
 

 木村 廣道（東京大学大学院 薬学系研究科 特任教授）  

東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了（薬学博士）、スタンフォード大学大学院ビジ

ネススクール修了（MBA）。協和発酵、モルガン銀行（企業買収担当）を経て、アマシャ

ムファルマシアバイオテク㈱代表取締役社長、日本モンサント㈱代表取締役社長を歴任。 

現在は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、

2013年より臨床発実用化マネジメント人材養成拠点東京大学医療イノベーションイニシア

ティブ事業推進責任者および文部科学省「革新的イノベーション創出プログラム（COI 

STREAM）」拠点COINSプロジェクト統括。 

東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラム（EMP）講師を兼任。㈱ライフサイ

エンスマネジメント代表取締役および㈱ファストトラックイニシアティブ代表取締役を兼

務。経済同友会幹事、日本スタンフォード協会副会長。 

 

飯泉 嘉門（徳島県 知事） 

東京大学法学部卒業。自治省入省後、山梨県、埼玉県、郵政省、徳島県出向。官房企画室

課長補佐、財政局調整室課長補佐、財政局公営企業第一課公営企業経営企画官、税務局企

画課税務企画官を歴任。徳島県商工労働部長、同県民環境部長を経て、現職。 

全国知事会副会長、全国知事会総務常任委員会副委員長、全国知事会情報化推進プロジェ

クトチームリーダー、全国知事会地方分権推進特別委員会まちづくり部会部会長、全国港

湾知事協議会副会長、新しい日本をつくる国民会議（２１世紀臨調） 知事・市町村長連合

会議構成員、１０県知事会議構成員、関西広域連合広域医療担当委員、自然エネルギー協

議会会長、地方公共団体情報システム機構代表者会議議長、スマートプラチナ社会推進会

議構成員を兼任。 

 

西村 康稔（内閣府 副大臣） 

１９６２年兵庫県明石市出身。東京大学法学部卒業。１９８５年通商産業省（現 経済産業省）入省

し、通商産業省の他、経済企画庁に出向、石川県商工課長等を歴任。１９９２年米国メリーランド大

学院より修士号（国際政治経済）取得。１９９９年環境立地局調査官を最後に退官。２００３年、第４３

回衆議院総選挙にて初当選。２００５年、第４４回衆議院総選挙にて当選（二期目）。２００８年、外

務政務官就任。２００９年、第４５回衆議院総選挙にて当選（三期目）２０１２年、第４６回衆議院総選

挙にて当選（四期目）を経て、２０１２年１２月 内閣府副大臣就任 

 

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） 

1981 年大阪大学経済学部卒業。日商岩井株式会社に入社。1985 年スタンフォード大学経営

学修士取得。1988 年より GE ジャパンにてビジネス・ディベロップメント・マネージャー就



任、GE プラスティックパシフィック マーケティングマネージャー、GE メディカルシステ

ム アジア インフォーメーションテクノロジー バイスプレジデント等を歴任 2003 年、

日本メドトロニック株式会社に入社。2005 年にはカーディアックリズム・ディジーズ・マ

ネージメントバイスプレジデント 就任。2010 年、日本ストライカー株式会社入社、取締

役を経て、常務取締役就任。2013 年株式会社ソラスト入社、取締役兼専務 

 

福井 次矢（聖路加国際病院 院長 専務理事） 

京都大学医学部、ハーバード大学公衆衛生大学院卒業。聖路加国際病院内科研修医、コロ

ンビア大学 St. Luke's Hospital Center 実験心臓病学リサーチフェロー、ハーバード大学 

Cambridge Hospital 内科クリニカルフェロー、国立病院医療センター循環器科厚生技官、佐

賀医科大学附属病院総合診療部助教授、同教授、京都大学医学部附属病院総合診療部教授、

同大学院医学研究科内科臨床疫学教授（社会健康医学系専攻健康情報学教授兼専攻長及び

EBM 共同研究センター長を兼任）、聖路加国際病院副院長（一般内科医長を兼任）を経て、

現職。 

聖ルカ・ライフサイエンス研究所専務理事、日本学術会議会員（第 21、22 期）、聖路加国

際大学理事長、自治医科大学客員教授、東京医科大学客員教授、医療研修推進財団常務理

事、日本病院会常任理事、卒後臨床研修評価機構理事、臨床研修協議会理事、横浜市立大

学理事、日本医療機能評価機構理事、日本医学図書館協会理事（会長を兼務）、大和証券福

祉財団理事、国立病院機構外部理事を兼任。 

 

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） 

早稲田大学大学院卒業。株式会社日立製作所サーバ開発本部開発部長、同ユビキタスプラ

ットフォームグループインターネットプラットフォーム事業部サーバ開発本部長、同情報･

通信グループエンタープライズサーバ事業部長、情報･通信グループCSO 兼 経営戦略室長、

執行役常務・情報･通信グループプラットフォーム部門CEO、同執行役常務地球環境戦略室

長 兼 製品環境情報管理強化本部副本部長 兼 モノづくり統括本部長 兼 モノづくり技術

事業部長、株式会社日立メディコ 代表執行役 執行役社長を経て、現職。 

 

