
医療機器×グローバル

シンポジウム　

ピッチ登壇者募集！！

◆ピッチ登壇者：５社（５チーム） 

◆応募内容：

　　・医療機器、デジタルヘルス、ヘルスケアサービス、その他ヘルスケア領域
　　・新規事業のアイデア・技術（特許出願が無いアイデアの状態でも応募可能）

◆応募資格：下記のいずれかに当てはまる企業、チーム、人物

　　　　　　　１）大学・研究機関等に在籍する学部生・大学院生、研究員、医師（研修医含む）
　　　　　　　２）スタートアップ段階にあるベンチャー企業（起業前のチーム含む）
　　　　　　　３）企業における研究や新規事業のスピンアウトを考えている方
　　　　　　　４）社会人、学生等は不問

◆審査方法：

　　・事前審査：最終審査でピッチする ( 日本語で可 ) 登壇者選定ため、書類審査を実施します。結果は後日、応募者全員にご連絡いたします。
　　　　　　　　＜申込先＞　medpitch2017@jomdd.com（担当：JOMDD　石倉） 　※応募締め切り：10/4（水）必着
                                                                     ※技術・アイデア・事業の概要を上記申込先メールアドレスまで Eメールにてお送りください。フォーマットは問いません。
　　                          ＜問合せ先＞id@jomdd.com
　　・最終審査：ピッチ形式 ( 日本語で可 ) で、審査員による審査を実施します。結果については、当日会場内にて発表します。
　　・審査員：Babak Nemati／ Elton Satusky／ Kirk Zeller／ Peter Howard／ 池野 文昭 ／ 内田 毅彦  　　

◆賞品：下記の① or ②：優勝チームによる選択

　　　　　①米国シリコンバレーのベンチャーキャピタル・インキュベーター・投資家を中心とした海外派遣プログラム
                         （シリコンバレーツアー 3泊 5日）参加のための渡航費（優勝チーム 2名分）  
　　　　　②最大 1億円まで株式会社日本医療機器開発機構が事業化費用を出資

◆タイムスケジュール：

　　09:00 ～　開場開始
　　09:30 ～　開始の挨拶　
　　09:40 ～　Startup pitch (15 min) ＋ Q&A(5min)×各５
　　11:20 ～　各審査員による投票タイム（10 min）　
　　11:30 ～　各チームへのフィードバック＋採点結果（3 min × 6 名）
　　11:50 ～　結果発表（10 min）
         ⇒  13:00 ～  シンポジウム  / 18:15 ～  懇親会   　※プログラム詳細については www.link-j.org へ

※詳細プロフィールは裏面参照

国内最大規模の医療機器× グローバル シンポジウムにて、ピッチコンテストを開催します。本コンテストは、「日
本発の医療イノベーションを世界に」をモットーに、日本の革新的医療技術のグローバル展開を支援するプログラ
ムで、アンメット・メディカル・ニーズに対する医療イノベーションの実現を志す個人・チームに対して、国内外の
医療機器分野の経験者・プロフェッショナル・インキュベーターが、メンターとして事業化を支援します。

2017 年１１月５日 （日） 9:30-12:00
場所：日本橋三井ホール（〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-2-1ＣＯＲＥＤＯ室町 1 5F）
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)

応募締め切り：10 月 4日（水）

※通訳あり



内田 毅彦　株式会社日本医療機器開発機構 (JOMDD) 代表取締役 CEO

内科・循環器科専門医。ハーバード公衆衛生大学院・ハーバード経営大学院卒業。過去に日本人として初めて米国食品医薬局医療機
器審査官を務める。外資系医療機器メーカー勤務や米国シリコンバレーで医療機器スタートアップ複数社との協業経験も有し、医療機
器開発のスペシャリスト。現在は医療製品のインキュベーターである JOMDDの代表として、多くの医療イノベーション事業化に携わっ
ている。厚生労働省や日本医療研究開発機構等、公的機関の審査員や班会議構成員なども多数兼務している。

・審査員プロフィール

Babak Nemati　 Ph.D., Founder, President & CEO, Strategic Intelligence, Inc.
Babak is a 20+ year veteran of the healthcare industry, serving in executive roles at leading corporations, such as 

Johnson & Johnson. He currently leads Strategic Intelligence, Inc., a comprehensive strategy consulting firm focused 

on the commercial development of new and emerging technologies in the medical device industry. He is a frequent 

advisor to venture capital, private equity, and strategic venture funds. Currently, Babak also serves as a consulting 

member of the Emerging Technologies Group of the Corporate Office of Science and Technology at Johnson & 

Johnson. 

Elton Satusky　Partner, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati
Elton Satusky is a partner in the Palo Alto office of Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.  He works as trusted advisor 

and outside general counsel with founders, management teams and boards of directors on company formations, 

financing and strategic transactions, and ongoing corporate governance throughout the client's lifecycle. He has 

extensive experience working with clients in the life science and medical device sectors, including in connection with 

venture financings, mergers and acquisitions, strategic corporate relationships, and public offerings for both 

companies and investors. He also represents incubators and accelerators working with start-ups and venture capital 

in their formation, securities offerings and investments.

Kirk Zeller　Managing Director U.S. and Co-Founder Asia MedMarket Access
Kirk Zeller has twenty-four years of experience bringing to market innovative medical devices in markets around the 

world. Kirk started his career as a heart valves sales rep in Japan and supplemented his industry experience with 

medical device focused academic research and study in seven different countries. Kirk’ s functional expertise 

includes sales, marketing, channel management, market development, business development, and commercial 

development for companies including J&J, Micrus Endovascular, SI-BONE, PneumRx, Japan Lifeline, and Goodman 

(NIPRO). Over the last two decades Kirk has facilitated the launch of a wide range of medical devices in Japan and 

other international markets.

Peter Howard　Senior Vice President, Triple Ring technologies
Peter Howard leads Triple Ring’ s strategic approaches around international partnering, including its Japan initiative, 

which was established to facilitate partnerships with corporations and entities from Japan. Over the last 30 years, his 

diverse roles have included entrepreneur/CEO, R&D outsource service partner, investor, and board director. As CEO, 

Peter founded and successfully grew four companies, leading two to IPOs, one to strategic sale, and another to a 

major technology license.  Peter has also been integral in the creation and launch of over a hundred innovative 

products as an industry leader in outsourced R&D and manufacturing services businesses based in the US, Japan, 

France, the Netherlands, Singapore, and China.

池野 文昭 　Program Director (U.S.) Japan Biodesign, Stanford Biodesign Medical Director, 
　　　　　 Experimental Interventional Laboratory, Stanford University / MedVenture  　
　　　　　 Partners 株式会社取締役 チーフメディカルオフィサー

医師。自治医科大学卒業後、9年間、僻地医療を含む地域医療に携わり、日本の医療現場の課題、超高齢化地域での医療を体感する。
2001 年渡米。スタンフォード大学循環器科での研究を開始し、以後、多くの米国医療機器ベンチャーの製品開発に創業当時から関与。
また、医療機器大手も含む、同分野での豊富なアドバイザー経験を有し、日米の医療事情に精通。 研究と平行し、2014 年から、
Stanford Biodesign Advisory Facultyとして、医療機器分野の起業家養成講座で教鞭をとっており、日本版 Biodesign の設立にも深く
関与。日本にもシリコンバレー型の医療機器エコシステムを確立すべく、精力的に活動している。


