
ピッチ登壇者一覧  ◆研究者 ★スタートアップ ※海外スタートアップ 

2016 
 

★腰痛持ちのためのポケットセラピスト (株)バックテック 代表取締役 福谷 直人 

★再生医療と予防医学のための「ありそうでなかった」製品の開発  
       CORESCOPE (株) 代表取締役社長 大久保 康 

2017 
 

★AFIテクノロジーの事業について (株)AFIテクノロジー 代表取締役社長 円城寺 隆治  

★糖鎖関連技術を用いた関連ビジネス (株)糖鎖工学研究所 事業部 課長 落合 洋文 

★ヘルスケア業界に独自AIで挑むハカルス  (株)ハカルス 代表取締役 藤原 健真 

★iPS細胞由来の心血管系細胞の実用化 iHeart Japan(株)  代表取締役 角田 健治 

★新概念の抗ＤＮＡウイルス薬 (株)キノファーマ 代表取締役社長 黒石 眞史 

★高機能ｉＰＳ細胞由来心筋細胞の実用化 (株)マイオリッジ 代表取締役 牧田 直大 

★レグセル―新しい免疫細胞医療創出への挑戦 レグセル(株) 代表取締役 松田 直人  

★革新的結合試験を用いた化合物の探索 (株)SEEDSUPPLY 代表取締役社長 樽井 直樹  

★自閉症スペクトラム障害治療薬の開発と関連事業  
 (株)スカイシーファーマ 代表取締役 小上  裕二 

★不妊治療のための子宮内フローラ検査の開発 Varinos(株) 取締役 長井 陽子 

2018 ◆Business development of regenerative medicine by use of magnetic targeting 
technology 広島大学 産学・地域連携センター 特任教授 平見 尚隆 

◆Development of world‘s first therapeutic drug for Dry AMD 
  京都大学大学院薬学研究科 加齢黄斑変性プロジェクト 事業化推進責任者 廣瀬 智一 

◆Development and sales of vaccine seal九州大学起業部 NOVIGO最高技術責任者 孔 慶靓 

◆The best house for cells 一般財団法人京都工場保健会 医師 中田 顕 

◆Body on a Chip for next stem-cell applications 
   京都大学高等研究院 物質−細胞統合システム拠点 准教授 亀井 謙一郎 

◆Development of the aspiration detection sensor improving the quality of 
rehabilitation for dysphagia patients 東北大学大学院医工学研究科 リサーチフェロー 原 陽介 

メンター  

筑波大学 臨床研究開発機構 教授 小栁 智義 PhD 

2016 
 

Stanford大学医学部教授 SPARKプログラム創始者 Daria Mochily-Rosen MD  
LabCetral代表 Johannes Fruehauf MD 
Johnson & Johnson INNOVATION Asia Pasific所長 Dong Wu 

2017 
 

Massachusetts州バイオテクノロジー協会（MassBio）シニアディレクター Elizabeth Steel 
SPARKベルリン創始者、Charite大学病院教授 Craig Garner MD 
Johnson & Johnson INNOVATION Asia Pasific所長 Dong Wu 
武田薬品工業(株)リサーチ イノベーション&アントレプレナーシップ ヘッド Sham Nikam PhD 
武田薬品工業(株) EVPオペレーション ヘッド 長袋 洋PhD 

Stanford大学医学部教授（生化学） Kevin Grimes MD 
Johnson & Johnson INNOVATION Asia Pasific所長 Dan Wang MD 
武田薬品工業(株)湘南ヘルスイノベーションパーク ジェネラルマネージャー 藤本 利夫MD 
(株)日本医療機器開発機構 取締役 CBO 石倉 大樹 
パレクセル・インターナショナル(株) 代表取締役 中森 省吾 
BioLabs Vice President Strategic Partnership Laura Holberger PhD 

2018 
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2018 ★Development of alternative to heart transplantation  
  iHeart Japan(株) 代表取締役 角田 健治 

★Drug absorption enhancers boost the development of “beyond-Ro5” medicines  
   (合)BeCellBar CKO 廣明 秀一 

★An E-platform to leverage Indian health care resources for Clinical trial and 
Medical Documentation Eco-system 
   Tanmaya Mohapatra, Co-Founder, Reseapro Scientific Services 

★Development of Regenerative Medical Product using Human Neural Stem Cell 
“OligoGenie“ オリゴジェン(株) 代表取締役 城戸 常雄 

★Fighting Cancer with Nobel Prize-winning iPS Cell Technology 
   サイアス(株) 代表取締役社長 等 泰道 

★Preventive and therapeutic vaccine against Hepatitis B using a novel  
HBs-L antigen (株)ビークル 代表取締役社長 郷 保正 

★Freedom from Routine Work in R&D - Unprecedented clinical examination process 
with a game-changing motion planning technology – 
   JOHNAN(株) 代表取締役社長兼CEO 山本 光世 

★Cell culture substrate stands on ‘MATRIXOME‘  
   (株)マトリクソーム 代表取締役社長 山本 卓司 

★MiCAN will accelerate infectious disease research through special cells created with 
regenerative medicine technology 
   マイキャン・テクノロジーズ(株) 代表取締役CEO 宮崎 和雄 

★BioPrint without BioPrinter-Artificial Organ and Disease Model 
   ティシューバイネット(株) 代表 大野 次郎 

★Doctor Sharing on smartphone -NO.1 Cyber Hospital “LEBER”- 
  (株)AGREE Chief Social design Officer, Sales 多賀 世納 

★Providing the oral care system necessary for 100 years of life 
 歯っぴー(株) 代表取締役 小山 昭則 

★Looking for potential licensees! iPSアカデミアジャパン(株) ライセンス部 課長 粟田 真理子 

★Stop snoring for bedpartners (株)マリ 代表取締役 瀧 宏文 

★High performance and high functionality hollow micro-needles by an innovative 
optical vortex laser fabrication technology- Magic hollow micro-needles for diabetes 
– シンクランド(株) 取締役CTO 及川 陽一 

※FibroTouch--Non-invasive Diagnosis of Liver Fibrosis and Fatty Liver 
      Jack Yu, Head of International Market, Wuxi HISKY Medical Technologies Co.,Ltd. 

※Onco-PDO: Phenotypic driven Precision Oncology Sunny Chiok Ling Tan, Senior Vice 
President, Scientific Affairs & Business Development, Invitrocue Limited 

※Biobot Analytics; We analyze city sewage to measure population health  
       Noriko Endo. Spatial Epidemiologist, Biobot Analytics 
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