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今年度までの累計で194件のマッチング相談があり、13件が試作品開発まで至
りました(事務局把握件数のみ)。さらに、4件が製品化に至るなど、設立4年を
経て、KRICによる支援が実を結び始めています。
各企業においてマッチングしたい案件やシーズ・ニーズ等がありましたら、事
務局までご連絡ください。
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2. 各事業の実施内容

1) KRICフォーラム （平成30年8月3日）

｢オープンイノベーションによる再生医療の
産業化を目指して｣と題して、アカデミアや
企業におけるオープンイノベーションの事
例発表を行うとともに、再生医療分野にお
ける企業ニーズの紹介を行い、再生医療の
産業化に向けた更なる発展につながる
フォーラムを開催しました。
京都大学 齊藤教授からは、RNAという生体
分子素材を活用した｢RNAスイッチ」を活用
した細胞の選別や運命制御技術について、
ペプチドリーム株式会社の窪田氏からは、
特殊ペプチド創薬プラットフォームシステ
ム :PDPS(Peptide Discovery Platform Sys-
tem)から提案できる再生医療のアプローチ
例を、それぞれご講演いただきました。
再生医療分野における企業ニーズを5社
（SPLine(株)、(株)サンプラテック、東和
薬品(株)、新田ゼラチン(株)、(株)ワンビシ
アーカイブス）より発表頂き、ニーズへの
対応案を募集しました。

京都大学 iPS細胞研究所
齊藤博英教授

多数の参加をいただいた

〇講演
「RNA-スイッチ技術と今年設立された｢株式会社aceRNATechnologies｣について研究者の
立場から｣
京都大学iPS細胞研究所 副所長、教授 齊藤博英 氏

「戦略提携型オープンイノベーションを成功させるために…」
ペプチドリーム株式会社 代表取締役会長 窪田規一 氏

〇企業ニーズ発表（5社）
SPLine(株)、(株)サンプラテック、東和薬品(株)、新田ゼラチン(株)、
(株)ワンビシアーカイブス
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2) 基礎力アップのためのセミナー開催 （平成31年1月17日、21日）

これから市場参入を検討する企業を対象に、必要な知識を学習で
きる基礎的なセミナー｢再生医療の全体像を見わたせる分かりやす
い解説講座｣を開催しました。
第1回では、京都大学 田畑教授より、細胞能力を高めるための細胞
環境を作り与える｢モノづくり技術｣が再生医療の実現と事業化に
必要不可欠であることを、大阪大学 紀ノ岡教授より、再生医療や
細胞治療に欠かせない細胞製造について、京都大学 河本教授より、
再生T細胞を用いたがんの免疫細胞療法の開発研究について、それ
ぞれ講演頂きました。
第2回では、大阪大学 玉井寄附講座教授より、末梢循環性間葉系幹
細胞の生体内機能に関するこれまでの研究成果や難病治療への応
用の可能性について、名古屋大学 馬場教授より、ナノバイオデバ
イスとAIによる再生医療実用化の最前線及び再生医療に必要なモ
ノづくり技術の重要性について、大阪大学医学部付属病院 岡田副
センター長より、平成28年より日本再生医療学会が構築を開始し
た再生医療ナショナルコンソーシアムの活動や今後の課題につい
て、それぞれ講演頂きました。

〇第1回
「再生医療とは細胞能力を高める医療－細胞環境を作り与えるモノづくり－」

田畑泰彦氏（京都大学ウイルス・再生医科学研究所生体材料学分野教授）
「細胞製造における考え方」

紀ノ岡正博氏（大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻教授）
「再生医療における免疫学的な問題－再生T細胞を用いたがんの免疫細胞療法の開発－」

河本宏氏（京都大学ウイルス・再生医科学研究所再生免疫学分野教授）

〇第2回
「骨髄間葉系幹細胞の生体内における役割と難病治療への応用」

玉井克人氏（大阪大学大学院医学系研究科再生誘導医学寄附講座寄附講座教授）
「ナノバイオデバイスとAIが広げるものづくり技術と再生医療の接点」

馬場嘉信氏（名古屋大学大学院工学研究科生命分子工学専攻教授、名古屋大学未来
社会創造機構ナノライフシステム研究所所長）

「再生医療のナショナルコンソーシアムの構築と課題」
岡田潔氏（大阪大学医学部付属病院未来医療開発部未来医療センター副センター長、
再生医療等支援室室長）
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3) 動物実験代替法検討会（平成31年8月30日、10月3日、12月14日）

