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関西再生医療産業コンソーシアム 概要 http://www.kansai.meti.go.jp/2-4bio/KRIC/gaiyou.html

関西再生医療産業コンソーシアム
（KRIC：Kansai Regenerative medicine Industrial Consortium）

再生医療分野における企業のパートナーシップを促進することにより、関西における
再生医療の実現加速化 と 新産業の創出 を実現するために、2015年8月に設立

(臨床フェーズを見据えている企業)
具体的技術課題はあるが、従来とは異なる分野であるだけに提携相手を
見つけにくい

(再生医療分野への参入を検討する企業)
必要な技術は多様であるが、その情報が十分でないため、特に中小企業等
の参画は容易でない

成長が期待される市場 世界に先駆け法令整備 関西：世界をリードする研究 関西：ユニークな企業群
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情報共有
基礎セミナー

情報共有や人材育成のためのセミナー
市場予測・施策等の最新情報や技術動向の提供、再生医療分野への参入を検討
する企業を対象とした基礎講座等の開催

テーマ別の検討会
プロジェクト支援

企業間マッチング
展示会出展

必要な要素技術に係る体制構築支援
事業拡大のために将来必要となる研究開発テーマにつき、技術課題の解決に向けた
研究開発体制を構築

製品・サービス実現のための企業間連携
・コーディネーターが再生医療分野に参入している企業の具体的ニーズを把握し、必要
なシーズをもつ企業とのアライアンスを促進

・これから参入を目指す中小企業に対し、既に参入済み企業等との出会いの場を提供



KRIC 登録の企業・機関①（2019年7月現在）
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1 iHeartJapan(株) 26 梅田電機(株) 51 (株)幹細胞&デバイス研究所 76 原子燃料工業(株) 101 JFEテクノリサーチ(株)

2 iPSアカデミアジャパン(株) 27 英興(株) 52 (株)北浜製作所 77 CORESCOPE(株) 102 (株)ジェイテックコーポレーション

3 (株)iPSポータル 28 (株)AFIテクノロジー 53 (株)衣川製作所 78 コアフロント(株) 103 (公財)滋賀県産業支援プラザ

4 (株)アクアテック 29 SMC(株) 54 京セラ(株) 79 鴻池運輸(株) 104 シスメックス(株)

5 旭硝子(株) 30 NTN(株) 55 京中貿易(株) 80 (公財)神戸医療産業都市推進機構 105 (有)シバタシステムサービス

6 (株)朝日ラバー 31 NTソリューション(株) 56 (株)京都銀行 81 広陵化学工業(株) 106 柴又運輸(株)

7 味の素コージンバイオ(株) 32 NUProtein(株) 57 (公財)京都高度技術研究所 82 コージンバイオ(株) 107 (株)島津製作所

8 ASTI(株) 33 荏原実業(株) 58 (公財)京都産業21 83 (株)小西金型工学 108 シミックファーマサイエンス(株)

9 (株)ADEKA 34 エフ・シー・アール・アンドバイオ(株) 59 京都信用金庫 84 小林製薬(株) 109 (株)下西製作所

10 アドバンテック(株) 35 エフビーオートメ(株) 60 京都中央信用金庫 85 (一財)材料科学技術振興財団 110 合同会社ジャパンビジネスサービス

11 アライドフロー(株) 36 エンゼルキャピタル(株) 61 (株)京都動物検査センター 86 (公財)堺市産業振興センター 111 Jointevo合同会社

12 アリオテクノ(株) 37 (株)オーガンテクノロジーズ 62 協和化成(株) 87 (株)魁半導体 112 (株)常光

13 (株)アルバック 38 大阪商工会議所 63 NPO法人近畿バイオインダストリー振興会議 88 学校法人佐藤学園OBMリサーチセンター 113 JOHNAN(株)

14 アルバック機工(株) 39 (地独)大阪市立工業研究所 64 (株)ギンレイラボ 89 サラヤ(株) 114 (株)シルバーロイ販売

15 アルバック・クライオ(株) 40 大阪精工(株) 65 Quiny(株) 90 (株)産学連携研究所 115 (公財)新産業創造研究機構

16 アルフレッサ(株) 41 大塚製薬(株) 66 (株)クニムネ 91 (株)サンテツ技研 116 (株)新生銀行

17 (株)池田泉州銀行 42 奥野製薬工業(株) 67 倉敷紡績(株) 92 サントリーグローバルイノベーションセンター(株) 117 (株)新日本科学

18 (株)イシダ 43 小野産業(株) 68 クラスターテクノロジー(株) 93 (株)サンプラテック 118 新日本空調(株)

