講師略歴（敬称略） ※随時更新いたします

塩崎 恭久（前衆議院議員（元厚生労働大臣））
１９７５年３月

東京大学教養学部教養学科卒業

４月

日本銀行入行

１９８２年６月

ハーバード大学行政学大学院修了（行政学修士）

１９９３年７月

衆議院議員初当選（旧愛媛１区）

１９９５年７月

参議院議員当選（愛媛選挙区）

１９９７年９月

大蔵政務次官

２０００年７月

衆議院議員当選（愛媛県第１区）

２００４年１０月

衆議院法務委員⻑

２００５年１１月

外務副大臣

２００６年９月

内閣官房⻑官・拉致問題担当大臣

２０１４年９月

厚⽣労働大臣（〜平成２９年８月）

２０１７年１０月

衆議院議員当選（衆８期、参１期）

〜２０２１年１０月

城山 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）
1989年東京大学法学部卒業。1994年東京大学大学院法学政治学研究科助教授、2006年東京
大学大学院法学政治学研究科教授、2010年東京大学公共政策大学院教授。東京大学政策ビ
ジョン研究センター⻑（2010-2014年）、東京大学公共政策大学院⻑（2014-2016年）等を経
て、2021年より未来ビジョン研究センターセンター⻑。
専門は行政学で、国際行政、科学技術と公共政策、政策形成プロセスについて研究してい
る。

今村 聡（公益社団法人 日本医師会 副会長）
昭和52年６月１日
昭和54年４月１日
昭和58年４月１日
昭和62年４月１日
昭和63年１月１日
平成元年４月１日
平成３年５月１日

三井記念病院研修医
神奈川県立こども医療センター
浜松医科大学助手
浜松医科大学講師
静岡県立総合病院医⻑
浜松医科大学講師
今村医院院⻑

平成11年２月１日
至
現在
平成９年４月１日
平成11年４月１日
平成15年４月１日
平成15年４月24日
平成16年６月24日
平成18年４月１日
平成24年４月１日
平成25年４月１日
至
現在

（医社)聡伸会今村医院理事⻑（現職）

(社)板橋区医師会理事
(社)板橋区医師会副会⻑
(社)板橋区医師会監事
(社)東京都医師会監事
(社)東京都医師会理事
(社)日本医師会常任理事
(社)日本医師会副会⻑
(公社)日本医師会副会⻑

八田泰秀（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）
1984年 日本ユニバック（現日本ユニシス）入社
2004年 ⼈財育成プロジェクト部⻑ 就任
2005年 ビジネスマネジメント部⻑
2009年 サービスインダストリ事業部 事業部⻑を経て2014年より執行役員に就任
2021年 常務執行役員に就任し、現在はストラテジックアライアンスを担当
公職（現任）
厚⽣労働大臣、経済産業大臣認可 医療AIプラットフォーム技術研究組合
内閣府戦略的イノベーション創造プロジェクト 研究責任者

理事⻑

社外取締役（現任）
エスアンドアイ株式会社 社外取締役
エアトラスト株式会社 社外取締役

梅澤 明弘（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）
1989
1991
1992
1994
1995

年
年
年
年
年

4月
11月
10月
4月
４月

慶應義塾大学医学部助手（医学部病理学）
米国カルフォﾙニア大学サンディエゴ校内科学教室研究員
米国ラ・ホヤ癌研究所・研究員
慶應義塾大学医学部助手（病理学）
慶應義塾大学医学部専任講師（病理学）

1999 年 4月 慶應義塾大学医学部助教授（病理学）
2002 年 11月 国立成育医療センター研究所部⻑（⽣殖医療研究部）
2010 年 2月 独立行政法⼈国立成育医療研究センター研究所部⻑
(⽣殖・細胞医療研究部)
2015 年 4月 国立研究開発法⼈国立成育医療研究センター研究所
副所⻑/再⽣医療センター⻑/細胞医療研究部⻑
2021年 4月 国立研究開発法⼈国立成育医療研究センター研究所
研究所⻑/再⽣医療センター⻑/細胞医療研究部⻑

長神 風二（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）
2002~ 日本科学未来館科学技術スペシャリスト
2006~ 独立行政法⼈科学技術振興機構
2008~ 東北大学脳科学グローバル COE 広報・コミュニケーション担当
2012~ 東北大学東北メディカル・メガバンク機構

特任准教授

特任准教授

2013~ 同特任教授
2021~ 同教授
専門は科学広報・コミュニケーション、⽣命科学研究・ゲノム医科学の倫理。

森 田 朗（NFI（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）
1976年東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科教授、同公共政策大学院院⻑、国
立社会保障・⼈⼝問題研究所所⻑、津⽥塾大学総合政策学部教授、研究開発法⼈科学技術
振興機構（JST）社会技術研究開発センター（RISTEX）センター⻑（非常勤）などを歴
任。財務省関税・外国為替等審議会会⻑代理、総務省政策評価審議会会⻑代理、厚⽣労働
省中央社会保険医療協議会（中医協）元会⻑。

