2014 年 8 月 29 日
報道関係各位
inochi 未来プロジェクト実行委員会

みんなで inochi（いのち）の未来について考え、行動するプロジェクトがスタート！

「2014 inochi 未来フォーラム」開催！
～関西のこれからの医療と健康のあり方を、産学官民で議論する～
9 月 20 日（土）グランフロント大阪 知的創造拠点「ナレッジキャピタル」

「inochi（いのち）未来プロジェクト実行委員会」（実行委員長

澤芳樹・大阪大学大学院医学系研

究科心臓血管外科教授）は９月２０日（土）、グランフロント大阪 知的創造拠点「ナレッジキャピタル」
において、inochi（いのち）の未来を考え、体験していただくイベント「2014 inochi 未来フォーラム」
を開催いたします。
「2014 inochi 未来フォーラム」は、関西のこれからの医療と健康のあり方を、産学官民で議論する
ことを目的としています。フォーラムでは、関西の有識者が集まり、「関西が、医療のメッカになるた
めに必要なこと」を議論します。
また、９月２１日（日）には本プロジェクトの関連事業として、グランフロント大阪のハートソシオ
による
「AED 導入１０年目プロジェクト 減らせ突然死 AED 普及啓発特別展示会＆心肺蘇生講習会 ～
救える命はもっとある～」が行われます。この体験型の AED 講習会を受講された方は、同日夕刻に中之
島で開催される「2014 inochi フェスタ」SCANDAL スペシャルライブにご招待いたします。
開催概要および各種プログラム内容は次ページ以降の通りです。
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■ 2014 inochi 未来フォーラム
名

称：

テ ー マ：
日
時：
場
所：
主
催：
共
催：
後
援：
特別協力：
協
力：
協
賛：

概要

2014 inochi 未来フォーラム
「関西を、医療のメッカに。～産学官民の垣根を越えて～」
2014 年 9 月 20 日(土) 第 1 部 12:00～16:00 第 2 部 16:00～20:00
ナレッジキャピタル 4F ナレッジシアター
inochi 未来プロジェクト実行委員会
一般社団法人ナレッジキャピタル
（順不同） 関西広域連合、近畿経済産業局、関西経済連合会、大阪府、大阪市、
大阪商工会議所、アライアンス・フォーラム財団
一般社団法人グランフロント大阪 TMO
一般社団法人 OSAKA あかるクラブ
（順不同） ロート製薬株式会社、コカ・コーラウエスト株式会社、株式会社アイン
ファーマシーズ、菅公学生服株式会社、塩野義製薬株式会社、大塚製薬株式会社、
テルモ株式会社、大阪ガス株式会社、阪急電鉄株式会社、ＣＳＬベーリング株式会社、
日本光電工業株式会社、エドワーズライフサイエンス株式会社、株式会社カーポー
トマルゼン