東京大学 楠原教授より、医薬品開発
における新規化合物のヒト血中動態・
組織移行性予測の重要性や現状を、各
種モデルや試験結果を用いて紹介頂き
ました。
幹細胞評価基盤技術研究組合 赤羽担
当部長より、創薬研究を取り巻く環境、
ニーズ、メーカーの海外動向や今後期
待することについて、岐阜薬科大学
井上特任教授より、化粧品・医薬品開
発における国内外の状況と、培養モデ
ル皮膚の現状と今後について、それぞ
れ講演頂きました。
企業からの技術・シーズ発表では、
(株)ブラストが胚様体の灌流培養チッ
プ（PASMA）等の機器装置を、(株)
ジェイテックコーポレーションが高精
度形状X線等の機器装置をそれぞれ紹
介いただきました。

〇第4回「人体組織デバイス開発における課題とニーズ」

「新規化合物のヒト体内動態予測の現状と課題」
楠原洋之氏（東京大学大学院薬学系研究科分子薬物動態学教室 教授）

「医薬品の研究開発における人体組織デバイスへの期待～海外での先行事例を参考に～」
赤羽隆文氏（幹細胞評価基盤技術研究組合技術部 担当部長）

「皮膚を標的とした化粧品・医薬品開発における培養モデル皮膚の現状と今後」
井上紳太郎氏（岐阜薬科大学香粧品健康学講座 特任教授）

企業からの技術・シーズ発表
①(株)ブラスト、②(株)ジェイテックコーポレーション

熱心に聞き入る聴講者

パネルディスカッション

第4回「人体組織デバイス開発における課題とニーズ」



5

〇第5回「人体組織デバイスの開発におけるレギュレーションの現状と今後」
「細胞加工製品の造腫瘍性の評価法の開発」

佐藤陽治氏（国立医薬品食品衛生研究所再生・細胞医療製品部部長）
「細胞特性及びその測定に関する国際標準化の現状」

伊藤弓弦氏（(国研)産業技術総合研究所生命工学領域創薬基盤研究部門幹細胞工学
研究グループ研究グループ長）

「動物を用いない新たな安全性評価試験法の動向と課題」
小島肇氏（国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター安全性予測評価
部第二室室長）

企業からの技術・シーズ発表
①倉敷紡績(株)、②(株)ワールドインテック

国立医薬品食品衛生研究所 佐藤部長より、
細胞加工製品の造腫瘍性の評価の考え方と
試験法開発の現状を紹介頂きました。(国
研)産業技術総合研究所 伊藤研究グループ
長より、細胞の製造工程や開発過程におい
て求められる細胞特性解析への標準化の取
組みについて、国立医薬品食品衛生研究所
小島室長より、AMEDを中心としたプロ
ジェクト｢ヒト iPS細胞を用いた新規 in
vitro安全性薬理試験法の構築」等につい
て、最近の動向と課題について講演頂きま
した。
企業からの技術・シーズ発表では、倉敷紡
績(株)から、クモの糸由来のファイバーに
よる3次元培養の補助と新規足場材料とし
ての活用について、(株)ワールドインテッ
クから自社サービス（有機合成・分析・バ
イオ・技術・設計・ITへの転職情報、派
遣情報内容）について紹介いただきました。

パネルディスカッション

難しいテーマであり、
参加者も真剣

第5回
｢人体組織デバイスの開発におけるレギュレーションの現状と今後｣

3) 動物実験代替法検討会（平成31年8月30日、10月3日、12月14日）
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〇第6回「人体組織デバイスの開発におけるレギュレーションの現状と今後」
「3次元腎臓オルガノイドの創薬利用への可能性と課題」

高里実氏（理化学研究所 生命機能科学研究センター ヒト器官形成研究チーム
チームリーダー）

「ヒトiPS細胞を用いた小腸モデルの構築とその利用について」
松永民秀氏（名古屋市立大学 大学院薬学研究科 臨床薬学分野薬学部 臨床薬学教
育研究センター 教授）

