２０１５年 開 催 実 績 表
原 財 団 特 別 セミナー
2015 年 1 月 20 日（大阪北区）
《ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの取扱実務・社会保険の手続き詳説》
厚生労働省 政策統括官（社会保障担当）付 情報政策担当参事官室 参事官補佐 川路 暢
仁 氏／株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並 利博 氏
2015 年 1 月 24 日（東京新橋）
《医療・介護の連携と改革への対応を考える》
厚生労働省 大臣官房審議官（医療介護連携担当） 吉田 学 氏/独立行政法人地域医療機
能推進機構 東京山手メディカルセンター 院長 万代 恭嗣 氏/医療法人財団寿康会 寿康
会病院 理事長 猪口 雄二 氏
2015 年 1 月 29 日（東京紀尾井町）
《水素社会実現に向けた環境整備と成長戦略》
(独)交通安全環境研究所 自動車国際調和室長 成澤 和幸 氏／デロイトトーマツコンサルティ
ング（株） パブリックセクター マネジャー 大我 さやか 氏／ＫＰＭＧコンサルティング（株） エ
ネルギー＆インフラストラクチャー セクターパートナー 赤峰 陽太郎 氏
2015 年 1 月 29 日（東京高輪）
《ＩＣＴ化推進と番号制度・レセプトデータ活用》
厚生労働省 大臣官房 参事官（情報政策担当） 鯨井 佳則 氏／厚生労働省 保険局
医療介護連携政策課 保険システム高度化推進室 平野 景子 氏
2015 年 1 月 30 日（東京新橋）
《パーソナルデータに関する最新動向》
光和総合法律事務所 パートナー 弁護士 （元・総務省 総合通信基盤局 電波部 電波政策
課 専門職） 永井 徳人 氏/総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政課 専
門職 弁護士 渡邊 涼介 氏
2015 年 2 月１７日（東京紀尾井町）
《人工知能・ＩｏＴが実現する近未来と事業機会》
文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術動向研究センター センター長 小笠原 敦
氏/上席研究官 七丈 直弘 氏/日本電信電話（株） メディアインテリジェンス研究所 主任研究
員 東中 竜一郎 氏/（株）Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ 代表取締役社長 最高経営責任者 西川
徹 氏 （経済産業省 産業構造審議会 商務流通情報分科会 情報経済小委員会 委員）/（株）
ドワンゴ 人工知能研究所 所長 山川 宏 氏（人工知能学会 理事及び副編集委員長／玉川
大学脳科学研究所 特別研究員）
2015 年 2 月 23 日（東京紀尾井町）
《医療機器等の施策とﾍﾙｽｿﾌﾄ開発ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ》
厚生労働省 大臣官房 参事官（医療機器・再生医療等製品審査管理担当） 磯部 総一郎 氏/
経済産業省 商務情報政策局 医療・福祉機器産業室長（併）国際展開推進室長 土屋 博史 氏
/一般社団法人ヘルスソフトウェア推進協議会運営会議議長 土居 篤博 氏
2015 年 2 月 26 日（東京紀尾井町）
《総務省／経済産業省／農林水産省のＩＴ施策》
総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課 調査官 山路 栄作 氏／経済産業省 商務情
報政策局 情報政策課長補佐 桑原 智隆 氏／農林水産省 評価改善課 情報室 課長補佐
中谷 康則 氏
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2015 年 2 月 27 日（東京高輪）
《介護報酬改定徹底分析と新時代の介護経営戦略》
厚生労働省 老健局 老人保健課 主査 天辰 優太 氏／株式会社川原経営総合センター
事業推進企画室 主任コンサルタント 成田 勝 氏／一般社団法人Ｃ．Ｃ．Ｎｅｔ チーフアドバイ
ザー 馬場 博 氏／社会福祉法人若竹大寿会 法人本部 本部長 石垣 修一 氏
2015 年 3 月 5 日（東京紀尾井町）
《２０２５年モデルの実現に向けた病院の機能分化と連携の推進》
厚生労働省 医政局 地域医療計画課 医師確保等地域医療対策室長補佐 高山 義浩 氏/社
会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 理事長 神野 正博 氏/ＪＡ長野厚生連佐久総合病院
副統括院長 西澤 延宏 氏/社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 院長 副島 秀久 氏
2015 年 3 月 9 日（東京新橋）
《ドローン（無人航空機）関連政策とビジネス》
一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会（ＪＵＩＤＡ） 理事長 東京大学大学院 工学系研究科 航
空宇宙工学専攻 教授 鈴木 真二 氏／総務省 総合通信基盤局 電波部 衛星移動通信課長
新井 孝雄 氏／国土交通省 航空局 安全部 安全企画課長 松本 大樹 氏／ブルーイノベー
ション（株） 代表取締役社長 熊田 貴之 氏
2015 年 3 月 10 日（東京愛宕）
《ＩｏＴ・Ｍ２Ｍ 世界でどう稼ぐか》
総務省 情報通信国際戦略局 通信規格課長 松井 俊弘 氏／新世代Ｍ２Ｍコンソーシアム
理事 木下 泰三 氏／ＩＴジャーナリスト／（株）ＫＤＤＩ総研 特別研究員 趙 章恩 氏／モバイ
ルコンピューティング推進コンソーシアム（ＭＣＰＣ） モバイルＭ２Ｍ委員会 副委員長・ＫＤＤＩ
（株） ソリューション推進本部 ビジネスインテリジェンス部 グループリーダー 菰岡 真人 氏
2015 年 3 月 12 日（東京新橋）
《電波・モバイル関連重点政策と市場展望》
総務省 総合通信基盤局 電波部 電波政策課 企画官 小川 久仁子 氏/総務省 総合通信基
盤局 電波部 移動通信課 課長補佐 髙田 裕介 氏/ （株）三菱総合研究所 情報通信政策研
究本部 主任研究員 谷田部 智之
2015 年 3 月 20 日（東京新橋）
《消防・防災行政ＩＣＴ関連分野の推進方策》
消防庁 総務課 理事官 宮本 貴章 氏／消防庁 総務課 消防技術専門官 中越 康友 氏／
消防庁 消防・救急課 課長補佐 併任 救急企画室 課長補佐

