
出演者 プロフィール
ゲストスピーカーズ
Christopher Jones, PH.D. (CVC)
Chief Venture Investment 
Officer UVM Health Network

Chris is a corporate VC who is known for a unique perspective and a global outlook. He 
has been a founder and early-stage investor over the last 8 years, forming AI-enabled 
health tech companies the hard way, from the ground up. Also a founder of the award-
winning rewards engine called trustr.us

Lu Zhang (VC)
Founding and Managing Partner
Fusion Fund

Lu is a founder and Managing Partner of Fusion Fund, a renowned Silicon Valley based 
investor, a serial entrepreneur and a Stanford Engineering alumna. Lu is a World 
Economic Forum Young Global Leader (2018), the Featured Honoree in VC of Forbes 30 
Under 30 (2017), Silicon Valley Women of Influence (2018), and Town & Country 50 
Modern Swans Entrepreneurship Influencer (2017).

安永健 (VC) 
ファウンダー&マネージング・パー
トナーGlobal Hands-On VC

商社マン9年・シリコンバレーのVC 9年・日本のVC 11年の経歴。元INCJ・Managing  
Director 、JVCA理事・オープンイノベーション委員会委員長、内閣府・経済産業省・文科
省等のスタートアップ関連の各種委員会委員、半導体ベンチャーのCFOなどを歴任。

インタビュアーズ
Devang Thakor
President, Anioplex, LLC

Devang provides strategic, technical, and business advisory to startups, multinational 
corporations, VCs and universities, enabling them to deploy groundbreaking "deep-
techs.” He previously developed gene therapy and regenerative medicine technologies 
at HMS, Kyoto U. &   UCLA.

浦木史子 (CVC)
三菱ケミカルHD 先端技術・事業
開発室 ベンチャーグループ部長

三菱ケミカルHDにおいて、コーポレート・ベンチャー部門の担当責任者。
参加企業には三菱ケミカル、田辺三菱製薬があり、素材からヘルスケア領域ま
でをカバー

瀬尾 享
ファイザー社ワールドワイド
ビジネスデベロップメントScout & 
EvaluationのAPAC統括

ファイザー社の日本におけるオープンイノベーションの推進、ベンチャーなどのエコシステム構築
に携わる。

アストリア 沼澤 成男 (コーホスト)
(株)デンソー 担当部長(兼務)

アストリアのコーポレートベンチャリングアドバイザリー部門長兼チーフストラテジスト。（兼務）デ
ンソー東京支社勤務。デンソー にて、多分野の新規事業創出、グローバルなオープンイノ
ベーションを歴任

総合司会 森本 晴久 (主催)
アストリア マネジングディレクター

BornGlobal Forum (2016-)とAstoria Investor Forum (2001-)の主催者。
政策研究大学院大学 黒川研究室 客員研究員

日本にいながら世界のエコシステムと出会える、それがボーングローバル
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安永 謙氏
Global Hands-On VC
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プログラム
8:00 ‒ 8:45  Part I: インタビュー① Christopher Jones, UVM Health Network
How a mission-driven VC in a health network of hospitals invests in the future of healthcare 
enabling “Doctorpreneurs” 

8:45 ‒ 9:30 Part-II: インタビュー② Lu Zhang, Fusion Fund
A take on “Digitization in Healthcare” by a VC/a serial entrepreneur who started & exited a 
digital health startup

9:30 ‒ 10:15 Part-II: インタビュー③ Global Hands-On VC   安永謙氏
日本のスタートアップを「グローバルに成功させる道」スタートアップが直面する課題と、克服するための
アクションプラン
10:15 - 11:00 バーチャル・ラウンジ バーチャル・ネットワーキング/ゲストスピーカーとの面談

コーホスト
沼澤成男

アストリア/デンソー

総合司会
森本晴久
アストリア

瀬尾 享氏
ファイザー

Christopher Jones
UVM Health Network

• ドクタープレナー実現をサポートする北米大学付属病院系CVCから
投資事業を聞く
• デジタルヘルススタートアップ起業～エクジットの実績を持つ若手女
性VCに聞く“Digitization in Healthcare”
• 日本のスタートアップを「グローバルに成功させる道」

Lu Zhang 
Fusion Fund

Devang Thakor
Anioplex, LLC

浦木史子氏
三菱ケミカルHD

http://trustr.us/