「中枢創薬においてヒト血液脳関門モデルに期待される役割とその開発状況」
降幡知巳氏
（千葉大学大学院 医学研究院 中核研究部門 呼吸・循環治療学研究講座 助教）

企業からの技術・シーズ発表
① (株)クレオ・バイオサイエンス、②(株)マトリクソーム

理化学研究所 高里氏より、ヒトiPS細胞か
ら作製した腎臓のオルガノイドの機能性と
創薬利用への可能性・課題について紹介頂
きました。名古屋市立大学 松永教授より、
ヒトiPS細胞より小腸上皮細胞への分化誘
導と腸管オルガノイドの作製法の性質と利
用法について、千葉大学大学院 降幡助教
より、ヒト血液脳関門モデルに期待される
役割とそのために必要とされるモデルの機
能について概説頂くとともに、最近のモデ
ル開発状況と取組みについてそれぞれ講演
頂きました。
企業からの技術・シーズ発表では、(株)ク
レオ・バイオサイエンスから自社開発のシ
クロオレフィン(COP)を用いたMPSシス
テム、(株)マトリクソームから細胞外マト
リックス蛋白のラミニンと細胞を組み合わ
せることで、iPS等の多能性幹細胞を効率
的に分化誘導できる自社技術を紹介いただ
きました。

第6回「臓器モデルの現状と今後」

パネルディスカッション

参加者の関心も高く、
活発な質疑が行われた

3) 動物実験代替法検討会（平成31年8月30日、10月3日、12月14日）
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4) 国際輸送検討会（平成31年2月1日）

〇演題

「医薬品・再生医療等製品の輸送容器から見た規制と設計基準」
佐藤圭司氏（玉井化成株式会社取締役）

「再生医療等製品の最適物流の実現を目指して～実例紹介と課題～」
片野雅彰氏（SPLine株式会社代表取締役社長）

「幹細胞搬送コンソーシアム【BioL】と国際輸送事例
青山朋樹氏（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻リハビリテーション科
学コース理学療法学講座運動機能開発分野教授）

「国際輸送の規制と医薬品・再生医療分野の輸送事例」
佐藤芳志彦氏（三菱倉庫(株) 倉庫事業部医薬品チーム治験薬・再生医療グループ
リーダー）
清水貴則氏（三菱倉庫(株) 倉庫事業部医薬品チーム治験薬・再生医療グループ）

「『再生医療等の国際輸送に関する研究会』の活動状況に関する報告」
西野公祥氏（(公財)新産業創造研究機構（NIRO）健康・医療部長）

タイへの再生医療等製品の輸送に向けた検
討会の、今年度の活動内容を報告しました。
(株)玉井化成からは医薬品に関する省令と
輸送容器との関わりやレギュレーションに
沿った対応や(株)カネカの取組みである搬
送対象物に合わせた温度帯のPCMに関する
研究開発について講演頂きました。
SPLine(株) からは、-196℃冷凍輸送や専門
物流網、ITを活用した管理の様子を実例と
して紹介いただき、京都大学 青山教授から
は、高品質な細胞搬送技術開発の必要性に
ついて、三菱倉庫(株) からは、演題に加え、
業界初の再生医療専用物流プラットフォー
ム「殿町バイオロジスティクスセンター」
を紹介頂きました。最後にKRICコーディ
ネーター 西野氏から、タイでの動向につい
ての紹介と実証プロジェクトを立ち上げる
準備状況の報告を行いました。

京都大学青山朋樹教授

細胞輸送について
高い関心が集まっている
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5) 第3回 KRICネットワーキング（平成31年1月9日）

〇プログラム
「次世代オルガノイド医療の展望」

武部貴則氏（東京医科歯科大学統合研究機構教授）
「異業種からの医療機器分野参入～再生医療への展開～」

山内康治氏（グンゼ株式会社 QOL研究所QOL研究室室長）
〇企業紹介プレゼン

(株)chromocenter、(株)小西金型工学、(株)JAC Recruitment、(株)住化分析センター、
タキゲン製造(株)、DIC(株)、日水製薬(株)、新田ゼラチン(株)、(株)ファイセル、
(株)ブラスト、(株)マトリクソーム、京都リサーチパーク(株)

