
 
 
 

 

 

神戸医療 IT イノベーションカンファレンス 

～第 4回 医療 IT×診断支援・教育支援～ 

主催：神戸市 共催：有限責任監査法人トーマツ 

 

 

 

 

 

 

 

■ 日時 平成 27年 12月 17日（木）  15:00～（受付開始 14:30～ ） 

■ 会場        神戸臨床研究情報センター（TRI）２階 研修室 （http://www.tri-kobe.org/access/index.html） 

 神戸新交通ポートライナー「医療センター」駅より徒歩 2分 

時間 テーマ スピーカー 

15:00～15:15 開会のご挨拶・テーマのご説明 

 

有限責任監査法人トーマツ 

田中 久義・土井 彩恵子 

 

 

 

15:15～16:35 

 

 

 

 

企業によるプレゼンテーション 

 

「世界中の人の健康を見守る」 

あっと株式会社  

代表取締役 武野 團 氏 

「あらゆる疾患の画像をシェアするプラットフォームを提供する」 

株式会社リサーチマインド 

代表取締役 原 正彦 氏 

「最先端の画像解析技術に強みをもつ東大発ベンチャー」 

エルピクセル株式会社 

ＣＴＯ 朽名 夏麿 氏 

「医師の診断治療の底上げを手助けし、健康寿命の向上につなげる」 

株式会社エクスメディオ             

CEO・Co-Founder 物部 真一郎 氏 
 

 

16:45～17:35 

 

ゲストによる基調講演 

 

 
神戸大学大学院 医学研究科内科学講座消化器内科  
特務准教授 

 

   杉本 真樹 氏 

          

17:40～18:15 ビジネス交流会 
ご登壇者とご来場者を交えた交流会を行います 

＊「神戸医療 ITイノベーションカンファレンス」とは 

平成 26年度に、医療機器開発の担当者や医療従事者（医療関連の機器やサービスを実際に使用する方々）と医療系 ITベ
ンチャーのビジネスマッチングのためのイベントとして、開催され、御好評を頂き、平成 27 年度も継続して、8 月から 4 回（9
月、11 月、12 月）実施しており、当年度の最終回となります。 
開催の様子は右記をご参照ください。（http://kobemedicalfashionit.weebly.com/）  
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トーマツグループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびそれらの

関係会社（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング株式会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社お

よび税理士法人トーマツを含む）の総称です。トーマツグループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各社がそれぞ

れの適用法令に従い、監査、税務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。また、国内約 40 都市に約 7,100 名の専

門家（公認会計士、税理士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はトーマツグループ Web サ

イト（www.tohmatsu.com）をご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド(英国の法令に基づく保証有限責任会社)およびそのネットワーク組織を構成するメンバ

ーファームのひとつあるいは複数を指します。デロイト トウシュ トーマツ リミテッドおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織

体です。その法的な構成についての詳細は www.tohmatsu.com/deloitte/をご覧ください。 

 

© 2013. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC. 

■ゲストによる基調講演 

■講演者プロフィール 

 

 

 

 

■講演概要 

【医療 IT とものづくり最新事情：医療機器開発と産学連携戦略】 
医療 IT とものづくりを融合した、医療機器開発と産学連携に関する最新事情を解説します。医用 3D画像解析と CAD/CAM
を駆使し、生体の質感を再現した 3D プリンタ臓器モデル『BIOTEXTURE』(特許)を開発しました。この技術により患者個別の
臓器レプリカが入手できることで、医学教育から手術シミュレーション、手術支援、医療コミュニケーションが格段に向上しま
した。さらに仮想現実 VR や拡張現実感 AR、ウェアラブルデバイス、プロジェクションマッピング、ジェスチャーコントロールな
どの医療活用も多くの実績が得られました。これらの研究開発とビジネス展開、知財戦略の秘訣などをご紹介いたします。 

■企業によるプレゼンテーション 

■企業紹介 

 