19 伊藤忠商事(株) 44 (株)オプトイノベーション 69 (株)グランソール免疫研究所 94 (株)サン・フレア 119 (株)新日本テック

20 稲畑産業(株) 45 オリックス(株) 70 (株)グローヴ 95 三宝電機(株) 120 シンフォニアテクノロジー(株)

21 イノコ(株) 46 (国研)科学技術振興機構 71 (株)グロービック 96 (株)CACクロア 121 スキルインフォメーションズ(株)

22 岩谷産業(株) 47 カジックス(株) 72 (株)chromocenter 97 CKD(株) 122 (株)SCREENホールディングス

23 インターリンクジャパン(株) 48 (株)片岡製作所 73 (株)ケイ・アイ・ステイナー 98 (株)シーテックス 123 (株)スズケン

24 ウシオ電機(株) 49 片山化学工業(株) 74 (株)KRI 99 (株)JRC 124 (株)ステップワン

25 (株)ウミヒラ 50 関西エアポート(株) 75 (株)ケー・エー・シー 100 JAC Recruitment 125 ストレックス(株)



KRIC 登録の企業・機関②（2019年7月現在）
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126 (株)住化技術情報センター 151 (株)デジタルデザインサービス 176 日本空調サービス(株) 201 冨士ベークライト(株) 226 ヤマト運輸(株)

127 (株)住化分析センター 152 テック・ワーク(株) 177 日本毛織(株) 202 フジモリ産業(株) 227 ヤマト科学(株)

128 住友化学(株) 153 テルモBCT(株) 178 (株)日本触媒 203 二九精密機械工業(株) 228 ヤマトグローバルエキスプレス(株)

129 住友ベークライト(株) 154 東京理化器械(株) 179 日本ゼオン(株) 204 (株)ブラスト 229 ヤマトロジスティクス(株)

130 (株)生活科学研究所 155 東洋紡(株) 180 日本チャールス・リバー(株) 205 (株)プラズマイオンアシスト 230 (株)山本電機製作所

131 (株)積進 156 (株)東レリサーチセンター 181 日本通運(株) 206 ブルックス・ジャパン(株) 231 ユニチカ(株)

132 積水成型工業(株) 157 東和薬品(株) 182 日本フッソ工業(株) 207 HOYA(株) 232 吉川化成(株)

133 (株)セルート 158 トスレック(株) 183 日本ベクトン・ディッキンソン(株) 208 (株)マイオリッジ 233 淀川ヒューテック(株)

134 (株)セルテクノロジー 159 中山精工(株) 184 日本ポール(株) 209 マイクロニクス(株) 234 淀川プレシジョン(株)

135 大衛(株) 160 ニイガタ(株) 185 パーソルテンプスタッフ(株) 210 (株)マトリクソーム 235 (株)洛匠

136 (株)大同工業所 161 日造精密研磨(株) 186 バイオ・サイト・キャピタル(株) 211 丸嘉運輸倉庫(株) 236 利昌工業(株)

137 大日本印刷(株) 162 (株)ニチリョー 187 バイオタージ・ジャパン(株) 212 (株)みずほ銀行 237 (株)菱豊フリーズシステムズ

138 大日本住友製薬(株) 163 (株)ニッケ・メディカル 188 (株)バイオマスター 213 (株)三井住友銀行 238 (株)ワールドインテック

139 太平化学産業(株) 164 日昌(株) 189 バイオメディカ・ソリューション(株) 214 三井倉庫ホールディングス(株) 239 (株)ワイ・ドライブ

140 大和合成(株) 165 (株)日新 190 林六(株) 215 (株)三菱東京UFJ銀行 240 ワオデザイン(株)

141 高砂電気工業(株) 166 日伸工業(株) 191 パレクセル・インターナショナル(株) 216 水戸工業(株) 241 湧永製薬(株)

