健 康・医 療 分 野 の

起業 と経営を学ぶ！

スタートアップの事例やノウハウから︑

業界動向︑ベンチャー経営 まで︒

起業を志す学生はもちろん︑

健康・医療 分野のビジネスの

概要を学びたい方まで︑

幅広く受講いただける連続講座です︒

全6回

デジタル×
バイオヘルス
スタートアップ 連 続 講 座
2018
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会場

詳細は裏面のプログラムをご確認ください

道新プラザ
DO-BOX
札幌市中央区大通西3丁目
北海道新聞社1階

申込方法
メール
申込フォーム

kenkyu@noastec.jp

氏名・所属・役職、
住所、
電話番号を記載し、
送信してください。

https://www.noastec.jp/web/news/details/post̲175.html
対象

締切
お問い合わせ先
定員

公益財団法人
北海道科学技術総合振興センター
（ノーステック財団）研究開発支援部
担当 ＝ 三井・杉本

www.noastec.jp
TEL 011-708-6392
FAX 011-747-1911

・大学の技術を生かした起業に興味のある方
・研究者、ポスドク、大学院生、学生
・医療関係者 ・経営者、会社員

10/15（月）
30 名程度 （ 先着順・事前申込制）
※定員になり次第、受付を終了いたします。

参加費

一般

5,000 円（ 全6回）

学生無料

主 催 ＝（公財）
北海道科学技術総合振興センター、札幌市
共 催 ＝ Open Network Lab HOKKAIDO
後 援 ＝ 株式会社デジタルガレージ、北海道新聞社、北大リサーチ&ビジネスパーク推進協議会
協 力 ＝ 北海道経済産業局、北海道、
（一社）
北海道IT推進協会、
（一財）
さっぽろ産業振興財団、
北海道ヘルスケア産業振興協議会、北海道医療機器関連産業ネットワーク
特別協力 ＝ No Maps実行委員会

デジタル×バイオヘルス スタートアップ

11.1 Thu
18 : 00 -19 : 30

11.7 Wed

スタートアップの
0 →1成長ストーリー

連 続 講 座

バイオヘルス スタートアップの
成功・失敗事例

18 : 00 -19 : 30

スタートアップの成長に必要な要素とは。これまで90社以上のス

バイオヘルスケア領域で活躍するスタートアップ2社の代表から起業のヒントとなる

タートアップを世に輩出してきた日本初のアクセラレータープログ

心構えや体験談などを紹介いただきます。
後半には参加者同士のつながりを深める

ラム
「Open Network Lab」
の代表が語るスタートアップの成長ス

ネットワーキングタイムも実施。
チームづくりにも活用いただけます。

トーリー。
2018年にスタートした北海道発のアクセラレータープロ

終了後 MEET UPイベント（〜20：30）

グラム
「Open Network Lab HOKKAIDO」の実例も紹介します。
株式会社ファミワン 代表取締役
株式会社デジタルガレージ
執行役員SVP コンテクストデザイン本部長
オープンネットワークラボ推進室

佐々木 智也 氏
新聞社のネットビジネス開拓を経て、2005年（株）デジタルガレージ入社。以後
グループ戦略事業に携わる。Twitterなどの海外サービスの日本ローカライズや、
パートナー企業とのジョイントベンチャー事業等に従事。
（ 株）デジタルガレージ
執行役員SVP、
（株）
Open Network Lab代表取締役、
北海道新聞社との合弁会社
（株）D2Garage 代表取締役を現任。

11.16 Fri
18 : 00 -19 : 30

ドクターフェロー株式会社 代表取締役

石川 勇介氏

林 久美子氏

飲食系ベンチャー、ERPパッケージベ
ンダー、国内最大級の医師向け情報提
供企業を経て、自身も当事者として悩
み取り組んだ妊活分野の課題解決の
ため、2015年に創業。LINEを活用し
た妊活コンシェルジュ
「ファミワン」の
提供を中心に、企業への福利厚生の提
供やテレビドラマの監修、そして東京
大学との共同研究など幅広く展開中。

1990年生まれ。高校中退、中央大学法
学部中退を経て東京女子医科大学入学。
在学中は医療系出版社でインターンと
して医大生向け学習アプリの制作に携
わる。医師免許取得後、慶應義塾大学
病院にてレジデント修了。
ドクターフェ
ロー株 式 会 社を立ち上げ 、医 師 向け
サービスDr.Fellowを開発。現在、平日
はスタートアップ、
土日は病院で勤務。

11.22 Thu

超高齢社会への対応
‒ 次世代ヘルスケア
産業の創出

18 : 00 -19 : 30

バイオヘルス スタートアップの
トレンドと未来

近年、
アメリカでは起業する研究者が急増しています。
また、
日本においてもバイオヘルス
経済産業省の取り組み、
健康・医療分野のビジネスにおける国の動

領域に特化したアクセラレータープログラム
「Open Network Lab BioHealth」
がス

向や今後の可能性などを紹介します。

タートするなどスタートアップ業界の中でもライフサイエンス分野が盛り上がりを見せて
います。
アメリカ・日本を中心にバイオヘルス スタートアップのトレンドと未来を議論します。

