
講師略歴 

 講師略歴については随時更新予定 

 

 

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、㈱ファストトラックイニシアティブ代表取締役、および

一般社団法人 医療産業イノベーション機構理事長を兼務。経済同友会幹事、日本スタンフ

ォード協会理事。 

 

Michael Peng (IDEO Tokyo, Co-founder and co-Managing Director) 

Mike Peng is co-founder and co-Managing Director of IDEO, Japan. He joined IDEO in 

2006 and moved to Tokyo in 2011.  

Mike works to set the strategic direction of the business in Japan, mentor designers, 

and lead client relationships and projects. Industries Mike has worked on range from 

education and hospitality to financial services, food & beverages and consumer 

electronics. He is also a visiting lecturer at Tokyo University, Keio University, and 

Kyushu University. 

Before moving to Tokyo, Mike helped start IDEO’s office in New York. He also worked 

as an adjunct professor at NYU’s Robert F. Wagner Graduate School of Public Service. 

Prior to joining IDEO, Mike was a senior informatics analyst at Johnson & Johnson in 

the medical device and pharmaceutical sectors. He also trained as a Six Sigma black 

belt. 

Mike graduated from the University of California, Berkeley, with a degree in cognitive 

science and an emphasis in neuroscience. 

 



相良 暁（小野薬品工業株式会社 代表取締役社長） 

1983年 大阪市立大学商学部卒業後、小野薬品工業株式会社入社。 

2006年 取締役、2007年 常務取締役を経て、2008年 取締役副社長に就任。 

2008年9月 代表取締役社長に就任し、現在に至る。 

 

森 和彦（厚生労働省 大臣官房審議官（医薬担当）） 

1983年 東京大学大学院薬学系研究科修士課程修了後、旧厚生省入省。医薬品医療機器審査

センター審査第二部長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）新薬審査第一部

長、同審議役（新薬審査担当）を経て、2008年 厚生労働省医薬食品局安全対策課長就任。

PMDA安全管理監、公益財団法人先端医療振興財団クラスター推進センター統括監を歴任

後、2014年 厚生労働省医薬食品局審査管理課長就任。 

2015 年 10 月より現職。 

 

小川 周哉（TMI総合法律事務所 弁護士） 

2007年 慶應義塾大学法科大学院修了後、最高裁判所司法研修所入所、2008年 第二東京弁

護士会登録。TMI総合法律事務所勤務後、2012年慶應義塾大学大学院法務研究科助教（非

常勤）に就任。デューク大学ロースクール修士課程修了（LL.M.）、TMI総合法律事務所シ

リコンバレーオフィス研修を経て、2014年 ニューヨーク州弁護士資格を取得し、シリコン

バレーのDraper Nexus Venturesに勤務。 

2015年7月 TMI総合法律事務所に復帰。 

 

井桁 洋貴（飯塚病院 臨床工学部 主任/イノベーション推進本部 工房・知財管理室

サブマネージャー） 

1994 年 川崎医療短期大学 医用電子工学科卒業、1996 年 九州工業大学 情報工学部生物化

学システム工学科を卒業し、1996 年～2001 年 株式会社麻生 飯塚病院 ME センターに勤

務。2003年にリバプール大学大学院 医学部医工学科 修士課程を修了し（Master of Science 

in Medical Engineering）、2004 年より、飯塚病院 臨床工学部にて機器管理部門、高気圧

酸素治療、手術室業務、人工心肺業務、心臓カテーテル、ペースメーカ関連業務、機器開

発部門等に従事。2013 年より、同病院 イノベーション推進本部 工房・知財管理室を兼務

し、アイデア・ニーズ評価、試作品製作、現場ヒアリング等に従事。 

2013年5月～8月 シリコンバレー Fogarty Institute Innovationにてイノベーションフェ

ローシッププログラムに参加。 

  



前田 祐二郎（東京大学医療イノベーションイニシアティブ/ジャパン・バイオデザイン 

共同プログラムディレクター） 

九州大学歯学部歯学科卒業。歯科医師。東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。医学

博士（外科学専攻）。2006年より東京大学医学部附属病院・顎口腔外科および救急部・集

中治療部にて臨床診療に従事後、2013年大塚製薬株式会社医薬品事業企画部で海外事業に

従事。2014年スタンフォード大学医療機器発明起業人材育成プログラム スタンフォード・

バイオデザインプログラムGlobal Faculty研修を修了。2014年7月より、東京大学医療イノ

ベーションイニシアティブ特任助教（医療福祉工学開発評価研究センター所属）。東京大

学スーパーグローバル大学創生支援戦略的パートナーシップ構築（スタンフォード大学）

担当。東京医科大学病院兼任助教。2015年よりジャパン・バイオデザインの共同プログラ

ムディレクター。 

 

