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Ⅰ 要望にあたって
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１ 大阪・関西万博がめざすもの

終息が見通せないパンデミック、絶えることのない戦禍、そして、気候変動や貧困、食糧問題。世界には、人々の

「いのち」や暮らしを脅かす課題が山積しています。そのような中で「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、

2025年大阪・関西万博が開催されます。

このテーマの下、「いのち」にかかわる多様な英知を結集させ、人々の行動変容と、時代を切り拓く新たなイノベー

ションを巻き起こす。そして、一過性のイベントとして成功させるだけでなく、世界の課題解決に貢献するとともに、

わが国の持続的な成長・発展につなげていく。これこそが、大阪・関西万博の果たすべき役割です。

２ その実現に向けて

こうした役割を果たすためには、わが国のポテンシャルを最大限に発揮することが必要です。とりわけ、大阪・関西

では、人々の「いのち」に向き合うライフサイエンスなどの未来医療、持続可能な社会に資する水素など次世代エネル

ギー、さらには、暮らしをより快適・便利にする空飛ぶクルマなど、新たな技術やサービスの集積が進んでいます。

万博のコンセプトである「未来社会の実験場」を体現し、これらを開花させ、世界に発信していく必要があります。

開幕まで残り３年を切りました。国や自治体、博覧会協会だけでなく、イノベーティブな技術等を有する中小企業、ス

タートアップ、NPO、大学・研究機関等、幅広い主体が、会場となる夢洲はもとより大阪・関西全体で、あらゆる取組

みを加速させなければなりません。

３ 「2025年大阪・関西万博アクションプランVer.1」の改訂にあたって

国においては、昨年12月、万博のコンセプトの具体化に向けた取組みなどを「2025年大阪・関西万博アクションプラ

ンVer.1」としてとりまとめ、企業や自治体の要望や具体的な検討の進捗なども踏まえて、予算措置や規制改革など必

要な措置を順次講じていくこととされました。

そこで、今般、万博を契機とした「未来社会」の実現に向けて、また、万博会場の整備・運営にあたって、多様な主

体が強力に取組みを進める上で、直面する課題と国への要望事項を取りまとめました。

国におかれましては、上記趣旨を踏まえ、近く改訂されるアクションプランに今回の要望内容を位置付けていただく

とともに、引き続き、国による積極的な事業の推進や、技術的・財政的支援、規制改革などについて、格段のご高配を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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１ ライフサイエンス・ヘルスケア分野の
研究開発等による健康長寿社会の実現

Ⅱ 万博を契機とした「未来社会」の実現に向けて

【項目】
（１） ライフサイエンス
・ iPS細胞やヒト体性幹細胞を活用した再生医療の産業化
（２） 次世代ヘルスケア
・ 次世代ヘルスケアの推進
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iPS細胞やヒト体性
幹細胞を活用した再
生医療の産業化

□再生医療の産業化に向けた検討
開始

（主な検討内容）
・自家細胞を用いた自由診療の適正な
普及に向けた医療機関支援

・他家細胞（iPS、間葉系幹細胞等）を用
いた再生医療等製品の普及促進に向
けた課題と対応策

□再生医療の拠点形成推進

・2024年春に中之島（大阪）に未来医
療国際拠点がオープン予定

□再生医療の実用化がスタート

・未来医療国際拠点における「my iPS細
胞」の開発製造、供給開始

・細胞・組織の安定供給システム構築
（組織採取→培養製造→輸送→治療）

・再生医療に携わる企業等を支援するプ
ラットフォームの構築

□再生医療の普及と産業化の進展

・再生医療技術を核とした先端医療の普
及と産業化モデルの確立

・再生医療技術に関して、世界からの認
知を受け、大阪へ投資が向かうグロー
バル産業として成長

□再生医療の提供による国際貢献

・国内外の患者が、再生医療に容易にア
クセスできる環境整備

・外資系企業・研究所、専門人材等の集積再生医療を国内外へ発信
・現状～未来の医療を情報発信
・大阪パビリオンにおいてリアル・バー
チャル両面から展示
・未来医療国際拠点とも連携

万博会場

▲「未来医療国際拠点」イメージ
（出典）一般財団法人未来医療推進機構HP

１（１） ライフサイエンス

2030（万博後のめざす姿）2025（万博開催）2022(現状)テーマ
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大阪・関西には、再生医療を中心とするライフサイエンス分野におけるトップクラスの研究機関、企業、大学等が集積。こうした強みを活かし、
ライフサイエンスを成長の柱として新たな価値を発信するとともに、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする大阪・関西万博を契機に、
健康・医療分野で世界に貢献することをめざす。