142 タカラバイオ(株) 167 (株)日進製作所 192 (株)PHG 217 (株)ミルプラトー 242 和光純薬工業(株)

143 タキゲン製造(株) 168 日水製薬(株) 193 (株)日立プラントサービス関西支店 218 (株)メイベル

144 田辺三菱製薬(株) 169 ニッセイ・キャピタル(株) 194 (株)ファイセル 219 メスキュージェナシス(株)

145 DIC(株) 170 (有)日双工業 195 (株)ファルコバイオシステムズ 220 メディカテック(株)

146 ティーエスアイ(株) 171 新田ゼラチン(株) 196 (株)ブイテックス 221 (株)メディパルホールディングス

147 DSファーマアニマルヘルス(株) 172 ニッタモールド(株) 197 (株)フォトロン 222 (有)森田製針所

148 (株)DFC 173 (株)日本医化器械製作所 198 深江化成(株) 223 ヤヱガキ醗酵技研(株)

149 (株)TBA 174 日本エレクトロセンサリデバイス(株) 199 福島工業(株) 224 八洲薬品(株)

150 (有)デコレ 175 日本革新創薬(株) 200 不二化学薬品(株) 225 山科精器(株)



KRIC参加登録について（登録企業募集中！）250企業・機関（7月現在）

 （A）再生医療分野で事業展開している、もしくは事業展開の目処がたっている
企業で、企業間連携により課題解決を求める企業※

 （B）自社の技術やサービスをコアに(A)企業との連携により再生医療分野で
事業展開を目指す企業※

 （C）再生医療分野における(A)(B)企業の取組をサポートする金融機関、
ファンド、公的産業支援機関

参加登録申請受付中。参加登録は無料です。
当局HPから参加登録申込書をダウンロードし、記入の上、メールにてお申し込み下さい。
URL http://www.kansai.meti.go.jp/2-4bio/KRIC/sankatouroku.html
Mail kin-bionews@meti.go.jp

（留意事項）
・参加要件のいずれにも該当しない企業の参加については、当局に個別にお問い合わせ下さい。
・当局ホームページにおいて登録者名簿を公開します。
・参加登録申込情報は、事業委託先（京都リサーチパーク(株)）と共有します。

近畿経済産業局 地域経済部 バイオ・医療機器技術振興課 TEL：06-6966-6163

参加要件

※ ・法人格を有する企業が対象となります。
・関西に本社、支社、営業所の拠点等を有し、関西において事業展開をしている（予定含）ことが必要です。

登録方法

問合せ
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KRIC マッチングの仕組み
ニーズ記入用紙にニーズを記載

事務局へメールで送付

ニーズの開示にあたって
社名の提示可否

提示する 提示しない

事務局又はコーディネータが
ニーズをもとに適切な企業を

個別に提案します
※場合によっては事前にコーディネータが
ヒアリングを行います。

※ニーズによっては適切な企業を紹介でき
ない場合もあります。

※コーディネータが適切な企業を探索する
過程においては、ニーズ提供元の社名を
開示する場合があります

KRIC登録企業に
メーリングリストを通じて
社名及びニーズを開示します

KRIC登録企業に
メーリングリストを通じて
社名を伏せた上でニーズを

開示します

企業に募集をかける

提案内容をフィードバック
→面談希望企業の選定

初回面談のセッティング
※以降、進捗について適宜フォローを行います

マッチング企業の提案
→面談の判断

※本フローはあくまでも基本の流れです。各企業の要望に応じてアレンジも可能ですので、まずは事務局にご相談下さい。

クローズ型オープン型

※不開示を希望する企業がある場合は、配信先から除外も可能

クローズド マッチングオープン マッチング



KRIC 活動状況① マッチング、展示会出展

■マッチング
登録企業に対して、コーディネータがニーズ・シーズヒアリングを実施。
・クローズ型：ヒアリングにより、得られたニーズから個別マッチングを実施。
・オープン型（ビジネスマッチング）：ヒアリングにより、得られたニーズから特定企業向けのオープンマッチングを実施。

 成果例
マッチング支援活動の中から、製薬メーカー等からの
ニーズを基に商品化。
○「バリのない遠沈管ラック」（テック・ワーク㈱）
○「細胞移植用ガラスキャピラリー」（英興㈱）
○「軟骨細断装置」（㈲シバタシステムサービス） など