桐野 高明（独立行政法人国立病院機構 理事長） 

東京大学医学部卒業、米国NIH留学。東京大学附属病院脳神経外科文部教官助手、帝京大学

医学部脳神経外科講師、同助教授、東京大学大学院医学系研究科脳神経外科学教授、同研

究科長・医学部長、同副学長、同理事、国立国際医療センター研究所所長、同総長、独立

行政法人国立国際医療研究センター総長を経て、現職。 

日本脳神経外科学科 ガレヌス賞、美原賞、国際脳循環代謝学会Lifetime Achievement Award

受賞。 



 

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） 

東京大学工学部卒業。東京芝浦電気株式会社（現；東芝）入社後、医用機器事業部 検体

検査技術部、医用機器事業部 総合企画担当課、東芝アメリカメディカルシステムズ社オ

ペレーションマネージャ、東芝医用システム社 総合企画部 参事、同総合企画部長、同

営業本部 営業企画部長、東芝メディカルシステムズ マーケティング統括部長、同営業本

部 副本部長、同上席常務附、同社長附、同事業開発部長、同事業推進部長（グローバル

HII事業部長兼務)、同執行役常務をへて、現職。 

日本画像医療システム工業会 調査・研究委員会 委員長を兼任。 

 

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外科学専攻肝胆膵外科学・人工臓器移植外科

学分野 教授） 

東京大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院第二外科研修医、同助手を経て、米国ミシ

ガン大学外科留学。癌研究会附属病院外科医員、癌研究会附属病院消化器外科医長、東京

大学大学院医学系研究科外科学専攻臓器病態外科学肝胆膵外科助教授を経て。現在、同肝

胆膵外科、人工臓器・移植外科教授、臓器移植医療部部長を兼任し、肝胆膵悪性腫瘍の外

科治療とともに肝移植チームを指揮している。 

 日本外科学会理事長、日本医学会評議員、日本医療安全調査機構理事、National Clinical 

Database (NCD) 代表理事、その他、多数の国際・国内学会の重要学会役員を兼務。 

 

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 医療品質評価学講座 教授） 

 

2003年3月 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻修士課程修了， 

      同分野 保健学博士（論文） 

      早稲田大学人間科学学術院助手， 

      東京大学大学院医学系研究科 医療品質評価学講座助教を経て 

2009年4月より東京大学大学院医学系研究科医療品質評価学講座 准教授 

2014年4月より東京大学大学院医学系研究科医療品質評価学講座 教授 

 

斎藤 敏一（株式会社ルネサンス 代表取締役会長） 

京都大学工学部卒業、スイス連邦工業大学留学。大日本インキ化学工業株式会社(現DIC株

式会社)入社後、研究所、海外事業部を経て、大日本インキ化学工業（株）100％出資にて

株式会社ディッククリエーション（1992年に株式会社ディックルネサンス、2003年株式会

社ルネサンスに社名を変更）を設立、代表取締役社長を経て、現職。 



公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会会長。経済同友会幹事（サービス産業国際化プ

ロジェクトチーム委員長）、サービス産業生産性協議会幹事、厚生労働省・スマートライ

フプロジェクト推進委員会委員長、NPO法人日本ホスピタリティ推進協会理事長を兼任。 

 

 

Christophe Weber （武田薬品工業株式会社 代表取締役社長 ） 

【学歴・資格】  

1991年   リヨン第３大学統計学 学士号取得  

1991年   リヨン第１大学医薬品マーケティング 修士号取得  

1991年   リヨン第３大学ファイナンス 修士号取得  

1992年   リヨン第１大学薬学・薬物動態学 博士号取得  

 

【略歴】  

2003年7月 グラクソ・スミスクライン フランス社 会長兼CEO  

2008年5月 グラクソ・スミスクライン社 アジア太平洋地域担当上級副社長兼ディレクター  

2011年1月 グラクソ・スミスクライン ワクチン社 次期社長兼ゼネラルマネジャー  

2012年4月 グラクソ・スミスクライン ワクチン社 社長兼ゼネラルマネジャー  

2012年4月 グラクソ・スミスクライン バイオロジカルズ社 CEO  

2012年4月 グラクソ・スミスクライン社 コーポレート エグゼクティブ チームメンバー  

2014年4月 武田薬品工業株式会社 チーフ オペレーティング オフィサー  

2014年4月 武田薬品工業株式会社 コーポレートオフィサー  

2014年6月 武田薬品工業株式会社 代表取締役社長（現在に至る） 

 

福田 紀彦（川崎市 市長） 

米国ファーマン大学卒業（高校時より米国留学）。衆議院議員 松沢成文（元神奈川県知事）

公設第一秘書、神奈川県議会議員2期（川崎市宮前区選出、県議会最年少）、2009年川崎市

長選出馬・僅差の次点、神奈川県知事秘書、早稲田大学マニフェスト研究所客員研究員を

経て現職。 

 