〇交流会及び企業によるポスターセッション
(株)アルバック、片山化学工業(株) 、(株)chromocenter、(株)小西金型工学、(株)JAC 
Recruitment、(株)住化分析センター、タキゲン製造(株)、DIC(株)、日水製薬(株)、
新田ゼラチン(株)、(株)ファイセル、(株)ブラスト、(株)マトリクソーム、京都リサー
チパーク(株)

再生医療分野における更なるネットワーク
の拡大に向けて、(国研)科学技術振興機構
（JST）の協力のもと「産から学へのプレ
ゼンテーション」との同時開催を行いまし
た。
基調講演では、東京医科歯科大学 武部教授
より、ヒト肝臓のオルガノイド研究を事例
として、次世代のオルガノイド研究が指向
する未来について講演頂きました。企業講
演では、グンゼ株式会社 山内室長より、事
業化に至らなかった事例も交えたこれまで
の取組みと、再生医療分野における事業内
容と同社の考え方を述べて頂きました。異
分野からの再生医療分野への参入企業とい
うこともあり活発な質疑が交わされました。
その後、KRIC登録企業による企業紹介プ
レゼン(12社)や、交流会でのポスターセッ
ション(14社)を行い、登録企業間の交流を
行いました。

東京医科歯科大学
武部貴則教授

KRIC企業によるピッチプレゼン
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7) 第5回 再生医療産業化展への出展（平成31年2月20-22日）

KRICブースの出展場所が会場入口付近
の好立地だったこともあり、来場者が
続々と訪れるなど非常に効果的な出展
となりました。本展示会出展をきっか
けに新たにビジネスにつながる案件が
できたとのお声もいただきました。
また、今回は企業セミナーとして、出
展者のうち3社による企業プレゼンも実
施しました。

展示ブースの様子

6) 日本再生医療学会誌 「再生医療」 でのKRIC企業紹介
KRIC×メディカルレビュー社 連携企画

メディカルレビュー社様の協力のもと、日本
再生医療学会誌「再生医療」の誌上にKRIC
企業の紹介を行っております。
これまでに計8社の紹介記事を掲載しており、
30年度は｢(株)マトリクソーム｣ ｢シンフォニ
アテクノロジー(株)｣ ｢(株)ギンレイラボ｣
｢水戸工業(株)｣の4社を掲載いたしました。
次回は2019年8月号での掲載予定ですので、
是非ご覧下さい。
また、2019年2月号、2020年8月号でも掲載
予定であり、当該号での掲載希望企業につい
ては後日募集する予定です。

企業紹介記事

日本再生医療学会誌
「再生医療」

今年も、昨年に引き続き、再生医療産業化展にKRIC登録企業10社
による共同出展を行った。今年は昨年を大幅に上回る来場者数と
なり、会場も非常に盛況でした。
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出展者リーフレット
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8) 日本再生医療学会総会でのテクノオークション

日本再生医療学会が「第18回 日本再生医療学総会」で開催するテ
クノオークションにKRICも協賛し、今回はアカデミアシーズの
プレゼンに加えて企業プレゼンが設けられ、企業プレゼン6社の
うち3社をKRIC枠として確保しました。KRIC登録企業のうち、
希望のありました下記3社に登壇いただき、各社の製品・技術を
紹介いただきました。

会場は立ち見も出るほど満員で、関心の高さがうかがえました。
また、プレゼン後の名刺交換会では多くの引き合いがあり、早速
受注に繋がった案件もありました。

テクノオークション 概要

名刺交換会の様子

〇KRICからの登壇企業
(株)ブラスト／(株)ギンレイラボ／Nuprotein(株)
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3. KRIC登録企業 ①（平成31年度3月末時点）

1 iPSアカデミアジャパン(株) 28 SMC(株) 55 (公財)京都高度技術研究所

2 (株)iPSポータル 29 NTN(株) 56 (公財)京都産業21

3 (株)アクアテック 30 NTソリューション(株) 57 京都信用金庫

4 旭硝子(株) 31 NUProtein(株) 58 京都中央信用金庫

5 (株)朝日ラバー 32 荏原実業(株) 59 (株)京都動物検査センター

6 味の素コージンバイオ(株) 33 エフ・シー・アール・アンドバイオ(株) 60 協和化成(株)

