
■主 催： ジェトロ千葉 ■参加海外企業：10か国・地域39社
■後 援： 千葉県（予定）
■協力機関： 国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所柏センター、

東京大学大学院新領域創成科学研究科、千葉大学

JETRO Healthcare Business Forum 2022@Chiba online

ジェトロ・ヘルスケアビジネス・フォーラム 2022 in 千葉
WEBセミナー・オンライン商談会 参加者募集

☞詳細・申し込み方法等は次ページ以降をご参照ください

ジェトロ千葉は、「ジェトロ・ヘルスケアビジネスフォーラム2022in千葉」を開催します。
本フォーラムでは、ＷＥＢセミナーを開催し、ヘルスケア分野（医薬品、医療機器、高齢者ケア、スポーツ等）の海
外企業がオンラインで自社製品・技術等のピッチ（プレゼンテーション）を行うほか、各分野の国内キーパーソンによ
る基調講演を予定しています。また、オンライン商談会では海外企業との個別面談を行うことが可能です。
ヘルスケア分野における国際連携、新技術導入などにご興味がある皆様のご参加をお待ちしております。

方
法

募
集

WEBセミナー ：先着 300名

ｵﾝﾗｲﾝ商談会 ：海外企業との商談希望者
2/1～2/4

2022年

火

WEBセミナー ：Zoomでのセミナー
ｵﾝﾗｲﾝ商談会 ：Zoomでの商談

金

（北米 8:00-10:00 ｱｼﾞｱ欧州等 16:00-19:00）

2022.1.17 現在

■協力機関長・アドバイザー：

■メンター：

大橋 紹宏 氏

国立がん研究センター・先端医療
開発センター・ゲノムトランスレー
ショナルリサーチ分野 ユニット長

国立がん研究センター東病院
機器開発推進室 室長

竹下 修由 氏

（※主催者が面談をアレンジ）

中山 俊憲 氏

千葉大学
学長

千葉大学 IMO
産学連携マネージャー

内田 武 氏

村井 昭彦 氏

産業技術総合研究所柏センター
人間拡張研究センター

生活機能ロボティクス研究チーム
主任研究員

持丸 正明 氏

産業技術総合研究所柏センター
人間拡張研究センター長

千葉大学 副学長
(研究・産学連携担当)、教授

武居 昌宏 氏

東京大学大学院
新領域創成科学研究科長

出口 敦 氏

国立研究開発法人
国立がん研究センター 理事長

中釜 斉 氏
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2月1日～3日 ジェトロ・ヘルスケアビジネス・フォーラム 2022 in千葉 WEBセミナー

■2月1日（火）医薬品 Pharma Pitch&Session
8:00 ～ 8:30 基調講演Ⅰ（医薬品） 一般財団法人バイオインダストリー協会

専務理事 塚本 芳昭 氏
8:30 ～ 10:00 海外企業ピッチ（医薬品） 【北米】（15分×6社）（注：16：00まで中断）

16:00 ～ 17:00 海外企業ピッチ（医薬品） 【アジア等】（15分×4社）
17:00 ～ 17:04 主催者挨拶 ジェトロ
17:04 ～ 17:30 基調講演Ⅱ（医薬品） 国立がん研究センター東病院 臨床研究支援部門

部門長 佐藤 暁洋 氏
国立がん研究センター・先端医療開発センター・
ゲノムトランスレーショナルリサーチ分野
ユニット長 大橋 紹宏 氏

17:30 ～ 18:00 基調講演Ⅲ（医薬品） 千葉大学大学院医学研究院
副研究院長、教授 金田 篤志 氏

18:00 ～ 19:00 海外企業ピッチ【欧州】（15分×4社）

■2月2日（水）医療機器 MedTech Pitch&Session
8:00 ～ 8:30   基調講演Ⅳ（医療機器） 国立がん研究センター東病院 手術機器開発室

プロジェクトマネージャー 平尾 彰浩 氏
国立がん研究センター東病院 手術機器開発室
プロジェクトマネージャー 杵淵 裕美 氏

8:30 ～ 9:45 海外企業ピッチ（医療機器）【北米】（15分×5社）
9:45 ～ 10:00 海外企業ピッチ（医薬品）【北米】（15分×1社）（注：16：00まで中断）

16:00 ～ 17:00 海外企業ピッチ【アジア等】（15分×4社）
17:00 ～ 17:30 基調講演Ⅴ（医療機器） 基調講演IV（医療機器）と同様

17:30 ～ 17:45  海外企業ピッチ（医薬品） 【アジア等】（15分×1社）
17:45 ～ 19:00 海外企業ピッチ（医薬品） 【欧州】（15分×5社）

