　Hyperion Drug Discovery 代表取締役社長

10:00
I

11:30

G303-
G304

O-10  バイオ戦略2020の推進にむけて② ～グローバルバイオコミュニティの形成について～
コーディネーター  
北郷 太郎　内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付参事官（原子力・国際・バイオ戦略担当）

13:30
I

15:00

F203-
F204

O-11  AIは医療と医薬品産業をどう変えるか 同時通訳 
コーディネーター  
木村 徹  大日本住友製薬 取締役 常務執行役員 CSO

15:00
I

16:30

G301-
G302

O-14【バイオ医薬品製造最前線】バイオ人材は足りていますか？ 
～バイオ医薬品のモダリティは多様化する  

コーディネーター  
内田 和久　神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科 教授

15:30
I

17:00

F203-
F204

O-12  プラスチックの持続可能な消費と生産に向けて  
コーディネーター  
木野 邦器　早稲田大学 理工学術院 教授 / 理工学術院総合研究所 所長　

15:30
I

17:00

F205-
F206

O-13  デジタルヘルスの最前線 同時通訳 
コーディネーター  
清水 良  田辺三菱製薬 執行役員 チーフデジタルオフィサー 

デジタルトランスフォーメーション部長

■ 16 日（金）
9:30

I
11:30

F203-
F204

O-17  がんゲノム医療（早期診断 / 治療に向けて） 同時通訳 
コーディネーター  
間野 博行  国立がん研究センター 理事・研究所長 

がんゲノム情報管理センター長

10:00
I

11:30

F201-
F202

O-15  機能性食品のグローバル展開 ～日本の食を世界へ～  
コーディネーター  
宮澤 陽夫  東北大学未来科学技術共同研究センター（NICHe） 

「戦略的食品バイオ未来産業拠点構築」プロジェクトリーダー 教授

11:30
I

13:00

F205-
F206

O-18  条件および期限付き早期承認制度の意義と課題 ～この制度は是か非か～ 同時通訳 
コーディネーター  
畠 賢一郎　再生医療イノベーションフォーラム 代表理事会長

12:00
I

13:30

F201-
F202

O-19  今後のバイオベンチャーの成長には何が必要か？（仮）  
コーディネーター  
伊藤 邦雄　一橋大学 CFO教育研究センター長

13:30
I

15:00

F203-
F204

O-16  iPS細胞研究アップデート  
コーディネーター  
宮田 満　 宮田総研 代表取締役

15:00
I

16:30

F201-
F202

O-20  ポストコロナのビジネスモデル ～サプライチェーン / バリューチェーン再構築～
コーディネーター  
戸田 雄三　　戸田研究所 代表取締役 / 藤田医科大学 教授   

15:30
I

17:00

F205-
F206

O-21  創薬モダリティの進化  
コーディネーター  
久保庭 均　 中外製薬 顧問



沖縄科学技術振興センター

神奈川県 

産業技術総合研究所

次世代バイオ医薬品製造技術研究組合

製品評価技術基盤機構 

ジェンスクリプトジャパン　

Johnson & Johnson Innovation 

タカラバイオ

中外製薬

Noster 

パセオン（Patheon by Thermo Fisher Scientific）

Beyond Next Ventures

レオ ファーマ

スポンサーセミナー ※講演内容は変更になる可能性があります。

■実施予定企業一覧 （五十音順 / 8月19日現在）

開催スケジュールは現在調整中です。
アネックスホール / ノースで開催するセッションに加え、オンライン配信でのセッションもございます。最新情報は公式ウェブサイトでご確認ください。