経済産業省 商務・サービス政策統括調整官

江崎 禎英 氏

11.27 Tue
18 : 00 -19 : 30

北海道科学大学 工学部 情報工学科 教授

Open Network Lab
BioHealth 担当

岐阜県出身。平成元年、通商産業省に入省し通商政策局にて日米通商問題に携
わった後、大蔵省に出向し金融制度改革を担当。その後引き続き通商産業省にて
資本市場改革、外為法改正に取組む。英国留学、EU（欧州委員会）産業総局（DG
Ⅲ）勤務を経て、通商産業省に戻りIT政策を担当。
この間、内閣官房 内閣内政審
議室にて個人情報保護法の立案に携わる。
その後、経済産業省にて、
ものづくり政策、外国人労働者問題を担当し、平成17年
から資源エネルギー庁にて地球温暖化問題を担当。
平成20年から岐阜県に出向。
平成24年4月に経済産業省に復帰し、製造産業局生物化学産業課長として再生
医療を巡る法制度の改革に携わったのち、平成27年4月に商務情報政策局ヘル
スケア産業課長、平成29年7月に商務・サービスグループ政策統括調整官及び内
閣官房健康・医療戦略室次長に就任。平成30年8月から厚生労働省医政局統括
調整官に併任。

川上 敬 氏
博士（工学）。北海道大学大学院修士課
程修了（精密工学専攻）後、大手印刷会
社を経て、1996年北海道大学大学院
博士後期課程修了（情報工学専攻）。
2007年ベルギーブリュッセル自由大
学客員研究員。2008年北海道工業大
学（現北海道科学大学）教授。2017年
北海道大学客員教授。2018年より副
学長に就任。主に人工知能（AI）の社会
応用に関する研究に取組んでいる。

Open Network Lab BioHealth
デジタルガレージの研究開発組織「DG Lab」
が主導するバイ
オテクノロジー・ヘルスケアとIT領域で事業を展開するスター
トアップを対象としたアクセラレータープログラム。国内外の
優良企業が参画し、2018年9月より1st batchを始動。

12.5 Wed

スタートアップの
マーケティング戦略

スタートアップを成功に導く
アイデア検証とは

18 : 00 - 20 : 30

スタートアップの成長に欠かせないマーケティングの発想、役割、

スタートアップや新事業を成功に導くには、
Product Market Fit
（PMF,市場で顧客か

課題、
戦略策定のプロセスや基本戦略
（商品・サービス・価格・流通・

ら熱狂的に愛される製品のこと）
の視点が欠かせません。
PMFを達成のためのプロセ

プロモーション）
を中心に、
基礎的な市場戦略について学びます。

スとその中で最も重要となるアイデア検証の手法をBOOT STRAP
（ワークショップ形
式）
で学習します。

小樽商科大学 大学院商学研究科
アントレプレナーシップ専攻 教授

終了後 MEET UPイベント（〜21：00）

Open Network Lab HOKKAIDO

内田 純一 氏

北海道内でのスタートアップエコシステム構築、
オープンイノベー
ションの推進を目的に2018年4月に始動。
一次産業や観光など北
海道の資産やテクノロジーを活用して世界に挑戦するスタートアッ
プを育成、支援するアク
セラレータープログラム
を2018年４月より展
開。
10月に1st batchの
デモデイを実施。

コミュニティマネージャー

山崎 清昭 氏

博士（国際広報メディア）。AFLAC日本社に７年間勤務ののち、北海道大学大学院
国際広報メディア研究科助手、同大学観光学高等研究センター准教授等を経て、
2017年より現職。広報論と観光学をバックグラウンドとしながら、サービス経営
学の研究にも取り組んでいる。現在はMBAコースでビジネスプランニングやサー
ビスマネジメントを、商学部で経営戦略論などを担当。著書に
『地域イノベーション
戦略』、共編著書に『観光の地域ブランディング』
などがある。

Open Network Lab HOKKAIDO

ビジネスデベロップメントマネージャー

藤間 恭平氏

※状況によって講師や内容を変更する場合がございます。ご了承ください。

申込はWEB（ https://www.noastec.jp/web/news/details/post̲175.html ）または、
下記内容をFAXしてください。
参 加 申 込書

※お申し込み時にご提供いただく個人情報は、
本事業のお知らせ、
請求書の送付
（学生は無料）
のみに使用します。

役職

所属機関名（ 会社・大学 ）

住所

電話

デジタル×バイオヘルス スタートアップ
氏名

（フリガナ）

〒

FAX

E-mail

FAX

011-747-1911

@
ノーステック財団 研究開発支援部行

連 続 講 座

