
一般社団法人日本ビジネススクール

経営人財育成推進機構 (JBS-EDO) 設立カンファレンス 

「高度経営人財育成の課題と展望」

参加費

無料

13:30 ～ 16:10

2022

［木］6.23 東京国際フォーラム  ホール D5
東京都千代田区丸の内 3 丁目 5 番 1 号
https://www.t-i-forum.co.jp/access/access/

基調講演
「アジア経済の発展と日本の経営」

パネルディスカッション
「高度経営人財育成と JBS-EDO の役割」

開会挨拶
永山 治

中尾武彦  みずほリサーチ & テクノロジーズ株式会社 理事長
前アジア開発銀行総裁

中尾武彦  みずほリサーチ & テクノロジーズ株式会社 理事長
前アジア開発銀行総裁

閉　会16:10

お問い合わせ先

13:30 - 13:45

13:45 - 14:35

14:50 - 16:10

篠田真貴子 エール株式会社 取締役

小宮山宏
三菱総合研究所 理事長
JBS-EDO 理事

JBS-EDO 理事

パネリスト

コーディネーター

斎藤聖美
ジェイ・ボンド東短証券株式会社 代表取締役

河野宏和
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授
JBS-EDO 副会長

一般社団法人 日本ビジネススクール・経営人財育成推進機構   事務局

E-mail：admin@jbs-edo.jp URL：https://jbs-edo.jp/ 

2022 年 6 月 20 日 ( 月 ) 迄

URL：
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSe3DbczRyDSQmP
9yeHuEif3Mui9Jzu9noa0NsxIA--
IQCbDNw/viewform

お 申 し 込 み

下のお申込みフォームより参加方法 ( 対面 / オンライン ) をご選択ください。
※参加方法に関わらず申込必須となります

JBS-EDO 会長　中外製薬株式会社   名誉会長



登壇者紹介

お問い合わせ先 一般社団法人 日本ビジネススクール・経営人財育成推進機構   事務局

E-mail：admin@jbs-edo.jp URL：https://jbs-edo.jp/ 

中尾 武彦 なかお たけひこ

1956 年 3 月生まれ。78 年東京大学経済学部卒業。82 年カリフォルニア大学バークレー校経営大学院 MBA 取得。78 年大蔵
省入省。94 年国際通貨基金 (IMF) 政策企画審査局審議役に出向、97 年に大蔵省に復帰後、銀行局金融会社室長、財務省国
際局国際機構課長、主計局主計官 ( 外務・経済産業・経済協力担当）、在米国大使館公使、国際局長などを経て、2011 年
8 月財務官。13 年 3 月退官。13 年 4 月から 20 年 1 月までアジア開発銀行 (ADB) 総裁。20 年 4 月からみずほ総合研究所理事長、
21 年 4 月から現職。

みずほリサーチ＆テクノロジーズ理事長 
政策研究大学院大学客員教授、東京大学公共政策大学院客員教授
第一生命保険株式会社取締役（社外）
三極委員会「変わりゆく資本主義タスクフォース 」委員

篠田 真貴子 しのだ まきこ

慶應義塾大学経済学部卒、米ペンシルベニア大ウォートン校 MBA、ジョンズ・ホプキンス大国際関係論修士。
日本長期信用銀行、マッキンゼー、ノバルティス、ネスレを経て、2008 ～ 2018 年ほぼ日（旧・東京糸井重里事務所）
取締役 CFO。2020 年 3 月エールに参画、オンライン 1on1 を通して企業の組織改革を支援している。『LISTEN――
知性豊かで創造力がある人になれる』（日経 BP）ほか監訳

