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ID 氏　名 所　属 部　署(学部他） 役　職 コーディネート可能内容

1 立石　哲也
国立研究開発法人　産業技術総合研究所
（国立研究開発法人　物質・材料研究機構）

健康医工学研究部門 名誉リサーチャー
名誉フェロー

2 笠井　浩 特定非営利活動法人　医工連携推進機構 専務理事 公的制度、競争的資金

3 森尾　康二 医療・健康ビジネス開発コーディネイター
ヘルスケア全般（但、医薬品、バイオ、食品を除く）における
技術商品の開発とビジネスモデルの開発

4 篠原　一彦 東京工科大学 医療保健学部臨床工学科
学部長・教授（臨床工
学科）

診断、計測・監視、処置、治療

5 古川　孝 特定非営利活動法人　医工連携推進機構 副理事長 計測･監視機器、規制適合

6 山根　隆志 神戸大学未来医工学研究開発センター 特命教授 ポンプ計測・人工心臓

7 伊関　洋 社会医療法人至仁会 介護老人保健施設　遊 施設長 処置、治療

8 灰田　宗孝 東海大学東海大学医療技術短期大学 看護学科教授　学長 診断、計測

9 藤江　正克 早稲田大学
大学院創造理工学研究科　総合機械工
学専攻

教授 機能補助・代替治療

10 橋爪　誠 北九州古賀病院 院長 診断・治療

11 堀江　重郎 順天堂大学 大学院医学研究科　泌尿器科外科学 教授 診断、計測、処置、治療、検体検査

12 安田　和則 北海道大学
大学院医学研究科　機能再生医学講座
運動機能再建医学分野

教授 治療、機能補助・代替、再生

13 久保木　芳徳 高研バイオサイエンス研究所・北海道大学 学術担当顧問 名誉教授
再生医療・コラーゲンの架橋化学構造・人工ＥＣＭの幾何構
造の応用

14 宮永　豊 筑波大学 名誉教授
診断機器、人工関節、関節形成術、スポーツ医療、再生医
療

15 山口　隆美 東北大学 名誉教授 計算生体力学シミュレーション

16 古薗　勉 近畿大学
生物理工学部、 医用工学科臨床工学
研究室

教授 バイオマテリアル、機能補助・代替

17 村上　輝夫 九州大学 名誉教授 計測、評価．機能補助・代替、再生医工学

18 堀池　靖浩 筑波大学 数理物質科学研究科 客員教授 診断・計測、バイオチップ、μTAS、Lab-on-a-chip

19 内田　義之
医療法人社団　ゆびきたす
ユビキタスクリニック龍ヶ崎

理事長
院長

ＤＤＳ，治療、機能補助・代替、検体検査、再生医療

20 栗田　浩 信州大学 医学部歯科口腔外科 准教授 診断、計測・監視、処置、治療、機能補助・代替

21 石山　陽事 つくば国際大学 医療保健学部 医療技術学科 教授(学科長) 呼吸、循環、神経生理関係の検査・計測技術

22 福本　一朗 長岡市小国診療所
診断、計測・監視、処置、治療、機能補助・代替、検体検査、
再生医療、知財権

23 佐久間　一郎 東京大学
大学院工学系研究科　精密工学専攻
医用精密工学研究室

教授 診断、計測・監視、処置、治療、機能補助・代替、検体検査

24 高谷　節雄 東京医科歯科大学
生体材料工学研究所生体システム分
野

教授 計測・人工心臓

25 本間　一弘
国立研究開発法人　産業技術総合研究所
（株）三菱総合研究所 ヘルスケア・ウェルネス事業本部

名誉リサーチャー
客員研究員

画像診断

26 菊地　眞
公益財団法人医療機器センター
一般財団法人 ふくしま医療機器産業推進機構

理事長
理事長

計測、監視、治療、再生医療

27 塙　隆夫 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 教授 機能補助・代替

28 齊藤　清人 （株）イーメディカル東京 顧問 診断、計測、治療、知財権

29 増澤　徹 茨城大学
大学院理工学研究科　機械システム工
学領域

副学長
医用システム全般，磁気浮上，モータ，人工心臓，生体制
御，診断、計測・監視、処置、治療、機能補助・代替、再生医
療

30 井深　 丹 タマティーエルオー株式会社 代表取締役会長 生体計測、機器分析、知財権、技術評価

医工連携コーディネータ協議会　　コーディネータ名簿（名簿登録順）
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31 岸田　晶夫 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 教授 機能補助・代替、再生医療、治療