隅屋 輝佳（一般社団法人 Pnika 代表理事）
環境系ベンチャー企業にて新規事業開発を担当したのち、⻘年海外協⼒隊として 2 年間ウ
ガンダで水源維持管理システムの構築に従事。2017 年より 3 年間、NPO 法⼈ミラツクの
研究員としてオープンイノベーションを軸とした複数のプロジェクトに参画する傍ら、株
式会社 LIFULL にてブロックチェーンを用いた新規事業開発に取り組んだ。慶應大学大学
院システムデザイン・マネジメント研究科の修士課程にて「非専門家による法規制改正提
案の支援を行う自律的実践プロセスの設計と評価」を執筆。2019 年 2 月にイノベーターが
制度設計者、専門家、市⺠とつながり、協働で法制度設計を行う社会の実現をミッション
に掲げた一般社団法⼈ Pnika を立ち上げ、現在も代表として活動している。2020 年 2 月よ
り、世界経済フォーラム第四次産業革命日本センターのアジャイルガバナンスプロジェク
ト担当として、デジタル時代にあったガバナンスのアップデートに向けて活動している。

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）
1988 年 4 月 積水ハウス株式会社

入社

大阪綜建事業部

1998 年 8 月 社⻑室
2004 年 4 月 経営企画部
2012 年 2 月 経営企画部⻑
2014 年 4 月 執行役員

経営企画部⻑

2016 年 4 月 常務執行役員

経営企画・経理財務 担当

2016 年 4 月 取締役 常務執行役員

経営企画・経理財務 担当

2018 年 2 月 代表取締役社⻑
2021 年 4 月 積水ハウス株式会社

代表取締役

社⻑執行役員 兼 ＣＥＯ

とかしき なおみ（前衆議院議員（前厚生労働委員長））
１９８５年

４月

株式会社資⽣堂

広報部

入社

２００３年

４月

杉並区議会議員(二期)

２００５年

９月

衆議院大阪七区(吹⽥・摂津)初当選

２００５年

９月

自⺠党厚⽣関係団体副委員⻑等

２０１２年

２月

衆議院大阪七区小選挙区当選(二期目）

歴任

２０１２年 １２月

厚⽣労働大臣政務官

２０１３年 １０月

自⺠党副幹事⻑

２０１４年 １２月

衆議院大阪七区小選挙区当選（三期目）

２０１５年 １０月

厚⽣労働副大臣

２０１６年

９月

自⺠党厚⽣労働部会⻑

２０１７年

８月

環境副大臣

２０１７年 １０月

衆議院大阪七区小選挙区当選（四期目）

２０１７年 １１月

環境副大臣再任

２０１８年 １０月

自⺠党環境部会⻑

２０１９年

自⺠党

５月

大阪府支部連合会

２０２０年 １０月

衆議院厚⽣労働委員⻑

２０２１年 １０月

衆議院大阪７区小選挙区次点

会⻑

村田 昌之（国立大学法人 東京工業大学 科学技術創成研究院 特任教授、マルチモーダル細
胞解析協働研究拠点 拠点長）
1988 年

京都大学大学院理学研究科博士課程修了。1989 年

京都大学大学院理学研究科助

手（この間、ドイツ・ヨーロッパ分子⽣物学研究所（Kai Simons 博士）、米国・UC バークレイ（Randy Schekman 博士）にて客員研究員）
。1996 年 岡崎国立共同研究機構
学研究所

助教授。2003 年〜2020 年

東京大学大学院総合文化研究科

教授

⽣理

（その間､

2016 年~2019 年 東大・ニコン（株）による社会連携講座｢次世代イメージング画像解析学
講座｣

主宰。特任教授兼任）。東京大学名誉教授。

櫻井 武（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）
1993 年 4 月１日〜1993 年 8 月 15 日 日本学術振興会特別研究員
1993 年 8 月 16 日〜1999 年 11 月 30 日 筑波大学基礎医学系講師
1995 年 7 月 1 日〜1997 年 8 月 31 日 テキサス大学 HHMI 研究員
1997 年 9 月 1 日〜1999 年 11 月 30 日 筑波大学基礎医学系講師
1999 年 12 月 1 日〜2004 年 3 月 31 日 筑波大学基礎医学系・助教授
2004 年 4 月 1 日〜2007 年 3 月 31 日 筑波大学大学院⼈間総合科学研究科・助教授
2007 年 4 月 1 日〜2007 年 10 月 31 日 筑波大学大学院⼈間総合科学研究科・准教授
2007 年 11 月 1 日〜2008 年 3 月 31 日 金沢大学大学院医学系研究科 分子神経科学・統
合⽣理学 教授
2008 年 4 月 1 日〜2016 年 3 月 31 日金沢大学医薬保健研究域医学系・脳医科学専攻・分子
神経科学・統合⽣理学分野教授
金沢大学大学院医薬保健総合研究科・脳医科学専攻⻑
2014 年 4 月 1 日〜2016 年 3 月 31 日金沢大学脳肝インターフェイスメディシン研究センタ
ー⻑を兼任
2016 年 4 月 1 日〜筑波大学医学医療系教授/筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構教授・副
機構⻑