 宗像 義恵（インテル株式会社 取締役 兼 副社長執行役員） 

1981年 東京都立大学工学部卒業、1983年 インテルジャパン株式会社（現、インテル株式

会社）に入社。管理本部情報システム部に配属。 

1992年 マーケティング本部に異動し、マーケティング・マネージャーとして製品マーケテ

ィング、マーケティング・プログラムを担当。ソフトウェア技術部長、プラットフォーム

技術マーケティング部長、組込型半導体製品マーケティング部長、戦略マーケティング部

長を歴任し、1999年 コミュニケーション製品事業本部長に就任。 

社長室長 経営企画担当、事業開発本部長を経て、2009年 取締役 副社長に就任。 

2012年10月より、取締役 兼 副社長執行役員。 

BCS認定プロフェッショナルビジネスコーチ（2015年） 

筑波大学客員教授（2015年度） 

 

副島 秀久（済生会熊本病院 院長） 

1975年 熊本大学医学部卒業後、熊本大学医学部泌尿器科入局。1981年 熊本大学大学院を

修了し、熊本大学大学院泌尿器科助手に就任。アメリカミシガン大学腎生理学教室留学を

経て、1988年 熊本大学医学部泌尿器科講師就任。1989年 済生会熊本病院人工透析科医長

として赴任し、同病院腎泌尿器センター部長、管理運営部長、副院長兼TQMセンター長を

経て、2009年 済生会熊本病院院長に就任。 

2010年 熊本県済生会常務理事に就任し、現在に至る。 

日本クリニカルパス学会理事長、日本透析医学会（指導医）、日本泌尿器科学会（指導医）、

日本医療・病院管理学会評議員、日本救急医学会、日本プライマリケア連合学会、European 

Pathway Association（ヨーロッパパス学会）に所属。第7回日本クリニカルパス学会総会

会長（2006年）を務め、クリニカルパスに関する著書多数。 

 



湯崎 英彦（広島県 知事） 

1990年 東京大学 法学部卒業後、通商産業省入省。1995年 スタンフォード大学経営学修士。 

2000年3月 通商産業省退官、株式会社アッカ・ネットワークス 代表取締役就任。2000年

12月 同社 代表取締役副社長。2008年 同社を退任。 

2009年11月 広島県知事就任。 

 

鈴木 英敬（三重県 知事） 

兵庫県出身。1998年 東京大学経済学部卒業後、通商産業省入省。 

2008年 自由民主党三重県第二選挙区支部長を経て、2011年 三重県知事就任。 

2015年4月 再選、現在二期目（全国最年少知事） 

 

森田 朗（国立社会保障・人口問題研究所 所長） 

1976年 東京大学法学部卒業、千葉大学法経学部助教授、1994年より東京大学大学院法学政

治学研究科教授、2004年 同公共政策大学院院長、2012年 学習院大学法学部教授、東京大

学名誉教授。2014年４月より現職。 

厚生労働省中央社会保険医療協議会 前会長 

専攻：行政学、公共政策 

著書等：『許認可行政と官僚制』岩波書店、『会議の政治学』『会議の政治学Ⅱ』慈学社

出版、『制度設計の行政学』慈学社出版 

 

福田 敬（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 部長） 

1990 年 東京大学医学部保健学科卒業 

1995 年 東京大学大学院医学系研究科保健学専攻博士課程修了、東京大学医学部 保健管理

学教室 助手 

2001 年 東京大学大学院薬学系研究科 医薬経済学 客員助教授 

2006 年 東京大学大学院薬学系研究科 医薬政策学 客員助教授 

2006 年 医療経済研究機構 研究部長（兼任） 

         2009 年より特別主席研究員 

2007 年 東京大学大学院医学系研究科 臨床疫学・経済学分野 准教授 

2011 年 国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター 上席主任研究官 

2014 年 国立保健医療科学院 統括研究官 

2015年4月より 国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 部長 

  