■展示会への出展
 第２回再生医療産業化展（メディカルJAPAN大阪2016内）

会期／平成28年2月24日～26日
会場／インテックス大阪 KRICブース（3号館 「10-5」）
1）活動紹介 2）登録企業(44社)紹介リーフレット配布
3）登録企業(6社)の製品展示

①積水成型工業㈱、②㈱セルート、③ブルックス・ジャパン㈱
④ストレックス㈱、⑤マイクロニクス㈱、⑥㈱ブラスト

 第15回日本再生医療学会総会
会期／平成28年3月17日～19日
会場／大阪国際会議場 KRICブース
１）活動紹介 ２）登録企業紹介リーフレット配布

＜第2回 再生医療産業化展＞

＜第15回 日本再生医療学会総会＞

＜ユーザーニーズをもとに新たに開発された遠沈管ラック＞

クローズ型オープン型

（１）企業間連携支援
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KRIC 活動状況② 展示会出展

 再生医療JAPAN2016（BioJAPAN2016と併催）（平成28年10月12日～14日）
○ KRIC登録企業(10社)の製品展示

①アルバック機工㈱、②岩谷産業㈱、③㈱グランソール免疫研究所、④原子燃料工業㈱、 ⑤テック・ワーク㈱
⑥シンフォニアテクノロジー㈱、⑦高砂電気工業㈱、⑤シミックファーマサイエンス㈱、⑨新田ゼラチン㈱、
⑩二九精密機械工業㈱

＜KRICブースの様子＞
 第3回 再生医療産業化展（メディカルJAPAN2017大阪内）（平成29年2月15日～17日）

○ KRIC登録企業の展示(13社)
①積水成型工業㈱、②㈱ブラスト、③㈱ギンレイラボ、④ブルックス・ジャパン㈱、⑤テック・ワーク㈱、
⑥水戸工業㈱ ⑦住友ベークライト㈱、⑧アルバック機工㈱、⑨原子燃料工業㈱、⑩テンプスタッフ㈱、
⑪㈱住化分析センター⑫JFEテクノリサーチ㈱、⑬(一財)材料科学技術振興財団

 第4回 再生医療産業化展（メディカルJAPAN2018大阪内）（平成30年2月21日～23日）
○ KRIC登録企業の展示(12社)

①旭硝子㈱、②エフ・シー・アール・アンド バイオ㈱ブラスト、③エフビーオートメ㈱、④片山化学工業㈱、
⑤㈱北浜製作所、⑥㈱小西金型工学、⑦三宝電機㈱、⑧㈱大同工業所、⑨㈱マトリクソーム、
⑩㈱東レリサーチセンター、⑪㈱柴又運輸、⑫㈱メイベル

＜KRICブースの様子＞

＜KRICブースの様子＞ 7

展示会において、①KRIC活動紹介、②KRIC登録企業紹介リーフレットの配布、③KRIC登録
企業の展示を実施

 第5回 再生医療産業化展（平成31年2月20日～22日）
○ KRIC登録企業の展示(10社)

①エフ・シー・アール・アンドバイオ(株)、②片山化学工業(株)、③(株)幹細胞＆デバイス研究所
④シミックファーマサイエンス(株)、⑤(株)新日本科学、⑥(株)住化分析センター
⑦(株)生活科学研究所、⑧DIC(株)、⑨(株)東レリサーチセンター、⑩新田ゼラチン(株）

○企業セミナーにて、3社が技術・製品紹介
片山化学工業(株)、(株)新日本科学、DIC(株)



KRIC 活動状況③ ネットワーキング等
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■ネットワーキング
 第1回 ネットワーキングイベント（2017年2月3日 参加者／約83名）

KRICネットワーキングイベントとして登録企業間の交流会を実施（基礎セミナーと同時開催）
○KRIC登録企業12社によるプレゼン及び18社によるポスター展示を交えた交流会を実施

 第2回 ネットワーキングイベント（2018年1月30日 参加者／約120名）

第2回KRICネットワーキングイベントとして神戸市、先端医療振興財団と共催 （基礎セミナーと同時開催）
○KRIC登録企業及び神戸推薦企業12社によるプレゼン及びポスター展示を交えた交流会を実施