国への提案・要望 …要望先（内閣府、消費者庁、厚生労働省、経済産業省）

課題

>

「2025年大阪・関西万博アクションプランVer.1」における記載

・記載なし

▷再生医療の産業化に向け、細胞・組織の安定供給に向けた技術開発・サプライチェーンの構築
再生医療等製品は、高度かつ複雑な取扱いが求められ、現状では非常に高コスト。産業化に向けて安定的な供給体制が不可欠。

▷再生医療等製品の特性に対応した各種レギュレーションが未整備
再生医療等製品は国の製造・販売承認審査が必要であるが、細胞原料から製造・輸送等広範にわたる安全性や品質の確保と、
迅速で円滑な供給体制の構築に向けたレギュレーションが未整備。

▷再生医療に対する社会受容性の向上
再生医療の普及や市場拡大のためには、国民の理解・参画が不可欠。万博会場等を活用し、国内外に広く発信していくことが
必要だが、未承認の医療機器、再生医療等製品の一般向け展示は禁止されている。

▷ライフサイエンスを国家的課題として国の成長戦略の中核に位置付け、再生医療の産業化を最優先で推進 ＜府・関経連＞

▷再生医療の産業化推進プラットフォームの構築に向けた財政・技術支援 ＜府・大商＞

▷再生医療等製品の特性に対応した各種レギュレーションの整備 ＜府・大商＞

▷未承認の医療機器、再生医療等製品の一般向け展示を禁止する規制の緩和 ＜府・市＞

11



次世代ヘルスケアの
推進

□健康寿命延伸達成（2歳以上）
（2013年比）

万博会場では、ヘルスケアデータをAI分析し、パーソナライズされた健康プログラムを提案することなどを検討。万博で実証したヘルスケアに
関する先端技術・サービスの普及・活用により、世界のモデルとなる健康長寿社会の実現をめざす。

１（2） 次世代ヘルスケア

2030（万博後のめざす姿）2025（万博開催）2022(現状)テーマ
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パーソナライズされた健康プロ
グラムの実装（大阪パビリオン）

・アスマイルなどの健康アプリ等で取
得した日々の健康活動データや検診
データと、万博で取得したヘルスケ
アデータをAI分析し、個人最適化さ
れた健康プログラムを提案

万博会場

▲未来の診断体験「アンチエイジング・ライド」
(出典)大阪パビリオン出展基本計画案

□デジタル技術を活用した健康づ
くりの推進

・府が運営する健康アプリ「アスマイル」等
による健康活動促進

▷アスマイル登録者：約28万人
（2022年3月末）

▷健康予測AIによる生活習慣病発症確
率の情報提供 （2021年12月～）
▷アスマイルと連携した「10歳若返り」
プロジェクトの実施（2021年度～）

▷民間や行政の様々なデジタルサービ
スをオールインワンで使いやすく提供
▷生活の質の向上を通じた健康寿命延
伸をめざす
▷2022年2月実証事業を開始

・高齢者のためのデジタルサービスの展
開（スマートシニアライフ事業）

・デジタルサービスの拡充・提供主体の多
様化
▷「アスマイル」の更なる普及とマイナ
ポータルとの連携によるデータサービ
スの深化
▷民間の担い手による多様なヘルスケア
サービスが広がることにより、生活習
慣の改善が進み、健康寿命を延伸

□“10歳若返り”達成

・万博で実証された先端技術・サービス
等の普及・活用により日常生活の中で
自然と健康管理ができる社会の実現

・次世代ヘルスケアサービスの裾野の拡
大により、住民に健康増進に向けた多
様な選択肢を提供

・官民の多様な担い手による最先端の
技術・サービスの実装が進む「スマート
ヘルスシティ」の実現



「2025年大阪・関西万博アクションプランVer.1」における記載

・優良なアイデア・事業の審査への参画（ヘルスケアビジネスコンテストの開催）＜経産省＞

▷官民におけるヘルスケアデータの相互活用・標準化のためのさらなる取組強化
府民の健康寿命の延伸をめざすため、データヘルス改革等によるヘルスケアサービスの創出及び加速化が必要
①府民の健診や歩数等のPHR情報の利活用に向けた「アスマイル」の機能拡充
②民間におけるヘルスケアサービスの創出・振興に向けた環境整備
（様々なPHR間のデータの相互運用性確保のためのルール整備・標準化等）

③ヘルスケアデータ利活用に係る社会受容性の向上

▷利用者の利便性向上に向けたヘルスケアデータの連携（「アスマイル」とマイナポータルや民間PHR事業者）に係る
財政支援＜府・市・大商＞

▷ヘルスケアデータの利活用活性化に向けたルール整備・標準化に対する支援 ＜府・関経連・大商＞
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国への提案・要望…要望先（内閣府、デジタル庁、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省）

課題

>
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