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各  位 

 

一般社団法人 電子情報技術産業協会 

インダストリ・システム部 

 

「医療ヘルスケアに係わる国内外の動向と取組みに関するセミナー」の開催について 

－ 医療ヘルスケア分野のイノベーションを推進していくために － 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当協会の諸事業に対しましては格

別のご高配を賜わり、厚く御礼申し上げます。 

 さて、当協会（ＪＥＩＴＡ）では、ＩＣＴの利活用による医療ヘルスケア産業の革新と、新市場の創

出に向けた活動を推進していくため、「医療ＩＴイノベーション戦略研究会」を設置して、様々

な活動に取り組み始めているところです。 

今回、当研究会の活動の一環として、関連する機関等における有識者の方々のご協力を得まし

て、表記のようなセミナーを下記のとおり開催することと致しました。 

つきましては、当協会の会員企業はもとより、当該分野にご関係・ご関心の各位におかれまし

ては、是非、このセミナーに参加頂ければ幸いと存じますので、ここにご案内申し上げます。 

                                  敬 具 

記 

 

日  時 平成２４年１０月２３日（火）１４：００～１７：００ 

場  所 一般社団法人 電子情報技術産業協会 ４０９－４１３会議室 

    東京都千代田区大手町１－１－３（大手センタービル４階） 

    地図 http://www.jeita.or.jp/japanese/about/location/ 

 

内  容 「プログラム」をご覧下さい。 

 

主  催 一般社団法人 電子情報技術産業協会 

企  画 医療ＩＴイノベーション戦略研究会 

協  力 情報・産業社会システム部会／運営委員会、医用電子システム事業委員会 

定  員 １５０名（定員になりしだい締め切らせて頂きます。） 

参 加 費 ５，０００円／１名（事前申込制とし当日受付は予定しておりません。） 

申込方法 添付の参加申込書に必要事項を記載の上、下記の事務局までお申込み下さい。 

申込期限 平成２４年１０月１８日（必着） 

ただし、申込期限までに定員に達した場合は、その時点で締め切らせて頂きますので、

ご承知おき願います。 
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「医療ヘルスケアに係わる国内外の動向と取組みに関するセミナー」プログラム 

 

［ 司 会 ］ 光岡 正秀  Mr. Masahide Mitsuoka 

       医療ＩＴイノベーション戦略研究会／幹事 

（ソニー㈱ 技術渉外部 統括部長） 

14:00－14:10 開会の挨拶 

       長谷川 英一 氏  Mr. hidekazu Hasegawa 

       一般社団法人 電子情報技術産業協会 常務理事 

14:10－14:50 ボディエリアネットワーク（ＢＡＮ）の国際標準と医療ヘルスケア分野において想

定される活用例について 

李 還幇 氏  Dr. Li Huan-Bang 

独立行政法人 情報通信研究機構（ＮＩＣＴ） ワイヤレスネットワーク研究所 ディ 

ペンダブルワイヤレス研究室 主任研究員／電気通信大学 客員教授 

14:50－15:30 「ジャパン・クラウド・コンソーシアム（ＪＣＣ）」における健康・医療クラウドの

取り組みについて 

宇佐見 正士 氏  Dr. Masashi Usami 

ＫＤＤＩ株式会社 技術統括本部 技術開発本部 技術戦略部長 

15:30－15:40 休 憩 

15:40－16:20  少子高齢社会におけるＱＯＬを支えるライフサイエンスに関する研究開発の動

向について 

井野 秀一 氏  Dr. Shuichi Ino 

独立行政法人 産業技術総合研究所（ＡＩＳＴ） ヒューマンライフテクノロジー研究 

部門 身体適応支援工学グループ 研究グループ長 

16:20－17:00 医療機器産業に係わる米国・欧州・アジア等のグローバルな動向と海外ビジネス 

の可能性について 

桜内 政大 氏  Mr. Masahiro Sakurauchi 

独立行政法人 日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ） 海外調査部 課長代理 

17:00－      閉会 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ☆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