あっと株式会社                                
～世界中の人の健康を見守る 
非侵襲指先毛細血管血流観察装置「血管美人」の開発および製造販売を行っています。 
薬局、医療機関や健康保険組合などに約 450 台を販売。大阪大学医学系研究科との共同研究により開発した数値化 
システム“CAS”によりエビデンスを構築し、指先の毛細血管画像から新しい問診補助システムの構築を目指す。 
所在地 ： 大阪本社    
ＵＲＬ  ： http://kekkan-bijin.jp/ 
 

 
株式会社 リサーチマインド 
～あらゆる疾患の画像をシェアするプラットフォームを提供する 
医療関係者が各々自分の得意分野の疾患画像を投稿することで知識を共有するシステム。 
臨床現場に立つ現役の医師にとって使いやすく役立つサービスとして多くの医師から共感を得ており、
90 名近くの医師が Advisory Board Member となっています。 
所在地 ： 大阪本社    
ＵＲＬ  ： http://thejtmiv.com/html/home?locale=ja 
 
 
エルピクセル株式会社                                               
～最先端の画像解析技術に強みをもつ東大発ベンチャー 
ライフサイエンス画像解析技術を用いた研究の高速化、高精度化を支援。 
国立がん研究センターとの生物画像自動分類の共同特許を活用し、がん診断支援ソフトウェアの開発を進めています。
ミスを減らし、診断効率を向上させることを目指しています。 
所在地 ： 東京本社    
ＵＲＬ  ： http://lpixel.net/ 
 
 
株式会社エクスメディオ 
～医師の診断治療の底上げを手助けし、健康寿命の向上につなげる 
モバイル向け医療支援ソフトウェア・ITサービスの企画・研究・開発。 
医師向け遠隔支援サービスの皮膚疾患の遠隔診断支援アプリ「ヒフミル君」や 
眼科疾患の遠隔診断支援アプリ「メミルちゃん」をリリース。 
所在地 ： 高松本社    
ＵＲＬ  ： https://exmed.io/ 
 

神戸大学 大学院医学研究科内科学講座消化器内科 特務准教授 杉本 真樹 氏 
帝京大学医学部卒。専門は外科学。 
国立病院機構東京医療センター外科、米国カリフォルニア州退役軍人局 Palo Alto病院客員フ
ェローを経て現職。 
手術ナビゲーションシステム、3D プリンターによる生体質感造形など医療・工学分野での最先
端技術の研究開発や、医療機器開発、医工産学連携、科学教育、若手人材育成を精力的に行
っている。2014 年 Apple により世界を変え続けるイノベーターに選出。 
また医療・教育・ビジネスなどの多分野にてプレゼンテーションセミナーやコーチングを多数開
催。日本各地の TEDx イベントにてスピーカー及びコーチング。 

 TED OTP(Open Translation Project)公認翻訳者/日本外科学会専門医・ガイドライン検討
委員会委員/日本消化器内視鏡学会専門医 /日本内視鏡外科学会技術認定取得者・医工連
携推進委員 /日本コンピュータ外科学会評議員/日本デジタル教科書学会 研究委員会副
委員長/一般社団法人メディカル・イメージング・コンソーシアム 理事 
兼任：帝京大学 医学部医療情報システム研究センター客員教授/千葉大学 フロンティ
アメディカル工学研究開発センター特別研究准教授/群馬大学 大学院医学系研究科 機
能形態学 客員准教授) 

http://kekkan-bijin.jp/
http://thejtmiv.com/html/home?locale=ja
http://lpixel.net/
https://exmed.io/
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神戸医療 IT イノベーションカンファレンス 

～第 4回 医療 IT×診断支援・教育支援～ 

 
この度、医療関係で注視されつつある ITビジネスの魅力の発信、医療機器開発の担当者や医療従事者（医療関

連の機器やサービスを実際に使用する方々）と医療系 ITベンチャーのビジネスマッチングのためのイベントとして、「神
戸医療 IT イノベーションカンファレンス」を 8月から 4回（9月、11月、12月）実施いたします。 
神戸に集積する医療･ヘルスケア分野関連企業、医療従事者及び同分野への進出を考えている IT関連のベンチャ