中島 徹（15th Rock Ventues. Founder & General Partner 兼 Spirete, Inc. 代表取締役）
東芝の研究開発センターにて 8 年間、無線通信の研究・無線 LAN の国際規格の標準化・
半導体チップ開発業務に従事し、数十件の特許を取得。2009 年から産業革新機構に参画し、
ベンチャーキャピタリストとして、日米でロボティクス、IT、ソフトウエア系の投資を手掛
ける。エンジニア経験を⽣かして投資先の業績改善にハンズオンでコミットし、上場や売却
など複数の EXIT を実現。2016 年に Mistletoe に参画、2017 年より Chief Investment Officer
として 15 ヵ国での投資活動を統括。2019 年、15th Rock Ventures と Spirete を設立。
日本や米国シリコンバレー、欧州の有⼒な投資家・起業家とのネットワークを有する。
北海道大学大学院工学研究科修士、グロービス経営大学院修士。

持丸 正明（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）
1993 年、慶應義塾大学大学院博士課程 ⽣体医工学専攻修了。博士（工学）。同年、工業技
術院⽣命工学工業技術研究所 入所。2001 年、改組により、産業技術総合研究所 デジタル
ヒューマン研究ラボ 副ラボ⻑。2018 年より、⼈間拡張研究センター 研究センター⻑（現
職）。専門は⼈間工学、バイオメカニクス、サービス工学。2019 年より、ISO TC 324 国際
議⻑。2014 年より、消費者安全調査委員会・委員⻑代理。

岩坪 威(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)
東京大学大学院医学系研究科神経病理学分野教授。博士（医学）。国立精神・神経医療研究
センター 神経研究所所⻑。日本認知症学会理事⻑。J-ADNI主任研究者。
1984年東京大学医学部卒業。86年同大学医学部附属病院神経内科入局。98年同大学大学院
薬学系研究科臨床薬学教授を経て現職。
アルツハイマー病の原因となるアミロイドβの形成機構を明らかにし、治療薬の臨床試験
に有用な画像診断・バイオマーカー指標等を確立。
米国神経学会「ポタムキン賞」等を受賞。

樋口 真人（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）
1993年3月 東北大学医学部卒業
1997年4月 東北大学大学院医学研究科修了（医学博士）
1999年4月 東北大学医学部附属病院老年・呼吸器内科助手
米国ペンシルバニア大学 医学部神経変性疾患研究センター 博士研究員
2003年4月 独立行政法⼈ 理化学研究所 脳科学総合研究センター 研究員
2005年4月 独立行政法⼈ 放射線医学総合研究所
リサーチフェロー分子イメージング研究センター 分子神経イメージング
研究プログラム脳分子動態チーム チームリーダー
2016年4月 国立研究開発法⼈ 量子科学技術研究開発機構
放射線医学総合研究所 脳機能イメージング研究部
脳疾患トランスレーショナル研究チーム チームリーダー
2019年4月 脳機能イメージング研究部 部⻑
2021年4月 国立研究開発法⼈ 量子科学技術研究開発機構
量子医科学研究所 脳機能イメージング研究部 部⻑
東北大学大学院医学系研究科 客員教授
日本認知症学会 理事
日本神経精神薬理学会 評議員

石山 アンジュ（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）
1989年⽣。シェアリングエコノミーの普及に従事。シェアの思想を通じた新しいライフス
タイルを提案する活動を行うほか、一般社団法⼈シェアリングエコノミー協会常任理事（
事務局⻑兼務）、厚⽣労働省・経済産業省・総務省などの政府委員も多数務める。また2018

年ミレニアル世代のシンクタンク一般社団法⼈Public Meets Innovationを設立、代表に就
任。ほかテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」レギュラー出演や、新しい家族の形「
拡張家族」を広げるなど幅広く活動。著書「シェアライフ-新しい社会の新しい⽣き方（ク
ロスメディア・パブリッシング）」

藤岡 雅美（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）
２０１０年３月

京都大学医学部⼈間健康科学科

２０１０年４月

経済産業省

２０１１年４月

商務情報政策局サービス政策課

２０１２年６月

資源エネルギー庁

２０１３年６月

商務情報政策局 ヘルスケア産業課

２０１４年６月

入省

卒業※看護師・保健師免許取得

商務情報政策局サービス政策課

配属

係⻑

資源・燃料部政策課

総括係⻑

総括係⻑

同

課⻑補佐

２０１６年８月

経済産業政策局 産業⼈材政策室

室⻑補佐

２０１８年７月

厚⽣労働省 健康局 健康課

２０２１年６月

商務・サービスグループ ヘルスケア産業課

課⻑補佐
総括補佐