32 大西　昭郎 東京大学公共政策大学院 客員教授

33 新家　光雄 東北大学金属材料研究所 生体材料学研究部門 教授 機能補助・代替

34 石川　邦夫 九州大学 大学院歯学研究院 教授 再生医療

35 杉原　伸宏 信州大学 学術研究・産学官連携推進機構
学術研究支援本部
長、学長補佐、教授

知財権

36 小林　昭 株式会社ライフウェア 代表取締役 医療情報・福祉情報・生体計測・人工臓器

37 武田　元博 東北大学
工学研究科バイオロボティクス専攻、東
北大学病院乳腺内分泌外科

助教授 診断、治療、検体検査、ナノ医療

38 和田　成生 大阪大学
大学院基礎工学研究科　機能創成専攻
生体工学領域

教授 生体計測，生体計算解析，医用画像処理，生体モデリング

39 松本　健郎 名古屋大学
大学院工学研究科 機械システム工学
専攻

教授 バイオメカニクス

40 鈴木　直樹 東京慈恵会医科大学 高次元医用画像工学研究所 教授 コンピュータ外科

41 木村　良晴 京都工芸繊維大学 繊維学部、高分子学科 教授 再生医療・医用材料

42 村垣　善浩 東京女子医科大学
先端生命医科学研究所　先端工学外科
分野

教授 診断、処置、治療

43 山羽　和夫 日本福祉大学 情報社会科学部
情報社会学部長補佐
生活環境情報学科長

計測・監視、遠隔操作

44 三田村 好矩 北海道大学 名誉教授 機能補助・代替、計測・監視

45 但野　茂 北海道大学 客員教授／名誉教授 診断、計測・監視、機能補助・代替

46 安田　徹夫 平木国際特許事務所 顧問 知財権

47 梅澤　明弘 独立行政法人国立成育医療研究センター 再生医療センター長 再生医療

48 星　和人 東京大学大学院医学系研究科
外科学専攻　感覚・運動機能医学講座
口腔外科学

准教授 再生医療、処置、治療

49 鄭　雄一 東京大学 大学院工学系研究科 教授 再生医療、機能補助・代替、治療

50 畑江　和夫 コアフロント株式会社 代表取締役
生体材料および計測技術の再生医療支援機器および材料
への応用展開の支援および数社間コーディネーション。

51 山田　幸生 電気通信大学 脳科学ライフサポート研究センター 特任教授 診断

52 馬渕　清資 北里大学 名誉教授 機能補助・代替

53 大橋　三男 株式会社スペクトラテック 代表取締役 計測・監視

54 中村　恭之 有限会社フロンティアマテリアル 代表取締役 材料　加工

55 日下部　正宏 福井大学高エネルギー医学研究センター 客員教授 診断、計測・機能、補助・代替、

56 松本　竹男 株式会社ビー・エイチ・ビー 代表取締役
診断、処理、治療、機能補助・代替、検体検査、再生医療、
知財権

57 森本　恵子 奈良女子大学 生活環境学部 教授 診断、測定、検体検査、治療

58 鎮西　清行 国立研究開発法人　産業技術総合研究所 健康医工学研究部門 副研究部門長 処置，治療，審査

59 吉川　典子
KICKLE
KOBE Medical Device Business　コンシェルジュ

代表者
管理者

審査、規制適合　開発薬事（再生医療、医療機器全般、医薬
品コンビネーション製品など）　医療のアート＆デザイン

60 大塚　英典 東京理科大学 理学部第一部応用化学科 教授 診断、再生医療、バイオマテリアル、DDS
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61 久保田　博南 ケイ・アンド・ケイ ジャパン株式会社 代表取締役 計測・監視

62 向井　保 医工連携推進機構 前副理事長 医療情報の標準化、セキュリティ対策など

63 平田　史明 RCT株式会社 代表取締役 診断、計測・監視、再生医療、知財権、

64 陳　国平 国立研究開発法人　物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 グループリーダー 生体材料、再生医療