7 ASTI(株) 34 エフビーオートメ(株) 61 NPO法人近畿バイオインダストリー振興会議

8 (株)ADEKA 35 エンゼルキャピタル(株) 62 (株)ギンレイラボ

9 アドバンテック(株) 36 (株)オーガンテクノロジーズ 63 (株)クニムネ

10 アライドフロー(株) 37 大阪商工会議所 64 倉敷紡績(株)

11 アリオテクノ(株) 38 (地独)大阪市立工業研究所 65 クラスターテクノロジー(株)

12 (株)アルバック 39 大阪精工(株) 66 (株)グランソール免疫研究所

13 アルバック機工(株) 40 大塚製薬(株) 67 (株)グローヴ

14 アルバック・クライオ(株) 41 奥野製薬工業(株) 68 (株)グロービック

15 アルフレッサ(株) 42 小野産業(株) 69 (株)chromocenter

16 (株)池田泉州銀行 43 オリックス(株) 70 (株)ケイ・アイ・ステイナー

17 (株)イシダ 44 (国研)科学技術振興機構 71 (株)KRI

18 伊藤忠商事(株) 45 カジックス(株) 72 (株)ケー・エー・シー

19 稲畑産業(株) 46 (株)片岡製作所 73 原子燃料工業(株)

20 イノコ(株) 47 片山化学工業(株) 74 CORESCOPE(株)

21 岩谷産業(株) 48 関西エアポート(株) 75 コアフロント(株)

22 インターリンクジャパン(株) 49 (株)幹細胞&デバイス研究所 76 鴻池運輸(株)

23 ウシオ電機(株) 50 (株)北浜製作所 77 (公財)神戸医療産業都市推進機構

24 (株)ウミヒラ 51 (株)衣川製作所 78 広陵化学工業(株)

25 梅田電機(株) 52 京セラ(株) 79 コージンバイオ(株)

26 英興(株) 53 京中貿易(株) 80 (株)小西金型工学

27 (株)AFIテクノロジー 54 (株)京都銀行 81 小林製薬(株)

※色付きは、30年度新規登録事業者
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82 (一財)材料科学技術振興財団 109 (株)常光 136 太平化学産業(株)

83 (公財)堺市産業振興センター 110 JOHNAN(株) 137 大和合成(株)

84 (株)魁半導体 111 (株)シルバーロイ販売 138 高砂電気工業(株)

85 学校法人佐藤学園OBMリサーチセンター 112 (公財)新産業創造研究機構 139 タカラバイオ(株)

86 サラヤ(株) 113 (株)新生銀行 140 タキゲン製造(株)

87 (株)産学連携研究所 114 (株)新日本科学 141 田辺三菱製薬(株)

88 (株)サンテツ技研 115 新日本空調(株) 142 DIC(株)

89 サントリーグローバルイノベーションセンター(株) 116 (株)新日本テック 143 ティーエスアイ(株)

90 (株)サンプラテック 117 シンフォニアテクノロジー(株) 144 DSファーマアニマルヘルス(株)

91 (株)サン・フレア 118 スキルインフォメーションズ(株) 145 (株)DFC

92 三宝電機(株) 119 (株)SCREENホールディングス 146 (株)TBA

93 (株)CACクロア 120 (株)スズケン 147 (有)デコレ

94 CKD(株) 121 (株)ステップワン 148 (株)デジタルデザインサービス

95 (株)シーテックス 122 ストレックス(株) 149 テック・ワーク(株)

96 (株)JRC 123 (株)住化技術情報センター 150 テンプスタッフ(株)研究開発事業本部

97 JAC Recruitment 124 (株)住化分析センター 151 東京理化器械(株)

98 JFEテクノリサーチ(株) 125 住友化学(株) 152 東洋紡(株)

99 (株)ジェイテックコーポレーション 126 住友ベークライト(株) 153 (株)東レリサーチセンター

100 (公財)滋賀県産業支援プラザ 127 (株)生活科学研究所 154 東和薬品(株)

101 シスメックス(株) 128 (株)積進 155 トスレック(株)

102 (有)シバタシステムサービス 129 積水成型工業(株) 156 中山精工(株)

