
会社名

Medical Excellence JAPAN-Medical Excellence TAIWAN MOU調印式

MET董事長 陳昱瑞、MEJ副理事長 小松研一

＊予定していたプログラムやタイムテーブル、座長及び講演者が変更になる可能性があることをご了承いただきますようお願い申し上げます。

お申込み
お問い合わせ

申込〆切：2022年8月31日（水）

左記QRコードまたは以下のURLより御申込ください。
https://mejoutbound.hp.peraichi.com/220903event
上記での御申込が難しい場合は、①9/3日台シンポジウム、②MEJ会員種別、③会
社・法人名、④所属・役職、④氏名を、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

一般社団法人 Medical Excellence JAPAN アウトバウンド委員会 事務局
連絡先：mejoutbound@me-jp.org

MET董事長 陳昱瑞、MEJ理事長 笠貫宏、

台湾衛生福利部大臣 薛瑞元、台湾日本関係協会

会長 蘇嘉全、 日本台湾交流協会副代表 服部崇

挨拶

特別講演

MOU調印式

Topic 1

Topic 2

Topic 3台湾デジタル発展部大臣 オードリー・タン(唐鳳)

医療の国際展開の推進

■座長 高雄医学大学 陳建志 ■コメンテーター

MEJ 江藤一洋、上騰生技 張鴻仁、 ■講演者

台湾衛生福利部副大臣 石崇良、MEJ 笠貫宏、

中央研究院 魏福全、MEJ 三好知明

最先端の診断/治療の現状と課題
（がん医療、再生医療、細胞治療）

■座長 台湾大學医学院 陳耀昌 ■コメンテーター

金沢医科大学 下平滋隆、国家衛生研究院 邱弘毅

■講演者 国立がん研究センター 中村健一、

林口長庚紀念病院 林永昌、再生医療イノベー

ションフォーラム 畠賢一郎、国家生技医療産業

策進会 銭宗良

■座長 新光吳火獅紀念病院 洪子仁

■コメンテーター 大阪医療センター 松村泰志、

彰濱秀傳紀念病院 黃士維 ■講演者 国立国際

医療研究センター 美代賢吾、中国医薬大学附属

病院 郭錦輯、日本電気株式会社 池田仁、高雄

医学大学附属中和紀念病院 黃尚志

デジタル医療の未来と展望
（ビッグデータの活用、遠隔医療、医療AI等）

午前 午後

Medical Excellence JAPAN（MEJ）は、Medical Excellence TAIWAN (MET、登記名：財団法人

台湾医療健康産業卓越聯盟基金会）と共同で、「日台国際医療交流シンポジウム」を開催いたします。

シンポジウムの冒頭には、相互協力促進のために、MEJ-METのMOU調印式も執り行い、

今後の医療・ヘルスケア分野における日台連携の促進するための日台合同シンポジウムです。

開催日時：

2022年9月3日（土）
日本時間

10:00～18:10
(台湾時間 9:00～17:10）

オンライン参加費：

JIH・ MEJ会員様：無料

MEJ会員様以外：3,000円

日台同時通訳

＊事前申込要
申込〆切：8月31日（水）

（敬称略） （敬称略）



日本時間 内容 登壇者

10:00
～10:50

開会・主催者挨拶 MET董事長 陳昱瑞

MEJ理事長 笠貫宏

来賓挨拶 台湾衛生福利部大臣 薛瑞元

台湾日本関係協会会長 蘇嘉全

日本台湾交流協会 副代表 服部崇

10:50
～11:10

日台健康・医療分野における協力推進に関する覚書（MOU）調印式

MET董事長 陳昱瑞、MEJ副理事長 小松研一

11:10
～11:50

特別講演：デジタル医療の未来と展望（After/With Coronavirusなど）

座長台湾 MET董事長 陳昱瑞

演者 台湾デジタル発展部大臣 オードリー・タン（唐鳳）

座長日本（まとめ） MEJ副理事長 小松研一

11:50～12:10 Coffee break

12:10
～13:30

トピック(Ⅰ) 医療の国際展開の推進

座長台湾 高雄医学大学 董事長 陳建志

コメンテーター日本 MEJ理事 江藤一洋

コメンテーター台湾 上騰生技 顧問董事長 張鴻仁

演者1：新南向医療衛生政策の振返りと展望 台湾衛生福利部 副大臣 石崇良

演者2：MEJのミッションと活動から四次元医療改革とMExxへの展開 MEJ理事長 笠貫宏

演者3："Train the Trainers” in Highly Specialized Surgical Field -
Reconstructive Microsurgery

中央研究院 院士 魏福全

演者4：日本が進めてきた人材育成を中心とする国際協力の進展 MEJ理事 三好知明

Discussion

13:30～15:00 昼食

15:00
～16:20

トピック(Ⅱ) 最先端の診断/治療の現状と課題（がん医療、再生医療、細胞治療）

座長台湾 台湾大學医学院 教授 陳耀昌

コメンテーター日本
金沢医科大学医学部再生医療学 主任教授
下平滋隆

コメンテーター台湾
国家衛生研究院人口健康科学研究所 所長
邱弘毅

演者1：Overview of the ATLAS project
(Asian clinical TriaLs network for cAncerS)

国立がん研究センター中央病院 国際開発
部門 部門長 中村健一

演者2：台湾におけるがん治療の概要と最新の治療法 林口長庚紀念病院 主任 林永昌

演者3：再生・細胞医療・遺伝子治療分野における産業界の取組状況
と課題認識

再生医療イノベーションフォーラム 代表
理事会長 畠賢一郎

演者4：台湾における再生医療の発展と法規制への適応
社団法人国家生技医療産業策進会 執行長
銭宗良

Discussion

16:20～16:40 Coffee break

16:40
～18:00

トピック(Ⅲ) デジタル医療の未来と展望（ビッグデータの活用、遠隔医療、医療AIなど）

座長台湾 新光吳火獅紀念病院 副院長 洪子仁

コメンテーター日本 独立行政法人国立病院機構
大阪医療センター 院長 松村泰志

コメンテーター台湾 秀傳病院グループ 董事長 黄士維

演者1 ：日本における医療機関のデジタル化と MEJ四次元医療改革の電子
カルテ改革

国立国際医療研究センター医療情報基盤
センター センター長 美代賢吾

演者2 ：Harnessing Precision Medical Big Data Platform to Scale Up 
the Infrastructure of Digital Therapy and Smart Healthcare 
Industry in Taiwan

中国医薬大学附属病院 副院長 郭錦輯

演者3 ：医療分野におけるAI技術活用と展望 日本電気株式会社 デジタルヘルスケア事
業開発室 ディレクター 池田仁

演者4 ：A Pilot Model of IoT-medical and Telehealthcare Services in 
Taiwan

高雄医学大学附属中和紀念病院 副院長
黃尚志

Discussion

18:00
～18:10

閉会挨拶 MET董事長 陳昱瑞

MEJ理事長 笠貫宏

日台国際医療交流シンポジウム プログラム

＊予定していたプログラムやタイムテーブル、座長及び講演者が変更になる可能性があることをご了承いただきますようお願い申し上げます。