65 川添　直輝 国立研究開発法人　物質・材料研究機構
機能性材料研究拠点　生体組織再生材
料グループ

主席研究員 生体材料、再生医療

66 岩田　浩康 早稲田大学
先端科学・健康医療融合研究機構　生
命医療工学研究所

助教授
先進メカトロニクス技術、医療福祉ロボティクス、外科手技訓
練評価装置、治療具、リハビリ支援機器、神経リハビリテー
ション、計測・監視

67 田口　哲志 国立研究開発法人　物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 グループリーダー
外科用接着剤／シーラント、止血材、創傷被覆材、バイオマ
テリアル

68 三澤　雅樹 国立研究開発法人　産業技術総合研究所
健康医工学研究部門 セラノスティック
デバイス研究グループ

主任研究員 生体材料、骨軟骨、非破壊検査、X線CT、再生医療

69 落合　直之 キッコーマン総合病院 外科系センター長 診断、治療、再生医療

70 生島　和正 武蔵エンジニアリング株式会社 代表取締役社長

71 許　俊鋭 東京都健康長寿医療センター センター長 診断、処置、治療、機能補助・代替、再生医療

72 井坂　玲樹 ＭＥＷＢＡＲ株式会社 代表取締役 医療材料、微細径管加工

73 谷下　一夫 早稲田大学ナノ理工学研究機構 研究員教授
血管病変治療機器、ステント、再生医療、バイオイメージド診
断、バイオメカニクス

74 深澤　潔 明立特許事務所 所長 知的財産権

75 八名　純三
ヤナコンサルタント
（公財）埼玉県産業振興公社先端産業支援セン
ター

代表
先端素材部門コーディ
ネータ

ナノカーボン、高圧技術、人工臓器

76 菊地　克史 東京医科歯科大学 整形外科学教室 非常勤講師 審査、規制適合、開発薬事（医療機器全般）、臨床試験

77 山本　玲子 国立研究開発法人　物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 上席研究員 医用器材（機能補助・代替）

78 花方　信孝 国立研究開発法人　物質・材料研究機構 理事 生体材料、再生医療

79 小林　尚俊 国立研究開発法人　物質・材料研究機構
生体材料センター　高次機能生体材料
グループ

グループリーダー 医療デバイス、再生医療用材料

80 兵藤　行志 国立研究開発法人　産業技術総合研究所
環境安全本部　環境安全部　ライフサイ
エンス実験管理室

生体力学、力学的生体適合性評価

81 岡崎　義光 国立研究開発法人　産業技術総合研究所
生命工学領域　健康医工学研究部門
生体材料研究グループ

上級主任研究員
機能補助・代替、計測、審査、規制適合、インプラント、工学
的性能評価方法

82 横山　憲二 東京工科大学 応用生物学部 教授 計測・監視、検体検査

83 古川　祐光 国立研究開発法人　産業技術総合研究所
電子光技術研究部門　光センシンググ
ループ

主任研究員 医用光学

84 菊池　正紀 国立研究開発法人　物質・材料研究機構
機能性材料研究拠点　バイオセラミック
スグループ

グループリーダー 人工骨、骨補填材、再生医療

85 上田　太郎 国立研究開発法人　産業技術総合研究所
バイオメディカル研究グループ
セルメカニクス研究グループ

総括研究主幹
検体検査、再生医療

86 伊藤　敦夫 国立研究開発法人　産業技術総合研究所
健康医工学研究部門　生体材料研究グ
ループ

研究グループ長 機能補助・代替、再生医療、セラミックバイオマテリアル

87 鈴木　庸介 株式会社スズキプレシオン 取締役会長 医療機器部材供給

88 赤羽　大助
ジョンソン・エンド・ジョンソン　メディカルカンパ
ニー

CMO office Medical
affairs manager

人工関節、再生医療

89 宮田　昌悟 慶應義塾大学 理工学部　機械工学科 准教授 バイオメカニクス，非侵襲計測，再生医療

90 丸山　修 国立研究開発法人　産業技術総合研究所 健康医工学研究部門 総括研究主幹 機能補助、検体検査
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91 袴塚　康治 国立研究開発法人物質材料研究機構 外部連携部門企業連携室
企業連携コーディネー
ター