■2月3日（木）高齢者ケア Aging Pitch&Session ・スポーツ SportsTech Picth&Session
8:00 ～ 8:30 基調講演Ⅵ（高齢者ケア） 千葉大学大学院看護学研究院

研究院長、教授 諏訪 さゆり 氏
8:30 ～ 9:00 基調講演Ⅶ（高齢者ケア） 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

脳機能イメージング研究部 部長 樋口 真人 氏
9:00 ～ 9:30 海外企業ピッチ（高齢者ケア）【北米】（15分×1社）（注：16：00まで中断）

16:00 ～ 16:45 海外企業ピッチ（高齢者ケア）【欧州】（15分×3社）
16:45 ～ 17:00 海外企業ピッチ（高齢者ケア）【アジア】（15分×1社）
17:00 ～ 17:30 基調講演Ⅷ（スポーツ） 産総研柏センター 人間拡張研究センター

生活機能ロボティクス研究チーム 主任研究員
村井 昭彦 氏

17:30 ～ 18:00 海外企業ピッチ（スポーツ）【アジア】（15分×2社）
18:00 ～ 18:15 海外企業ピッチ（高齢者ケア）【アジア】（15分×1社）
18:15 ～ 18:45 基調講演Ⅸ（高齢者ケア） 東京大学大学院新領域創成科学研究科（予定）

教授 割澤 伸一 氏

2/1（火） 2/2（水） 2/3（木） 2/4（金）

WEBセミナー WEBセミナー WEBセミナー

オンライン商談会 オンライン商談会 オンライン商談会

【実施概要】 ■：医薬品
■：医療機器
■：高齢者ケア・

スポーツ

【お申込み方法】
お申込期限：2022年1月24日（月）23:59 まで
以下のURLよりお申し込みください。

https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0060332Q
定員：先着300名様 参加費：無料 言語：日英同時通訳付

※注意事項は4、5ページ目をご参照ください。
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※都合によりフォーラムの内容が一部変更となる可能性があります。予めご了承ください。

北

米

ア

ジ

ア

欧

州

https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0060332Q
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お申込期限：2022年2月3日（木）19:45 まで
以下のURLよりお申し込みください。
https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0060333R

時期：1月11日（火）～2月3日（木）（予定）
お申込み情報をもとに海外企業と日本企業・機関とマッチング
※商談日程調整はジェトロ千葉が行います。

時期：1月25日（火）以降随時（予定）
マッチング結果、面談日時、当日使用するTV会議システム（zoom）のミーティングURL、商談
当日の注意事項等を、ジェトロ千葉からメールにて通知します。
※双方が合意し、マッチングが成立した場合のみご連絡します。

時期：2月2日（水）～2月4日（金）
・1商談あたり25分（予定）・ジェトロ手配の日英逐次通訳が同席

お問い合わせ先： 日本貿易振興機構（ジェトロ） 千葉貿易情報センター （担当： 新井、高美、奥泉）
〒261－7123 千葉市美浜区中瀬 2-6-1 ＷＢＧマリブイースト23階
TEL ： 043-271-4100 / FAX ：043-271-4480 / e-mail ： ｃｈｂ@jetro.go.ｊp

2月2日（水）～4日（金）の間、ジェトロ千葉が海外企業との個別面談をアレンジ、TV会議システム（Zoom）
でご面談いただきます。分野別の実施日程は以下のとおりです。

2月2日～4日 ジェトロ・ヘルスケアビジネス・フォーラム 2022 in 千葉 商談会

【お申込み方法＆面談当日までの流れ】

参加費 言語無料 日英逐次通訳付

STEP①
参加申し込み

STEP⑤
オンライン面談

STEP➁
商談マッチング

STEP③
マッチング
結果通知

対象

■2月2日（水）医薬品 ■2月3日（木）医療機器
【北米】 8:00～9:25（25分×3スロット）
【アジア・欧州等】 16:00～18:25（25分×5スロット）

参加海外企業との国際連携等を検討する日本企業・機関
（注１）商談は、事業趣旨から、千葉県内企業・機関を優先致します。コンサルタント業等、主に情報
収集を目的としたご参加はご遠慮ください。商談ご希望に添えない場合があること、ご承知おき下さい。
（注２）本イベントページ掲載の「応募資格・留意事項・利用条件・免責事項」をご確認のうえお申し
込みください。

