
我が国は、世界に先駆けて超高齢社会に突入し、社会保障費の増加や、介護施設・人材の不足等の社会
的な課題が現実となっています。経済産業省は、超高齢社会対応に資する優れたヘルスケアサービスを国内外
に発信し、世界のイノベーションと国内の課題解決に向けた強いニーズをマッチングすること、課題解決につながる
国際的なネットワークを構築することを目的に、「1st Well Aging Society Summit Asia-Japan」を
開催します。当サミットを通じて、国内外の企業や投資家等から日本におけるヘルスケアビジネスへの投資を活
性化させ、超高齢社会の日本をフィールドに、ユニークかつ効果的なヘルスケア産業が創出され、日本だけでなく
世界中の健康寿命延伸につながることを期待しています。 本年は第１回目の開催となります。

株式会社NTTデータ経営研究所
1st Well Aging Society Summit Asia-Japan運営事務局
メールアドレス：wass@keieiken.co.jp URL：https://was-summit.com/

お問い合わせ

日時

会場

連携
イベント

内容

平成30年10月9日（火曜日）9:45開始 18:15終了予定

日本橋三井ホール(ＣＯＲＥＤＯ室町1 5階)
日本橋ライフサイエンスハブ(室町ちばぎん三井ビルディング8階)

経済産業省

BioJapan、国際福祉機器展、CEATEC、デジタルヘルスDAYS、
ジャパン・ヘルスケアベンチャーサミット（厚生労働省主催）、
ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト（経済産業省主催）、他

基調講演、ピッチコンテスト、パネルディスカッション、ネットワーキングパーティ

企画協力
(一社)ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（LINK-J）、
(一社)日本次世代型先進高齢社会研究機構（Aging Japan）

テーマ 超高齢社会への対応、クオリティ・デジタルヘルス、Biotech

参加費無料

共催

主催

内閣官房 健康・医療戦略室、厚生労働省、 国立研究開発法人日本医療研究開発機構

プログラムはこちら
https://was-summit.com/

https://was-summit.com/


NTT DATA INSTITUTE OF MANAGEMENT CONSULTING, Inc.
（1st Well Aging Society Summit Asia-Japan, Administration Office）
E-mail：wass@keieiken.co.jp URL：https://was-summit.com/english/

Inquiry

Date

Venue

Cosponsored 
by

Co-event 
with

Program

October 9 (Tue), 2018 9:45-18:15(TBD)

Nihonbashi Mitsui Hall (COREDO Muromachi bldg1 5FL)
Nihonbashi Life Science Hub (Muromachi Chiba-gin Mitsui bldg. 8FL)

Cabinet Secretariat -Headquarters for Healthcare,
Ministry of Health, Labor and Welfare,
Japan Agency for Medical Research and Development

Bio-Japan, International Home Care & Rehabilitation Exhibition, CEATEC, 
Digital Health DAYS, Japan Healthcare Venture Summit, Japan Healthcare 
Business Contest, and so on

Keynotes, Start-up pitches, Panel discussion, Networking reception

Supported by LINK-J, Aging Japan

FOCUS 
TOPIC

Well aging society, Quality digital health, Biotech

Japan leads the world as a super-aging society, and thus is experiencing various social challenges 
before many other industrialized nations, specially in the healthcare sector, including increases in 
medical expenditures and demand for elderly care and support. The Ministry of Economy, Trade and 
Industry will conduct the “1st Well Aging Society Summit Asia-Japan” in order to create potential 
healthcare services that contribute to aged societies, to establish matching opportunities between 
innovative skills all over the world and serious demands in Japan and to establish international 
networks for solving social issues. Through this summit, we expect that unique and effective health 
industry will be created and that the ability for aged societies to live healthy and fruitful lives will be 
secured for the world. This year will be the first year of this summit.

Admission
Free

Sponsored by Ministry of Economy, Trade and Industry
Program here
https://was-summit.com/english/

https://was-summit.com/english/