生体材料（無機材料）

92 細木　活人 フクダ電子株式会社
営業本部コールセン
ター長

医療保険、診療報酬について(主に診断機器）

93 飯野　和美 (有)アイ・テクノ・オフィス 取締役 診断、検体検査、栄養

94 伊藤　嘉浩 国立研究開発法人　理化学研究所 主任研究員 診断、計測・監視、検体検査、再生医療

95 絵野沢 伸 国立成育医療研究センター 再生医療センター リサーチアソシエイト トランスレーショナルリサーチ

96 若林　由記 株式会社テクノコンサルジェ 代表取締役

医療機器製品開発および事業開発支援サービス（機器開
発、技術開発、トランスレーショナルリサーチ、各種試験、承
認申請対応、事業・販売戦略立案）、市場開拓および市場拡
大の支援サービス　など

97 川端　隆司 医療機器技術情報協会 代表者
医療機器製品開発・事業化（　技術開発と薬事法／QMS／
ISO-13485/14971⇒製造販売承認への一元的管理）とビジ
ネス展開

98 城野　理佳子 国立大学法人北海道大学 産学・地域協働推進機構
産学協働マネー
ジャー

再生医療、生体材料、知財権

99 松下  勇 特定非営利活動法人　医工連携推進機構 客員研究員
医療機器市場のマーケティング戦略,ビジネスマッチング,市
場分析等

100 井上　政昭 イワキ株式会社
スカイネット薬機室担
当部長

治療、機能補助・代替、知財権

101 宍戸 芳雄 株式会社ラーニング・ロード 代表取締役社長

①ものつくり中小企業人財育成を軸にした経営コンサル
（キャリアアップ教育、資材購買バイヤー育成、新社会人原
価意識向上、人間力強化こそ企業力）、大学向け社会人講
和（生徒・学生のための社会人意識醸成）②医療機器開発コ
ンサル（商品戦略、医療機器設計支援・助言、薬事法）等

102 前田　裕司 千寿知財企画 代表
知財・特許戦略等、産学連携、アンケート・インタビューで医
療機器等のニーズ調査

103 小西　頴
KHEコンサルティング
ＫＨＥ国際特許事務所

代表
所長

１）医療機器産業参入の企画のサポート、２）各種技術の医
療機器への適用サポート、３）医療機器開発の工程設計、４）
海外医療機器関連会社・法律事務所の紹介、５）海外企業と
のビジネスマッチング、６）医療機器に関する内外の特許等
知的財産の権利化と訴訟サポート

104 片山　國正 アドバンスト医療機器開発研究所 代表
診断、計測・監視、処置、治療、機能補助・代替、規制適合
開発プロジェクト推進、産業界諸課題調査・分析、国際標準
化対応

105 坂本　郁夫 パラマウントベッド株式会社
常務取締役　新規事
業戦略担当

人間工学、マーケティング

106 麻坂　美智子 合同会社コンピエーレ 代表 計測・監視、処置・治療、診断、機能補助・代替、再生医療

107 湯澤　秀昭 株式会社オフィス湯澤 コスモス総合研究所 代表取締役
総合コーディネート。起業、戦略立案、システム構築、運営管
理、評価・維持管理、診断、計測・監視、処置、治療、機能補
助・代替、知財権、審査、規制適合