STEP④
ピッチ視聴

時期：2月1日（火）～2月3日（木）
商談が成立した場合は、WEBセミナー内の商談相手先のオンラインピッチをご覧ください。
※ジェトロからオンラインピッチ資料等の送付は出来かねますので、ご了承ください。

■2月4日（金）高齢者ケア・スポーツ
【国・地域指定なし】 8:00～9:25（25分×3スロット）
【国・地域指定なし】 16:00～18:25（25分×5スロット）

ピッチ視聴後の面談申込可

https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0060333R


【１】 アプリのダウンロード
zoomアプリをダウンロード・インストールして受講いただきます。こちらのURLにアクセスのうえ、ダウンロード・
インストールをお願いします。⇒ https://zoom.us/download#client_4meeting
※zoomを使用する際には、必ず事前にバージョンを確認し、最新版に保った状態で使用するように
ご留意ください。ご自分の端末にて各自zoomのシステムテストをご利用いただくことが可能です。

【２】 接続テスト＜希望者のみ＞ ／当日のログイン情報の送付。
ご希望の方を対象に事前にジェトロ千葉と受講希望者との間で接続テストを実施します（所要時間5分程度）。
事前にメールにて、zoomのミーティングID等を通知しますので、当該時間内に接続し、
zoomの使用可否／画面が映るか／音が聞こえるか等を確認ください。
詳しい日程につきましては追ってメールにてご連絡させていただきます。接続テスト実施後、
全受講者に当日のログイン情報をお送りいたします。

【３】 当日受講準備、入室
受講日当日、アプリを起動し、セミナー開始30分前以降に、上記【２】にて送付した受講アクセス情報を用いて
接続し、入室待機してください。本サービスのアクセスＵＲＬ、ＩＤ、パスワード等については、ジェトロからの別段の指
示がない限り、第三者に
開示してはいけません。
※セミナー開始後の接続（入室）は原則としてできません。
※不正受講防止のため、セミナー中に途中退出される方は、原則として再入室できませんのでご了承ください。

【４】 受講、アンケート回答

＜申込以降の流れ＞

＜ご利用条件・視聴環境＞

今般ご提供するオンラインセミナー（以下「本オンラインセミナー」と記す。）にて提供される情報については、
お客様自身の判断、責任においてご使用ください。本オンラインセミナーでの提供情報に関連して、
お客様等が不利益等を被る事態が生じたとしても、講演者及びジェトロは一切の責任を負いませんので、
ご了承ください。
■ジェトロは本サービスの品質向上のため本ウェビナーの内容の全部又は一部を録画、録音することができます。
■ 映像、画像、テキスト、音声又は関連資料等のコンテンツの全部又は一部（以下「本コンテンツ」と記す）
については、講演者及び主催機関はできる限り正確に作成するよう努めておりますが、その正確性、
完全性、目的 適合性、最新性を保証するものではありません。本コンテンツにより提供した情報の採否は
お客様のご判断で 行ってください。 また、万一、お客様等が不利益等を被る事態が生じましても講演者
及びジェトロは一切責任を負うことができませんので、ご了承ください。
■ ジェトロは、相当と判断する場合には、本サービスの提供を予告なく打ち切ることがあります。
■ お申込みにあたっては、必ず1名様ずつお申込み下さい。集団受講（端末1台で複数名受講）は禁止します。
■ なお、講義中につきましてはマイクはミュートとしてご視聴いただきますようお願い致します。
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■ 受講にあたっては、ウェブカメラ付PCまたは携帯端末およびイヤ（ヘッド）ホン（各セクションにて
音声での質疑応答も受け付ける予定のため、いずれもマイク付きが望ましい）が必須です。
本サービスをご視聴いただくために必ず、zoomのウェブサイトで視聴可能であることをご確認の上、
ご受講ください。詳細は以下のzoomのウェブサイトをご覧ください。
（参考）zoomウェブサイト URL： https://zoom.us/ 

WEBセミナー zoom使用時の流れご利用条件・視聴環境・免責事項

https://zoom.us/download#client_4meeting


 お客様の個人情報は、ジェトロ個人情報保護方針（https://www.jetro.go.jp/privacy/）に基づき適正に管理します。
 ご登録いただいたお客様の「関心情報」に基づき、ジェトロの各種イベント、サービスをご案内します。
 ご登録情報の確認・変更は、ジェトロ「お客様情報確認・変更ページ」（https://www.jetro.go.jp/customer/）から行えます。

