
ものづくりで世界をリードする京都企業、ヘルスケア領域に強い大学発スタートアップの動きを発信し、 

2025年、大阪・関西万博に向けたオープンイノベーションのきっかけ作りを目指します 

京都発 SDGs達成に向けた「ものづくり」の新しい未来 
～社会課題解決に向けた次世代ヘルスケアオープンイノベーション～ 

開 催 日 時  

開 催 方 法  

主 催 者  

共 催  

テ ー マ  Healthcare×Digitalにおける「ものづくり」大企業やスタートアップのビジネス潮流 

後 援  

オンライン配信（WEBEX）  

株式会社京都銀行、株式会社三井住友銀行 

株式会社島津製作所、株式会社Monozukuri Ventures、 
一般社団法人京都知恵産業創造の森 

近畿経済産業局、京都大学大学院医学研究科「医学領域」産学連携推進機構、
関西イノベーションイニシアティブ(代表幹事機関(公財)都市活力研究所） 

2022年2月14日（月）14：00～16：45 
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司会：京都銀行 〇〇部 〇〇 〇〇 

締切 ： 2月１０日（木） 

※お申込時にご記入いただいた内容は、株式会社三井住友銀行、株式会社京都銀行、
株式会社島津製作所、株式会社Monozukuri Ventures、京都大学大学院医学研究
科「医学領域」産学連携推進機構、一般社団法人京都知恵産業創造の森、近畿経
済産業局、関西イノベーションイニシアティブ(代表幹事機関(公財)都市活力研究所）、
株式会社日本総合研究所、三井住友カード株式会社、三井住友ファイナンス＆リー
ス株式会社の事務局において共有し、本セミナーの実施及び各種サービスに関する
お知らせ、各種情報提供業務のために適切に管理し利用させていただきます。 

参加申込フォーム
URL 

https://globalinfo.smbc.co.jp/area/cl/247
10/KGlA8gH7ci0D/M?S=lcla0n 

〇お申込み方法 

下記利用目的をご確認の上、お申込みください。 

＜お客さまの情報の利用目的について＞ 

私どもは個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）に基づき、お客さまの個人情報を、預金や融資業務のほか、銀行

が営むことができる業務およびこれらに付随する業務において、下記利用目的で利用いたします。 

金融商品やサービスの申込受付、資格等の確認、継続的なお取引における管理、融資取引やリスク商品等の適合性の判断、金融商品や
サービスの研究や開発、各種ご提案、お取引の解約や事後管理、権利の行使や義務の履行、不信業務における個人情報機関の利用、
委託業務の遂行等、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。 

なお、個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報、ならびに金融分野における個人情報保護に関するガイドライン（平成16年金融
庁告示第67号）に定められた機微（センシティブ）情報は銀行法施行規則等に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。 

https://globalinfo.smbc.co.jp/area/cl/24710/KGlA8gH7ci0D/M?S=lcla0n
https://globalinfo.smbc.co.jp/area/cl/24710/KGlA8gH7ci0D/M?S=lcla0n


京都発 SDGs達成に向けた「ものづくり」の新しい未来 
～社会課題解決に向けた次世代ヘルスケアオープンイノベーション～ 
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プ ロ グ ラ ム   

第
一
部 

14：00 ご挨拶 
株式会社三井住友銀行 
代表取締役 副頭取執行役員 角元 敬治 

14：05 
「イノベーションハブ京都」で、医療ヘルス 
ケア・イノベーションを起こす！ 

京都大学大学院 医学研究科「医学領域」産学連携推進機構 
特定講師 山口 太郎 氏 

14：20 
スタートアップと連携したオープンイノ 
ベーションの可能性 

株式会社Monozukuri Ventures 
CEO 牧野 成将 氏 

14：35 
ヘルスケア領域におけるオープンイノ
ベーション戦略 

株式会社島津製作所 
取締役上席専務執行役員CTO 北岡 光夫 氏 

 14：50～15：00     休憩 

第
二
部 

15：00 
ELESTAR® PixeeMoR®でフードロス・
在庫コスト大幅削減！新しい微生物検
査法がSDGsに貢献できること 

株式会社AFIテクノロジー 代表取締役 円城寺 隆治 氏 

15：15 
小型光超音波イメージングデバイスの
実用化に向けた挑戦 

株式会社Photo Soni Life Technology 代表取締役 若松 知哉 氏 

15：30 
睡眠・呼吸に関する問題への人に 
優しいイノベーション 

株式会社マリ 代表取締役 瀧 宏文 氏 

15：45 

パネルディスカッション 
「京都発の社会課題解決に向けた 
次世代ヘルスケアオープンイノベー 
ションの潮流」（仮題） 

株式会社Monozukuri Ventures 
   CEO 牧野 成将 氏 
株式会社島津製作所 
   取締役上席専務執行役員CTO北岡 光夫 氏 
京都大学大学院 医学研究科「医学領域」産学連携推進機構 
   特定講師 山口 太郎 氏 
株式会社京都銀行 法人総合コンサルティング部  
   創業成長支援グループ グループ長 福岡 亮 
株式会社三井住友銀行 関西成長戦略室 兼 成長事業開発部 
   部長 宮川 潤 

