学際生命科学東京コンソーシアム主催

平成26年度 医療イノベーション人材養成プログラム
産学連携・知財
◆開催期日◆
平成26年10月15日（水）
～平成27年3月25日（水）
実施時間：19:00～20:30
◆講義形式◆
講義1時間＋質疑応答30分(予定）
◆場 所◆
東京医科歯科大学
1号館西 第3講義室（704口腔保健科）

◆対 象 者◆
ライフサイエンス分野の産学連携及び知
財に特に関心のある方

Ⅰ．産学官連携
10月2３日（木）

「 コース概要と産学連携
リスクマネジメント 」

「京都大学医学研究科
におけるメディカルイノベー
ションへの挑戦」

東京医科歯科大学 研究・産 京都大学 「医学領域」
学連携推進機構 産学連携研 産学連携推進機構 副機構長
究センター長 / 教授

飯田 香緒里

11月18日（火）

「 ライセンス契約における
法的留意点 」
TMI総合法律事務所
弁護士

◆参加費用◆

バイオビジネス

◆成績優秀者への待遇◆
ワシントン大学ロースクール主催サマープ
ログラムへの参加推薦 （＊サマープログ
ラムの学費・諸費用等は負担頂きま
す。）

淵邊 善彦

10月30日（木）

11月20日（木）

「情報コンタミネーションリス
クとその対策～秘密情報の
取扱いと契約上の留意点

東北大学 特任教授／
大野総合法律事務所
パートナー・弁理士

「 医薬・バイオ分野の
知財戦略 」

11月11日（火）

11月13日（木）

「 グローバル企業の
知財戦略と課題 」

「 国の研究開発
プロジェクトと日本版
バイ・ドール制度の運用

東京理科大学大学院
特許業務法人セントクレスト国 知的財産戦略ネットワーク株式
イノベーション研究科 知的財産 際特許事務所 代表社員（副 会社
顧問・弁理士
戦略専攻 教授・弁理士
所長）・弁理士

松任谷 優子

淺見 節子

橋本 一憲

経済産業省 産業技術環境
局産業技術政策課 成果普
及・連携推進室 室長

長井 省三

島津 久樹

Ⅳ．レギュラトリーサイエンスと関連政策
1２月５日（金）

12月3日（水）

「 国際ライセンスと交渉 」

「医薬品・医療機器等法と
レギュラトリーサイエンス」

12月10日（水）

「医薬開発における
特許戦略と薬事戦略
の連結性」

12月17日（水）

「医療イノベーション政策と
求められるリーダシップ」

＊プログラムの日程が
前後している回がござ
います。ご注意くださ
い。

一色外国法事務弁護士事務所 ロープス＆グレー外国法事務弁 慶應義塾大学 薬学部医薬品 公益財団法人がん研究会 知 日本医療政策機構
弁護士
護士事務所 弁護士
開発規制科学講座 教授
財戦略担当部長
エグゼクティブディレクター
医療政策ユニット長

一色 太郎

萩原 弘之

1月20日（火）

1月22日（木）

「産学連携と資金調達」

「大手製薬企業が取り組む
産学連携」

「 バイオメディカル機器の研究
開発における産学連携事例」

三菱UFJリサーチ＆コンサルティ
ング株式会社 環境・エネル
ギー部 部長／知的財産コンサ
ルティング室 室長

11月5日（水）

「 医療と特許
「 医療系知財の審査基準
（先端医療を中心として）」
と判例に学ぶ 」

平成27年1月14日（水）

渡部 博光
◆プログラムの目的◆
新成長戦略として掲げられるライフイノベー
ションの創出に不可欠となる産学官連携を
担う人材育成を目指します。ライフサイエン
ス分野の研究活動を推進し、産学官連携・
特許・バイオビジネス分野の実務者を迎
え、研究成果を適切に取り扱う為に必要と
なる知識・情報等を効率的に獲得できるよ
うプログラムを構成しています。

寺西 豊

10月28日（火）

Ⅲ．契約

◆修了用件◆
出席率が60％以上で小論文が4段階評
価でC以上である方、修了証を発行

無料（交通費自己負担）

Ⅱ．知的財産

平成26年10月15日（水）

黒川 達夫

内海 潤

1月27日（火）

2月10日（火）

2月12日（木）

2月18日（水）

「バイオメディカル産業論」

「難病治療薬の開発に
向けてのオープンイノベー
ションの重要性 」

「富士フィルムのライフ
サイエンス分野への取組」

「自家培養軟骨ジャックの開
発・技術導入から承認・保険
収載までの道のり」

第一三共株式会社
ソニー株式会社 メディカル事業 三重大学 大学院医学系研究
ノーベルファーマ株式会社
研究開発本部 研究開発企画部
ユニット研究開発部門
科トランスレーショナル医科学
エクスターナルサイエンスプランニン
戦略企画部長
技監
教授・副学長(社会連携担当)
ググループ 主査

金澤 佳人

宮田 俊男

安田 章夫

西村 訓弘

三村 正文

株式会社ジャパン・ティッシュ・エ

富士フィルム株式会社 R&D統
ンジニアリング 研究開発部長・
括本部 医薬品・ヘルスケア開発
自家培養軟骨ジャックプロダク
研究所 研究所長
トマネージャー

嶋田 泰宏

バイオテクノロジー[アカデミア・サイエンス]
2月25日（水）

平成27年3月4日（水）

「ライフサイエンス分野に
おけるベンチャーキャピタル」

「基礎科学と医療への応用を視野
に入れた光学顕微鏡技術の開発
－細胞の動態と蛋白質1分子の
ダイナミクスを可視化する光学顕
微鏡技術の開発と応用」

株式会社東京大学エッジキャピ
タル 代表取締役社長・
マネージングパートナー

北里大学
学習院大学 理学部物理学科
薬学部微生物薬品開発教室
教授
教授

郷治 友孝

3月11日（水）

「北里大学における
医療イノベーションへの
取組」

西坂 崇之

◆協力機関◆ 医学系大学産学連携ネットワーク協議会

供田 洋

菅原 桂
◆お問い合わせ先◆

3月18日（水）

3月25日（水）

「お茶の水女子大学におけ
る医療イノベーションへの取 「東京医科歯科大学における
組－メタボロミクスの基礎と 医療イノベーションへの取組」
医療への応用－」
お茶の水女子大学 大学院人 東京医科歯科大学 理事 副学
間文化創成科学研究科
長(研究・国際展開）／ 研究・
教授
産学連携推進機構長

小林 哲幸

森田 育男

・ 特定非営利活動法人 産学連携学会

事務局
国立大学法人東京医科歯科大学
研究・産学連携推進機構
産学連携研究センター
人材養成プログラム係 担当:宇野
〒113-8510
東京都文京区湯島1-5-45
3号館10階
℡:03-5803-5346
mailto:
sangaku.tlo@tmd.ac.jp

