
「ロボット技術による医療革新」
Russell H. Taylor
Professor, Johns Hopkins University

基調講演（午前）
「日米の医療機器開発の違い」
池野 文昭
スタンフォード大学循環器科 主任研究員

特別講演（午後・閉会）

神戸市中央区
港島中町6丁目10-1神戸ポートピアホテル

日米医療機器
2019

イノベーションフォーラム
神　戸

日米医療機器
2019

イノベーションフォーラム
神　戸

ネットワーキングレセプション

18:30-19:30

10:00-18:00 受付開始 9:00
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2019
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「米国の注目領域と医療機器イノベーション」
香本 慎一郎
Eight Roads Ventures Japan
パートナー

阿久津 靖子
株式会社MTヘルスケアデザイン研究所
代表取締役所長

Joseph Heanue
Chief Executive Officer and President
Triple Ring Technologies, Inc.

「超高齢社会における医療とヘルスケア」 「日米コラボレーションの成功事例」

セミナーセッション（午後）

「医療現場ニーズに基づく医療機器開発の課題」

仲西 孝弘
公益財団法人神戸医療産業都市推進機構
シニア・コーディネーター

神戸大学 未来医工学研究開発センター/
医学部附属病院 臨床研究推進センター 特命准教授

保多 隆裕 石川 智久
株式会社 日本総合研究所
調査部 マクロ経済研究センター 所長

「医療機器創出を担う人材育成」 「投資家の判断基準」

公式HPからお申し込み願います。お申込み
方 法

※定員1,000名に達し次第申込み受付を終了させ
　ていただきますので、お早めにお申込みください。

※参加費は事前支払いになります。※上記の参加費にはプログラム、ランチョンが含まれます。
1,000名定　員

セミナー・
ネットワーキングレセプション2,000円 5,000円参加費

開催場所

日米
タイアップによる
医療機器
ビジネス
醸成

お問い合わせ （公財）神戸医療産業都市推進機構
TEL：078-306-0719  e-mail：kiki-forum@fbri.org

主　催 US-Japan Medtech Frontiers (USJMF)、
（公財）神戸医療産業都市推進機構、神戸市、国立大学法人神戸大学

参加申込締切日

10月31日（木）
2019年

会場A

パネルディスカッション（午後）会場B

David Smith
US-Japan Medtech Frontiers
Board Member

US-Japan Medtech Frontiers
Board Member

Kirk Zeller

https://www.fbri-kobe.org/kbic/forum/

座 長 座 長 座 長

モデレーター

モデレーター

モデレーター

モデレーター

モデレーター

セミナーのみ

同時通訳
あ　り
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「アイデアコンテスト」最終審査会・表彰式
日時： 2019年11月9日（土）
募集期間： 6月19日（水）～9月15日（日） 
開催場所： 甲南大学ポートアイランドキャンパス
　　　　 （神戸市中央区港島南町7丁目1-20）

　　　　　  若手研究者の
医療機器開発イブニングフォーラム

日時： 2019年11月7日（木） 18:30～21:00
開催場所： 神戸大学医学部附属地域医療活性化センター
　　　　 （神戸市兵庫区荒田町２丁目１－５）

～日本の若手研究者とUS起業家たちとの意見交換会～

関連イベント

フォーラムの概要

主な登壇予定者　Panelists

Intuitive Inc.　
Executive Vice President and 
Chief Medical Officer
Myriam J. Curet
株式会社メディカロイド 
代表取締役社長
橋本 康彦
Galen Robotics Inc. 
President & CEO
Bruce Lichorowic
Drawbridge Health 
CEO
Lee McCracken
経済産業省 商務・サービスグループ
医療・福祉機器産業室長
富原 早夏
JOHNAN株式会社
代表取締役社長兼CEO
山本 光世
ジンマー・バイオメット合同会社
職務執行者 会長兼社長
小川 一弥

神戸大学医学部附属病院
肝胆膵外科 教授
福本 巧 
大阪大学 大学院医学系研究科
バイオデザイン学共同研究講座
特任准教授
八木 雅和
広島大学 トランスレーショナルリサーチセンター 
バイオデザイン部門 
部門長/准教授 広島県医工連携推進員
木阪 智彦
シスメックス株式会社
執行役員 中央研究所長
吉田 智一
厚生労働省医政局
経済課医療機器政策室長
前田 彰久
ケンブリッジコンサルタンツ株式会社
代表取締役社長
佐相 宏尚
Network in Motion Ltd., President & CEO
Itamar Medical Ltd., President Japan & China
Ira Prigat

他

神戸ポートピアホテル
兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目10-1

前夜企画

医療機器開発のフロントランナーである米国の第一人者による講演や米国専門家を交えたパネルディスカッションを通して、日本においての
医療機器開発イノベーション促進を後押しします。本フォーラムはシリコンバレーの有志が中心となり、2014年に仙台、その後大阪、広島、
沖縄、静岡で開催、神戸開催は第6回目となります。午後に2会場で同時に開催するセミナーセッション・パネルディスカッションでは、米国に
おける最新トレンド情報を発信、また医療機器開発の日本型エコシステム醸成について議論いたします。

神戸国際
展示場

神戸国際
会議場

市民広場

南公園駅

市
民
広
場
駅

神戸ポートピアホテル

ポートピア
ホール

連絡通路

連絡通路

ポートライナー ポートアイランド線

南館

本館

｜電車でお越しの方｜
JR・阪急・阪神各線三ノ宮・神戸三宮駅をご利用の場合：
ポートライナー『三宮駅』から約10分『市民広場駅』下車
｜空港からお越しの方｜
ポートライナー『神戸空港駅』から約8分『市民広場駅』下車

プログラム　Program

午前の部

文部科学省、経済産業省、厚生労働省、在日米国大使館・商務部、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）、日本貿易振興機構（ジェトロ）、
兵庫県、一般社団法人ジャパンバイオデザイン協会、一般社団法人日本医療機器産業連合会、一般社団法人米国医療機器・IVD工業会（AMDD）、
一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（LINK-J）、兵庫県立大学、神戸商工会議所、大阪商工会議所、京都商工会議所

後　援

一般財団法人 神戸観光局・神戸コンベンションビューロー協　力

主な協賛

主催者挨拶
神戸市長 久元 喜造
公益財団法人 神戸医療産業都市推進機構 理事長
本庶 佑（ビデオメッセージ）
Jack W. Moorman 
Chairman, US-Japan Medtech Frontiers

基調講演 「ロボット技術による医療革新」
Russell H. Taylor
Professor, Johns Hopkins University

パネルディスカッション「ロボット技術による医療革新」
（モデレーター）
Amish Parashar
Principal, AP Ventures LLC

10：00

10：25

11：00

閉　会

ネットワーキングレセプション18：30～19：30

ランチプレゼンテーション12：15

特別講演 「日米の医療機器開発の違い」
スタンフォード大学循環器科主任研究員 
池野 文昭
閉会挨拶
神戸大学 大学院医学研究科長・医学部長 
藤澤 正人
神戸宣言
公益財団法人 神戸医療産業都市推進機構 専務理事 
村上 雅義

17：25

17：50

セミナーセッション
米国の注目領域と
    医療機器イノベーション

超高齢社会における
           医療とヘルスケア

日米コラボレーションの
　　　　　　成功事例

13：15

14：40

16：05

パネルディスカッション
医療現場ニーズに基づく
　　 医療機器開発の課題

医療機器創出を担う
　　　　　　人材育成

投資家の判断基準

会場A 会場B午後の部