103 柴又運輸(株) 130 (株)セルート 157 ニイガタ(株)

104 (株)島津製作所 131 (株)セルテクノロジー 158 日造精密研磨(株)

105 シミックファーマサイエンス(株) 132 大衛(株) 159 (株)ニチリョー

106 (株)下西製作所 133 (株)大同工業所 160 (株)ニッケ・メディカル

107 合同会社ジャパンビジネスサービス 134 大日本印刷(株) 161 (株)日新

108 Jointevo合同会社 135 大日本住友製薬(株) 162 日伸工業(株)

3. KRIC登録企業 ②（平成31年度3月末時点）

※色付きは、30年度新規登録事業者
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3. KRIC登録企業 ③ （平成31年度3月末時点）

163 (株)日進製作所 187 (株)日立プラントサービス関西支店 214 (株)メディパルホールディングス

164 日水製薬(株) 188 (株)ファイセル 215 (有)森田製針所

165 ニッセイ・キャピタル(株) 189 (株)ファルコバイオシステムズ 216 ヤヱガキ醗酵技研(株)

166 (有)日双工業 190 (株)ブイテックス 217 八洲薬品(株)

167 新田ゼラチン(株) 191 深江化成(株) 218 山科精器(株)

168 ニッタモールド(株) 192 福島工業(株) 219 ヤマト運輸(株)

169 (株)日本医化器械製作所 193 不二化学薬品(株) 220 ヤマト科学(株)

170 日本エレクトロセンサリデバイス(株) 194 冨士ベークライト(株) 221 ヤマトグローバルエキスプレス(株)

171 日本革新創薬(株) 195 フジモリ産業(株) 222 ヤマトロジスティクス(株)

172 日本空調サービス(株) 196 二九精密機械工業(株) 223 (株)山本電機製作所

173 日本毛織(株) 197 (株)ブラスト 224 ユニチカ(株)

174 (株)日本触媒 198 (株)プラズマイオンアシスト 225 吉川化成(株)

175 日本ゼオン(株) 199 ブルックス・ジャパン(株) 226 淀川ヒューテック(株)

176 日本チャールス・リバー(株) 200 HOYA(株) 227 淀川プレシジョン(株)

177 日本通運(株) 201 (株)マイオリッジ 228 (株)洛匠

178 日本フッソ工業(株) 202 マイクロニクス(株) 229 利昌工業(株)

179 日本ベクトン・ディッキンソン(株) 203 (株)マトリクソーム 230 (株)菱豊フリーズシステムズ

180 日本ポール(株) 204 丸嘉運輸倉庫(株) 231 (株)ワールドインテック

181 バイオ・サイト・キャピタル(株) 205 (株)みずほ銀行 232 (株)ワイ・ドライブ

182 (株)バイオマスター 206 (株)三井住友銀行 233 湧永製薬(株)

183 バイオメディカ・ソリューション(株) 207 三井倉庫ホールディングス(株)

184 林六(株) 208 (株)三菱東京UFJ銀行

185 パレクセル・インターナショナル(株) 209 水戸工業(株)

186 (株)PHG 210 (株)ミルプラトー

※登録企業一覧
http://www.kansai.meti.go.jp/2-4bio/KRIC/tourokuichiran.html

※色付きは、30年度新規登録事業者
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新たにKRICに加入した企業のリーフレット紹介（30年度）
※新規登録企業のうち、リーフレット作成いただいた事業者について掲載

✓当局HPでの掲載や展示会での配布、アカデミア・企業を訪問する際に
活用しており、企業・アカデミアから好評をいただいています。
これまでに、約90社超の企業に作成いただいております。
https://www.kansai.meti.go.jp/2-4bio/KRIC/tourokuichiran.html

✓新規作成・内容更新については、当局までご連絡ください

〇リーフレット紹介（6社）
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※新規登録企業のうち、リーフレット作成いただいた事業者について掲載
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※新規登録企業のうち、リーフレット作成いただいた事業者について掲載
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住所 大阪市中央区大手前1-5-44
電話 06-6966-6163
E-mail kin-bionews@meti.go.jp

近畿経済産業局
バイオ・医療機器技術振興課
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KRIC

https://www.kansai.meti.go.jp/2-4bio/KRIC/gaiyou.html
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