平成27年度 知的財産活用セミナー事業

2015知的財産活用セミナー in 熊本市（全3回）

本セミナーは、知的財産について具体的な取組み事例を学ぶことで、知的財産への興味と理解を深め、その活用へのきっかけ
となることを目的として開催致します。知的財産活用にご興味のある方は、どなたでも奮ってご参加下さい。

1

第

回

日時：2015年10月３０日（金）
13:30～17:00
会場：熊本市医師会館 ２階講堂

２

第

回

（熊本市西区春日１−１４−１）

（熊本市中央区本荘３丁目３番３号）

主催者挨拶

定員
150名
150名

医工連携

テーマ

日時：2015年12月３日（木）
13:30～16:50
会場：くまもと森都心プラザ6階AB会議室

13:30～
13:30～

テーマ

定員
70名

医工連携

13:35～15:05 90分
90分
１ 13:35～
データを活用した社会課題の抑制とヘルスケア分野での
活用 ～ビッグデータと新たなトレンド"マイデータ"～

13:30～15:00 90分
90分
１ 13:30～
健康診療情報を生かした疾病予防への個々の役割

15:１5～16:15 60分
60分
２ 15:１
コミュニケーションロボットの可能性について

15:０５～
０５～1５:５０ ４５分
４５分
２ 15:０５
ｅ−ＺＵＫＡ発、医工学連携の取り組み

千葉市総務局次長（CIO補佐監）

医療・介護・観光分野での活用

三木 浩平 氏

〜Pepperがやってくる!!〜

吉村 英樹 氏

フューブライト・コミュニケーションズ(株) 取締役

16:20～16:50 30分
30分
３ 16:20～
ヘルスケア産業の市場性と、参入の成功・失敗事例

保健情報分析センター（株）代表取締役

・ 知財支援施策の紹介

江藤 啓司 氏

知財総合支援窓口 荒岡慶志氏（知財トータルサポーター）

熊本大学医学部附属病院医療情報経営企画部 部長
飯塚市経済部産学連携室長

宇宿 功市郎 氏

阿部 荘児郎 氏

５５～16:40 ４５分
４５分
３ 1５:５５～
熊本における医工連携事業の展開、医療IT支援システム
の開発

(株)ワイズ・リーディング 代表取締役 中山 善晴 氏
・ 知財支援施策の紹介 知財総合支援窓口 荒岡慶志氏（知財トータルサポーター）

日時：2016年1月27日（水）
13:30～15:40
参加無料
回 会場：くまもと森都心プラザ6階AB会議室
（熊本市西区春日１−１４−１）
事前申込制

３

第

テーマ

知的資産経営

定員
70名

13:30～15:30 120分
120分
１ 13:30～
「わが社の強み」 知って、活かして、高める経営

ＧＥＮコンサルテイング事務所 代表、中小企業診断士

・ 知財支援施策の紹介

西元 知基

氏

知財総合支援窓口 荒岡慶志氏（知財トータルサポーター）

●申込み先／問合せ先（裏面へ）

(お願い）
会場には専用駐車場はありませんので、公共交通機関を
ご利用下さい。
主催： 熊本市
後援： 九州経済産業局、熊本県、熊本市医師会
くまもと医工連携推進ネットワーク
実施：
熊本県発明協会、熊本県工業連合会
(＊)第1回、第2回セミナーの後援。
(＊)

(＊)

第１回 １

三木 浩平氏

第１回 ２

吉村 英樹氏

第１回 ３

＜職名＞千葉市総務局次長（CIO補佐監）
＜経歴＞ 米国アメリカン大学にて社会学修士。コンサルタントやCIO 補佐
監として国や自治体の情報通信政策に関わる。日本総研副主任 研究員、
三菱総研主席研究員等を経て、平成25年4月より千葉市総務局次長（CIO
補佐監）。特定個人情報保護委員会「特定個人情報保護 ガイドライン検
討会」委員、内閣官房「マイナンバー制度に関する国と 地方公共団体の
推進連絡協議会」委員、総務省「地方公共団体における番号制度の活用
に関する研究会」委員、総務省「地方公共団体に おける中間サーバー・
ソフトウェアの設計・開発に係る実務者懇談会」 委員、ニューメディア開発
協会「法人番号・法人ポータルの利活用研究会」委員、総務省「スマートプ
ラチナ社会推進会議戦略部会」委員、 IPA「共通語彙基盤事業語彙デー
タベース検討会」委員、内閣官房 「電子行政オープンデータ実務者会議
公開支援WG」委員、APPLIC 「技術 専門委員会クラウド推進検討会議」
委員。

第２回 １

＜職名＞フューブライト・コミュニケーションズ株式会社 取締役
＜経歴＞大学卒業後、住宅設備機器メーカーに入社。１９９８年通信ベン
チャーに転職して、その後、新興通信キャリアでネットワークサービスの
営業企画に従事。その後、インターネットプロバイダーやケーブルテレビ局
向けにIP-PHONEの再販営業に従事。２００７年より投資・事業育成会社で
新規事業開発に従事。転籍後２０１１年よりオリンパスビジネスクリイエツで
医療情報関連の新規事業開発業務に従事し、その経験を生かし２０１３年
フューブライト・コミュニケー ションズを設立。２０１５年２月ソフトバンクロボ
ティクス主催第一回「Pepper App Challenge2015」に、認知症サポートロボッ
トアプリで出展して、最優秀賞とソーシャルイノベーション賞をダブルで受賞。
医療福祉情報連携コー ディネーター/福祉住環境コーディネーターの資格
をもつ。

