
プレス通知資料  
 

報道関係各位 

平成２６年２月２６日 

東京医科歯科大学 

医学系大学産学連携ネットワーク協議会：medU-net 

年次総会とフォーラムを３月３日（月）・４日（火）に開催 

 

この度 medU-netでは、３月３日（月）に年次総会を、４日（火）にフォーラムを開催いたします。 

年次総会では、平成 25年度の活動報告ならびに次年度活動計画を紹介するとともに、多くの方の関心

が高い分野である「日本版 NIH」、「改正薬事法」、「医学研究利益相反マネジメント」についての講演を行

います。 

フォーラムでは、3つの異なるテーマ（知財法務管理、レギュラトリーサイエンス対応、企業との連携

体制）毎にモデレーターを配置し、各テーマに精通している有識者に講演を頂くことで、medU-net会員、

企業や他産学連携従事者にとって有益な情報を得ることができる会になると考えております。  

年次総会・フォーラムともに参加費は無料です。medU-net 会員のみならず、多数の皆様のご参加を心

よりお待ちしております。 

 

医学系大学産学連携ネットワーク協議会（medU-net） 

医学系大学の産学連携協力体制の構築を通じて、 

医学研究の発展と大学の社会貢献を支える産学連 

携活動のレベルアップと活性化に寄与し、延いて 

は医療の発展に資することを目的として 2010 年 

6月に開設。 

 

【開催概要】 

タイトル：平成 25年度 medU-net年次総会 

日時：平成 26年 3月 3日(月) 13：00 ～ 16：00 

タイトル：平成 25年度 medU-netフォーラム 

日時：平成 26年 3月 4日(火)  9：00 ～ 12：00 

 

以下、年次総会・フォーラム共通 

場所：東京医科歯科大学 M&Dタワー2階 鈴木章夫記念講堂（東京都文京区湯島 1-5-45） 

参加費：無料 

主催：医学系大学連携ネットワーク協議会（medU-net） 

共催：東京医科歯科大学 産学連携推進本部 

後援：文部科学省、経済産業省、厚生労働省（予定） 

 

 



【プログラム・申込方法】 

添付の開催ポスターをご覧ください。 

 

 

【アクセス】 

・鉄道利用：JR御茶ノ水駅   （中央線・総武線）          徒歩 5分 

      地下鉄御茶ノ水駅（丸の内線）                徒歩 2分 

      新御茶ノ水駅    （千代田線）                徒歩 7分 

・バス利用：御茶ノ水駅前（都営バス東京駅北口荒川土手間）徒歩 5分 

 

 

【本プレス通知に関する問い合わせ先】 

国立大学法人東京医科歯科大学 広報部広報課 岩井 

〒113-8510 東京都文京区湯島 1-5-45 

  TEL：03-5803-5833  FAX：03-5803-0272 

E-mail：kouhou.adm@tmd.ac.jp 

 

 



主催：医学系大学産学連携ネットワーク協議会（medU-net）
共催：東京医科歯科大学 産学連携推進本部
後援：文部科学省、経済産業省、厚生労働省（予定）



御世話になっております。
医学系大学産学連携ネットワーク協議会（medU-net）事務局の川上でございます。

ケーススタディワーキングのアンケートを送付頂き有難うございました。
確かに拝受いたしましたのでご報告申し上げます。

当日はご足労いただくこととなり恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。

平成25年度medU-netフォーラム プログラム

[ 総合司会 ] 東京医科歯科大学 産学連携研究センター長 教授/medU-net事務局長 飯田 香緒里

セクション1 09：00～09：45 『 知財法務管理 』
モデレーター:  東北大学 産学連携推進本部 知的財産部長 特任教授/medU-net監事 塩谷克彦

SECTION1
○ 09:00～09:05 モデレーターから挨拶
○ 09:05～09:20 「大学の知的財産活動に対する支援」 特許庁総務部企画調査課 河合 弘明 氏
○ 09:20～09:35 「知財管理ワーキンググループ」 経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室
○ 09:35～09:45 セクション1 統括・質疑応答

