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厚生労働省（医政局経済課ベンチャー等支援戦略室）主　催

同時開催展

出展者一覧

本招待状を当日会場受付までお持ちください。ご来場登録の上、Visitorバッジをお渡しします。
本招待状ではマッチングシステム利用によるパートナリングへの参加は出来ません。パートナリング参加はwebサイトよりご登録下さい。

ご挨拶
　日本は世界で数少ない新薬創出国であり、また、アカデミアにおける優れた基礎研究、中小企業等が有するものづくり技術など、
イノベーションにつながる高いポテンシャルを備えている一方で、必ずしもそれが十分に活かしきれていないとの指摘があります。
とりわけ医薬品や医療機器、再生医療等製品の実用化を目指すベンチャー（医療系ベンチャー）には、その能力を遺憾なく発揮し、
我が国でも欧米同様に医療のイノベーションを牽引することが求められています。
　厚生労働省では、アカデミア等で発見された優れたシーズの実用化を促進し、医療系ベンチャーを育てる好循環（エコシステム）の
確立を図るための施策に取り組んでいます。
　これをさらに加速するため、昨年に引き続き、パシフィコ横浜にて「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット2018」を開催します。
サミットでは、医療系ベンチャーがブースの出展やプレゼンテーション等を行うことにより、大手企業、金融機関、研究機関等のキー
パーソンとのマッチングやネットワーキングを促進していく場を提供していきます。また、シンポジウムや会場などでの交流を通じて、
規制・関連諸制度の現状やベンチャー支援の取組みに対する関係者の理解を深めていただくための環境づくりをいたします。
　このサミットに、革新的な医薬品、医療機器、再生医療等製品に結びつくことが期待されるシーズをお持ちの医療系ベンチャーや
アカデミアの皆様にぜひご参加いただき、実用化に向けたステップアップの場としていただくことを期待しています。

詳しい情報はこちら

https://www.jhvs2018.jp

ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット2018
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アクセス 会場レイアウト

出展者PR 90秒エレベーターピッチ

JHVSミートアップ JHVSハーバーセミナー

ピッチセッション

JHVS国際シンポジウム

JHVSオープニングセミナー

10月10日（水）1回目
10月11日（木）2回目
10月12日（金）

11:45～12:45
12:00～13:00
10:30～11:303回目

同時通訳あり

「医療のイノベーションを実現していくためにベンチャーに期待すること」（仮題） RIZAPグループ株式会社　代表取締役COO 松本 晃

パシフィコ横浜展示ホール内会 場

ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット全出展者による90秒ピッチセッション 有望なシーズの実用化を目指すベンチャー企業等によるプレゼンテーション。
今回はさらに、臨床研究中核病院とグローバルなベンチャーにも焦点を当てます。

海の見える「ハーバーラウンジ」で茶菓を召し上がりながら、
パネリストを囲んで自由な意見交換と出席者同士の交流を行います。

14:00～15:3010月11日（木） 「Women × Healthcare」
15:45～17:1510月11日（木） 「AI」
10:30～12:00

14:00～15:3010月10日（水）

15:45～17:1510月10日（水）

13:00～16:0010月12日（金）

「創薬系シーズの実用化に向けて」

10月12日（金） 「Global」

13:20～14:3010月11日（木）
15:00～16:1010月10日（水） 出展者によるピッチセッション

※webでの事前登録が必要です。

15:20～16:3010月11日（木） 臨床研究中核病院ピッチセッション
13:00～14:1010月12日（金） グローバル・ピッチセッション

・パートナリング会場

BioJapan／再生医療JAPAN

ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット

受付

JHVS国際シンポジウム

アネックスホール ハーバーラウンジ

1F

2F
2F

・展示ホール
・特別プレゼンテーションエリア

交通アクセス
パシフィコ横浜展示ホールB、C、Dおよびアネックスホール
〒220-0012　横浜市西区みなとみらい1-1-1
TEL: 045-221-2155　　URL: www.pacifico.co.jp　

 

■問い合わせ
ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット事務局
株式会社JTBコミュニケーションデザイン内
〒105-8335　東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
Tel: 03-5657-0688　Fax: 03-5657-0636　Email: jhvs@jtbcom.co.jp　 　

電車でお越しのお客様
・東京駅よりJR東海道線を利用、横浜駅で下車し、みなとみらい線に乗り換え
・渋谷駅より東急東横線利用(みなとみらい線へ直通運転)
・新宿駅よりJR湘南新宿ラインを利用、横浜駅で下車、みなとみらい線に乗り換え
・新槌浜駅より、JR横浜線で菊名駅で下車、東急東横線元町・中華街方面に乗り換え、
　みなとみらい駅下車

「臨床研究中核病院」～その役割と6拠点の紹介～

2018年 10月10日（水） 13:00～14：00日 時 パシフィコ横浜展示ホール内会 場

パシフィコ横浜ハーバーラウンジ会 場

パシフィコ横浜展示ホール内会 場

パシフィコ横浜ハーバーラウンジ会 場

厚生労働省 医政局経済課ベンチャー等支援戦略室長

［モデレーター］ 本荘事務所代表／医療系ベンチャー振興推進会議座長 本荘 修二
［パネリスト］

飯村 康夫

池浦 義典
楠　 淳
鈴木 忍
西村 由美子
飯村 康夫

オープンイノベーションとスタートアップベンチャー　～ベンチャーを取り巻くグローバルの状況～

医療系ベンチャーのエコシステムを確立していくために

Dan Wang　（Head of Asia Pacific Innovation Center, Johnson & Johnson Innovation）　他

※敬称略

※敬称略

講演

■厚生労働省のベンチャー支援のための取組の紹介

■パネルディスカッション

2018年 10月11日（木） 10:00～12：00日 時
パシフィコ横浜アネックスホール F203+F204会 場

JHVSミートアップ
JHVSハーバーセミナー

Part 1

Part 2

Axcelead Drug Discovery Partners株式会社代表取締役社長

Johnson & Johnson Innovation、ヤンセンファーマ株式会社　ディレクター

日本ベーリンガーインゲルハイム・ジャパン　部長

Health 2.0 Director-Japan／メディカルジャーナリスト

厚生労働省 医政局経済課ベンチャー等支援戦略室長

※各スケジュールは2018年8月31日現在です。　最新情報はwebサイトをご確認ください。https://www.jhvs2018.jp

ワークショップ
「未来の医療ハッカソン：AI、ロボティクス、VR/AR/MR × 医療」