土屋 裕（エーザイ株式会社 グローバル・バリュー＆アクセス、医療政策、薬粧事業担

当、中国担当） 

1975年 北海道大学薬学部卒業、エーザイ株式会社入社 研究開発本部（製薬研究所） 

2005年 英国 欧州事業担当執行役 兼 エーザイ･ヨーロッパ社長 

2010年 信頼性保証・環境安全担当常務執行役 兼 信頼性保証本部長 

2011年 信頼性保証・パブリック・アフェアーズ担当専務執行役 兼 信頼性保証本部長 

2012年 代表執行役専務 パブリックリレーションズ・ガバメントリレーションズ担当 

2013年 代表執行役副社長 医療政策担当 

2014年 代表執行役 グローバル・バリュー＆アクセス、医療政策、中国担当 

2015年10月 代表執行役 グローバル・バリュー＆アクセス、医療政策、薬粧事業担当、中

国担当（現在に至る） 

主な公職として、 

2011年より2013年まで 内閣官房 医療イノベーション推進室次長 

2013年より 厚生労働省中央社会保険医療協議会 専門委員（現在に至る） 

 

二川 一男（厚生労働 事務次官） 

1980 年 東京大学法学部卒業、厚生省入省 

2001 年 内閣府 参事官（社会システム担当） 

（政策統括官（経済財政－経済社会システム担当）付） 

2003 年 厚生労働省 大臣官房参事官（総務担当） 

2004 年 厚生労働省 医政局経済課長 

2006 年 厚生労働省 医政局総務課長 

2008 年 厚生労働省 大臣官房審議官（年金担当、年金管理組織再編準備担当） 

2010 年 厚生労働省 大臣官房総括審議官 

2012 年 厚生労働省 大臣官房長 

2014 年 厚生労働省 医政局長 

2015年10月より 厚生労働 事務次官 

 

清水 隆明（日本電気株式会社 取締役 執行役員常務 兼 CMO (チーフマーケティング

オフィサー)） 

1978年入社、官公庁系の営業に従事した後、公共向けの製品計画販売促進を担当、その後

2003年に第二官庁ソリューション事業部長、2006年官庁ソリューション事業本部長、2010

年執行役員、2011年執行役員常務、2013年同CMO就任。 

  



古賀 信行（野村ホールディングス株式会社 取締役会長/野村證券株式会社 取締役会長） 

1974年 東京大学法学部卒業後、野村證券株式会社（現、野村ホールディングス株式会社）

入社。1991年 事業法人一部長就任。人事部長、人事部長兼職員部長を歴任後、1995年 取

締役就任 人事厚生担当兼人事部長。取締役企画担当を経て、1999年 常務取締役 企画部門

担当、2000年 取締役副社長就任。2001年5月 野村證券分割準備株式会社（現、野村證券

株式会社）取締役、2001年10月 野村ホールディングス株式会社 取締役副社長兼COO、野

村證券株式会社 取締役副社長を経て、2003年 野村ホールディングス株式会社 取締役社長

兼CEO、野村證券株式会社 取締役社長に就任。 

2011年6月 野村ホールディングス株式会社 取締役会長、野村證券株式会社 取締役会長に

就任し、現在に至る。 

 

関口 栄一（執行役員 ホールセール統括部長） 

1986年 早稲田大学法学部卒業、株式会社住友銀行 入行。 

浅草支店、ブラジル（トレーニー）、神田駅前支店勤務を経て、1992年 支店第二部 部長

代理、1993年 人事部 部長代理。 

2001年 株式会社三井住友銀行 人事部 上席部長代理、2009年人事部 上席推進役に就任。 

2010年 業務監査部（研修）上席考査役、岡山法人営業部長、2012年 麹町法人営業部長、

2014年 法人戦略部長を歴任。 

2015年4月より、執行役員 ホールセール統括部長。 

 

工藤 禎子（執行役員 成長産業クラスターユニット長） 

1987年 慶応義塾大学経済学部卒業、株式会社住友銀行 入行。 

国際業務部（シンジケーション・プロジェクトファイナンス）を経て、1994年 国際営業部 

部長代理（プロジェクトファイナンス）、1995年 国際審査部 部長代理に就任。 

1996年 Sumitomo Bank Capital Market(Hong Kong) Director、1999年 国際営業部プロ

ジェクトファイナンス室 室長代理を歴任後、2002年 ストラクチャードファイナンス営業

部 プロジェクトファイナンス１グループ 上席部長代理に就任。 

2006年 同部 制度金融グループ グループ長、2009年 環境ソリューション室長を経て、

2012年 プロジェクトファイナンス営業部 部長 成長産業クラスター室長に就任。 

2014年4月より、執行役員 成長産業クラスターユニット長 

 