108 西田　正浩 国立研究開発法人　産業技術総合研究所
健康医工学研究部門　人工臓器研究グ
ループ

研究グループ長 機能補助・代替（とくに、流れ解析、流体設計）

109 柏野　聡彦
一般社団法人日本医工ものづくりコモンズ
株式会社日本医工研究所
一般社団法人みらいメドテック

副理事長
代表取締役兼CEO
理事長

事業化支援マッチング、調査・コンサルティング、Ｍ＆Ａ支援
等

110 宇喜多　義敬
宇喜多白川医療設計株式会社
山梨大学

代表取締役
客員教授

ＭＥ系医療機器開発指導及びプロジェクトマネージング、薬
事法・ＩＳＯ１３４８５・ＱＭＳ省令・ＩＳＯ１４９７１・ＩＥＣ６２３０４教
授及び構築

111 梶谷　善信 善翁(ぜんおう）　　知的財産戦略研究所 代表
医療診断、計測、画像、情報システムの開発　知的財産、契
約、共同開発

112 寺西　成信
メディテック・エンジニアリング株式会社
医療福祉工学研究事務所

医療・福祉・介護機器RA/QA/RDコンサ
ルティングサービス

代表取締役
代表者

医療機器等の薬事申請、臨床開発、業許可申請、薬事戦略
及び薬事法とその関連規制（PL法、公取法、知財法）

113 小原　弘道 東京都立大学 臓器・医用工学研究室 准教授
計測，流体・粒体工学，移植医療工学，臓細胞治療技術器
工学

114 柴﨑　哲也 ティー・エム・アソシエイツ株式会社
認定経営革新等支援機関
中小企業診断士

代表取締役
事業化・マーケティング・投資及び海外進出支援　医療情報
セキュリティー　再生医療

115 末岡　明伯
ホワイトムーンメディカル
帝京大学

シニア・アドバイザー
講師

機能補助・代替、再生医療、知財権、審査、規制適合、

116 間瀬　正三 株式会社 ABICメディカル 代表取締役
診断、処置、治療、機能補助・代替、検体検査、薬事法、審
査、規制、保険収載、開発全般

117 鈴木 明 鈴木コンサルティング コンサルタント
光診断、医療機器、知財戦略、協業マネジメント、技術評価、
事業評価
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118 原山　秀一 ビー•ブラウンエースクラップ株式会社 法務、ガバメントアフェアーズ 部長
処置、機能補助・代替、規制（医療機器の標準コード、バー
コード、GS1-128、医療機器データベース、整形インプラント、
医療機器業公正競争規約、医療機器のコンプライアンス）

119 小泉　和夫 株式会社シード 研究開発本部 顧問 薬機法全般

120 宇野　秀隆 ふくしま新産業創造推進協議会
産業支援コーディネー
ター

ものづくり企業の医療機器関連産業分野への参入支援、事
業計画策定。自治体/支援機関などによる医療機器関連の
施策立案支援。

121 楠本　雅章
NPO法人医工商連携開発機構
（公財）くれ産業振興センター

理事長
アドバイザー・臨床工
学技士

医療工学・臨床工学、医療機器の開発・製造・販売、医工連
携コーディネーター人事育成・資格化

122 岩永　明男 （一財）日本規格協会

標準化アドバイザー
前（一社）日本画像医
療システム工業会専
務理事

画像医療システム産業全般、標準化

123 黒田　俊昭 エイチ・ライフ２１株式会社 代表取締役 医療機器事業企画・製品開発、検体検査、歯科用医療機器

124
五十嵐　亮　レ
オナルド

株式会社コスミック エム イー 専務取締役 医療機器の開発・製造・販売

125 西田　隆吉 医療機器開発コンサルティング 代表者 医療機器製品開発とビジネス展開コンサルティング

126 大津　良司 知能技術株式会社 医療ロボット開発部 部長
医療ロボット開発
診断、計測・監視、処置、治療、機能補助・代替、検体検査

127 中本　博幸 株式会社リピックス・ラボラトリーズ 代表取締役 医療機器の研究企画および事業企画

128 春山　貴広
グロービッツFDAコンサルティング
静岡大学

President
客員教授

米国FDAに関する相談、米国市場調査、医療機器開発、米
国再生医療、米国販売サポート、商談設定、保険収載、契約
書作成・交渉

129 花村　卓司 有限会社　フォアサイト 代表取締役

市場性調査、改良点、開発アドバイス、申請データの種類と
データの取り方、診断（血液、尿、便、体液等の体外診断薬、
体外診断機器）、処置、治療、機能補助・代替、計測・監視、
審査、法的規制、市販後調査(PMS)、文献、特許調査
など

130 清水　美雪
メディカルラボパートナーズ
元テルモ(株)