 第3回 ネットワーキングイベント（2019年1月9日 参加者／約100名）

○アカデミア、企業から再生医療トピックを講演
「次世代オルガノイド医療の展望」

東京医科歯科大学 武部貴則 教授
「異業種からの医療機器分野参入-再生医療への展開-」

グンゼ株式会社 QOL研究所 山内康治 室長

○KRIC登録企業によるピッチプレゼン（12社）、ポスターセッション（14社）

■リーフレット作成
各出展者の製品や強みが分かるリーフレットを作成、HPに掲載

＜KRIC登録企業紹介リーフレット＞

http://www.kansai.meti.go.jp/2-4bio/KRIC/tourokuichiran.html



KRIC 活動状況③ ネットワーキング等
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■ネットワーキング
 第1回 ネットワーキングイベント（2017年2月3日 参加者／約83名）

KRICネットワーキングイベントとして登録企業間の交流会を実施（基礎セミナーと同時開催）
○KRIC登録企業12社によるプレゼン及び18社によるポスター展示を交えた交流会を実施

 第2回 ネットワーキングイベント（2018年1月30日 参加者／約120名）

第2回KRICネットワーキングイベントとして神戸市、先端医療振興財団と共催 （基礎セミナーと同時開催）
○KRIC登録企業及び神戸推薦企業12社によるプレゼン及びポスター展示を交えた交流会を実施

 第3回 ネットワーキングイベント（2019年1月9日 参加者／約100名）

○アカデミア、企業から再生医療トピックを講演
「次世代オルガノイド医療の展望」 東京医科歯科大学 武部貴則 教授
「異業種からの医療機器分野参入-再生医療への展開-」 グンゼ株式会社 QOL研究所 山内康治 室長

○KRIC登録企業によるピッチプレゼン（12社）、ポスターセッション（14社）

■リーフレット作成
各出展者の製品や強みが分かるリーフレットを作成、HPに掲載

＜KRIC登録企業紹介リーフレット＞

http://www.kansai.meti.go.jp/2-4bio/KRIC/tourokuichiran.html

■「産から学へのプレゼンテーション」（4社）※JSTとの連携開催
企業がもつシーズを関西の大学関係者へプレゼンし、大学との共同研究のきっかけを提供
(株)グローブ、(株)常光、小林製薬(株)、(株)iPSポータル



KRIC 活動状況④ テーマ別勉強会

■テーマ別勉強会
少人数制でアカデミアと議論・意見交換ができる“場” の提供。

・ 第1回（2016年3月11日 15:00～17:40 参加企業数：13社）
テーマ：「効率化・コスト」
参加アカデミア：関西大学 化学生命工学部 平野 義明 氏

同志社大学 生命医科学部 吉川 研一 氏

・ 第2回（2016年3月25日 15:00～17:40 参加企業数：19社）
テーマ：「凍結・保存」
参加アカデミア：関西大学 化学生命工学部 河原 秀久 氏

明治大学 農学部 長嶋 比呂志 氏

・ 第3回（2016年7月11日 17:30～19:30 参加企業数：17社）
テーマ：「輸送」
参加アカデミア：京都大学大学院 医学研究科 青山 朋樹 氏

東京工業大学 環境・社会理工学院 仙石 慎太郎 氏

・ 第4回（2016年9月27日 16:00～18:00 参加企業数：16社）
テーマ：「診断・評価」
参加アカデミア：京都大学 再生医科学研究所 田畑 泰彦 氏

大阪大学大学院 医学系研究科・感染症免疫学講座/免疫細胞生物学 石井 優 氏

・ 第5回（2016年12月13日 16:00～18:00 参加企業数：13社）
テーマ：「元気な骨格筋組織の構築」
参加アカデミア：大阪工業大学 大学工学部生命工学部 生物プロセス工学研究室 長森 英二 氏

＜第1回勉強会＞

＜第2回勉強会＞

＜第3回勉強会＞

＜第5回勉強会＞

（２）支援体制構築
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KRIC 活動状況⑤ 「動物実験代替法」検討会
■検討会
開催目的
・ 再生医療関連技術の創薬等への応用の考え方を理解するとともに、動物実験代替システムの実用化に向け

