LINK-J シンポジウム

2018

11/9(金)

12:00〜20:00（受付開始11:30）
日本橋三井ホール 5Fホール

大学、
病院、
事業会社、
投資家など多様なプレイヤーの交流と連携促進により、
患者ニーズを満たすイノベーションが生まれることが期待されています。
医療機器をはじめとするメドテック領域でのイノベーション創出をテーマ
に、シンポジウム、スタートアップ企業によるピッチイベント、研究開発の
成果のポスター展示を行います。

メドテック・イノベーションシンポジウム 基調講演
Value Based Healthcare(VBHC)に
医療機器企業はどう対応すべきか

産学連携による医療機器開発の成功をめざして
〜阪大クロスイノベによるエコシステム〜

澤 芳樹

西田 庄吾

LINK-J 副理事長/
大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座 心臓血管外科 教授

ボストン コンサルティング グループ
パートナー＆マネージング・ディレクター

セッション パネルディスカッション
日本発のメドテックユニコーン創成をめざして

講演 / パネリスト

内田 毅彦

大下 創

竹下 修由

松谷 正明

株式会社
日本医療機器開発機構
代表取締役 CEO

MedVenture Partners
株式会社
代表取締役社長

国立がん研究センター東病院
NEXT医療機器開発センター
医員

マニー株式会社
取締役兼執行役会長

モデレーター

浅野 武夫

前田 祐二郎

大阪大学大学院医学系研究科・医学部附属病院
産学連携・クロスイノベーションイニシアティブ
特任准教授 博士

ジャパン・バイオデザイン 共同ディレクター/
アイリス株式会社 ディレクター/
MedTech Designer 代表

大学・企業・病院発 メドテック・イノベーション ピッチ

出場者
■
■

株式会社Alivas ■ A10 Lab Inc. / エーテンラボ株式会社 ■ 吃音VR Adversity Project
九州大学先導物質化学研究所 田中賢研究室 ■ DTCO (Digital Treasury Corporation)

■ ミニマムラボ

/ 京都府立医科大学

審査員

内田 毅彦

大下 創

Kirk Zeller

高宮 慎一

株式会社
日本医療機器開発機構
代表取締役 CEO

MedVenture Partners
株式会社
代表取締役社長

US-Japan Medtech
Frontiers,
Partner

株式会社グロービス・
キャピタル・パートナーズ
Chief Strategy Oﬃcer

プログラム
11:30

受付開始

13:00

挨

13:05

メドテック・イノベーションシンポジウム 基調講演

拶

12:00

澤 芳樹

ポスター展示・軽食
LINK-J 副理事長／大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座 心臓血管外科 教授

「産学連携による医療機器開発の成功をめざして〜阪大クロスイノベによるエコシステム〜」
LINK-J 副理事長／大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座 心臓血管外科 教授
澤 芳樹
「Value Based Healthcare(VBHC)に医療機器企業はどう対応すべきか」
西田 庄吾 ボストン コンサルティング グループ パートナー＆マネージング・ディレクター
14:05

休

憩

14:15

セッション パネルディスカッション

講演

パネル
ディスカッション

パネルディスカッション
モデレーター
16:25

日本発のメドテックユニコーン創成をめざして

「医療系スタートアップのimplementation」
株式会社日本医療機器開発機構 代表取締役
内田 毅彦

「VCが投資したいメドテックスタートアップ」
MedVenture Partners株式会社 代表取締役社長
大下 創
「臨床現場で取り組むメドテック・インキュベーション」
国立がん研究センター東病院 NEXT医療機器開発センター
竹下 修由
「医工連携」
松谷 正明

医員

マニー株式会社 取締役兼執行役会長

浅野 武夫

大阪大学大学院医学系研究科・医学部附属病院
産学連携・クロスイノベーションイニシアティブ 特任准教授 博士

前田 祐二郎

ジャパン・バイオデザイン 共同ディレクター/アイリス株式会社 ディレクター
MedTech Designer 代表

休 憩・展 示 P R
株式会社コヴィア
国境なき医師団 日本
第一医科株式会社

展示者によるショートプレゼン
「メドテックオークション」
大日本印刷株式会社
東大阪市（東大阪市医工連携研究会）
ふくしま医療機器産業推進機構

大学・企業・病院発 メドテック・イノベーション ピッチ

16:55

CEO

ミヨシ電子株式会社
メディギア・インターナショナル株式会社
PGV株式会社

Startup pitch(5分)+Q＆A
（5分）
×各チーム

「Japan Biodesign発：難治性便秘を治療する新医療機器」株式会社Alivas
「生活習慣改善アプリ
『みんチャレ』-行動変容と習慣化」A10 Lab Inc. / エーテンラボ株式会社

出場者

「VRを用いた、原因不明の言語障害「吃音症」改善プログラム」吃音VR Adversity Project
「世界初！中間水コンセプトによる血中に含まれるがん細胞の選択的分離・回収技術の創成」
九州大学先導物質化学研究所 田中賢研究室
「ブロックチェーン技術でライフサイエンスの進歩を促す」DTCO (Digital Treasury Corporation)
「再生医療用シングルユースシステム」
ミニマムラボ / 京都府立医科大学

審査員

19:00

参加費
参加申込

内田 毅彦
大下 創
Kirk Zeller
高宮 慎一

株式会社日本医療機器開発機構 代表取締役 CEO
MedVenture Partners株式会社 代表取締役社長
US-Japan Medtech Frontiers, Partner
株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ Chief Strategy Oﬃcer

懇親会・展 示 P R

LINK-J会員 : 2,000円 / 非会員 : 5,000円 / 学生 : 無料

※要当日学生証提示

主

催

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）

共

催

株式会社日本医療機器開発機構
（JOMDD）
、
MedVenture Partners株式会社、
US-Japan MedTech Frontiers

後

援

厚生労働省、文部科学省、東京都、一般社団法人日本医療機器産業連合会

力

一般社団法人ジャパンバイオデザイン協会、
国立研究開発法人国立がん研究センター 東病院、
国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科・医学部附属病院産学連携・
クロスイノベーションイニシアティブ、
独立行政法人 中小企業基盤整備機構

協

会場

日本橋三井ホール ５Fホール

〒103-0022 東京都中央区 日本橋室町2-2-1
COREDO室町1 5F
（エントランス４F）

