
お申込み
お問い合せ

筑波大学エクステンションプログラム　[ グローバル医薬品・医療機器開発 ] Tel:03-3942-6940
http://extension.sec.tsukuba.ac.jp

〒112-0012 東京都文京区大塚３丁目２９−１　筑波大学東京キャンパス文京校舎　
　地下鉄メトロ丸ノ内線 「茗荷谷駅」 下車徒歩３分　

筑波大学グローバル医薬品・
医療機器開発マネジメント講座

講座のご案内

近年の医薬品・医療機器業界における国際化の中で、研究開発段階からグローバル展開を見据え
てビジネスプランが立てられるグローバルマネジメント人材の需要が急速に高まっています。本
講では、医薬品・医療機器開発およびグローバルビジネス戦略に関する講義と、実際の審査報告
書を用いたグループワークを組み合わせ、新製品開発におけるリスク分析とビジネスプラン策定
を模擬体験します。これにより、イノベーションをマネジメントできる知識と技量を学びます。

医薬・医療機器分野の基礎知識をもち、将来のグローバルマネジャーとしての活躍をめざす個人、企業
派遣による社会人、並びに本テーマを研究領域とするアカデミア研究者

お申込みは HP にて

開催日程 場所：筑波大学東京キャンパス

受講対象者

特別基調講演

受講人数：4０名程度（グループワークの実践講座もあるため応募状況により調整させていただく場合もございます、予めご了承ください）

受講費用（３日間 + 昼食代含む）：一般 53,000 円　/  アカデミア・医療機関・政府機関 33,000 円（申込時カード決済）
　　　　　　　　　　　　　　　 ※別途　懇親会費用　※特別講演 (7 月 14 日 ) のみ受講の場合は 3,000 円　
修了証発行：土曜日のプログラム 3 日間に参加した受講者には、筑波大学学長名の受講修了証が授与されます

お申込み締切

2016.

6.12日

土屋　裕　氏
エーザイ株式会社

代表執行役 ( 医療政策等担当）

【講　義】10:00 ～ 12:00 【グループワーク＆発表】12:00 ～ 17:00

筑波大学 東京キャンパス

7/ 9（土）

7/ 16（土）

7/ 14（木）18：30 ～ 20：30　120 講義室「国際医薬品開発のベストプラクティス」
講師：協和発酵キリン株式会社　代表取締役社長　花井 陳雄 氏　　（単回聴講可）　　

