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平成 27年 1 月 9日 

平成 26 年度「医療産業イノベーションフォーラム」のご案内 

主催： 東京大学大学院薬学系研究科ファーマコビジネス・イノベーション教室 

特任教授 木村廣道 (http://www.f.u-tokyo.ac.jp/~pbi/index.htm) 

共催： 一般社団法人 医療産業イノベーション機構 

[時 期] 平成 26 年 11 月 18 日 ～ 平成 27 年 3月 24 日 

[時 間] 18 時 00 分～21 時 00 分 （終了後、希望者による懇親会を開催） 

[場 所] 鉄門記念講堂(東京大学医学部教育研究棟 14F) 

 懇親会会場：カポ・ペリカーノ（同棟 13F） 

地図：http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_02_09_j.html

[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] 医療産業、変革最中のリーダー達の思い 

[内 容]  

 日本を代表する企業群が、新ビジネスモデルを引っ提げて医療関連事業にいよいよ本格参入を始めてきた。これら企業が医療分野に投資する理由は明

瞭であるが、世界の市場での試練はいかに？ これと軌を一にして、世界からの投資を呼び込むべく日本という場（人材、職場、規制、資本市場、価格

等）は国際競争力を強化する新たな動きもようやく出始めている。

「トップダウン」の危うさはとりあえず棚に上げ強いリーダー待望論の渦の中、イノベーションが湧き上がる現場の現実の問題として産官学医それぞれ

の持ち場で、誰が岩盤をどのように破壊し、医療の何を排除して何を誕生させるかに関心が集まっている。

今回は、このような激動の中現場で采配を振るうリーダー、および示唆を与えるオピニオンリーダーをお招きして、議論を進めたい。

[お申込み方法] http://www.miii.or.jp/news/index.html#event よりお申し込みください。 

 メールでのお申込も受付けております。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機構会員の有無をご記入の上、以下のメールアドレス（事務局：医療産業イノベーション機構 event@miii.or.jp）までお申込ください。 

[資料] こちらでご用意致します。

[資料代] 学生全 8回：無料、社会人学生全 8回：20,000 円、一般全 8回：40,000 円、 

(一般社団法人医療産業イノベーション機構会員全 8回：26,000 円 ※別途年会費 12,000 円） 

資料代につきましては、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。 

[注意事項] 

会場内飲食、講演の撮影、録音を禁止、時間厳守とします。ご協力願います。 

取材のお申し込みは、固くお断りいたします。 
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全 8回：日程に関しては講演者の御都合により変更が生じる場合があります。

回 日程 氏名 所属・役職 領域 

1 
11月18日

(火) 

飯泉 嘉門 徳島県 知事 地域発イノベーション 

西村 康稔 内閣府 副大臣 科学技術イノベーション 

2
12月16日

(火) 

石川 泰彦 株式会社ソラスト 代表取締役 副社長 医療事業本部長 病院の業務効率化 

福井 次矢 

聖路加国際病院 院長 

聖路加国際大学 理事長 

京都大学 名誉教授 

病院経営 

3
1 月 20 日

(火) 

北野 昌宏 株式会社日立製作所 執行役専務 ヘルスケアグループ長兼ヘルスケア社社長 グローバルヘルスケア戦略 

桐野 高明 独立行政法人国立病院機構 理事長 病院ネットワーク経営 

4 1 月 27 日

(火) 

瀧口 登志夫 東芝メディカルシステムズ株式会社 代表取締役社長 ヘルスケア・医療機器グローバル戦略

國土 典宏 

一般社団法人 National Clinical Database 代表理事 

一般社団法人日本外科学会 理事長 

東京大学大学院医学系研究科 教授 

医療データと経営 

宮田 裕章 
一般社団法人 National Clinical Database 専門委員 

東京大学大学院医学系研究科 教授 

5
2 月 10 日

(火) 

斎藤 敏一 株式会社ルネサンス 代表取締役会長 健康長寿社会の事業機会 

Christophe Weber 武田薬品工業株式会社 代表取締役社長 グローバルリーダーシップ 

6
2 月 24 日

（火） 

福田 紀彦 川崎市 市長 地域発イノベーション 

山海 嘉之 

筑波大学大学院システム情報工学研究科 教授 

筑波大学 サイバニクス研究センター センター長 

CYBERDYNE 株式会社 代表取締役社長 CEO 

健康・医療の新産業 

追

加

3月 3日

（火） 

木村 毅 味の素株式会社 取締役 常務執行役員 ヘルスケア事業の新機軸 

田中 聡 三井物産株式会社 常務執行役員 コンシューマーサービス事業本部長 ヘルスケア事業の新機軸 

7
3 月 10 日

（火） 

木村 直人 内閣府 内閣官房副長官補室 内閣参事官 産学連携と地域創生 

飯田 圭哉 厚生労働省 大臣官房審議官（医薬品等産業振興、国際医療展開担当） 医療産業振興 

宇波 弘貴 財務省 主計局主計官（厚生労働第一担当） 医療財政 

8
3 月 24 日

（火） 

永井 良三 自治医科大学 学長 医療制度改革と経営 

木村 廣道 東京大学大学院薬学系研究科 特任教授 総括 

特

回
日程未定 

Andrew Thompson Proteus Digital Health, Inc. President and Chief Executive Officer 医療の新ビジネスモデル 
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- 講演タイトルは順次お知らせいたします。 

- 講師略歴につきましては、PBI サイト(http://www.f.u-tokyo.ac.jp/~pbi/index.htm)よりご参照ください。 

- 都合で講師・講演内容・講演日程が変更となる場合があります。 
- 本講座は全日程終了後、出版を予定しています。 
・2013 年度［医療産業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ］講義集〔新・医療産業をつくり出すリーダーたちの挑戦〕 

・2012 年度［医療産業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ］講義集〔日本の成長エンジン 健康・医療産業 国際競争を生き抜くリーダーシップ〕(かんき出版)：定価 2,415 円にて販売中。 

・2011 年度［医療産業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ］講義集〔各界トップが挑戦する  医療・ヘルスケア産業ビジネスモデル〕(かんき出版)：定価 2,415 円にて販売中。 

【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 
電話：03-5842-3363    メールアドレス：event@miii.or.jp