橘

清司 氏／消防庁 国民

保護・防災部 防災情報室 課長補佐 齋藤 健一 氏／消防庁 国民保護・防災部 防災課 災
害対策官

館

圭輔 氏／消防庁 国民保護・防災部 地域防災室 課長補佐 岡地 俊季 氏

2015 年 3 月 27 日（東京内神田）
《航空機・装備品ＭＲＯビジネス参入ポイント》
東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授 鈴木 真二 氏／国土交通省 航空
局 安全部 航空機安全課長 川勝 弘彦 氏／三菱重工業（株）交通・輸送ドメイン 事業戦略推
進室 主幹 伊藤 一彦 氏／（株）ＡＮＡ総合研究所 主任研究員 山田 圭一 氏／住友精密工
業（株）技師長 高橋 教雄 氏
2015 年 3 月 27 日（東京内神田）
《自動車関連情報と自動運転・ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽの衝撃》
国土交通省 自動車局 自動車情報課 専門官 松生 恒樹 氏／インテル（株） オートモーティ
ブ・ソリューション・グループ チーフ・アドバンストサービス・アーキテクト兼ダイレクタ 野辺 継男
氏
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2015 年 3 月 31 日（東京紀尾井町）
《２０２０年東京オリ・パラの重点施策》
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会企画財務局 企画部 企画課
長 森下 平 氏 氏／内閣官房 ２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会推進室 参事官
田村 寿浩 氏／総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課長 小笠原 陽一 氏／経済産
業省 大臣官房 政策評価広報課長（２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会担当）内閣官房
２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会推進室 参事官 前田 泰宏 氏／国土交通省 総合
政策局 政策課長 青木 由行 氏
2015 年 4 月 17 日（東京紀尾井町）
《ロボット革命の実現に向けた新戦略》
経済産業省 製造産業局 産業機械課 課長補佐（技術担当） 平田 卓也 氏／国土交通省 総
合政策局 公共事業企画調整課 施工安全企画室長 岩見 吉輝 氏／農林水産省 大臣官房
政策課 技術調整室 研究調整官 安岡 澄人 氏
2015 年 4 月 28 日（東京愛宕）
《ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ利活用の最新動向と先進自治体の取組み》
内閣官房 社会保障改革担当室 内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 参事官 金﨑
健太郎 氏／埼玉県町村会 情報システム共同化推進室 室長 市瀬 英夫 氏／置賜広域事
務組合 総務課 企画財政係長 梅津 憲司 氏
2015 年 4 月 28 日（東京新橋）
《医療・介護・健康分野のＩＣＴ化と新産業創出》
内閣官房 健康・医療戦略室 参事官補佐 角田 亮平 氏
2015 年 4 月 30 日（東京神田駿河台）
《地域医療構想策定ガイドライン》
学習院大学 経済学部長 教授 （厚生労働省「地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討
会」座長） 遠藤 久夫 氏/奈良県 医療政策部長 渡辺 顕一郎 氏/一般社団法人日本慢性
期医療協会 会長・医療法人平成博愛会 博愛会記念病院 理事長 武久 洋三 氏/公益社団
法人全日本病院協会 副会長・社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 理事長 神野 正博
氏
2015 年 5 月 20 日（東京愛宕）
《ＮＴＴ西日本における光コラボレーションモデル》
西日本電信電話（株） 取締役 営業本部 マーケティング部長 経営企画部 光コラボレーション
ＰＴ担当 北村 美樹浩 氏
2015 年 5 月 21 日（東京芝公園）
《５Ｇ最新動向と３社のネットワーク戦略》
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課長 布施田 英生 氏／（株）ＮＴＴドコモ 取締