16：30 
京都スタートアップエコシステムの 
取組みについて 

一般社団法人京都知恵産業創造の森  
スタートアップ推進部長 湯川 卓宏 氏 

16：35 閉会ご挨拶 
株式会社京都銀行 
常務取締役 安井 幹也 
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〇参加申込 

〇オンライン配信の視聴方法 

上記URLまたはコードよりサイトにアクセスし、参加登録をお願いいたします。 

・上記のURLまたはコードよりログイン 

・セミナーについてご質問がある方は、セミナー申込フォームの 

 「アンケート：ご意見ご要望ご質問」欄に、質問内容をご記入ください。 

・「申込」をクリック 

※セミナーお申込の方は、上記URLから申込完了後、セミナー視聴に必要なURLが送信されます。 

セミナー開始時間の15分前よりWebexへのアクセス受付を開始いたします。以下のいずれかの方法

にてご参加ください。 

1. Webexからの視聴登録完了メールに記載の「イベントに参加」ボタンをクリック 

2. 「今すぐ参加」ボタンをクリック 

2. セミナーお申込み時に送信された、視聴用URLよりご視聴可能です。 

  各プログラムの講演者及びテーマについては、予告なく変更させていただく場合や、各プログラム

の進行によっては、予定時刻が前後する場合がございます。予めご了承ください。 

 インターネットへの接続にあたり、お客様ご負担の通信料が必要となりますので、Wifi環境でのご視

聴を推奨いたします。 

 ご使用の機器やネットワーク環境によっては、映像や音声に丌具合が生じる場合がありますので、

予めご了承ください。 

照会先 

株式会社京都銀行 法人総合コンサルティング部 間宮 

e-mail：n.mamiya@kyotobank.co.jp  TEL:075-361-2293 

株式会社三井住友銀行 関西成長戦略室 菊池 

e-mail：Kikuchi_Hikaru@dn.smbc.co.jp TEL:06-6227-2968 

◆本イベント実施後、後日ビジネスマッチングをご希望されるお客さまは、アンケートへご要望をご記載く
ださい。別途、ご案内させていただきます。 
（ご記載いただきました内容等によってはご希望にそえない可能性がございます。予めご了承下さいます

ようお願い申し上げます） 

※応募多数など、状況に応じてご希望に添えないことがある旨、ご了承下さい。 

〇ビジネスマッチングに関するご案内 

mailto:n.mamiya@kyotobank.co.jp
mailto:Kikuchi_Hikaru@dn.smbc.co.jp
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ご登壇者（企業）ご説明資料 

株式会社Monozukuri Ventures CEO 牧野 成将 氏 

ご紹介 【ご経歴】 

2005年フューチャーベンチャーキャピタル、2009年京都高度技術研究所のインキュベー

ションマネージャー、2011年サンブリッジ（インキュベーション施設「GVHOsaka」の立上、 

IT分野のシード投資）。2015年8月、京都試作ネット等の中小企業と連携しながら 

ハードウェア（HW）スタートアップの試作支援「Makers Boot Camp」を行う株式会社Darma 

Tech Labs（現：Monozukuri Ventures）を創業。 

2017年7月にHW/IoTスタートアップの試作と投資を行う「MBC Shisakuファンド(20億円

強)」を設立。 

株式会社島津製作所 取締役上席専務執行役員CTO 北岡 光夫 氏 

ご紹介 【ご経歴】 

1982年東京大学 理学部物理学科卒業後、株式会社島津製作所に入社。 

分析計測機器の設計・開発業務に従事。 

2007年1月分析計測事業部技術部長、2011年6月分析計測事業部副事業部長、 

2015年6月執行役員 基盤技術研究所長、2017年6月常務執行役員、 

2019年6月取締役常務執行役員、2020年4月取締役専務執行役員 CTO、 

2021年4月取締役上席専務執行役員 CTO、現在に至る。 

 