お問い合わせ先： 日本貿易振興機構（ジェトロ） 千葉貿易情報センター （担当： 新井、高美、奥泉）
〒261－7123 千葉市美浜区中瀬 2-6-1 ＷＢＧマリブイースト23階
TEL ： 043-271-4100 / FAX ：043-271-4480 /  e-mail ： ｃｈｂ@jetro.go.ｊp 5

＜免責事項＞

■ 本オンラインセミナーにかかる映像、画像、テキスト、音声又は関連資料等のコンテンツの全部又は一部
（以下「本コンテンツ」といいます。）に関する著作権は、講演者、独立行政法人日本貿易振興機構
（以下「ジェトロ」といいます）、その他の著作権者（以下総称して「著作権者」と いいます。）に帰属します。
■ 本コンテンツは、本オンラインセミナー視聴用途のみにてご利用ください。
■ 本コンテンツの複製（ダウンロードの他、静止画でのキャプチャ取得等を含みますが、これに限られません。
以下同じ。）、上映、公衆送信（送信可能化を含みますがこれに限られません。以下同じ。）、 展示、頒布、
譲渡、貸与、翻案、翻訳、二次的利用等は、目的の如何を問わず、お断りさせていただきます。
■ 本コンテンツを、著作権者の許諾を得ずに、複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻案、
翻訳、二次的利用等することは、著作権を侵害する行為であり、その利用者は、刑事責任を問われる
可能性があります。また、これらの行為は、講演者等の肖像権等を侵害する行為でもあります。
■ お客様がご使用の PC 環境、インターネット回線、配信プラットフォームの状況等が視聴環境を
満たしているか、ご確認ください。かかる環境次第では、本コンテンツの映像が途切れ又は停止する等、
正常に視聴 できないことがあります。なお、ジェトロは、ご視聴にあたっての技術的なお問い合わせ
につきましてはご回答いたしかねます。
■ 本オンラインセミナーに関するサービス（以下「本サービス」といいます。）の提供についての法律関係及び
派生する権利義務は、日本国の法律に準拠します。
■ 本サービスの提供についての法律関係及び派生する権利義務については、東京地方裁判所又は
東京簡易裁判所もって、第 1 審の合意管轄裁判所とします。
■ジェトロは、本サービスにおける指定アプリケーション等の作動安定性を保証するものではなく、
指定アプリケーション等の障害、通信状況、お客様の設定環境、その他の事由により、その提供が不能となり、
中断し、若しくは、完全な映像又は音声を提供できなくなり、又はＰＣ等の端末や関連アプリケーションに故障、
不具合を生じる可能性があります。これに起因又は関連し、お客様が不利益等を被る事態が生じたとしても、
ジェトロ及び本サービス提供者はお客様に対し一切の責任を負わないものとします。
■ジェトロは、以下の各号に該当する場合、本サービスの提供日時、内容を変更し、本サービスの全部又は
一部の提供を予告なく中止し、又は、お客様の視聴を中止させることができます。これに起因又は関連し、
お客様が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロ及び本サービス提供者はお客様に対し一切の責任を
負わないものとします。
（１）天災、テロリズム、戦争、政情不安、入国制限、感染症、労働紛争、その他の不可抗力事由が生じたとき
（２）前項に定めるシステム等の不具合が生じ又は生じるおそれがあるとき
（３）利用条件から外れるなど、お客様の状況が変化したとき。
（４）前号のほか、お客様がジェトロの指示、条件又はジェトロとの合意事項に違反したとき。
（５）お客様のＰＣ等の端末環境、インターネット回線及びアプリケーションの状況にセキュリティ等のリスクが

存在するとき
（６）お客様が反社会的勢力に実質的に関与することが判明した場合
（７）お客様が、国内外の法令に反する行為、法令に反する行為ではないが著しく不正な行為若しくは

公序良俗に反する行為を行ったとき、又はその疑いが生じたとき。
（８）前各号に定める他、ジェトロが相当と判断したとき。
■ジェトロは、指定アプリケーション等のＷＥＢ会議を構築するシステム及びインターネット回線等がコンピュータ
ウイルス感染、不正アクセス及びクラッキング等（以下「システム侵害等」といいます。）の被害を受けないように、
ジェトロの個人情報保護規程に定めるセキュリティ基準を遵守のうえ、適切な予防措置を講じるように努めます。
■前各項に定めるほか、ジェトロ及び本サービス提供者は、お客様の本サービスへの申込又はジェトロの
本サービスの提供に起因又は関連して、お客様に如何なる損害が発生したとしても、お客様に対し一切の
責任を負わないものとします。


