
 

平成 31 年 1 月 22 日 

 

平成 30 年度「医療産業イノベーションフォーラム」のご案内 

共催：東京大学政策ビジョン研究センター ライフスタイルデザイン研究ユニット 

共催：東京大学大学院 医学系研究科疾患生命工学センター 
【フォーラム事務局】一般社団法人 医療産業イノベーション機構 事務局 

[時 期] 平成 30 年 11 月～ 平成 31 年 3 月 
[時 間] 18 時 00 分～20 時 30 分 （回によって終了時間が 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) 
 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] 社会に浸透する医療産業の最先端：越境・受容・融合・変容 
 
[内 容] 医療産業が異分野と融合し発展する潮流は先進各国の趨勢として定着し、既存のハードルを次々と飛び越えて新たな産業領域が生まれている。これは単に新し

い科学が医薬品・医療機器の開発に取り入れることにとどまらず、むしろ諸々の規制や保険制度などの社会システムに越境し新しいビジネスモデル・制度設
計を共創するところが注目されている。経営・社会・政治の叡智を総動員して、日本の強固な社会システムが越境してくるメディカルイノベーションをどの
ように受容してどれだけ変容できるかが国際競争力の源泉となる時代が到来している。今回は世界の最新トレンドを捉えると共に、日本が抱える問題点の抽
出と突破口の模索を試みたい。 

 
[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 
④e-mail 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 8回：無料、社会人学生 全 8回：20,000 円 

・一般 全 8回：40,000 円 

・医療産業イノベーション機構会員 全 8回：25,000 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 

 

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 

 

 

 

 

【フォーラム事務局】一般社団法人 医療産業イノベーション機構 事務局 

〒113-0033 東京都文京区本郷 4-1-4 ユニゾ本郷四丁目ビル２F 

TEL: 03-5842-3363 event@miii.or.jp 



 
- 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。 

回 日程 氏名 所属・役職 テーマ 

1 11 月 13 日 

安西 智宏 株式会社ファストトラックイニシアティブ 取締役 マネージングパートナー 

イノベーション 

ファンディング 

廣安 ゆきみ READYFOR 株式会社 クラウドファンディング事業部ソーシャルインパクト部門 リードキュレーター 

篠原 智昭 一般社団法人 こいのぼり 理事、７SEAS PROJECT 代表 

山部 清明 公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金 COO 

2 12 月 4 日 

木村 廣道 
東京大学政策ビジョンセンター ライフスタイルデザイン研究ユニット 特任教授、 

東京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 
イノベーションエコシ

ステムの切り札 藤本 利夫 湘南ヘルスイノベーションパーク ジェネラルマネジャー 

鄭 雄一 
東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻教授、同大学院医学系研究科疾患生命工学センター教授、同センタ
ー・オブ・イノベーション(COI) 自分で守る健康社会拠点 副機構長・研究リーダー 

3 
12 月 11 日 

（18:00～20:45）

紅楳 英信 
公益財団法人日本スケート連盟 スピードスケート強化部委員 情報部門責任者 

社会医療法人財団慈泉会相澤病院スポーツ障害予防治療センター 科学研究員 

医療が切り開く 

スポーツの 

新しい世界 

小林 寛道 東京大学名誉教授 東京大学スポーツ先端科学研究拠点特任研究員 

永富 良一 
東北大学大学院教授 医工学研究科副研究科長  

医工学研究科健康維持増進医工学研究分野 医学系研究科運動学分野 

美濃部 慎也 株式会社ユカシカド 代表取締役 CEO 

4 1 月 15 日 

山崎 真五 日本製薬工業協会 研究開発委員会専門副委員長 
中国の創薬 

フロンティア 
菊池 武恭 如是株式会社 代表執行役 

Yan Zhu WuXi AppTec Head of Business Development Japan 

5 
1 月 22 日 

 

髙江 慎一 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 医療機器審査第一部 部長 

ＡＩ×医療産業 山田 泰永 
NVIDIA 合同株式会社 エンタープライズ事業部シニアマネージャー  

メディカル・ライフサイエンスビジネス責任者兼スタートアップ・技術パートナー支援担当 

大田 信行 Preferred Networks America, Inc. 最高執行責任者 

6 
2 月 19 日 

（18:00～20:45）

江崎 禎英 経済産業省 商務・サービスグループ 政策統括調整官 

（兼）厚生労働省医政局統括調整官（兼）内閣官房健康・医療戦略室 次長 加速する 

デジタルヘルス 久世 和資 日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 最高技術責任者 

喜連川 優 国立情報学研究所 所長、東京大学生産技術研究所 教授 

7 
3 月 5 日 

（18:00～21:00）

加藤 浩晃 デジタルハリウッド大学大学院 客員教授、アイリス株式会社 取締役 CSO、医師 

医療 4.0 時代の 

医師アントレプレナー 

阿部 吉倫 Ubie 株式会社 代表取締役、医師 

沖山 翔 アイリス株式会社 代表取締役、医師 

園田 正樹 CI Inc. CEO、東京大学医学部附属病院 産婦人科 医師 

中山 俊 アンター株式会社 代表取締役、翠明会山王病院 整形外科 医師 

原 聖吾 株式会社 MICIN 代表取締役、医師 

8 3 月 12 日 

加納 浩之 一般社団法人 再生医療イノベーションフォーラム 事務局長 

真価が問われる 

再生医療 

今川 究 JCR ファーマ株式会社 研究本部 研究所 再生医療研究部 部長 
楠本 啓司 武田薬品工業株式会社 再生医療ユニット オペレーション＆プロジェクト推進室室長 

武部 貴則 
東京医科歯科大学 統合研究機構 教授、横浜市立大学 先端医科学研究センター 教授、 
シンシナティ小児病院 オルガノイドセンター副センター長、シンシナティ小児病院 消化器部門・発生生物学部門 准教授 