役 常務執行役員 ネットワーク、２０２０準備担当 大松澤 清博 氏／ＫＤＤＩ（株） 理事 技術
統括本部 技術企画本部 副本部長 山森 誠司 氏／ソフトバンクモバイル（株） モバイルネッ
トワーク企画本部 本部長 関和 智弘 氏
2015 年 5 月 22 日（東京芝公園）
《ＳＮＳ等の防災対策と警察の災害警備活動》
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 企画官 櫻井 秀和 氏／警察庁 警備局 警備課
災害対策室 課長補佐 杉村 周一 氏
2015 年 5 月 26 日（東京芝公園）
《東日本大震災からの復興・地方創生とＩＣＴ》
総務省 情報流通行政局 地方情報化推進室長 磯 寿生 氏／会津若松市 企画政策部 副
参事（スマートシティ推進担当） 村井 遊 氏／石巻市 総務部 情報システム課 主査 佐藤 将
氏
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2015 年 5 月 27 日（東京愛宕）
《ＩＣＴ×地方創生》
総務省 情報通信政策課 課長補佐 白壁 角崇 氏／（株）ＮＴＴデータ経営研究所 特別理事
エグゼクティブコンサルタント 小田島 労 氏／福岡市 市長室 広報戦略室 広報課長 白木
秀一 氏
2015 年 6 月 2 日（東京渋谷）
《放送行政の最前線、課題と戦略》
総務省 大臣官房審議官（情報流通行政局担当） 渡辺 克也 氏/総務省 情報流通行政局
放送政策課長 長塩 義樹 氏/総務省 情報流通行政局 放送技術課長 久恒 達宏 氏/総
務省 情報流通行政局 地上放送課長 藤野 克 氏/総務省 情報流通行政局 衛星・地域放
送課長 鈴木 信也 氏/総務省 情報流通行政局 情報通信作品振興課長 湯本 博信 氏
2015 年 6 月 24 日（東京愛宕）
《最新・ドローン安全規則動向とビジネス展望》
一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会（ＪＵＩＤＡ） 理事長 東京大学大学院 工学系研究科
航空宇宙工学専攻 教授 鈴木 真二 氏／東日本電信電話（株） ネットワーク事業推進本部
高度化推進部 アクセス開発部門長 佐々木 清治 氏／（株）菊池製作所 執行役員副社長
一柳 健 氏
2015 年 6 月 26 日（東京愛宕）
《政府新ＩＴ戦略と農業ＩＴの最前線》
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 企画調査官 田雑 征治 氏／農林水産省 大臣官
房 評価改善課 情報室 課長補佐 中谷 康則 氏／総務省 情報流通行政局 情報流通振興
課 課長補佐 梶原 亮 氏／経済産業省 商務情報政策局 情報政策課 総括係長 牧野 祐
也氏
2015 年 6 月 30 日（東京神田）
《ＩＴＳ・自動運転の最前線》
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 参事官補佐 内藤 博道 氏／内閣府 政策統括官
（科学技術・イノベーション政策担当）付 参事官（戦略的イノベーション創造プログラム担当）付
企画官 田沼 知行 氏／警察庁 交通局 交通企画課 課長補佐 來山 信康 氏／総務省
電波部 移動通信課 新世代移動通信システム推進室 室長補佐 上野 喬大 氏／経済産業
省 製造産業局 自動車課 電池・次世代技術・ＩＴＳ推進室 課長補佐 山家 洋志 氏／国土
交通省 自動車局 技術政策課 専門官 谷口 正信 氏／トヨタ自動車（株） ＢＲ高度知能化
運転支援開発室 主査 遠藤 徳和 氏／日産自動車(株) Ｒ＆Ｄエンジニアリング・マネージメ
ント本部 グローバル技術渉外部 技術顧問 福島 正夫 氏／（株）本田技術研究所 四輪Ｒ＆
Ｄセンター 第１２技術開発室 上席研究員 横山 利夫 氏
2015 年７月２７日（東京渋谷）
《２０２０年に向けたＩＣＴ新事業創出戦略》
日本放送協会 技術局 計画部 副部長 工学博士 ＭＯＴ 浜口 斉周 氏／日本電信電話
（株） 研究企画部門 サービスプロデュース担当部長 武井 伸勝 氏
2015 年 8 月 4 日（東京新橋）
《２０２５年に向けた介護人材の総合的な確保方策と人材獲得競争を勝ち抜くための戦略》
厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室 マンパワー企画係長 岸 英
二 氏/社会福祉法人若竹大寿会 法人本部 本部長 石垣 修一 氏
2015 年 8 月 20 日（東京芝公園）
《地方創生×ＩＣＴ》
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 参事官補佐 西村

