2021 年 12 月 6 日

2021 年度「医療産業イノベーションフォーラム」のご案内
主催：一般社団法人 医療産業イノベーション機構
共催：東京大学未来ビジョン研究センター
[時 期] 2021 年 12 月〜2022 年 3 月（コロナ感染拡大防止のため、完全 WEB 開催）
[時 間] 18 時 00 分〜20 時 15 分 （ウェビナーによるリアルタイム配信）
[WEB 講演] オンライン講演の URL 等詳細につきましては後日ご連絡致します。
[対 象] 学部生及び大学院生（東京大学および他大学の学生）
一般社団法人医療産業イノベーション機構会員
医療専門職、医療産業にかかわる社会人
[受講者] 200 名
[テーマ]
「来るべき 30 年：2050 年の医療・健康産業の未来像とそこに至る道筋」
当フォーラムは健康・医療の産業振興に資する先進的な挑戦を話題として取り上げ、国内外の多方面から選りすぐりの KOL を講師に招き課題の本質を深掘り
[内 容]
し、領域横断的に幅広く議論・共有を目指す場です。本年度は未来の私たちの生命・生活のカタチ及びそのエコシステムに大きなインパクトを与えるであろう面々にご
登壇願いそのビジョンを共有し、更にはそこに到達するためのロードマップ、科学・技術・社会のイノベーション、乗り越えねばならないハードル、不可避なブレイク
スルー等を議論します。
[お申込み方法]
https://www.miii.or.jp/forum2021/よりお申し込みください。
ホームページからのお申し込みをご利用いただけない場合は、メールにてお受け付けいたします。
以下の①〜⑤を明記の上、医療産業イノベーション機構事務局（event@miii.or.jp）までお申し込みください。
①氏名（フリガナ）
②一般：会社名・所属/役職、学生：学校名・所属/学籍番号
③連絡先電話番号
④e-mail アドレス
⑤機構会員の有無
[資料代] 一括銀行振込でお願い致します。振込先は申込者へ後日通知致します。
・学生 全 8 回：無料（社会人学生の方は、一般でのお申込みをお願い致します）
・一般 全 8 回：45,000 円
・医療産業イノベーション機構会員 全 8 回：30,000 円 ※別途年会費 12,000 円
[注意事項] 講演の録音、録画、画面キャプチャーの保存は禁止とさせていただきます。なお、取材のお申し込みは、固くお断りいたします。
一般社団法人 医療産業イノベーション機構 理事長 木村廣道
東京大学未来ビジョン研究センターライフスタイルデザイン研究ユニット 特任教授 木村廣道
【フォーラム事務局（申込先・問い合わせ先）】一般社団法人 医療産業イノベーション機構 事務局
〒113‑0033 東京都文京区本郷 4‑1‑4 Design Place α 8F

TEL: 03‑5842‑3363

mail アドレス：event@miii.or.jp
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12 月 14 日(火)

城山

所属・役職

恭久

前衆議院議員（元厚生労働大臣）

英明

東京大学公共政策大学院 大学院法学政治学研究科 教授
東京大学未来ビジョン研究センター センター長

今村 聡
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1 月 12 日(水)

八田

泰秀

東京大学名誉教授、NFI（一社・次世代基盤政策研究所）代表理事
JUMP（一社・日本ユーザビリティ医療情報化推進協議会）代表理事

長神

東北大学東北メディカル・メガバンク機構
広報渉外・企画分野 教授、総務・企画事業部 副部長、広報戦略室長

風二

隅屋 輝佳

一般社団法人 Pnika 代表理事

仲井 嘉浩

積水ハウス株式会社 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO

昌之

2 月 18 日(金)

筑波大学 医学医療系 分子行動生理学 教授
国際統合睡眠医科学研究機構 副機構長

中島

徹

15th Rock Ventues. Founder & General Partner 兼 Spirete, Inc. 代表取締役

2 月 25 日(金)

威

3 月 3 日(木)
樋口
石山
日程調整中

特任教授

武

岩坪

8

前衆議院議員（前厚生労働委員長）
国立大学法人 東京工業大学 科学技術創成研究院
マルチモーダル細胞解析協働研究拠点 拠点長

真人

アンジュ

藤岡

雅美

講師交渉中

AI ホスピタルの実装に向けて

医療データ活用の課題とその先

健康を見守るスマートハウス・
スマートシティ

櫻井

持丸 正明
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医療 AI プラットフォーム技術研究組合 理事長
日本ユニシス株式会社 常務執行役員 ストラテジックアライアンス長

森 田 朗

村田
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公益社団法人 日本医師会 副会長

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 研究所長

とかしき なおみ
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2050 年：私たちの生命・生活の
未来像―そのビジョンと道筋

梅澤 明弘

1 月 25 日(火)

2 月 2 日(水)

テーマ（仮）

世界を変えるブレークスルー研
究：細胞をデザインする
世界を変えるブレークスルー研
究：人工冬眠は可能か

国立研究開発法人産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究センター長

人間の限界：拡張と包含
（オーギュメンテーションと
インクルージョン）

東京大学大学院医学系研究科神経病理学 教授
国立精神・神経医療研究センター神経研究所 所長

アルツハイマー病疾患修飾療法
の実用化に向けて

国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 量子生命・医学部門 量子医科学研
究所 脳機能イメージング研究部 部長

最後のフロンティア・脳：脳の
機能と病態のイメージング

一般社団法人 Public Meets Innovation 代表
一般社団法人シェアリングエコノミー協会 常任理事（事務局長兼務）
経済産業省

商務・サービスグループ

ヘルスケア産業課

総括補佐

若手リーダーの 2050 年ビジョン

若手リーダー交渉中

全 8 回：都合で講師・講演内容・講演日程が変更となる場合がございます。
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