京都大学大学院 医学研究科 「医学領域」産学連携推進機構 特定講師 山口 太郎 氏 

ご紹介 【ご経歴】 

シャープ(株)知的財産権本部、京都大学産官学連携本部を経て、2014年から現職。 

京都大学に着任後は一貫して、スタートアップの創出・成長支援に従事。2019年からは 

京大発ベンチャー、(株)ナールスコーポレーションの産学連携フェローを兼務。 

大阪大学工学部卒業。工学博士（大阪大学）。経営学修士（神戸大学）。社会健康医療学

士（京都大学）。2019年から京都大学大学院経済学研究科博士後記課程在籍。 

【事業・活動内容】 

医学領域（特に、医療機器関連）の事業化支援、医療ヘルスケア領域に特化した起業家

人材育成プログラム「HiDEP」および、インキュベーション施設「Innovation Hub Kyoto」の

運営。 



株式会社マリ 代表取締役 瀧 宏文 氏 

ご紹介 【ご経歴】 

1975年大阪生まれ。京都大学医学部医学科卒業後、医師免許取得。 

京都大学情報学研究科特定助教、東北大学医工学研究科特任准教授を経て、 

2017年11月に株式会社マリを設立。 

2019年4月から京都大学COI拠点研究推進機構の非接触見守りセンサグループに参画し、

睡眠時無呼吸症候群治療機器や非接触生体情報センサの製品開発を推進。 
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株式会社AFIテクノロジー 代表取締役 円城寺 隆治 氏 

ご紹介 【ご経歴】  

1993年北里大学卒業後、（株）重松製作所入社。 

細菌検査試薬ベンチャーを経て、2007年フィルテクノジャパン（株）設立。AMATARR®の

原型となる誘電泳動原理に基づいた細菌迅速検査システムの研究開発を実施。 

2013年（株）AFIテクノロジー設立。2014年代表取締役社長就任。ELESTAR® 

PixeeMoR®及びCROSSROTERR®の開発に着手。東京都立大学（旧首都大学東京）大

学院修了、博士(工学)。 

ご登壇者（企業）ご説明資料 

株式会社Photo Soni Life Technology 代表取締役 若松 知哉 氏 

ご紹介 【ご経歴】 

大阪大学大学院工学研究科博士前期課程修了。住宅・産業用途向けメーカーで開発業務

に従事後、 (株)産学連携研究所へ参画し、産官学連携事業やスタートアップ支援に従事。

京都大学インキュベーションプログラムの採択を受け、2020年7月に(株)Photo Soni Life 

Technologyを創業。 

【事業・活動内容】 （設立：2020年7月） 

光超音波イメージング技術を応用した理化学用途・臨床用途向けデバイスの開発 

一般社団法人京都知恵産業創造の森 スタートアップ推進部長 湯川 卓宏 氏 

ご紹介 【ご経歴】 

京都府職員。20０８年から商工部門に配属。以降、京都の和装振興、後継者育成など伝統

産業の推進や商工部門全体に関する予算の編成に従事。2019年から知恵の交流と融合

により、新たなイノベーションの創出を支援する一般社団法人京都知恵産業創造の森に出

向。京都経済センター内のオープンスペース「ＫＯＩＮ」の運営や、オール京都でスタートアッ

プの創出と成長を支援する「京都スタートアップ・エコシステム推進協議会」の事務局を担う。 



株式会社京都銀行 常務取締役 安井 幹也 

【経歴】 

1987年株式会社京都銀行に入行し、人事部長代理、人事部次長等を歴任。 

2007年6月 寺町二条支店長、2011年4月 秘書室長、2014年11月 人事部長、 

2015年6月 執行役員（人事部長委嘱）、2017年6月 取締役、 

2018年6月 常務取締役（本店営業部長）、 

2021年6月 常務取締役、現在に至る。 

株式会社京都銀行 法人総合コンサルティング部 創業成長支援グループ グループ長 福岡 亮 

【経歴】 

1998年株式会社京都銀行に入行し、大久保支店にて主に中小企業の法人営業に従事。

法人金融部（現営業本部）にて新規開拓営業を経て、2003年に同部ベンチャー支援室へ

の異動によりベンチャー企業支援を担当。以降、ビジネスマッチング業務や商談会・セミ

ナー等の企画開催、融資商品や投資ファンドの企画開発業務等に従事。2020年6月、新設

された法人総合コンサルティング部に異動し、前述の業務を担当。現在に至る。 

株式会社三井住友銀行 関西成長戦略室 兼 成長事業開発部 部長 宮川 潤 

【経歴】 

1998年より、TMT業界を担当し、アナリスト、大手電機企業・大手民生企業・大手ICT企業

のリレーションマネジメント（次長）、M&A（部長）、コーポレート・アドバイザー業務（部長）に

従事後、SMBCベンチャーキャピタル投資戦略部長として投資先に対する経営支援業務に

従事。2021年より現職。 
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登壇者（企業）ご説明資料 

株式会社三井住友銀行 代表取締役 副頭取執行役員 角元 敬治 

【経歴】 

神戸大学法学部卒業後、株式会社住友銀行（現 三井住友銀行）入行。 

2013年株式会社三井住友銀行 執行役員梅田法人営業第一部長、 

2014年 執行役員京都北陸法人営業本部長兼京都法人営業第一部、 

2016年 常務執行役員、2018年 専務執行役員、 

2019年 取締役兼専務執行役員（大阪駐在）、 

2021年 代表取締役 兼副頭取執行役員（大阪駐在）、現在に至る。 


