
早期割引料金 9/30 (水)迄

• 料金に含まれるもの $800（通常）のフォーラム参加費、視察中の通訳、2日分フォーラム参加費及び同時通訳費。3日分のホテル日航
サンフランシスコから視察場所もしくはフォーラム会場までの往復の交通費及び昼食。1日目の夕食。

• 料金に含まれないもの 日本からの往復航空券、ホテル宿泊費、3日間の集合場所まで・解散場所から（ホテル日航サンフランシスコ）の
交通費。1日目の朝食。

• 最少催行人数 15名

特別プログラム料金（お1人様）

例年、「通常では訪問が難しく、なかなか会えない方々との意見交換ができてよかった。」と大好評を得ている、シリ
コンバレー地区の先端医療分野研究機関・企業への視察・訪問。フォーラムへの参加と合わせ、3日間の特別プロ

グラムを企画致しました。初日の夜には、慶応義塾大学の岡野栄之教授との夕食会もございます。参加可能人数
に制限がありますのでお早めにお申し込みください。
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月/日 (曜日）

1日目 11/11 （水）

8:30 am ホテル日航サンフランシスコに集合・出発
（終日 サンフランシスコ・ベイエリアの大学・研究機関等、3～5ヶ所視察予定）
7:00 pm 慶応義塾大学 岡野栄之教授との夕食会

2日目 11/12 （木） 終日 フォーラム参加

3日目 11/13 （金） 終日 フォーラム参加

スケジュール（案）

お申し込み・お問い合せ

アライアンス・フォーラム財団 サンフランシスコ事務所
Eメール (石倉・藤田）： programs@allianceforum.org
電話：+1 (415) 433-7118 （日本語で対応いたします。）

<研究所>

スタンフォード大学幹細胞・再生医療研究所、
UCSF イーライ・アンド・イディス・ブロード再生医
学・幹細胞研究センター、ほか

<企業>

アキュレクサ社、ステム・セル・セラノスティック
社、ベル・バイオシステムズ社、サンバイオ社、
ステムセルズインク社、ほか

<インキュベーター>
QB3、StartX Med、ほか

過去の主な視察先

StartX Med

Dr. Daniel Lim,  UCSF

ベル・バイオシステムズ社

スタンフォード大学

通常料金 10/1 (木)以降$1,775$1,575
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アキュレクサ社

会社概要
サンフランシスコ市の細胞治療デリバリー機器会社（創業者
ダニエル・リム博士、ジョージ・ユーCEO）。開発中のRadially 
Branched Deployment（RBD）装置は、ヒトの脳内への（幹）
細胞のデリバリーに特化しており、柔軟なカテーテル用いるこ
とにより、一度脳へ貫通するだけで、細胞を放射状に届ける
ことができる技術を開発している。

カリフォルニア大学サンフランシスコ校（UCSF)
イーライ・アンド・エディス・ブロード再生医療・幹細胞研究所

研究所概
2012年ノーベル賞を受賞した山中伸弥教授の所属する、
UCSFの研究所の一つ。米再生医学界で最も規模の大き
い研究所として知られる。。UCSF病院との協力を通じて基
礎科学研究を応用することを長期的目標としている。

スタンフォード大学幹細胞
・再生医療研究所

研究所概要
スタンフォードは四半世紀に渡って幹細胞研究のリーダー的
存在である。2001年、スタンフォード大学医学部はトランス
レーショナルな医学研究所を５つ開設する計画を発表し、本
研究所はその１つである。再生医療という新しい領域を切り
開くための礎として2002年に設立された。

2014年視察先

ステム・セル・セラノスティックス社
（StartX内）

会社概要
メンロー･パーク市にある幹細胞ビジネス（創業者は
ジョセフ・ウー博士ほか、クリス・アームストロングCEO）。
細胞から得られる疾患モデルを用いて新薬の早期発
見と開発プロセスの短縮を会社のミッションとする。

ベル・バイオシステムズ社
(QB3内）

会社概要

サンフランシスコ市にあるのスタートアップ（創業者
ケーレブ・ベルCEO）。会社のビジョンは、発見、革新、

協同を通じて製品開発を加速させ、合成小器官
のパイオニアになることである。

スタートエックス （StartX)

施設概要
2011年に設立された、ビジネス・インキュベーション施設
（NPO）。企業やベンチャーキャピタルなどの支援を受け、実
用的な教育を通じ、優秀なスタンフォード大出身の起業家
たちの開発促進をミッションとしている。

キュー・ビー・スリー（QB３）

施設概要
2000年に、カリフォルニア大学によって創設されたインキュ
ベーション施設。本施設のミッションは、健康であり続けるた
めの革新的なライフサイエンス分野を刺激し、環境を維持し、
そして景気を拡大させることにある。

