
© 2023 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law anda member firm of the KPMG global organization of independent 
member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

東北大学星陵キャンパスを中心としたヘルスケア・
スタートアップエコシステム構築への取組み

Featured by KPMG

共催：東北大学病院、東北大学大学院医学系研究科、東北大学大学院歯学研究科、有限責任 あずさ監
査法人

後援：東北大学加齢医学研究所、未来型医療創造卓越大学院、東北大学ベンチャーパートナーズ株式
会社、CIC Japan合同会社、一般社団法人ベンチャー・カフェ東京

ごあいさつ
この度、東北大学病院、東北大学大学院医学系研究科、東北大学大学院歯学研究科、KPMG／あずさ

監査法人では、『東北大学星陵キャンパスを中心としたヘルスケア・スタートアップエコシステム構
築への取組み Featured by KPMG』と題するセミナーを開催することとなりましたので、ご案内申し上げ
ます。今回は、地域医療の中核的拠点である東北大学・東北大学病院におけるヘルスケア・エコシステ
ムへの取組みのご紹介や医療・ヘルスケア領域で先進的な取組みを行うスタートアップにご登壇いただ
きます。また、パネルディスカッションではいかにしてスタートアップが“壁”を乗り越えていくかにつ
いて議論いたします。ご多忙中のことと存じますが、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

開催概要

開催日時 2023年2月16日（木）17:30-20:00（19:30-20:00 はオンサイトのみでの名刺交換会、オンライン
参加者にはQR等で登壇者のメールアドレスを展開）

会場 東北大学星陵キャンパス医学部6号館 1階講堂
オンサイト定員：30名、オンライン定員：500名

対象者 大学教員、学生、大企業の経営企画部、新規事業開発部、ＶＣ・ＣＶＣ担当者やスタートアップ企
業経営者 ※コンサルティングファーム、同業他社様などのご視聴はご遠慮いただいております。

受講料 無料

視聴方法 次頁をご覧ください

登壇者

東北大学総長 大野英男氏
東北大学理事／産学連携機構長 植田拓郎氏
東北大学病院 病院長 冨永悌二氏
東北大学病院 教授 Experience Design & Alliance Section：EDAS-TUH東北大学病院産学連携室デザイ
ンヘッド 中川敦寛氏
ソニア・セラピューティクス株式会社 取締役社長兼CTO 吉澤晋氏
株式会社CogSmart 代表取締役社長（CEO） 樋⼝彰氏
株式会社マリ 代表取締役 瀧宏文氏
株式会社ClayTech Founder/CEO 九頭龍雄一郎氏
株式会社カルディオインテリジェンス 波多野薫氏
株式会社ユーグレナ 執行役員CTO 鈴木健吾氏
東北大学大学院医学系研究科長・医学部長 八重樫伸生氏
慶應義塾大学医学部発ベンチャー協議会代表 坪田一男氏
東北大学医学系研究科循環器内科学分野 教授 安田聡氏
有限責任あずさ監査法人 専務理事 原田大輔
有限責任あずさ監査法人常務執行理事企業成長支援本部 インキュベーション部長 阿部博
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ご提供いただく個人情報は、当法人のHPに掲載している個人情報保護方針（www.home.kpmg/jp/privacy）
に基づき、①当法人および関連グループからの有益な情報の提供（サービスのご案内、メールニュースの配信、
ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご案内や参加のご確認など）、②当法人および関連グループへの
お問合せに関する回答、等に利用させていただくことがございます。なお、本件に関するお問合せはseminar＠
jp.kpmg.comまでお願いいたします。
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視聴に関するお問合せ先

有限責任あずさ監査法人
企業成長支援本部
担当：阿部真悠子
KPMG-contacts@jp.kpmg.com

home.kpmg/jp

下記URLにアクセスいただくか、右のQRコードを読み取りいただき、
お申し込みください。

申込方法

ご来場で受講の方

1

2

開催前日に、受講票発行のご案内メールがご登録のeメールアドレスに届きます。

内容をご確認のうえ、開催当日、プリントアウトまたはスマートフォン等の画面に表示の受講票を受付にてご提示ください。

お申込みに関するFAQ

Q

A

Q

A

複数名で視聴したい
おひとりずつお申込みをお願いいたします。

Q

A

記入内容を変更したい
再度お申込みをお願いいたします。申込日時の新しいほ
うをお申込み情報とさせていただきます。

申込URL：https://forms.office.com/e/bQCZ7ePpAw

申込完了時、自動返信メールは配信されませんので、申込完了時に画面に表示される
「回答のPDFを印刷または入手する」より保存等ご対応ください。

申し込んだシンポジウムをキャンセルしたい
KPMG-contacts@jp.kpmg.com までご連絡ください。

オンラインで受講の方

1

2

開催前日、ご登録いただいているアドレス宛に「参加方法のご案内」メールをお送りしますので、必ず事前にご確認ください。

当日は、上記メールの案内にそって視聴URLにアクセスのうえシンポジウムをご視聴ください。

※本シンポジウムは、Zoom video Communications社のZoomにてライブ配信をおこないます。インターネット環境や回線状況によ
り、アクセス不良が生じる場合や、音声・画像が途切れるなどご視聴いただけない場合もございます。あらかじめご了承くださ
い。

ご来場で受講の方

オンラインで受講の方

受講について

https://forms.office.com/e/bQCZ7ePpAw
mailto:KPMG-contacts@jp.kpmg.com
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