「2014 inochi 未来フォーラム」
※下記フォーラム参加ご希望の方は、
「inochi 未来プロジェクト」公式ホームページにて本日より事
前登録受付を開始いたします(9 月 11 日締切)。参加料金は無料ですが、申し込み多数の場合は抽選
となります。
※フォーラム終了後、20:10 よりナレッジキャピタル１F CAFE Lab.におい
て情報交換会（立食形式）を開催いたします。
（参加費 3,000 円、当日受付にて徴収）
□＜第 1 部＞市民フォーラム
・開催日時 ： 9 月 20 日(土) 12：00～16：00
・会
場 ： ナレッジキャピタル 4F ナレッジシアター
・参加料金 ： 無料
・プログラム： ＜モデレーター＞
鈴木 寛（大阪大学大学院医学系研究科招聘教授）
◎学生フォーラム
（医学生をはじめとする学生によるプレゼンとディスカッション）◎食育フォーラ
ム
堀田裕介（料理開拓人） 「いのちをいただくということ」(仮題)
今井 裕（北海道：かわにしの丘・しずお農場代表取締役）
命と食の大切さを伝える「いのちいただきます」の紙芝居
※ナレッジキャピタル 4F ナレッジシアター ホワイエにて inochi の食育プログラム「こどもカフェ」
も開催（15:00～16:00）
。子どもたちがカフェの運営を通じて「いのちの循環」を学びます。
□＜第２部＞ 医療フォーラム
・開催日時 ： 9 月 20 日(土) 16：00～20：00
・会
場 ： ナレッジキャピタル 4F ナレッジシアター
・参加料金 ： 無料
・プログラム： ◎講演
伊達洋至(京都大学大学院医学研究科器官外科学講座呼吸器外科学教授)
高橋政代（理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター網膜再生医療研究開発
プロジェクトリーダー）
澤 芳樹（大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科教授）
原 丈人（アライアンス・フォーラム財団代表理事）
◎パネルディスカッション
＜モデレーター＞
鈴木 寛（大阪大学大学院医学系研究科招聘教授）
＜パネリスト＞
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伊達 洋至(京都大学大学院医学研究科器官外科学講座呼吸器外科学教授)
澤 芳樹（大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科教授）
高橋政代（理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター
網膜再生医療研究開発プロジェクトリーダー）
手代木功（塩野義製薬株式会社代表取締役社長）
原 丈人（アライアンス・フォーラム財団代表理事）
山口育子（NPO 法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長）
山田邦雄（ロート製薬株式会社代表取締役会長兼 CEO）

関連事業 21 日（日）予定プログラム
「AED 導入１０年目プロジェクト 減らせ突然死
AED 普及啓発特別展示会＆心肺蘇生講習会 ～救える命はもっとある～」
□AED 普及啓発特別展示会＆手作り聴診器教室
・開催日時：
9 月 21 日（日）11:00－18:00
・開催場所：
グランフロント大阪北館 1F ナレッジプラザ
・実施内容：
（A）減らせ突然死 AED 普及啓発特別展示会
パネル／ポスター展示
著名人、AED 救命経験者のメッセージビデオ等の上映
AED トレーナー（デモ機）等の展示・体験
（B）青木まり子さんによるメッセージソング♪「君の瞳」披露
ピアノ・ギター・ベース・マンドリン伴奏
PUSH 講習会使用映像の上映
（C）手作り聴診器教室
・指導監修：
ハートソシオ（展示会）
、こどもみらいソシオ（ワークショップ）
医師、看護師、医学生など
・主
催：
ハートソシオ
□体験型 AED 講習会（心肺蘇生講習会）
・開催日時：
9 月 21 日（日）1 回目 11:00～12:00／2 回目 14:00－15:00
・開催場所：
グランフロント大阪 うめきた SHIP HALL
・実施内容：
ハートソシオ 体験型 AED 講習会
パネル／ポスター展示
著名人、AED 救命経験者のメッセージビデオ等の上映
・参加定員：
1 回あたり 90 名（合計 180 名）
※事前申し込み制（先着順）
※詳しくは、
「inochi-expo.com」をご覧下さい
・参加料金：
500 円
・指導監修：
石見拓（ハートソシオキャプテン）ほか
・備
考：
上記２回の体験型 AED 講習会に参加された方を、同日の夕方、中之島公園芝生広場で
行われる「2014 inochi フェスタ」の「SCANDAL スペシャルライブ」（17:00 開演予定）
の優先エリアにご招待します。詳しくは「inochi 未来プロジェクト」の公式ホームペ
ージ（inochi-expo.com）をご覧下さい。
・主
催：
ハートソシオ
◎「inochi 未来プロジェクト」公式ホームページ ： inochi-expo.com
■本件に関するお問い合わせ先
inochi 未来プロジェクト実行委員会 PR 事務局（ALEGRESOL 内）
担当：堀西 080-1403-1100
horinishi@alegresol.jp
川土居 090-2230-9868
kawadoi@alegresol.jp
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