セクション2 09：55～10：40 『 レギュラトリーサイエンス対応』
モデレーター:  がん研究会 知財戦略担当部長/medU-net委員 内海 潤

SECTION2
○ 09:55～10:00 モデレーターから挨拶
○ 10:00～10:15 「実用化に向けた薬事戦略相談の活用について」

（独） 医薬品医療機器総合機構 薬事戦略相談課長 宇山 佳明 氏
○ 10:15～10:30 「創薬支援ネットワーク ～オールジャパンでのアカデミア創薬支援について～」

（独）医薬基盤研究所 創薬支援戦略室 調査役 連携推進・広報担当 二名 俊彦 氏
○ 10:30～10:40 セクション2 統括・質疑応答

セクション3 10：50～11：35『 連携支援・企業から見た産学連携への期待 』
モデレーター:  三重大学 副学長医学系研究科トランスレーショナル医科学 教授/medU-net委員 西村 訓弘

SECTION3
○ 10:50～10:55 モデレーターから挨拶
○ 10:55～11:10 「JSTの産学連携支援事業－委託開発事業の開発成果－」

独立行政法人科学技術振興機構 産業共同開発部 調査役 菊池 博道 氏
○ 11:10～11:25 「医療機器業界に対する、みずほの取組み」 みずほ銀行 産業調査部 調査役 日原 秀泰
○ 11:25～11:35 セクション3 統括・質疑応答

医学系大学産学連携ネットワーク協議会（medU-net）東京医科歯科大学 産学連携推進本部内
担当 川上 TEL：03-5803-4740 medu-net@tmd.ac.jp http://www.medu-net.jp/

日時：平成 26 年 3 月 4 日（火）9：00～12：00 場所：東京医科歯科大学 M&Dタワー2階 鈴木章夫記念講堂

[   申込方法 ]
こちらからお申込み下さい。

[   同時開催イベント ]   
みえライフイノベーション

総合特区フォーラム in TOKYO

三重大学を中心とし、
地域のヘルスケア産業
の活性化を目的とした
「地域活性化総合特区」
としての活動成果報告や
三重の医療・健康・福祉
産業関連製品・サービス
を展示ブースにてご紹介
します。

[ 前日開催イベント ]   
平成25年度medU-net年次総会
※ポスターはこちら
日時：平成 26 年 3 月 3 日(月)

13：00～16：00

※プログラムは変更になる可能性がございます。予めご了承くださいませ。

---------- 企業コマーシャルタイム：未定（10分） ----------

CONCLUSION11：45～12：00 全体統括（質疑応答を含む）
札幌医科大学 医科知的財産管理学 教授/medU-net委員長 石埜正穂

※前日の年次総会も併せてお申込み可能です

※ポスターはこちら
日時：平成26年3月3日 (月)

12:00-17:00
平成26年3月4日 (火)

10:00-17:00

---------- 企業コマーシャルタイム：味の素製薬株式会社（10分） ----------

---------- 企業コマーシャルタイム：第一三共株式会社（10分） ----------

mailto:medu-net@tmd.ac.jp
http://www.medu-net.jp/
http://www.tmd.ac.jp/tlo/medu-net/map/tmdu_md2_suzuki_both.pdf
https://zz104.secure.ne.jp/%7Ezz104015/Forms/seminar2/form.cgi
http://www.tmd.ac.jp/tlo/medu-net/event/h25_medu_sokai.pdf
http://www.tmd.ac.jp/tlo/medu-net/event/mie_private_show2014.pdf
http://www.tmd.ac.jp/tlo/medu-net/event/mie_private_show2014.pdf
http://www.tmd.ac.jp/tlo/medu-net/event/mie_private_show2014.pdf


平成25年度
medU-net年次総会

平成26年3月3日（月） 13：00～16：00
東京医科歯科大学 M&Dタワー2F 鈴木章夫記念講堂



平成25年度medU-net年次総会
日時：平成 26 年 3 月 3 日（月）13：00～16：00 場所：東京医科歯科大学 M&Dタワー2階 鈴木章夫記念講堂
主催：医学系大学産学連携ネットワーク協議会（medU-net）共催：東京医科歯科大学 産学連携推進本部
後援：文部科学省、経済産業省、厚生労働省（予定）

総合司会：東京医科歯科大学 産学連携推進本部長・副学長/medU-net運営委員 水谷 修紀[ プログラム ]
《 第1部 》medU-net講演会
13：00～13：05 開会挨拶 東京医科歯科大学 学長 大山 喬史