 

山海 嘉之（筑波大学大学院 システム情報工学研究科 教授、同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） 

筑波大学大学院工学研究科博士課程修了(工学博士)。日本学術振興会特別研究員，筑波大

学機能工学系助手，同講師，同助教授，米国Baylor医科大学客員教授，筑波大学機能工学

系教授を経て現職。内閣府 FIRST：最先端サイバニクス研究プログラム研究統括、日本ロ

ボット学会理事、評議員、欧文誌Advanced Robotics理事、委員長等を歴任し、現在は日本ロ



ボット学会フェロー, 計測自動制御学会フェロー，世界経済フォーラム（ダボス会議）Global 

Agenda Council Member, 内閣府 ImPACT：革新的研究開発推進プログラム プログラム・マ

ネージャーを兼任。 

 

木村 毅 （味の素株式会社 取締役 常務執行役員） 

         

 1984年6月ロンドン大学キングスカレッジ博士課程修了 

 米国国立衛生研究所入所後  1989年（平成元年）4月に味の素株式会社に入社。 

             2005年（平成17年）7月品質保証部長 

             2009年（平成21年）6月執行役員 

             2010年（平成22年）10月研究開発企画部長 

       2013年（平成25年）6月取締役 常務執行役員（現任に至る） 

 

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） 

東京大学文学部卒業、ハーバード大学経営大学院卒業（MBA） 

1981年三井物産入社後、石油第二部電力グループを経てハーバードビジネススクール研修

員、米国三井物産ニューヨーク本店勤務。エネルギー本部勤務、IR部長、経営企画部長、

コンシューマーサービス事業本部長を経て現職。 

 

 

木村 直人（内閣官房副長官補室 内閣参事官） 

東京大学理学部卒業 

1992年科学技術庁（現文部科学省）入庁 

宇宙開発、研究資金配分、原子力研究開発、核不拡散・保障措置などの業務に従事 

在英国日本大使館勤務、科学技術政策担当大臣秘書官などを経て、2014年より現職。 

 

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） 

通産省入省後、米国・カリフォルニア大学 サンディエゴ校留学（アジア経済研究所 海外

研修生）、防衛庁、外務省、通商産業研究所、工業技術院、経済協力開発機構へ出向。通

商施策局 総務課、生活産業局 繊維製品課、大臣官房 総務課、機械情報産業局 自動車課、

通商政策局 総務課、商務情報政策局 政策企画官、貿易経済協力局 安全保障貿易管理課長、

通商政策局 通商交渉官を歴任し、平成26年より現職 

 

宇波 弘貴（財務省 主計局主計官 厚生労働第一担当） 

大蔵省入省後、米国・マサチューセッツ工科大学留学、伊勢税務署、厚生省（児童家庭局

及び保険局）、外務省在フランス日本国大使館へ出向。主計局総務課課長補佐、主計局調



査課課長補佐、主計局主計官補佐（厚生労働第五係主査）、主計局主計官補佐（外務、経

済協力第一係主査）、主計局主計官補佐（厚生労働第三係主査）、国際局開発政策課課長

補佐、大臣官房企画官（主税局総務課、主税局調査課、内閣府大臣官房企画調整課、同内

閣総務官室、同内閣参事官（内閣総務官室）、同内閣参事官（内閣官房副長官補付）及び

安心社会実現会議事務局参事官を兼任）、主税局調査課長、内閣官房長官秘書官事務取扱、

内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）、内閣官房社会保障改革担当室参事官、社会

保障制度改革国民会議事務局局員、主計局主計官（司法・警察、経済産業、環境係担当）

を歴任。 

 

永井 良三（自治医科大学 学長） 

1974 年、東京大学医学部医学科卒業。東京大学医学部附属病院第三内科にて循環器内

科の臨床および研究に従事。米国バーモント大学へ留学を経て、東京大学医学部第三内

科助教授、群馬大学医学部第二内科教授、1999 年に東京大学大学院医学系研究科内科

学専攻循環器内科教授に就任。2003 年には東京大学医学部附属病院病院長、2009 年に

東京大学トランスレーショナルリサーチ機構長を歴任。平成 24 年、現職の自治医科大

学学長に就任。東京大学医学部名誉教授。 

 紫綬褒章、European Society of Cardiology Gold Medal、その他受賞歴多数。 

日本内科学会理事長（2007～2009）、日本心臓病学会理事長（2007～2010）、日本循環器

学会代表理事（2012～2014）、医療の質・安全学会（副理事長）、レギュラトリーサイエ

ンス学会（理事）、International Society of Heart Research（Council member）等、

多くの国内・国際学会の要職を努める。 

 

 

Andrew Thompson(Proteus Digital Health, Inc. President and Chief Executive Officer) 

 

 

 


