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平成30年3月14日

平成29年度「 医療産業イノベーションフォーラム」 のご案内

一般社団法人医療産業イノベーション機構

共催： 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

客員教授 木村廣道 (ht tp://www.f.u-tokyo.ac.jp/~pbi/index.htm)

[時 期] 平成29年10月～ 平成30年3月

[時 間] 18時00分～20時00分 （ 回によって終了時間が20: 30、 20： 40、もしくは21: 00の場合あり。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)、薬学系総合研究棟２F講堂（ 3/27特別回のみ）

懇親会会場： カポ・ ペリカーノ（ 鉄門記念講堂13F）、 3/27特別回のみ 伊藤国際学術研究センター２Fファカルティクラブ

地図（ カポ・ ペリカーノ）： http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_02_09_j.html
地図（ 伊藤国際学術研究センター ファカルティクラブ） http://www.u-tokyo.ac.jp/ext01/iirc/access.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] 異分野融合は新規医療ソリューションを生む切り札になるか？

［ 内 容］

昨今ライフサイエンス・ ヘルスケア分野では、医学・ 工学・ 薬学などの分野間連携が進むとともに、産学官のセクター間連携も加速化している。

更に ICTやIoT、ビックデータ解析、AI 等との連携も進化しており、産業領域としての裾野が広がってきている。その一方、健康寿命の延伸にと
どまらず、医療財政の効率化にも寄与する医療イノベーションの社会実装は急務となってきており、新規の「 医療ソリューション」 が強く求めら

れる時代となってきている。今年のフォーラムでは、多様な連携・ ネットワーク化が進むライフサイエンス・ ヘルスケア領域の最新トレンドを捉

えると共に、イノベーションの社会実装に向けた隘路やその突破口を議論していきたい。

[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。以下をご記入の上、医療産業イノベーション機構事務局（ event@miii.or.jp） までお申し込みください。

①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
④ e-mai l アドレス

【 資料代】 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。

・ 学生全7回： 無料、社会人学生全7回： 17, 000円

・ 一般全7回： 35, 000円

・ 医療産業イノベーション機構会員全7回： 20, 000円 ※別途年会費12, 000円
[注意事項]・ 会場内飲食、講演の撮影・ 録音は禁止、時間厳守にご協力願います。なお、取材のお申し込みは、固くお断りいたします。
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全7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。 [場 所] 鉄門記念講堂(東京大学医学部教育研究棟14F、（ 3/27のみ） 薬学系総合研究棟２F講堂)

回 日程 氏名 所属・ 役職 テーマ

1 10月24日(火)

木村 廣道 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 客員教授 イントロダクション

玉田 耕治 山口大学大学院医学系研究科 免疫学講座 教授

がんプレシジョン・ メディシンの

最前線
近藤 直人 株式会社理研ジェネシス 代表取締役社長

伯野 春彦 厚生労働省 大臣官房厚生科学課 医療イノベーション企画官

2 11月14日(火)

濡木 理 東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻 教授

迫りく るパラダイムシフト

～ゲノム編集～
花園 豊 自治医科大学 先端医療技術開発センター センター長・ 教授

内田 恵理子 国立医薬品食品衛生研究所 遺伝子医薬部 第一室 室長

特

11月21日

（ 火）

18: 00-21: 00

尾道 一哉 味の素株式会社 常務執行役員

【 特 別 講 演】
先端技術からのヘルスケア新産業創出

～テクノロジカル・ オープン・ イノベーション～

田中 能之 デュポン株式会社 代表取締役社長

松本 毅
理化学研究所 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム

事業化グループディレクター（ 株式会社ナインシグマ・ ジャパン ヴァイスプレジデント ）

3
11月28日

(火)

鳥越 慎二 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 代表取締役社長

健康経営時代における課題と展望

～超ストレス社会における活路とは～
浜口 伝博 産業医科大学 産業衛生 教授/ファームアンドブレイン有限会社 取締役

西野 精治 米国スタンフォード大学医学部精神科教授/スタンフォード睡眠・ 生体リズム研究所所長

4 12月12日(火)

武田 俊彦 厚生労働省 医政局 医政局長

医療イノベーションと医療機器渡部 眞也 株式会社日立製作所 執行役常務 ヘルスケアビジネスユニット CEO

中井 清人 厚生労働省 医薬・ 生活衛生局 医療機器審査管理課 課長
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1月30日

(火)

18: 00-20: 30

杉本 真樹
国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科 医療福祉国際協力学分野 准教授

Hol oEyes株式会社 取締役兼COO
デジタル×医療の新潮流

松尾 豊
東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻

グローバル消費インテリジェンス寄付講座 特任准教授

6
2月13日

（ 火）

河内 賢二 医療法人社団東京医心会 ニューハート・ ワタナベ国際病院 理事長
医療イノベーションと医療経営

鈴木 康裕 厚生労働省 医務技監
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3月20日

（ 火）

18: 00-20: 30

Greg Behar Nestl e Heal th Sci ence CEO

医療応用における食品の潜在能力を探る清野 宏
東京大学 医科学研究所 感染・ 免疫部門 炎症免疫学分野 教授

国際粘膜ワクチン開発研究センター センター長

花舘 忠篤 アステラス製薬株式会社 経営企画部 課長
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【 3/27（ 火） 開催 特別回】

開催時間： 17: 00-20: 40 会場： 東京大学 薬学系総合研究棟２F講堂（ 懇親会： 伊藤国際学術研究センター ２Fファカルティクラブ）

3/27（ 火） 開催 会場地図は次のページへ

- 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。
- ・ 2016年度［ 医療産業ｲﾉﾍ゙ ｼーｮﾝ］ 講義集〔 変貌する医療市場 研究・ 技術革新・ 社会実装〕（ かんき出版）： 定価2, 484円にて販売中。
- ・ 2015年度［ 医療産業ｲﾉﾍ゙ ｼーｮﾝ］ 講義集〔 世界の健康・ 医療市場 躍進するシナリオとは？〕 (かんき出版)： 定価2, 484円にて販売中。
- ・ 2014年度［ 医療産業ｲﾉﾍ゙ ｼーｮﾝ］ 講義集〔 医療・ ヘルスケア産業 変革の渦中〕 (かんき出版)： 定価2, 484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@mi i i . or. j p

回 日程 氏名 所属・ 役職 テーマ

特

別

回

3月27日

（ 火）

17: 00-20: 40

場所:薬学系総合

研究棟２F講堂

ワ

ク

チ

ン

（ 座長）

岡部 信彦
川崎市 健康福祉局担当理事 川崎市健康安全研究所所長

【 特 別 講 演】

イノベーションと Publ i c Acceptance

～ワクチンと加熱式タバコについて～

中山 哲夫 北里大学 北里生命科学研究所 教授

菊地 主税 ファイザー株式会社 医薬開発担当 薬事部門 統括部長

加

熱

式

タ

バ

コ

（ 座長）

土屋 了介
地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 前理事長

望月 友美子 公益財団法人 日本対がん協会 参事

石井 哲郎 日本たばこ産業株式会社 たばこ事業本部 渉外企画室 戦略担当部長

村上 恭子
フィリップモリスジャパン合同株式会社

コーポレートアフェアーズ ヘルスアウトカムリサーチRRPマネージャー