第２回 ２

＜職名＞保健情報分析センター株式会社 代表取締役
2003年以降
氏 ＜経歴＞医療関連のシステム設計などを手掛けており、
厚生労働省補助事業、国保におけるレセプト分析（ビッグデータ）の分析担
当としての経験から、2007年保健情報分析センターを設立。医療・介護・健
診などのデータを分析し医療行政へのアドバイスなどを手掛ける。2012年
内閣府認定、三重県ライフイノベーション総合特区の伊賀地区主任研究員
として中部地区でヘルスケア産業支援などを手掛け、2014年農林水産省
補助事業（某メーカー）の介護食品開発における分担研究員として治験な
どに関する活動もおこなう。

江藤 啓司

●申込み先／問合せ先
FAX・
FAX・TEL 096096-360360-3291
熊本県発明協会
E-mail k-hatsumei@citrus.ocn.ne.jp

宇宿 功市郎氏

阿部 荘児郎氏

＜職名＞飯塚市経済部産学連携 室長
＜経歴＞北九州市出身
1997年10月 通商産業省 九州通商産業局（現経済産業省 九州経済産
業局）入局
流通産業（大店法・商店街振興）、国際交流、中小企業金融、電気保安、
技術開発補助金などの業務を担当
2015年4月 飯塚市役所出向（経済部産学振興課産学連携室長）

第２回 ３

中山 善晴氏

＜職名＞株式会社ワイズ・リーディング 代表取締役
<経歴＞放射線科医で医学博士。熊本の地域医療に14年間従事し、都会
と田舎での地域医療の格差を痛感。やむを得ぬ理由から、2007年に一念
発起して遠隔画像診断の会社を設立。地域医療を守ることを最優先課題
とし、遠隔画像診断による新時代の地域医療連携を提案する。また、熊
本機能病院画像診断センターの設立にも関わり、画像診断センター長を
兼任する二足のわらじ状態。
東日本大震災後に、社会貢献と地域社会創造の重要性を認識。地域コミ
ュニティを創る活動にも精力的に取り組んでいる。
趣味は読書にお酒。また、瞑想を仕事に活かす方法を研究している。

第３回

＜職名＞
GENコンサルティング事務所
代表・中小企業診断士
＜経歴＞
大手飲料水メーカーに13年間勤務し、製造、品質管理、品質保
証の業務を経験。この間、経営品質向上プロジェクト、業務統合プジェクト
リーダーなどを歴任。平成22年に独立し、
経営コンサルタント事務所を
設立。経営改善、事業計画、品質マネジメントシステム等の経営支援を
行っている。
◆資格～中小企業診断士、JRCA QMS審査員、JRCA FSMS審査員
◆登録機関～独立行政法人中小企業基盤整備機構
地域支援 ネット
コーディネーター兼経営支援アドバイザー。中小企業支援ネットワーク強
化事業 専門家。経営革新等認定支援機関。

西元 知基氏

《（＊）なお、記載して頂きました事項は本セミナー以外には使用いたしません。

（ふりがな）

ご氏名

参加申込書
参加日（チェックを記入）
貴社（団体）名・部署名・役職名

□10/30 □12/3 □1/27
第1回
第2回 第3回
□10/30 □12/3 □1/27
第1回
第2回 第3回

＜職名＞熊本大学医学部附属病院医療情報経営企画部 部長
＜経歴＞昭50.3.31 熊本県立熊本高等学校卒業
昭56.3.25 鹿児島大学医学部医学科卒業
昭56.6 鹿児島大学医学部附属病院医員研修医(第三内科)
昭58.8 宮崎県立宮崎病院医員(神経内科)
昭63.6 国立精神神経ｾﾝﾀｰ神経研究所流動研究員(疾病研究第六部)
平2 .8 ハーバード大学マサチューセッツ総合病院研究員(神経内科)
平4 .8 カリフォルニア大学サンフランシスコ校研究員(神経内科)
平6 .3 鹿児島県立姶良病院医長(神経内科)
平7.10 鹿児島大学医学部助手(第三内科)
平8.10 鹿児島大学医学部助教授(医療情報管理学)
平15.4鹿児島大学大学院医歯学総合研究科助教授医療システム情報学
平18.1 熊本大学教授 医学部附属病院 医療情報経営企画部 部長

電話：
E-mail：
電話：
E-mail：

電話・FAX
E-mail

FAX：
FAX：

(お願い)
お願い)会場には、参加者用の駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用下さい。

●第1回会場地図

バスご利用の場合

熊本駅からバス第一環状線（本荘経由）
「大学病院前」下車約2分
•交通センターから八王寺環状線・御幸木部
線・野越団地線 「大学病院前」下車約2分
•

熊本市医師会館
２階講堂

●第2・3回会場地図

ＪＲ 熊本駅白川口正面
市電 熊本駅前電停下車
バス 熊本駅前バス停下車

