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⼀��団���療�業イノベーション�構 事�局
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「不��な�界における�療�業の価���」

⼀��員�50,000円
賛助�員� 
�⽣  ��料

 国内�の�・�・�・�のKOLを�師に2004年から�く�開
��「�療�業イノベーションフォーラム」の��シリーズは

��問題やパンデミックで�業構�が�的に��する不��な

�界で、�療�業が持�性や��性の�持を�む�義の��に

貢�するための指�と、そこから⽣み�されるイノベーション

を�論します。

�療�業
イノベーション
フォーラム 

冨�   和�
（株）��共�基� 

IGPIグループ ��
�しい��主義�現�� 

メンバー

�1回�2022年11⽉1⽇（�）

18:00 - 20:45

東�⼤� 伊���ホール
（伊�国���研�センター内）
 東�都�����7丁⽬３−１ 東⼤��キャンパス内

2022年11⽉

イベントHP 問い�わせ先

�義�８回

https://www.miii.or.jp
/forum2022

賛助�員価�

（年��12,000円を�む）2022

永� �

中��薬株式��
����

「�療�業とサステナビリティ」

⽯井 菜�� 永井 良三

⾃��科⼤�
��

東�⼤�  理事、
未来ビジョン研�センター �授
グローバル・コモンズ・センター 

ダイレクター
 

�１回 基��� �３回 �別��

�3回�2022年12⽉23⽇（金）

ハイブリッド開� ２回
オンライン開�  ６回

��・�療の��な価�と
��性を⾒つめる

~2023年3⽉�
開�

https://www.miii.or.jp/forum2021/


アーカイブ配�
����者を��に当⽇の��動
�を�⽇ご�いただけます。
（〜2023年6⽉末まで）
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�

⼀��め切り

10/26（�）

「�療�業イノベーションフォーラム2022」
��申�URLより申し�みください

https://miif2022-annual.peatix.com

�療�業イノベーションフォーラムについて

 ⽇時 �� テーマ �師

1 11/1
【ハイブリッド��】

不��な�界における

�療�業の価���

冨� 和�
株式����共�基�   IGPIグループ ��
�しい��主義�現�� メンバー

永� � 中��薬株式�� ����

2 11/22
＜Web��＞

より良い未来を切り拓く、

インパクト��の�前�

�中 �⼆
⼀�財団��KIBOW KIBOW����ファンド 代�パートナー

グロービス��⼤�� �員

⻩ ��
�⽣�業��株式�� マネージングディレクター

�⽣インパクト��株式�� 代����

中� �� GLIN Impact Capital 代�パートナー

（司�）�⻄ 智� 株式��ファストトラックイニシアティブ 代�パートナー

３ 12/23
【ハイブリッド��】

�療�業とサステナビリティ

⽯井 菜��
東�⼤� 理事、未来ビジョン研�センター �授

グローバル・コモンズ・センター ダイレクター

永井 良三 ⾃��科⼤� ��

(パネルディスカッション）

城� 英�
東�⼤�未来ビジョン研�センター センター�、�授

�共政策⼤�� �授、��政��研�科 �授

4 1/19
＜Web��＞

�療・ヘルスケア研��前�

2022

相� �則 東�⼯業⼤�⽣�理⼯�� ��授

�� �史
東�都�����療センター研��

����と地域保�研�チーム 研�副��（テーマリーダー）

5 1/30
＜Web��＞

⼿�ロボット

�と⼯の�界⾯形成の現場

�野 薫 株式��メディカロイド 代���� ���⾏�員 CEO

�⼝ 雷�
�戸⼤�⼤����研�科�科��� ���授

�戸⼤����附属国�がん�療・研�センター 副センター�

6 2/14
＜Web��＞

卵�凍�の��的��の�義
�⽥ 有⾹ グレイス杉�クリニックSHIBUYA ��

�⾒ �� 株式��グレイスグループ 代����CEO

7 2/28
＜Web��＞

“���”の可�性とELSI
池� �⼆

東�⼤�⼤��薬��研�科 �授

ERATO池��AI��プロジェクト 研��括

標葉 �⾺ ⼤�⼤���技�共�研�センター ��授

8 3/15
＜Web��＞

⾏動��の�理�

倫理的に「良い」ナッジとは�

岩� �⼀郎 �古��科⼤�ビジネススクール �授

児⽟ 彩 株式��グッドパッチ UXデザイナー

��

 想�を超える�度で�むDxなど先�技�と地�温暖�やパンデミックなどこれまで��したことのない⾃���の��
に��し、�療�業にも�められる持�可�性や��性に配慮した�しい価�の��とそれがもたらす�界について、研
�や�業の�⽣に�⼒するキーパーソンからのビジョンをお�けします。

オンサイト

オンライン

プログラム��

 ��構は、�たな�薬品・�療��・�療技�・�療��サービスを�括する�療�業を��することを使�とし、�療�業における���題の共有・��的基�
の��、��的イノベーションの��、�野��的マネジメント�材の�成を⽬指した活動を⾏うことを⽬的として、2011年9⽉に�立されました。�療�業に���
わっておられる�����の��はもちろんのこと、�く�療�業を�える��基�的サービスに�わっておられる�����の��等、�々な�野の�々にご��
頂き、ネットワークを活かして我が国の�療�業��に向けた、問題提�、研�、��、提�を⾏っています。

【主な活動】�療�業イノベーションフォーラムの開�、�療�業イノベーターズスクールの開�、その他���・セミナーの開�等

    �療�業イノベーション�構は、東�⼤�未来
ビジョン研�センターと共�で、�年、��・�
療の�業��に�する先�的な挑戦を�題として
�り上げ、国内�の��⾯から�りすぐりのKOL
を�師に招き�題の��を��りして領域��的
に幅�く�論・共有を⽬指す場として、シリーズ
�義を���・�⽣・�構賛助�員の��に提供
しています。�療�業に�わる���の��のみ
ならず、���や⼤��、流�や金�まで�療ビ
ジネスに�味を持つ��が幅�く��しますの
で、インスピレーションとネットワーキングにご
活⽤いただけます。

�療�業イノベーション�構（Miii)

良�な�業
ネットワーク

サイエンスと
ビジネスの

�先�トピックス
 

��

ネット
ワーキング

��・�療
�業の��

 ��時期 ワークショップテーマ（�）

1 2/7 持�的なフードテック

2 3/2 これからのフェムテック

3 3/23 ヘルスケアUI/UXのありかた

オンライン

ワークショップ

※�師�歴等の��はイベントHP（https://www.miii.or.jp/forum2022)よりご��ください

※賛助�員は年��にフォーラム���⽤が�まれております。ご�属先または当�構にお問い�わせください。

https://www.miii.or.jp/forum2021/
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 ��時期 �� テーマ ��

1 11/1
【ハイブリッド��】

不��な�界における

�療�業の価���

�界の�動が�業構�に�⼤なインパクトをもたらす中、�療�業はどんな価�を�めば��の��

に貢�し�けられるのか�不��な時代にマッチした�療�業の��みを�価する�指標は�⽇�の

��⼒を�めるソリューションを�業構�と政策の�⾯から�論する。

2 11/22
＜Web��＞

より良い未来を切り拓く、

インパクト��の�前�

国�協�を⽬指すベンチャー����や先�ベンチャーについてのトレンドを�⽬すべきベンチャー

��者と���をお招きし、国内�の��や事業�開に向けて克服すべき��等について��りす

る。

３ 12/23
【ハイブリッド��】

�療�業とサステナビリティ

地���とも地域のコミュニティとも共⽣するサステナブルな�療の在り�とは���問題、�糧問

題などの先⾏する成功事例から�療�業に�⽤可�なキーサクセスファクターを�くとともに、コミ

ュニティと�療の相�作⽤の���を⽣む�策を�える。

4 1/19
＜Web��＞

�療・ヘルスケア研��前�

2022

研�の�先�をイシュー、サイエンスの�側⾯から⾒つめ、���⽬すべき事業�野に�する専⾨�

からの��、事業��の�とのパネルディスカッションを�して、SDGsを�識した�しい研���の
可�性を�える。

5 1/30
＜Web��＞

⼿�ロボット

�と⼯の�界⾯形成の現場

�な操作が⾏え、���のロボット⼿�は��に��しており、�師不⾜や��地�療に��できる

��的プラットフォームとしての期待も⼤きい。⼿�ロボットを�療とロボット�業の界⾯ととら

え、�師とメーカーが協働して⾏っている開発��を��する。共同作業の先に⾒えてくる常識にと

らわれない未来�を�る。

6 2/14
＜Web��＞

卵�凍�の��的��の�義

�界⼀の不��療⼤国である⽇�、⼀�でその成功率が�いことはあまり知られていない。晩��等

により早発卵巣��不�の発⽣率も�える中、卵�凍�は不��療の予���となりえるのか。卵�

凍�の��的��について問う。

7 2/28
＜Web��＞

“���”の可�性とELSI
��したブレインテックは失われた��の��だけでなく�たな��を付け�える“���”の可�性
も�野に�れている。���を�は受け�れることができるのか�研�の倫理的。�的�題は何か�

��科�と研�倫理の�⾯からアプローチする。

8 3/15
＜Web��＞

⾏動��の�理�

倫理的に「良い」ナッジとは�

昨��療現場やヘルスケア業界でも�り�れられるようになった「ナッジ」。ナッジが倫理的に��

されるものであるためには、どのような�則が�⽤されるべきだろうか。�体的な事例を基に�論を

⾏う。

 ��時期 ワークショップテーマ（�）

1 2/7 持�的なフードテック

2 3/2 これからのフェムテック

3 3/23 ヘルスケアUI/UXのありかた

イベント申�

200先�      
�

※賛助�員は年��にフォーラム���⽤が�まれております。ご�属先または当�構にお問い�わせください。
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�療�業イノベーションフォーラムについて

 ��構は、�たな�薬品・�療��・�療技�・�療��サービスを�括する�療�業を��することを使�とし、�療�業における���題の共有・��的基�
の��、��的イノベーションの��、�野��的マネジメント�材の�成を⽬指した活動を⾏うことを⽬的として、2011年9⽉に�立されました。�療�業に��
�わっておられる�����の��はもちろんのこと、�く�療�業を�える��基�的サービスに�わっておられる�����の��等、�々な�野の�々にご�
�頂き、ネットワークを活かして我が国の�療�業��に向けた、問題提�、研�、��、提�を⾏っています。

【主な活動】�療�業イノベーションフォーラムの開�、�療�業イノベーターズスクールの開�、その他���・セミナーの開�等

    �療�業イノベーション�構は、東�⼤�未来
ビジョン研�センターと共�で、�年、��・�
療の�業��に�する先�的な挑戦を�題として
�り上げ、国内�の��⾯から�りすぐりのKOL
を�師に招き�題の��を��りして領域��的
に幅�く�論・共有を⽬指す場として、シリーズ
�義を���・�⽣・�構賛助�員の��に提供
しています。�療�業に�わる���の��のみ
ならず、���や⼤��、流�や金�まで�療ビ
ジネスに�味を持つ��が幅�く��しますの
で、インスピレーションとネットワーキングにご
活⽤いただけます。

�療�業イノベーション�構（Miii)

良�な�業
ネットワーク

サイエンスと
ビジネスの

�先�トピックス
 

��

ネット
ワーキング

��・�療
�業の��

オンサイト

オンライン

オンライン

��

ワークショップ

プログラム��
 想�を超える�度で�むDxなど先�技�と地�温暖�やパンデミックなどこれまで��したことのない⾃���の��
に��し、�療�業にも�められる持�可�性や��性に配慮した�しい価�の��とそれがもたらす�界について、研
�や�業の�⽣に�⼒するキーパーソンからのビジョンをお�けします。

アーカイブ配�

����者を��に当⽇の��動
�を�⽇ご�いただけます。
（〜2023年6⽉末まで）

※��（�師等）はイベントHP（https://www.miii.or.jp/forum2022）よりご��ください

https://www.miii.or.jp/forum2021/

