
平成28年度未病産業研究会　第2回勉強会・マッチング交流会
参加者名簿

平成28年08月03日17:30時点

Ｎｏ 法人名 部署名 役職名 氏名

1株式会社アーク 横浜事業所 副課長 高橋大志郎
2株式会社アーク 東京本社 グループ長 宮本浩二
3有限会社あい あい薬局 代表取締役 金峻基
4株式会社ＥＰファーマライン 営業本部 ヘルスケア担当 岡田麻衣子
5いであ株式会社 バイオクリマ事業部 副事業部長 平沼茂
6岩瀬コスファ株式会社 研究開発本部 顧問 松浦洋一
7株式会社ウエルアップ 代表取締役 代表取締役 木村孝一
8株式会社NRLファーマ 創薬研究部 代表取締役社長 星野達雄
9NKメディコ株式会社 予防医療事業部 営業 津田将志
10大塚製薬株式会社 営業開発担当 次長 榎本英雄
11オリックス株式会社 グループIoT事業部 課長 橋場尚樹
12協栄産業株式会社 エンベデッドシステム事業部　ＥＳ営業部 課長 秋山博文
13キリン株式会社 研究開発推進部 主査 三宅浩一郎
14クラシエホールディングス株式会社 経営企画室企画部R&D戦略推進チーム 主任研究員（リーダー） 稲益悟志
15グンゼ株式会社 新規事業推進室 室員 中原皓平
16グンゼ株式会社 ＱＯＬ研究所　企画調査室 室長 上島進
17医療法人社団健育会湘南藤沢記念病院 開設準備室 なし 勝俣武久
18株式会社ケンコームJapan 営業部 代表取締役 左藤輝
19株式会社コヴィア 新規事業企画室 GM 岩田章
20コガソフトウェア株式会社 営業部 一般 善養寺雅規
21コギコギ株式会社 　 CEO 中島幹彰
22株式会社コナミスポーツ＆ライフ プログラム統括室 プロデューサー 森谷路子
23株式会社サイ 営業部 チーフ 高橋眞一郎
24サッポロビール株式会社 価値創造フロンティア研究所 研究員 丸山弘明
25サントリー酒類株式会社 横浜支店 副支店長 田中丸善太
26株式会社ジュピターテレコム グループ戦略部 アシスタントマネージャー 田子山知子
27株式会社ジュピターテレコム グループ戦略本部グループ戦略部 一般社員 桑島大輔
28すてきナイスグループ株式会社 スマートウェルネス住宅推進室 室長 岩田創平
29株式会社スリーアイズ 企画開発 取締役 菊竹眞奈美
30セントラルスポーツ株式会社 経営企画室 マネージャー 平山智志
31ソフトバンクモバイル株式会社 新規事業推進統括部Watsonビジネス推進部 担当課長 葭葉敦史
32ソフトバンクモバイル株式会社 法人第八営業本部アカウントサービス統括部 スマートフォンエヴァンジェリスト 佐鋪哲也
33損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 情報システム部ＩＣＴ推進グループ 課長 桜井浩輝
34損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 神奈川営業部 部長 坂田真実
35損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 神奈川営業部横浜支社 特命部長（支社長） 手塚智雄
36SOMPOリスケアマネジメント株式会社 ヘルスケア事業本部　企画開発部 - 平賀恵美
37第一生命株式会社 神奈川営業局 部長 和田泰文
38大日本印刷株式会社 ABセンター エキスパート 占部敬子
39ティーペック株式会社 営業部　メディカル・ヘルスケアチーム 係長 田中博人
40東京海上日動火災保険株式会社 コマーシャル損害部 グループリーダー 太田貴之
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41株式会社東洋システムサイエンス 経営企画 代表取締役 福田國光
42株式会社東洋システムサイエンス 管理部 なし 三原淳
43株式会社ドクターズプラザ 営業部 営業企画 六藤陽子
44株式会社ドクターズ・マン 役員 代表取締役 橋本総
45凸版印刷株式会社 ビジネスイノベーションセンター 担当 木村信之
46株式会社ナノカム 運用部 運用部長 三浦明香
47株式会社ナノカム 企画研究室 企画研究担当主任 中野益代
48西川産業株式会社 営業統括本部 新規事業開発部 堀田凌
49日本電気株式会社 事業イノベーション戦略本部 エキスパート 大橋昭王
50日本ウイントン株式会社 カスタマーサービスセンター センター長 嶽澄夫
51一般社団法人日本声診断協会 なし 代表理事 中島由美子
52日本調剤株式会社 事業開発部 一般 川原善紀
53ネオス株式会社 ヘルスケアサービス部 部長 星野克茂
54株式会社ネオテクノロジー なし 取締役 橋本小百合
55株式会社白寿生科学研究所 事業開発部新規事業グループ グループ長 安達雅一
56パラマウントベッド株式会社 企画部 課長 三浦正二
57株式会社ファーストリンク ビジネスソリューション部 代表取締役 砂田剛
58株式会社ファーストリンク ビジネスソリューション部 なし 萩原浩二
59ファイザー株式会社 健康医療政策部 部長 東政美
60株式会社ブルックスホールディングス 総務部 開発事業担当 遠藤麻美
61ヘルスケアトータルソリューションズ株式会社 代表者 代表取締役 高野賢裕
62ヘルスセンシング株式会社 代表取締役 代表取締役 鐘ケ江正巳
63株式会社ミレニア アライアンス事業部 取締役部長 新山賢司
64株式会社メディケアー サービス事業部 事業部長 細井實
65森永製菓株式会社 健康事業本部 研究開発部長 齋政彦
66森永乳業株式会社 腸内フローラ研究部 研究員 加藤久美子
67ヤフー株式会社 CISO室 プロジェクトマネージャー 井上昌洋
68株式会社横浜銀行 ブロック支援部 副調査役 今野道夫
69公立大学法人横浜市立大学 医学部　社会予防医学 特任講師 山末耕太郎
70株式会社ラッキーソフト 企画開発部 マネージャー 小島宏美
71ロート製薬株式会社 再生医療事業化プロジェクト なし 山田茂
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