13：05～14：40 講演 座長：東京医科歯科大学産学連携推進本部長・副学長/medU-net委員 水谷 修紀
13：05～13：10 座長挨拶
13：10～13：40 「新たな日本の医療分野の研究開発体制について」内閣官房健康・医療戦略室 次長 菱山 豊 氏
13：40～14：10 「医薬品・医療機器・再生医療を取り巻く環境の変化 ～薬事法改正、再生医療新法を中心に～」

厚生労働省医政局研究開発振興課 課長補佐 高江 慎一 氏
14：10～14：40 「医学研究利益相反マネジメント」(仮) 東京医科歯科大学 研究産学連携推進機構 教授 飯田 香緒里

14：40～15：10 行政からの講演
14：40～14：50 文部科学省 科学技術・学術政策局 産学連携･地域支援課大学技術移転推進室 室長 横井 理夫 氏
14：50～15：00 経済産業省 製造産業局 生物化学産業課 課長補佐 下田 裕和 氏
15：00～15：10 厚生労働省 医政局研究開発振興課 課長補佐 高江 慎一 氏

《 第2部 》medU-net年次総会
15：10～15：15 挨拶 東京医科歯科大学 研究担当理事･副学長/medU-net会長 森田 育男

15：15～16：00 事業報告
1）今年度活動報告 札幌医科大学 医科知的財産管理学 教授/medU-net委員長 石埜 正穂
2）決算報告 札幌医科大学 医科知的財産管理学 教授/medU-net委員長 石埜 正穂
3）次年度の方針について 東京医科歯科大学 研究担当理事･副学長/medU-net会長 森田 育男

[ 申込方法 ] ※翌日のフォーラムも併せてお申込みいただけます
下記URLからお申込みください
https://zz104.secure.ne.jp/~zz104015/Forms/seminar2/form.cgi

医学系大学産学連携ネットワーク協議会（medU-net）東京医科歯科大学 産学連携推進本部内
担当 川上 TEL：03-5803-4740 medu-net@tmd.ac.jp http://www.medu-net.jp/

[   翌日開催イベント ]   平成25年度medU-netフォーラム ※詳細はこちらのポスターをご参照下さい
日時：平成 26 年 3 月 4 日（火）9：00～12：00 場所：東京医科歯科大学 M&Dタワー2階 鈴木章夫記念講堂

http://www.tmd.ac.jp/tlo/medu-net/map/tmdu_md2_suzuki_both.pdf
https://zz104.secure.ne.jp/%7Ezz104015/Forms/seminar2/form.cgi
mailto:medu-net@tmd.ac.jp
http://www.medu-net.jp/
http://www.tmd.ac.jp/tlo/medu-net/map/tmdu_md2_suzuki_both.pdf


※ 東京医科歯科大学 M&Dタワー鈴木章夫記念講堂へのアクセス

【最寄り駅】 JR中央線・総武線御茶ノ水駅下車 御茶ノ水橋口
東京メトロ丸ノ内御茶ノ水駅下車 1番出口

① お茶の水門から入り、病院へ続くスロープをお上がり下さい。

② 左手にあるガラス張りの建物がM&Dタワーです。

（会場へは、病院入口に入らず、左奥の建物を目指してください）

注意！！！【18：00以降にご来場の方】

① 病院へ続くスロープは上らずに、救急入り口が見える方へお進みください。

② 左手にあるガラス張りの建物がM&Dタワーですので

1階から2階にお上がりください（階段かエレベーター）

【連絡先】国立大学法人東京医科歯科大学 産学連携推進本部

TEL  03-5803-4740 担当 川上

駐車場

順路

病院入口に続くスロープを上り、奥
のガラス張りの建物を目指してくだ
さい。
（会場へは、病院入口に入らず、
左奥の建物を目指してください）

ＭＤタワー
2Ｆ入口

×
【18:00以降にご来場の方】
会場へは、病院入口に向かうスロープを
上らずに、左側の奥に向かってください。
注意！！！2階の入り口は18時で
閉まりますので使用できません。

ガラス張りの建物が
M&Dタワーです。

学外喫煙所