  



宮下 正裕（株式会社竹中工務店 取締役執行役員社長） 

1971 年 東京大学 工学部都市工学科卒業、竹中工務店入社。 

1972 年より開発計画本部に所属、開発計画本部課長、開発計画本部副部長、開発計画本部

部長、開発計画本部副本部長を経て、2001 年 開発計画本部本部長に就任。 

2003 年に取締役に就任、常務取締役、専務執行役員、取締役執行役員副社長を経て、2013

年 3 月 取締役執行役員社長に就任、現在に至る。 

 

渡部 眞也（株式会社日立製作所 ヘルスケア社 執行役常務 ヘルスケアグループ長 

兼 ヘルスケア社社長） 

1982 年 東京大学大学院(工学系研究科)修了、株式会社日立製作所入社 
2000 年 情報コンピュータグループエンタープライズサーバ事業部 コンピュータ統括本

部メインフレーム本部長 
2001 年 金融・流通システムグループ金融システム事業部 金融ソリューションシステム本

部長 
2003 年 情報・通信グループ金融ソリューション事業部第一本部長 
2007 年 情報・通信グループエンタープライズサーバ事業部長 
2009 年 日立グローバルストレージテクノロジーズ社(米国法人) チーフストラテジスト 
2011 年 情報・通信システム社 CSO 
2012 年 執行役常務 情報・通信システムグループ情報・通信システム社 CSO 
2014 年 執行役常務 日立アメリカ社取締役社長 

日立インフォメーションアンドテレコミュニケーションシステムズ グローバル

ホールディングコーポレーション取締役会長兼 CEO 
     日立コンサルティングコーポレーション取締役会長 
2015 年 執行役常務 ヘルスケアグループ長 兼 ヘルスケア社 社長 
(現在に至る) 

 

堀場 厚（株式会社堀場製作所 代表取締役会長兼社長） 
1971 年 甲南大学理学部応用物理学科卒業後、オルソン・ホリバ社（米国）入社。1972 年 株
式会社堀場製作所に入社し、ホリバ・インターナショナル社（米国）、ホリバ・インスツル

メンツ社（米国）に出向。1975 年 カリフォルニア大学工学部電気工学科、1977 年 同大学

院工学部電子工学科修了。1977 年 株式会社堀場製作所 海外技術部長、1982 年 取締役 海
外本部長に就任後、取締役 営業本部長、専務取締役を経て、1992 年 代表取締役社長に就

任。 
2005 年 6 月 代表取締役会長兼社長に就任し、現在に至る。 
1998 年 フランス共和国 国家功労章 オフィシエ、2010 年 フランス共和国 レジオン・ド

ヌール勲章 シュヴァリエ受章。2015 年 7 月 フランス国立モンペリエ大学 名誉博士。 

 

  



麻生 泰（株式会社麻生 代表取締役会長） 

1969年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業 

1972年 オックスフォード大学ニューカレッジ卒業 

1979年 麻生セメント株式会社 取締役社長就任、同年 学校法人麻生塾 理事長就任 

1984年 社団法人セメント協会 副会長就任 

1996年 飯塚商工会議所 会頭就任 

2004年 社団法人日韓経済協会 副会長就任 

2007年 学校法人福岡雙葉学園 理事長就任 

2010年 株式会社麻生 代表取締役会長就任 

2013年 一般社団法人九州経済連合会 会長就任 

2014年 学校法人麻生塾 塾長理事就任 

 

藤森 義明（株式会社LIXILグループ 取締役 代表執行役社長兼CEO） 

1975年 東京大学 工学部 卒業、日商岩井株式会社（現 双日株式会社）入社 

1981年 カーネギーメロン大学 MBA取得 

1986年 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社 

1997年 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー カンパニー・オフィサー 

2001年 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー シニア・バイス・プレジデント 

2008年 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 取締役会長 兼 社長 兼 CEO（代表取締

役） 

2011年 株式会社住生活グループ（現 株式会社LIXILグループ）取締役 代表執行役社長 

兼 CEO（現任） 

 （兼 株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 CEO） 

2012年 東京電力株式会社 社外取締役（現任） 

主な公職として、2007年よりカーネギーメロン大学 ボードオブトラスティー、2011年より

公益社団法人経済同友会 経済連携委員会 委員長、2014年より一般社団法人日本建材・住

宅設備産業協会 会長を務める 

 


