2018 年 JMIRI シンポジウム

製薬業界におけるイノベーションの
新たな潮流
開催案内

日程

2018 年

3月 5日(月)

15:00 〜 17:30（受付 14:00）

会場

主催：

アークヒルズクラブ

（地下鉄南北線「六本木一丁目」駅 徒歩 3 分）

2018 年 JMIRI シンポジウム
「製薬業界におけるイノベーションの新たな潮流」
日程：2018 年 3 月 5 日（月）14：00 受付開始
会場：アークヒルズクラブ（地下鉄南北線「六本木一丁目」駅 徒歩 3 分）

主催：株式会社医療情報総合研究所

開催趣旨
昨今、あらゆる産業を取り巻く環境は、テクノロジーの進展などを背景に過去に例を見ない

速度で急激に変化しております。製薬産業においても例外ではなく、過酷な環境変化の渦の中
にあると言えます。ブロックバスターモデルの終焉、新薬創出の難化、我が国の医療財政逼迫
による性急な制度改正など環境変化の例は枚挙に暇がない状況です。

これら環境変化の影響もあり、かつては優等生筆頭とされていた製薬業界の収益性も以前ほ

どの安定性は見られなくなっています。製薬産業においても他業界同様にイノベーション創出
に向けた取り組みが次々と行われるようになってきました。

このような背景のもと、製薬業界のイノベーション創出の進展を支援すべく、今回のシンポ

ジウムを開催することといたしました。製薬業界のイノベーションのあるべき姿や方向性につ
いて皆様と共に考えていきたいと思います。趣旨にご賛同いただき、シンポジウムにご参加い
ただけますことをお願いいたします。

2018 年 JMIRI シンポジウム

テーマと講演

『健康・医療分野のオープンイノベーションと産業革新機構の取組み』
株式会社 産業革新機構 執行役員 ベンチャー・グロース投資グループ 健康・医療チーム

芦田 耕一 氏

『ライフサイエンス企業に求められる新たなパラダイムシフトへの備え』
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員
ライフサイエンス & ヘルスケア セクターリーダー

長川 知太郎 氏

キーワード
・オープンイノベーション
・技術革新
・ビジネスモデル
・バリューチェーン

当シンポジウムのご案内は、製薬企業の経営企画、事業戦略部門、営業、マーケティング、事業企画部門のスタッフ、
管理職、役員の皆様、ならびに医薬関連サービス企業のスタッフ、管理職、役員の皆様にお送りしております。
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スケジュール

日程：２０１８年３月５日（月）
14:00 〜 15:00 受付
15:00 〜 15:05 挨拶： 開会のごあいさつ

株式会社医療情報総合研究所 代表取締役社長

大橋 青史

『ライフサイエンス企業に求められる新たなパラダイムシフトへの備え』
15:05 〜 16:05 講演：
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員
ライフサイエンス&ヘルスケア セクターリーダー

長川 知太郎氏

16:05 〜 16:25 休憩： コーヒーブレイク
『健康・医療分野のオープンイノベーションと産業革新機構の取組み』
16:25 〜 17:25 講演：
株式会社 産業革新機構 執行役員 ベンチャー・グロース投資グループ 健康・医療チーム 芦田 耕一 氏
17:30 〜 19:00 情報交換会
※都合により講演者や演題は変更になる場合がございます

会場
アークヒルズクラブ

東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル イーストウィング 37F
TEL : 03-5562-8201

交通のご案内
・地下鉄南北線「六本木一丁目」駅 (3 番出口 ) 徒歩 3 分
・銀座線「溜池山王」駅 (13 番出口 ) 徒歩 5 分
・都営バス「赤坂アークヒルズ前」

参加費とお申込方法について
■ 事前振込

7,０００円

■ 当日現金でのお支払い １０,０００円
※資料代、情報交換会代、消費税を含みます。
別紙「参加申込用紙」に必要事項をご記入の上、ファックス（ 03-3239-6842 ）、または同内容を e-mail（ dms@jmiri.jp ）でお申込ください。
参加申込用紙は弊社ホームページ（http://www.jmiri.jp/）からもダウンロードできます。
またウェブページ（https://www.jmiri.com/rx/dms）からお申込も承ります。
申込期限は 2018 年 2 月 26 日（月）です。なお、参加対象者は製薬企業の方のみとさせていただきます。
参加費は「振込」、または「当日現金」でお支払いください。振込の場合はお申込を承り次第、請求書を発行しますのでお手続きをお願いいたします。
但し、支払い方法に関わらず、ご参加の申込は必ず事前にお願いいたします。
ご不明な点は、株式会社医療情報総合研究所 (TEL：03-3239-6840、e-mail：dms@jmiri.jp 、担当：佐々木・長澤・水口 ) までお問い合わせください。
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ご講演内容
健康・医療分野のオープンイノベーションと産業革新機構の取組み
[ 講師 ] 株式会社 産業革新機構 執行役員 ベンチャー・グロース投資グループ 健康・医療チーム