備  考 予定の内容・講師等に関しましては、変更となる場合がありますので、予めご承知お

き下さるようお願い致します。 

事 務 局     〒100-0004 東京都千代田区大手町１－１－３ 大手センタービル５階 

     一般社団法人 電子情報技術産業協会 

医療ヘルスケア担当（立川・渡辺・稲垣・曽根原・小島・志村） 

     TEL 03-5218-1057 FAX 03-5218-1076  E-mail itt2@jeita.or.jp 
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［案 内 先］  （１）(社)電子情報技術産業協会 会員企業（担当窓口） 

（２）情報・産業社会システム部会／運営委員会 

（３）医療ＩＴイノベーション戦略研究会 

       （４）医用電子システム事業委員会（下部組織を含む） 

       （５）総合政策部会／総合政策委員会 

（６）コンシューマ・エレクトロニクス関係の委員会など 

（７）電子部品関係の委員会など 

（８）半導体関係の委員会など 

（９）その他（ＪＥＩＴＡ内の関連部会・委員会など） 

 

 

 

<参 考> 

 

平成２４年度「医療ＩＴイノベーション戦略研究会」構成一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アズビル株式会社 

アルプス電気株式会社 

オムロンヘルスケア株式会社 

コニカミノルタエムジー株式会社 

株式会社島津製作所 

セイコーエプソン株式会社 

ソニー株式会社 

テルモ株式会社 

株式会社デンソー 

東芝ソリューション株式会社 

東芝メディカルシステムズ株式会社 

日本光電工業株式会社 

日本電気株式会社 

日本ユニシス株式会社 

パイオニア株式会社 

 

パナソニック株式会社 

日立アロカメディカル株式会社 

株式会社日立製作所 

株式会社日立メディコ 

フクダ電子株式会社 

富士通株式会社 

富士フイルム株式会社 

株式会社村田製作所 

横河電機株式会社 

 

内閣官房 医療イノベーション推進室 

経済産業省 ヘルスケア産業課 

一般社団法人 日本遠隔医療学会 

財団法人 医療機器センター／医療機器産

業研究所 

当研究会では、医療ヘルスケア分野にご関係・ご関心をお持ちの企業の参加を歓迎しております。平

成２４年度は、既に活動をスタートしておりますが、途中からの参加でも結構です。 

研究会の会費は、平成２４年度においては特に設定しておらず、一時金の 30,000 円のご負担だけで参

加することができますが、平成２５年度からは会費を徴収する予定となっております。（会費額は未定）
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下の部分のみＥメールにて返信して下さい。（止むを得ない場合はＦＡＸでも「可」です。） 

（社）電子情報技術産業協会 医療ヘルスケア担当 行 

E－mail : itt2@jeita.or.jp  FAX 03-5218-1076 

 

平成２４年  月  日 

 

「医療ヘルスケアに係わる国内外の動向と取組みに関するセミナー」参加申込書 

－ 医療ヘルスケア分野のイノベーションを推進していくために － 

 

日  時  平成２４年１０月２３日（火）１４：００～１７：００ 

    場  所  （社）電子情報技術産業協会 ４０９－４１３会議室 

 

会 社 名        

 

表記セミナーへの参加を申し込みます。 
 

氏   名              （英文） 

所属役職名   

連絡先住所 (〒   -    ) 

 

ＴＥＬ番号   

ＦＡＸ番号   

電子メール   

備  考 １．定員を超えてお断りせざるを得ない場合は、電子メールにてご連絡させて頂き 

ますので、ご承知おき下さい。 

２．参加費は、後日お送りする請求書にてお支払下さい。 

［入館のご案内］ 

 

 

 

 

［個人情報の扱いについて］ 

 

 

 

 

セミナー当日は、ご来館の際にビルの 1 階又は地下 1 階の受付にて「ＪＥＩＴＡ専用（入館証）」を受け取り、

４階の４０９－４１３会議室にお越し下さい。また、お帰りの際は、「退館証」が必要となりますが、「退館

証」はセミナー会場にてお渡しし、入館証はセミナー終了後に回収させて頂きます。 

上記の参加申込みに当ってご提出頂く個人情報は、当該セミナーの参加申込み受付リストの作成、当日の受

付等のセミナー運営、当協会（ＪＥＩＴＡ）が開催する講演会・セミナー等に関連する情報のお知らせ、以外には

使用致しませんのでご承知おき下さい。 


