
第４回 健康長寿ループの会 
 

 

【健康長寿ループの会】 
日 時：平成 27年 12月 10日（木）13:00～17:40  
会 場：伊藤謝恩ホール（東京大学伊藤国際学術研究センター） 

 

【懇談会】 
日 時：平成 27年 12月 10日（木）18:00～20:00 
会 場：東京大学山上会館１Ｆ レストラン御殿 
会 費：5,000円 

 

【スケジュール】 
 

  ご挨拶   
 

13:00～13:05 保立 和夫 東京大学 理事・副学長 
 

  基調講演    
 

13:05～13:30 首藤 健治 神奈川県 理事（ヘルスケア・ニューフロンティア・医療政策担当）              
13:30～13:55 李  廷秀 東京大学大学院医学系研究科 健康増進科学 准教授 
                

  特別企画  ～音声病態分析学が未来にもたらすもの～   
  

14:00～15:00 徳野 慎一 東京大学大学院医学系研究科 音声病態分析学 特任准教授 
 光吉 俊二 東京大学大学院医学系研究科 音声病態分析学 特任講師 

栃岡 孝宏 マツダ株式会社 主幹研究員 
 

15:00～15:10   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●      休 憩   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

  COI拠点活動報告    
  

15:10～15:30 池浦 富久 東京大学「自分で守る健康社会」COI拠点 機構長 
 射谷 和徳 日立アロカメディカル 主幹技師 

15:30～15:50 吉野 正則 北海道大学 COI『食と健康の達人』拠点 機構長 
                          

  パネルデｨスカッション  テーマ： 未病   
  
16:00～17:40 宮田  満 日経 BP 特命編集委員 

 佐久間 信哉 神奈川県 ヘルスケア・ニューフロンティア推進局長 
 矢作 直也 筑波大学 医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科 准教授 
 村上 伸一郎 NTT ドコモ ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部 ﾍﾙｽｹｱ事業推進 担当部長 

安川 拓次 花王 エグゼクティブ・フェロー 
濱嵜 有理 Noom Japan マーケティングディレクター 
福田 幸弘 TOTO 上席執行役員 総合研究所 所長                                                                                                               

                                  

モデレータ 



【講演者略歴】 
 

首藤 健治（しゅとう けんじ）                                                         
1991年 京都大学医学部卒業 
1993年 厚生省入省。保険局、大臣官房統計情報部などで医系技官として医療行政に取り組む。 
1996年 ハーバード大学に留学し公衆衛生学を学ぶ。 
2009年 9月 厚生労働省大臣政務官室調整官 
2011年 1月 内閣官房医療イノベーション推進室企画官等 
2012年 4月 神奈川県参事監（国際戦略総合特区・医療政策担当） 
2013年 4月 神奈川県理事（国際戦略総合特区・医療政策担当） 
2014年 4月 神奈川県理事（ヘルスケア・ニューフロンティア・医療政策担当）として、神奈川県の推進する 

ヘルスケア・ニューフロンティア政策を担当している。 
 

李  廷秀（り ちょんすう）                                                           
平成 3年 9月 東京大学大学院医学系研究科 保健学専攻（保健管理学）博士課程修了（保健学博士） 
平成 3年～ 5年 フードシステム総合研究所 調査研究担当研究員 
平成 5年～ 8年 東京大学大学院 国際保健学専攻 国際疫学講座 研究助手 
平成 8年～10年 東京大学大学院医学系研究科 保健管理学教室 客員研究員 
平成 9年～15年 東京大学大学院医学系研究科 健康増進科学分野 助手 
平成 15年～19年 東京大学大学院医学系研究科 健康増進科学分野 講師 
平成 19年～現在 東京大学大学院医学系研究科 健康増進科学分野 准教授 
 

徳野 慎一（とくの しんいち）                                                         
（主要な経歴のみ記載） 
昭和 63年 防衛医科大学校卒業 
平成 3年  自衛隊中央病院勤務（心臓血管外科） 
平成 10年  スウェーデン・カロリンスカ大学留学（大学院） 
平成 12年  陸上自衛隊衛生学校 戦傷病救急医学教室 教官（戦傷病、災害医療） 
 カロリンスカ大学において医学博士取得（平成１３年） 
平成 16年  陸上自衛隊第６師団司令部（医務官） 
平成 17年  防衛医科大学校 防衛医学講座 准教授 
平成 24年  陸上自衛隊 衛生学校 主任教官 兼 防衛医科大学校 防衛医学講座 講師 
平成 26年  東京大学大学院医学系研究科 音声病態分析学 特任准教授 
 防衛医科大学校 防衛医学講座 非常勤講師 
 