エール株式会社 取締役

永山 治 ながやま おさむ

現在の 1947 年、東京都生まれ。1971 年慶應義塾大学商学部を卒業後、日本長期信用銀行入行。ロンドン支店勤務等を経て、
1978 年中外製薬に入社。開発企画本部副本部長、常務取締役、代表取締役副社長などを歴任し、1992 年代表取締役社長・
最高経営責任者に就任。2012 年代表取締役会長・最高経営責任者、2018 年代表取締役会長を経て 2020 年 3 月より特別顧
問 名誉会長、2022 年に名誉会長（現任）。また、1998 ～ 2004 年まで日本製薬工業協会会長を務める。ロシュ拡大経営委員
会委員（2006 年～ 2018 年）、公益財団法人東京生化学研究会（現・公益財団法人中外創薬科学財団）理事長（2006 年～）、
一般財団法人バイオインダストリー協会理事長（2009 年～）、ソニー株式会社（現・ソニーグループ株式会社）社外
取締役（2010 年～ 2019 年）、同社取締役会議長（2013 年～ 2019 年）。内閣府イノベーション政策強化推進のためのバイオ
戦略有識者会議 座長（2019 年～）。株式会社東芝社外取締役 取締役会議長（2020 年～ 2021 年）。

JBS-EDO 会長
中外製薬株式会社　名誉会長

河野 宏和 こうの ひろかず

1980 年慶應義塾大学工学部管理工学科卒業、同大学大学院工学研究科修士課程・博士課程を経て、1991 年工学博士（慶應
義塾大学）。1998 年より慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授。1991 年 7 月より 1 年間、ハーバード大学ビジネス・スクール
訪問研究員。2009 年 10 月～ 2019 年 9 月、慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長、慶應義塾大学ビジネス・スクール校長。
AAPBS (Association of Asia-Pacific Business Schools) 会長（2012）、同 Fellow、EFMD Board of Trustees（現任）、APIEMS (Asia Pacific Industrial 
Engineering and Management Society) President（現任）、TPM 優秀賞審査委員（現任）、公益社団法人日本経営工学会 会長（2013 ～
2017）、IE レビュー誌編集委員長（現任）など。専門はインダストリアル・エンジニアリング、生産マネジメント、経済性工学。

JBS-EDO 副会長
慶應義塾大学大学院経営管理研究科　教授

斎藤 聖美 さいとう きよみ

1950 年生。東京出身。慶應大学経済学部、ハーバード・ビジネススクール卒業。MBA。日本経済新聞社、ソニー株式会
社に勤務の後、留学。帰国後モルガンスタンレー投資銀行の東京支店とニューヨーク本社に勤務。1992 年に独立。インター
ネットプロバイダーの会社（GOL）等を起業・経営の後、2000 年に現ジェイ・ボンド東短証券株式会社を設立。証券会社
および PTS の認可を得て、日本で唯一の日本国債のレポ電子取引システムを運営。各種審議会委員、郵政民営化委員な
ど公職を務めるかたわら、アステラス製薬、昭和電工（現）、東芝、かんぽ生命、鹿島建設（現）、かどや製油 （現）  の社外
役員を務めている。大学基準協会評議員および認定委員。

JBS-EDO 理事
ジェイ・ボンド東短証券株式会社　代表取締役

小宮山 宏 こみやま ひろし

1972年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了後、東京大学工学部長等を経て、2005年4月に第28代東京大学総長に就任。
2009 年 3 月総長退任後、同年 4 月に三菱総合研究所理事長に就任。2010 年 8 月には、サステナブルで希望ある未来社会を築
くため「プラチナ構想ネットワーク」を設立し、会長に就任。（2022 年 1 月に法人化）著書に「『課題先進国』日本（中央公
論新社）」、「日本『再創造』（東洋経済新報社）」、「新ビジョン 2050（日経 BP 社）」など多数。また、2020 年に瑞宝大綬章、2017
年ドバイ知識賞、2007 年イタリア連帯の星勲章、2014 年「情報通信月間」総務大臣表彰、2016 年財界賞特別賞、2016 年海洋
立国推進功労者表彰など、国内外の受賞も多数。

JBS-EDO 理事
三菱総合研究所　理事長