澤芳樹先生との夕食懇親会

大阪大学心臓血管外科教授、澤芳樹先生およびサンフ
ランシスコ・ベイエリアで活躍する日系企業経営者との
夕食懇親会にて一日の視察を締めくくった。 501(c)3 Organization in Special 

Consultative Status with the UNECOSOC



武部貴則准教授

山中伸弥教授

12木 金

2015 
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• 再生医療の基礎および実用化研究を担う研究者
• 企業経営者・エグゼクティブ

o 再生医療治療の開発をする企業
o 周辺産業に属する企業

o インキュベーター、アクセレレーター、ベンチャー
キャピタル、その他投資会社

• 政府関係者

参加対象者

三井不動産株式会社、ロート製薬株式会社、武田薬品
工業株式会社、中外製薬株式会社、MUFGユニオンバ

ンク、オートデスク株式会社、デフタパートナーズ、ト
ミーデジタルバイオロジー株式会社、セルラーダイナミ
クスインターナショナル、メディポスト、日本ユニシス株
式会社、サンバイオ株式会社、アステラス製薬株式会
社、ジェネンテック、ロンザウォーカーズヴィルユベンタ
ス・セラピューテックス・インク、株式会社メガカリオン、
萬法律事務所、など。

過去の主なスポンサー・参加企業

再生医療産業の最新情報や、その分野に携わる三者（研究者・起業家・企業もしくは投資家)が、イノ
ベーションの中心地であるサンフランシスコに一堂に会します。それぞれの事例発表を通じて、再生医
療・幹細胞技術の事業化・産業化の問題点や戦略、それと同時に、最先端の周辺技術がもたらす再生
医療の可能性や取り組みを議論いたします。アメリカをはじめとする海外の再生医療関係者とのネット
ワーク構築および、新たな事業機会を発掘する絶好の場となります。

再生医療 – “Let’s Talk Business”
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岡野栄之教授

澤芳樹教授

中内啓光教授

出典：日本経済新聞（2014年1月13日付）



2015年度主要スピーカー・パネリスト

セッションⅠ： 再生医療の最新情報

セッションⅡ： 事業化への道（パート1）

ステムセル・パーソン・オブ・ザ・イヤーの発表

セッションⅢ： 再生医療、最前線の現場から

セッションⅣ： 再生医療、次の向かう道は？

セッションⅤ： 日本の現状とその取り組み

セッションⅥ： 再生医療の可能性

セッションⅦ： 事業化への道（パート2）

セッションⅧ： 再生医療－今、そしてこれから
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11月12日（木） 11月13日（金）

アライアンス・フォーラム財団 サンフランシスコ事務所
Eメール (石倉・藤田）： programs@allianceforum.org
電話：+1 (415) 433-7118 （日本語で対応いたします。）

お申し込み・お問い合わせ

www.wafsf.org詳細

会議プログラム（予定）

ロバート・クライン氏 中内 啓光博士 岡野 栄之博士原 丈二氏アーリーン・チュウ博士

澤 芳樹博士 スーザン・ソロモン氏 戸田 雄三氏 アラン・トラウンソン博士 山中 伸哉博士

日本医師会 副会長 今村 聡博士
慶応義塾大学医学部生理学教室教授 岡野 栄之博士
大阪大学大学院医学系研究科外科学講座心臓血管外科学主任教授 澤 芳樹博士
横浜市立大学医学部准教授、スタンフォード大学客員准教授 武部 貴則博士
再生医療イノベーションフォーラム代表理事・会長 戸田 雄三氏
東京大学医科学研究所、スタンフォード大学幹細胞生物学再生医学研究所教授 中内 啓光博士
富士フィルム株式会社 再生医療事業推進室長 伴 寿一氏
慶応義塾大学医学部循環器内科教授 福田 恵一博士
在サンフランシスコ日本国総領事 山田 淳氏
京都大学iPS細胞研究所所長、ノーベル生理学医学賞受賞 山中 伸哉博士
ニューヨーク・ステムセル財団CEO スーザン・ソロモン氏
セルラー・ダイナミクス・インターナショナル社 社長兼COO エミール･ヌワイサー博士
モナーシュ大学名誉教授 アラン・トラウンソン博士
グラッドストーン研究所ディレクター ディーパック・スリヴァスタヴァ博士
シティ・オブ・ホープ、ベックマン研究所ディレクター アーリーン・チュウ博士
カリフォルニア再生医療学会名誉会長 ロバート・クライン氏
国立衛生研究所 国立先進トランスレーショナルサイエンスセンター ディレクター ダニロ・タグリ博士

（2015年8月現在）
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