光吉 俊二（みつよし しゅんじ）                                                        
（主要な経歴のみ記載） 
昭和 63年 3月  多摩美術大学美術学部彫刻科卒業 
平成 11年 11月 株式会社エイ・ジー・アイ 代表取締役就任 
平成 18年 6月  株式会社 AGI設立、代表取締役就任 
平成 24年 2月  PST株式会社設立、代表取締役社長就任 
平成 26年 11月 株式会社 AGI 代表取締役退任，PST株式会社 代表取締役退任 
平成 26年 12月 東京大学大学院医学系研究科（社会連携講座「音声病態分析学」）特任講師就任          
栃岡 孝宏（とちおか たかひろ）                                                        
1988年 マツダ株式会社に入社。技術研究所にて、自動車用プラスチック材料・工法の研究開発、自動車排ガス、浄化 

触媒の開発、蓄電デバイス・電池材料の研究開発を担当。  
2009年～ 電気自動車やハイブリッドシステムの先行技術開発、ITS・自動運転技術などの先進安全技術や車両運動 

制御,人間工学の研究領域を担当。 
2015年～ 統合制御システム開発本部にて、人間中心開発などに従事、現在に至る。               

吉野 正則（よしの まさのり）                                                         
1980年 株式会社 日立製作所入社 
1983年～ アメリカ シカゴ駐在 

帰国後ビデオ、カメラ、ＤＶＤ、ＴＶのマーケティング、商品企画、事業計画、事業本部長。 
2010年～ 家庭向けエネルギーマネージメント、ヘルスケア等新事業開発の本部長を務め、2014 年より現在の基礎研

究センタでシニアプロジェクトリーダー、北海道大学 COI拠点のプロジェクトリーダーを務めている。 
北海道大学 客員教授 

 

池浦 富久（いけうら とみひさ）                                                        
1976年 三菱化成工業株式会社入社。技術部長、イノベーションセンターセンター長、執行役員として生産技術全般、 

研究開発、新規事業開発を推進し、経営戦略部門・常務執行役員。この間、産業構造審議会産業技術 
分科会開発小委員会委員（2011）、日本化学会副会長（2011） 

2012年 顧問に就任 
2013年 東京大学「自分で守る健康社会」COI拠点 機構長 
 

射谷 和徳（いたに かずのり）                                                         
1981年 3月 東京理科大学 理学部物理学科卒業 
1981年 4月 アロカ株式会社（現日立アロカメディカル）入社 



【パネリスト略歴】 
 

宮田 満（みやた みつる）                                                           
東京大学大学院理学系研究科 植物学修士課程修了 
日経メディカル編集部を経て日経バイテク編集長、医療局ニュースセンター長、先端技術情報センター長 
医療局バイオセンター長を歴任。 
慶応義塾大学先端生命科学研究所客員教授、三重大学大学院地域イノベーション学研究科客員教授 
鳥取大学染色体工学センター客員教授 
現職：日経 BP社 特命編集委員 
  
佐久間 信哉（さくま しんや）                                                        
1981年 4月 神奈川県入庁 
2007年 4月 知事室担当課長 
2009年 4月 行政改革推進課長 
2010年 4月 商工労働局企画調整課長 
2011年 6月 横須賀三浦地域県政総合センター 副所長 
2012年 4月 政策部長 
2013年 4月 政策局参事監 
2014年 4月 ヘルスケア・ニューフロンティア推進局長 
 
矢作 直也（やはぎ なおや）                                                          
1994年 東京大学医学部医学科卒業 
1996年 東京大学医学部第 3内科入局 
2000年 東京大学大学院医学系研究科内科学専攻 修了(医学博士) 
2003年 日本学術振興会特別研究員 
2008年 東京大学大学院医学系研究科 分子エネルギー代謝学講座 特任准教授 
2011年 筑波大学 医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科 准教授・ニュートリゲノミクスリサーチグループ 代表 
 