ーが集まる場を提供することで、新たな医療サービスの創出やベンチャーの誕生・成長を目指します。 
 
第 4回は「医療における診断支援・教育支援についてのＩＴ活用」をテーマに、下記の要領にて開催いたします。 
 
ご多忙とは存じますが、お繰り合わせのうえ、是非ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

■ 日時 平成 27年 12月 17日（木） 15:00～（受付開始 14:30～ ） 

■ 会場        神戸臨床研究情報センター（TRI）２階 研修室 （http://www.tri-kobe.org/access/index.html） 

 神戸新交通ポートライナー「医療センター」駅より徒歩 2分 

■ 定員 80名 

■ 参加費 無料 

■ 申込開始 平成 27年 11月 27日（金） 

■ 申込方法 Webサイト（http://www.deloitte.com/jp/semi2767）よりお申込みください。 
  

※Webサイトからの本セミナー申込に際しては、株式会社シャノンのサービスを利用しています。 

ご記入いただく内容は、SSL暗号化通信により内容の保護を図っております。 

※過去にデロイト トーマツ グループ各社のセミナーにお申込みいただいた方、または現在当グループのメールマガジンをご購読いただ

いている方は、ご設定済みの ID・パスワードで簡単にお申込みいただけます。 

※お申込みは 1 名様ずつのご登録が必要になります。 

※まだ ID・パスワードをお持ちでない方は、上記 Web サイトより、[新規ユーザー登録はこちら]をクリックし、ID・パスワードを設定してユー

ザー登録をお願いします。その後、設定した ID・パスワードでログインしてセミナーにお申込みください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
お問い合わせ先 
カンファレンス事務局：有限責任監査法人トーマツ 神戸事務所  担当：田渕織里江、橋本年起 
〒651-0086 神戸市中央区磯上通 8-3-5 明治安田生命神戸ビル 
Tel： 078-221-8161／FAX： 078-221-8225 E-Mail： kobe.seminar@tohmatsu.co.jp 

※Webよりお申込ができない方は、セミナー事務局までご連絡ください。 

 
 
個人情報利用目的 

デロイト トーマツ グループでは、企業の皆様にとって有益な各種最新情報を適宜提供させていただくために、ユーザー登録をしていただい
ております。ユーザー登録をしていただくと、今後の主催セミナーへの参加申込やトデロイト トーマツ グループ発行のメールマガジンの購読

申込などが簡単に行えるようになります。また、各種の最新情報提供サービスをユーザー登録制によって運営させていただいております。本セ
ミナーに申し込まれた方につきましては、お申込情報に基づき事務局にてユーザー登録を行い、個人情報を本セミナーの運営及び各種最新情報
提供のために利用させていただききます。 

デロイト トーマツ グループ各社の個人情報保護の取り組みについては、www.deloitte.com/jp/privacy を、神戸市は
http://www.city.kobe.lg.jp/child/education/program/infomation-security.html をご参照ください。 
今後、情報提供を停止されたい方は、大変お手数ではございますが、セミナー終了後、セミナー事務局（田渕）ま

でご連絡ください。 
 

  

http://www.tri-kobe.org/access/index.html
http://www.deloitte.com/jp/semi2767
mailto:kobe.seminar@tohmatsu.co.jp
http://www.city.kobe.lg.jp/child/education/program/infomation-security.html


 

 

 
＜神戸臨床研究情報センター（ＴＲＩ）へのアクセス＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 所在地：〒650-0047 神戸市中央区港島南町 1丁目 5番地 4号 

交通：神戸新交通ポートライナー「三宮駅」から乗車 12分、 

「医療センター（市民病院前）」駅 下車すぐ 

改札を出て右折するとすぐに「臨床研究情報センター」へ続く通路がございます。 

通路を渡り、左手に進みますと臨床研究情報センターがございます。 

 

 

 