邦太

人情報通信研究機構 社会還元促進部門 統括 松尾 真一郎 氏
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氏／国立研究開発法

2015 年 8 月 24 日（東京芝公園）
《マイナンバー・医療等分野における番号活用》
厚生労働省 政策統括官付情報政策担当参事官室 室長補佐 芝 真理子 氏
2015 年 8 月 25 日（東京芝公園）
《２０２０年に向けたＩＣＴ戦略》
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 参事官補佐 西村 邦太 氏／総務省 情報通信
国際戦略局 情報通信政策課 課長補佐（テレコム総括） 大内 康次 氏
2015 年 8 月 31 日（東京紀尾井町）
《日本再興戦略とデータ駆動型社会に向けた変革》
日本経済再生総合事務局 参事官 野原 彰／日本経済再生総合事務局 企画官 金指 壽
氏／経済産業省 商務情報政策局 情報経済課長 佐野 究一郎 氏
2015 年９月 25 日（東京神田）
《科学技術イノベーション総合戦略２０１５》
内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付 参事官 布施田 英生 氏／内閣府
政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付 参事官付 企画官

山田

広明 氏

2015 年９月 30 日（東京愛宕）
《鉄道システム海外展開×ＩＣＴ》
国土交通省 鉄道局 国際課 課長 長井 総和 氏／（株）産業タイムズ社 事業開発部 副部
長 兼 編集局 編集委員

甕

秀樹 氏

2015 年 10 月 15 日（東京新橋）
《ロボット新戦略と新たな政府施策》
経済産業省 製造産業局 産業機械課 ロボット政策室 課長補佐（技術担当） 平田 卓也 氏
／国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 施行安全企画室長 岩見 吉輝 氏／農林
水産省 大臣官房 政策課 研究調整官 安岡 澄人 氏／厚生労働省 老健局振興課 係長
長谷川 真也 氏
2015 年 11 月 12 日（東京芝公園）
《水素社会実現に向けた取組みと今後の展望》
内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム(ＳＩＰ) 「エネルギーキャリア」 サブプログラム・ディ
レクター／住友化学（株） 主幹 塩沢 文朗 氏/（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構
新エネルギー部 燃料電池・水素グループ 主任研究員 大平 英二 氏/（一財）電力中央研究
所 材料科学研究所 副所長･副研究参事 竹井 勝仁 氏
2015 年 11 月 20 日（東京渋谷）
《次世代通信ＮＷの最新動向と課題、展望》
日本電信電話（株） ネットワーク基盤技術研究所 ネットワーク技術ＳＥプロジェクト プロジェクト
マネージャー 主席研究員 松本 公秀 氏／（株）ＫＤＤＩ研究所 統合コアネットワーク制御グル
ープ グループリーダー 林 通秋 氏／ノキアソリューションズ＆ネットワークス（株） コアネットワ
ーク技術本部 本部長 柳橋 達也 氏
2015 年 11 月 24 日（東京港区）
《加速する地方創生の最前線》
内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部 事務局 総括担当 主査 中原 一成 氏／千葉市 総
務局 次長（ＣＩＯ補佐監） 三木 浩平 氏／徳島県 政策創造部 地方創生局 地方創生推進
課 課長 平井 琢二 氏
2015 年 11 月 25 日（東京渋谷）
《エネルギーミックス実現への省エネ新エネ施策》
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー対策課 課長
補佐 三牧 純一郎 氏／経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新
エネルギー対策課 課長補佐 呉村