村上 伸一郎（むらかみ しんいちろう）                                                   
1992年 4月 日本電信電話株式会社入社   
1992年 7月 エヌ･ティ･ティ移動通信網株式会社(現・株式会社 NTT ドコモ）に転籍  
       ＊2G/3G/LTE のエリア戦略業務に従事。国際標準化活動に積極的に参画 
 2004年日本 ITU協会賞受賞   
2009年 10月 経営企画部担当部長   
2010年 4月 山口支店長   
2015年 6月 米国 ＭＩＴスローン経営大学院卒業（ＭＢＡ）   
2015年 7月 ライフサポートビジネス推進部ヘルスケア事業推進担当部長（現職）  
       ＊ウェルネス・メディカル両領域のサービス企画・事業化に従事   
                          
安川 拓次（やすかわ たくじ）                                                         
1977年  東京農工大学農学部農芸化学科卒業  
1979年  名古屋大学大学院農学研究科修士課程修了 
1979年  花王石鹸株式会社（現 花王株式会社）入社 
1997年  食品研究所 所長 
2000年  ヘルスケア第１研究所 所長 
2005年  ヘルスケア事業本部長 
2006年  執行役員 
2008年  ヒューマンヘルスケア事業ユニット・フード＆ビバレッジ事業グループ長 
2015年  エグゼクティブ・フェロー（現任）  
役職等   ＊花王株式会社エグゼクティブ・フェロー（執行役員待遇） 
         ＊国際生命科学研究機構（ILSI Japan） 理事 

日本バイオインダストリー協会・産業と社会部会 部会長 
 
濱嵜 有理（はまさき ゆり)                                                           
2007年 新卒で、モバイル ITベンチャーに入社。大手クライアントを中心に、システム受託開発の企画営業を経て、自社

モバイル事業のディレクターを経験。 
2011年～ グリー株式会社でソーシャルゲームのプロデューサーとして事業の中長期戦略、プロダクトマネジメントを行う。その

後、ベネッセコーポレーション及びベネッセホールディングスで、教育ヘルスケア領域のデジタル部門の新規事業開
発に従事。 

2014年 Noom Inc.より、日本拠点一号社員として参画し、現Noom Japanマーケティング責任者兼事業開発統括。  



【パネリスト略歴】 
 

福田 幸弘（ふくだ ゆきひろ）                                    
昭和 55年 3月 九州大学理学部卒業 
昭和 55年 4月 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社入社 
平成 2年 6月 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社退社 
平成 2年 6月 東陶機器株式会社（現：ＴＯＴＯ）入社 
平成 12年 10月 当社 商品研究所 制御・通信研究部長 
平成 13年 4月 当社 商品研究所 機電制御商品研究部長 
平成 14年 4月 当社 商品研究所 要素技術開発部長 
平成 15年 4月 当社 総合研究所 要素技術研究部長 
平成 17年 4月 東陶機器（上海）有限公司へ出向 
平成 20年 10月 当社 総合研究所 商品研究部 技術主幹 
平成 21年 4月 当社 総合研究所 所長 
平成 24年 4月 当社 執行役員 総合研究所 所長 
平成 24年 6月 当社 上席執行役員 総合研究所 所長 
   
【理事･副学長略歴】 

 

保立 和夫（ほたて かずお）                                      
昭和 49年 3月 東京大学工学部電子工学科卒業 
昭和 54年 3月 東京大学大学院博士課程修了（工学博士）  
昭和 54年 4月 東京大学宇宙航空研究所 専任講師 
平成 5年 6月 東京大学先端科学技術研究センター 教授 
平成 9年 4月 東京大学大学院工学系研究科 教授 
平成 11年 4月 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授 
平成 13年 10月 東京大学大学院工学系研究科 教授 
平成 20～21年度  東京大学大学院工学系研究科長／工学部長 
平成 23～25年度  東京大学産学連携本部長 
平成 27年 4月    東京大学理事・副学長就任 
 

 

【懇談会場ご案内地図】 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【問合せ先】 
「自分で守る健康社会」COI拠点事務局 
 小川：03-5841-0892 ／ 岩本：03-5841-0889 ／ 大内：03-5841-1656 ／ 橋本：03-5841-0975 