本社 代表
医療ニーズ調査、市場性調査、ISO13485に基づく医療機器
開発、プラスチック製医療機器、再生医療

131 野口　裕幸 CE野口企画 代表 臨床工学、医療機器開発、適合企業・人材紹介

132 七森　啓太 自営業（中小企業診断士／コンサルタント）
経営戦略、マーケティング、事業計画策定、人材教育、ソー
シャルビジネス・コミュニティビジネス支援、IT関係のコンサル
ティングと技術支援（LAMPシステムが得意）

133 徳増　有治 大阪大学

大学院医学系研究科
産学連携ｸﾛｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ
　ベンチャー設立・運営支援室
医歯薬生命ベンチャー支援ネットワーク
(兼）大学院工学研究科　戦略支援部

特任教授
室長

産学連携、医工連携、医療政策、クロスイノベーション、ベン
チャー、再生医療、医療機器、ヘルスケア、標準

134 三澤　裕
一般社団法人 日本医療機器テクノロジー協会
(MTJAPAN)

専務理事
R&D、国内外マッチング、事業企画、申請など医療機器研究
開発全般

135 村井　弘一 エムベックス株式会社 代表取締役

C1,C2区分医療機器 及び E2,E3体外診断用医薬品の新規
保険適用支援（エビデンス評価及び構築の助言、前例調査、
関連保険項目調査、関連学会アクセス、当局対応） 保険適
用予測による企画開発助言

136 福井　康裕 東京電機大学 理工学部 参与 人工臓器、医用工学、患者監視、生体材料

137 鷹津　俊一 鷹津中小企業診断士・弁理士事務所 所長弁理士
特許、意匠、商標、共同研究契約、共同出願協定、知的資産
経営、補助金

138 久保　康弘 国立大学法人徳島大学
研究支援・産官学連携センター　研究推
進部門

特任准教授
中小・ベンチャー企業支援、研究開発成果事業化、競争的資
金活用、新規事業開発、審査対応、法規制（QMS／GMP／
ISO）適合、産学官金連携、技術・事業性評価

139 堤　定美
京都大学
金沢工業大学

名誉教授
客員教授

計測、再生医療、規制適合

140 後藤　芳一

日本福祉大学大学院
（国研）科学技術振興機構（JST）

日本生活支援工学会

医療・福祉マネジメント研究科
国際部 戦略的国際共同研究プログラ
ム

副会長

客員教授
プログラムオフィサー
（スウェーデン高齢社
会）
編集・資質委員長

福祉用具、共用品（バリアフリー、ユニバーサルデザイン）、
事業モデル、販売促進、中小企業・ＶＢ・ファンド、スウェーデ
ン

141 桝田　晃司 東京農工大学 工学部　生体医用システム工学科 教授 医用超音波、3次元計測、医用画像処理

142 柴野　純一 北見工業大学 工学部　地域未来デザイン工学科 教授 生体材料、力学特性評価、非破壊評価

143 松本　眞一郎 旭化成ゾールメディカル株式会社 薬事・信頼性保証部 部長 医療機器薬事申請、ＱＭＳ、安全管理
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144 松野　直徒
国立大学法人　旭川医科大学
国立成育医療研究センター
首都大学東京

外科学講座消化器病態外科分野・移植
医工学治療開発講座
先端医療開発室
機械工学

副科長・特任教授
共同研究員
客員教授

外科学一般、肝臓、腎臓、臓器保存、虚血再灌流障害

145 加藤　博史 神戸大学医学部付属病院 医療技術部　臨床工学部門
副医療技術部長　技
士長

・ニーズの抽出/分析/深堀
・DPC/診療報酬/医療政策からの販売戦略立案（病院から
見た適正価格の設定）
・病院経営（DPC）分析

146 宮本　浩二 SOLIZE株式会社
グループマーケティング部
グループセールスマネジメント

シニアマネージャー 医療機器他製品デザイン・開発・各種小量生産・販売

147 宇野　宏志 株式会社ファーレックス
技術・薬事マネー
ジャー

参入企画サポート、QMS構築サポート、薬事承認申請サ
ポート、製品・技術力の医療視点からの評価、臨床使用のサ
ポート

148 綿引　哲夫 東海大学 工学部医工学科 教授
医療安全サポート、医療機器安全管理サポート、臨床工学
域全域、医療機器開発、植込みデイバイス関連、医療材料、
人工臓器