益生
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氏

2015 年 11 月 27 日（東京港区）
《燃料電池自動車（ＦＣＶ）の最新開発動向》
トヨタ自動車（株） 技術統括部 主査 金川 章孝
2015 年 11 月 27 日（東京港区）
《ＮＴＴ東日本の光コラボレーションモデル》
東日本電信電話（株） ビジネス開発本部 第四部門長 兼 第一部門長 中村 浩 氏
2015 年 12 月 8 日（東京千代田区）
《総務省ＩＣＴ関連政策の最前線》
総務省 政策統括官（情報通信担当） 南 俊行 氏／総務省 情報流通行政局 情報流通振興
課 情報流通高度化推進室長 吉田 宏平 氏／総務省 情報通信国際戦略局 技術政策課長
野崎 雅稔 氏／総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課長 小笠原 陽一 氏／総務
省 情報流通行政局 情報流通振興課 情報セキュリティ対策室長 大森 一顕 氏／総務省
情報流通行政局 地域通信振興課長 山碕 良志 氏／総務省 情報流通行政局 情報通信利
用促進課長 御厩 祐司 氏／総務省 情報流通行政局 情報流通振興課長 今川 拓郎 氏
2015 年 12 月 14 日（大阪東淀川区）
《電力自由化で生まれる新規ビジネス》
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力事業課 課長補佐 牟田 和弘 氏／都留
文科大学 社会学科 教授 学術博士 元経済産業省 電力システム改革専門委員会 委員
高橋 洋 氏
2015 年 12 月 15 日（東京千代田区）
《ＩｏＴビジネスの可能性と今後の展望》
（株）情報通信総合研究所 ＩＣＴ創造研究部第一研究グループ 副主任研究員 吉岡 佐和子
氏／日本電信電話（株） サービスエボリューション研究所 ネットワークロボット＆ガジェットプロジ
ェクト 主席研究員 山田 智広 氏／ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 技術開発部 ＩｏＴクラウド
戦略ユニット 兼 経営企画部 ＩｏＴ推進室 ＩｏＴ・エバンジェリスト 担当部長 境野 哲 氏／
（株）インターネットイニシアティブ プロダクト本部 プロダクト推進部長 金子 健 氏
2015 年 12 月 17 日（東京芝公園）
《地域ＩＣＴ投資・普及促進の最前線》
総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課 企画官 坂入 倫之 氏/株式会社セールス
フォース・ドットコム 執行役員 セールスフォース・インダストリー部 公共事業推進担当 佐々木
道代 氏/株式会社ツルガ 代表取締役社長 敦賀 伸吾 氏/フェイスブックジャパン株式会社
執行役員

パートナーシップ事業日本代表 横山 直人 氏

2015 年 12 月 18 日（東京港区）
《航空機・ＭＲＯビジネス参入ポイント》
東京大学 大学院 教授 鈴木 真二 氏／国土交通省 航空局 安全部 航空機安全課 課長
川勝 弘彦 氏／経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 課長 飯田 健太 氏／
（株）ＡＮＡ総合研究所 主席研究員 山田 圭一 氏／三菱重工業（株） 交通・輸送ドメイン 事
業戦略推進室 主幹 伊藤 一彦 氏／（株）ＩＨＩ 航空宇宙事業本部 資材部 部長 山本 博士
氏
2015 年 12 月 22 日（東京港区）
《ＡＩ・ＩｏＴ・ロボットの最前線》
経済産業省 経済産業政策局 産業再生課 課長 井上 博雄 氏／文部科学省 科学技術・
学術政策局 研究開発基盤課 課長 渡辺 その子 氏／ロボット革命イニシアティブ協議会 事
務局長 久保 智彰 氏／国際大学ＧＬＯＣＯＭ 客員研究員（ＮＴＴコミュニケーションズ勤務）
林 雅之 氏

公 益 財団 法 人 原総合 知 的 通 信システム基 金
ＴＥＬ (03)5532-8898

6

ＦＡＸ (03)5532-8851