芦田

耕一 氏

略歴 :
米国戦略コンサルティング会社ベイン・アンド・カンパニー、アマシャム ファルマシア バイオテク㈱（現在
のGEヘルスケア・ジャパン㈱）、日本モンサント㈱医薬品事業部（現在のファイザー㈱）などの後、ヘルスケ
アに特化したベンチャーキャピタルである㈱ファストトラックイニシアティブの共同創業者・取締役パート
ナーを経て、2012年10月より現職。
現在、産業革新機構の投資先であるメガカリオン、NapaJen Pharma、レナセラピューティクス、スコヒア
ファーマ、MedVenture Partnersの社外取締役を兼務している。
東京大学大学院 理学系研究科 生物化学専門課程修了。理学修士。
講演の概要：
医薬品・医療機器・再生医療・デジタルヘルスケアといった健康・医療分野は、技術革新に伴い新たな製品・サー
ビスが生まれている。その主な源になっているのが、アカデミア・ベンチャー・大手企業によるオープンイノ
ベーションや異業種からの新規参入である。

産業革新機構は、産業や組織の壁を越えてオープンイノベーションにより次世代の国富を担う産業を育成・創
出することを目的に設立された官民ファンドである。日本の健康・医療分野のエコシステムづくりを目的とし、
人材・技術・資金の好循環が生まれるように、一つでも多くの成功事例を生み出すべく投資活動を行っている。
その取組みについて幾つかの事例を含めて紹介する。

『ライフサイエンス企業に求められる新たなパラダイムシフトへの備え』
[ 講師 ] デロイトトーマツコンサルティング合同会社 執行役員

略歴 :

ライフサイエンス & ヘルスケア セクターリーダー

長川

知太郎 氏

医薬品・医療機器・製造業界における国内外の主要多国籍企業に対する、事業戦略・M&A戦略立案、組織・業
務変革推進のほか、海外展開戦略、グローバルマネジメント改革などのクロスボーダープロジェクトを数多く
手がけている。
ライフサイエンス業界の将来像をテーマとした執筆、講演活動を幅広く行っており、主な著書に『マーケティ
ング戦略ハンドブック』（共著、PHP研究所）がある。
講演の概要：
国内外のライフサイエンス企業を取り巻く環境は、今後も厳しさを増していくものと考えられる。医療の持続
性を担保すべく、当局が医療効率化に向けた取り組みを強化し続ける一方で、製薬企業の R&D 生産性が低下
に一途を辿っている。

本講演では、これらの環境変化を受け、イノベーションや新たな価値を世に送り出し続けるためにライフサイ
エンス企業が向かうべき方向性について、
「革新的なビジネスモデルの提案（いわゆる Beyond the pill）」と「新
規技術の活用によるバリューチェーンの抜本的見直し」の 2 つの観点から論じる。
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会場：アークヒルズクラブ（地下鉄南北線「六本木一丁目」駅 徒歩 3 分）

主催：株式会社医療情報総合研究所

参加申込用紙
FAX 宛先
E-mail

： ０３−３２３９−６８４２
： dms@jmiri.jp

申込締切り ： ２０１８年２月２６日（月）
貴

社

名

ご所属・役職名
ご

氏

名

ご

住

所

TEL
FAX
E-mail アドレス
情報交換会
お支払方法

ご出席

ご欠席

事前振込

当日現金でのお支払い

・上記に必要事項をご記入の上、ファックス（ 03-3239-6842 ）、または同内容を e-mail（ dms@jmiri.jp ）でお申込ください。
・弊社ホームページ（https://www.jmiri.com/rx/dms）からもお申込みが可能です。
・申込期限は 2018 年 2 月 26 日（月）です。なお、参加対象者は製薬企業の方のみとさせていただきます。
・参加費について

事前振込・・・7,000 円（資料代、情報交換会費、消費税含む） 当日現金でお支払い・・・10,000 円（資料代、情報交換会費、消費税含む）

・参加費のお支払方法は、「銀行振込」または「当日現金」となります。振込の場合はお申込を承り次第、請求書を発行しますのでお手続きをお願いいたします。
但し、支払い方法に関わらず、ご参加の申込は必ず事前にお願いいたします。
※ご不明な点は、株式会社 医療情報総合研究所 (TEL：03-3239-6840、e-mail：dms@jmiri.jp、担当：佐々木・長澤・水口 ) までお問い合わせください。

個人情報取扱方針

ご提供いただく個人情報のお取り扱いの方針について、以下の通り通知いたします。予め個人情報の取り扱いに関する事項にご同意の上、お申込ください。
＜事業者の氏名または名称＞ 株式会社医療情報総合研究所
＜個人情報管理責任者＞ 株式会社医療情報総合研究所

IT インフラ室長

＜個人情報の利用目的＞ シンポジウムの開催、運営を円滑に対処するため。サービスやシンポジウム、セミナー等のご案内のため。

＜個人情報の第三者提供について＞ 本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供することはありません。
＜委託＞ 取得した個人情報の取扱いの全部又は、一部を委託することはありません。

＜個人情報提供の任意性について＞ お預かりする個人情報の内容については任意と致しますが、必要な個人情報項目が未記入の場合、参加をお断りする可能性があります。また、お問い合わせに対応できない場合があります。
＜開示対象個人情報の開示等問い合わせ窓口について＞ ご本人からの求めにより、当社が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去および第三者へ
の提供の停止（「開示等」といいます。）を受け付けております。開示等を受け付ける窓口は、以下の「個人情報苦情及び相談窓口」をご覧下さい。

＜個人情報保護方針＞ 弊社ホームページの個人情報保護方針をご覧ください。URL：http://jmiri.jp/privacy/
＜個人情報苦情及び相談窓口＞ 株式会社医療情報総合研究所 個人情報苦情及びご相談窓口

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-25 住友神保町ビル 6F TEL：03-3239-6840 ( 受付時間 月曜日〜金曜日 祝祭日を除く 10 時〜 17 時 )