149 汐見　彰
医療経営コンサルタント（株）汐見マネージメン
ト・リサーチ

代表取締役 代表取締役
・医療機器販路開拓、・異業種からの医療機器業界参入へ
のマッチング・心臓用カテーテル治験のコーディネート・放射
線医療機器全般。

150 立岡　浩

(社)クロスボーダー・スマート・ウェルス科学研
究所、(社)国際クラウドファンディング運用教育
研究協会、グローバルソーシャルウェルスラボ、
SWEDEL(Japan, Malaysia)

代表理事

医療福祉機器（ソフト・ハード）開発（許認可含む）・国際事業
展開支援、医療・福祉施設経営、テクノロジー商社兼シンクタ
ンク、国際会計法務（確定申告書作成含）、クラウドファンディ
ングプラットフォーム事業、デジタルマーケティング、出版広
告メディア、先端クロス・テック教育・研究・開発（AI・ブロック
チェーン・IOT・ドローン・ロボット・ゲーム等）、知財・特許戦
略、技術・事業性評価、資金調達、M&A、事業計画策定、国
際産学官金連携、新事業開発、ライセンス＆フランチャイズ
戦略、契約書作成、現地進出支援、製品の販売代理、貿易・
技術交流

151 谷口　雅彦 谷口総合研究所
代表　高分子学会フェ
ロー

バイオマテリアル　生体材料　ゲル　人工臓器　医用超音波
非侵襲計測

152 伊藤　春基 株式会社シーエムアイ
代表取締役 最高執行
責任者(COO)

画像診断・解析、（主に外部保存を含む）ソフトウェア医療器
開発、病院情報システムとの相互運用確立、情報セキュリ
ティ・個人情報保護、QMS・情報セキュリティのコンプライアン
ス(ISO13485/ISO27001/GDPR/HIPAA/三省ガイドライン)

153 吉田　敬太 合同会社グロリアスコネクション 代表
経営戦略、事業戦略、マーケティング、販売戦略、販路開
拓、営業体制構築、中小企業支援、ベンチャー支援

154 平井　一満
NPO法人 医工商連携開発機構
八尾市立中小企業サポートセンター

理事
医工連携コーディネー
ター

医用機械工学（人工呼吸器・在宅用医療機器等），医療機器
の開発，販売およびマーケティングサポート（国内）

155 大原　和生 NPO法人医工商連携開発機構 理事 放射線治療　測定　画像

156 金本　光一 東京慈恵会医科大学
総合医科学研究センター医用エンジニ
アリング研究部

非常勤講師
医工学、医療機器機器研究開発、事業化、リスクマネジメン
ト

157 柏田　満 ㈱アペレ 代表取締役 医療機器の開発、製造

158 斉野平　一弘 株式会社エクレシア企画 薬事品質保証部 部長
審査、規制適合、保険適用希望
(医療機器全般についての開発薬事）

159 藤塚　秀樹
株式会社エキスパートナー・ジャパン
EPJメディカルサービス株式会社

代表取締役
・医療機器薬事申請戦略
・薬事申請書作成
・品質マネジメントシステム構築

160 松原 雅昭 群馬大学
大学院 理工学府 電子・機械類 機械プ
ログラム
（令和3年4月より）

教授
医療器具の製品評価試験装置の開発、各種材料の強度評
価

161 綾戸　隆明 株式会社　メディカルエンカレッジ 代表取締役

医療機器の開発支援（特に磁場・電波技術の医療利用のア
セスメントと評価）、遠隔画像診断等の医療システム開発と
運用、医療関連機器／サービスのプロモーション支援（市場
性調査、プロモーション、アフターサービス網の構築など）

162 大森　実 株式会社ステリテック 東日本支店 支店長 ＥＯＧ滅菌バリデーション

163 宮島　富雄 エグゼヒス 代表
QMS構築、ISO14971、ソフトウェアバリデーション対応。外国
製造所との折衝、QMS監査。中小企業経営支援。

164 柳本　航佑 特許庁 審査第三部　化学応用 特許審査官 特許庁の取組（施策・支援）のご紹介
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