7/ 23（土）

開講ガイダンス 10 分
「治験に係る規則・ガイドライン・実施に必要な知識」
 講師：つくば臨床医学研究開発機構　荒川 義弘  

「医療機器の研究開発戦略と規制」
 講師：一般社団法人日本医療機器テクノロジー協会  
          産業戦略委員会委員長   三澤　裕 

・ファシリテーターによる、ケース分析の
　手順、治験要素に関する解説
・グループワーク（ケース分析）
・チューター相談
・ピッチ発表

「グローバル企業の国際経営戦略とリーダー人材育成」
 講師：ベントン キャロライン ファーン
 筑波大学副学長（国際担当）・国際経営プロフェッショナル専攻教授

「医薬品のグローバル研究開発戦略」
 講師：株式会社レクメド社長　松本 正

・ファシリテーターによる、ケース分析に
　おける国際ビジネス要素に関する解説
・グループワーク（ケース分析）
・チューター相談
・ピッチ発表

・ファシリテーターによるケース分析解説
・グループワーク（ケース分析）
・チューター相談
・ピッチ発表

「製薬産業のグローバル展開」
 講師：エーザイ株式会社代表執行役
　　　（医療政策等担当）  土屋 裕

実践講座

グループ
ワークの

・懇親会：17:30-19:30

各業界
有力者による

3 回目　講師

日米欧で医薬品の研究開発 
および販売の国際展開を担当

中医協専門委員

実践講座

先着            名まで

　　　
30

特別受付！

特別受付！

で

花井　陳雄　氏
協和発酵キリン株式会社

代表取締役社長
       治療薬ポテリジオの開
発並び に研究開発の国際
オープンイノベーションを

展開

特別基調講演

趣旨

グループワークを
サポート

ファシリテーター
チューターが
ファシリテーター
チューターが

ATL

特別基調講演
受講生以外の方も

（受付時間：月～金 12：00 ～ 17：00）

※価格は全て税込価格

まで

受付延長！
6月 20日（月）まで



　筑波大学は，知の全ての分野において幅広い教育研究活動を
展開する研究大学型総合大学として，自然と人間，社会と文化
に係る幅広い学問分野において，深い専門性を追求すると同時
に，既存の学問分野の垣根を越えた協働を必要とする領域の開
拓に積極的に取り組み，国際的に卓越した教育や研究を実現す
ることを目指しています。
　このエクステンションプログラムは、こうした社会貢献の 1
つの形として，本学の高度で先駆的な研究・教育分野から得ら
れた成果をいち早く社会に還元し，皆様に見える形でお届けす
ることを目的としています。他に例を見ない学際的な融合によ
り，火花を散らしながら生み出された最先端の学問を，それを
基盤とした社会還元を目的としたプログラムを通じて，直接感
じていただければ幸いです。

エクステンションプログラムについて

プログラムオーガナイザー プログラムオーガナイザー＆レクチャー講師

ファシリテーター

ファシリテーター

ファシリテーター

レクチャー講師

レクチャー講師 レクチャー講師

永井 裕久 
筑波大学
ビジネス
サイエンス系教授

松本　正 
株式会社レクメド
代表取締役社長

土屋　裕 
エーザイ株式会社
代表執行役（医療政策等担当）　

三澤　裕 
一般社団法人日本医療機器テクノロ
ジー協会  産業戦略委員会委員長    

ベントン キャロライン ファーン　
筑波大学副学長（国際担当）
国際経営プロフェッショナル専攻教授

池野　文昭 
Stanford BioDesign Program 
Gobal Committee Member

井上 智子 
MedVenture Partners
シニアマネジャー

荒川 義弘 
筑波大学
医学医療系教授
つくば臨床医学研究開発機構長

　チューター
　つくば臨床医学研究開発機構の以下の専門教員
   国際経営、医薬開発、医療機器開発、レギュラトリーサイエンス、循環器内科、整形外科等

お申込み
お問い合せ

筑波大学 エクステンションプログラム　　

Tel:03-3942-6940
http://extension.sec.tsukuba.ac.jp
ext_pro16@un.tsukuba.ac.jp

〒112-0012 東京都文京区大塚３丁目２９−１

地下鉄メトロ丸ノ内線 「茗荷谷駅」 下車徒歩３分　

お問合せはこちらから

筑波大学東京キャンパス文京校舎にて講座開講中

お申込みは HP にて

筑波大学長　　永田恭介

アクセス

●丸ノ内線　茗荷谷（みょうがだに）駅下車「出口 1」徒歩 3 分程度

懇親会会場
イタリア大衆食堂
ラ・クローチェ

（受付時間：月～金 12：00 ～ 17：00）

土曜日３回の講習を行います。

■午前（講義による知識学習）

■午後（１グループ 5 ～ 7 名から

構成されるグループワーク）

午前と午後の構成組み合わせによ

り、製品開発・国際ビジネス展開に

関する参加型学習を行います。グ

ループ活動を促進するため、医薬品・

医療機器開発の実務知識を有する

ファシリテーターを３名配置すると

ともに、臨床医学、医薬開発、薬事、

国際ビジネスに関する専門家が

チューターとしてグループワークの

サポートを提供します。

MD, ベンチャー育成を通じて医療機
器開発のイノベーションを支援

MBA, 医薬バイオベンチャーの経営、
起業家育成に貢献

日米欧で医薬品の研究開発 および販
売の国際展開を担当、
中医協専門委員

専門領域：国際経営戦略、テクノロ
ジーマネジメント、イノベーション

テルモ株式会社研究開発センターにて生
体計測、医療用マイクロマシン等、ME
事業に携わる

MBA, 投資業務を通じて医療機器開
発のイノベーションを支援

会場
筑波大学
東京キャンパス文教校舎

学習のしかたプログラム実施者ご紹介

※7/14( 木 ) 開催の「特別基調講演」も
聴講できます。