ての現状課題を整理し、把握する。
・ アカデミア等からの研究課題をもとに、参加企業とアカデミア等とのマッチングの促進を図り、 早期の実用化に

貢献する。

 キックオフセミナー （平成29年8月31日）参加者：131名
細胞組織評価デバイスの国内外動向、産業化に向けた課題と必要な要素技術
創薬応用ニーズ、規格化
産業技術総合研究所 藤田 聡史 氏
産業技術総合研究所 杉浦 慎治 氏
医薬品食品衛生研究所 石田 誠一 氏

 第1回 検討会「流路等デバイス」 （平成29年10月30日）参加者：74名
技術開発、骨髄機能の再現、マイクロ・ナノ光学技術、ES/iPS細胞を利用した代替法開発
京都大学 鳥澤 勇介 氏、 京都大学 亀井 謙一郎 氏
住友化学(株) 斎藤 幸一 氏

 第2回 検討会「細胞」 （平成29年11月15日）参加者：64名
臓器モデル開発状況、細胞規格、iPS細胞の創薬利用
大阪大学 松崎 典弥 氏、 産業技術総合研究所 伊藤 弓弦 氏
(株)LSIメディエンス 井上 祐章 氏

 第3回 検討会「計測・検出」 （平成29年11月28日）参加者：65名
分子解析デバイス、ラマン分光イメージング、細胞組織の機能性評価
大阪大学 民谷 栄一 氏、 大阪大学 藤田 克昌 氏
パナソニック(株) 下野 健 氏 11



KRIC 活動状況⑤ 「動物実験代替法」検討会
 第4回 検討会 「企業ニーズ、課題」

（平成30年8月30日）

新規化合物のヒト体内動態予測の現状と課題
新規化合物のヒト体内動態予測、人体組織デバイスの海外での先行事例、化粧品業界におけるニーズ

東京大学 楠原 洋之氏、 幹細胞評価基盤技術研究組合 赤羽 隆文 氏
岐阜薬科大学 井上 紳太郎 氏
企業発表：(株)ブラスト、(株)ジェイテックコーポレーション

 第5回 検討会 「レギュレーション」
（平成30年10月3日）

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について
細胞加工製品の造腫瘍性の評価法、国際標準化の動向、安全性評価試験法

国立医薬品食品衛生研究所 佐藤 陽治氏、 産業技術総合研究所 伊藤 弓弦 氏
国立医薬品食品衛生研究所 小島 肇氏
企業発表：倉敷紡績(株)、②(株)ワールドインテック

 第6回 検討会 「臓器(腎臓、小腸、血液脳関門 etc.」
（平成30年12月14日）

臓器モデルの現状と今後
3次元腎臓オルガノイド、小腸モデル、中枢創薬においてヒト血液脳関門モデル

理化学研究所 高里 実 氏、 名古屋市立大学 松永 民秀 氏
千葉大学大学院 降幡 知巳 氏
企業発表：①(株)chromocenter、②(株)マトリクソーム
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KRIC 活動状況⑥ 「国際輸送」検討会

 第1回 「国際輸送」検討会 （平成29年8月24日） 参加者／69名
物流業者から見た国際輸送時のポイント、再生医療等製品「ジェイス」の過去の輸送
実証実験や台湾への寄附案件を事例発表

講演企業：
(株)セルート 阿部 和巳 氏、 (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 森 由紀夫 氏

 第2回 「国際輸送」検討会 （平成29年10月18日） 参加者／45名
医薬品の適正流通基準「GDP(Good Distribution Practice)」の概要解説、
関西空港における航空輸送の実際
※制限区域内の医薬品専用定温庫「KIX-Medica」の視察
講演企業：
(株)ワールド・クウリアー 山越 悠己 氏、桒原 史成 氏、伊豆 徹生 氏
関西エアポート(株) 辻 亮太 氏

 第3回 「国際輸送」検討会 （平成30年1月23日） 参加者／47名
再生医療等製品の保存・輸送の現状と課題、
iPS細胞由来心筋シートの海外輸送事例発表 など
講演企業：
クオリプス(株) 齋藤 充弘 氏、 (株)サンプラテック 川崎 拓哉 氏

✓ 「成果発表会」 （平成31年2月1日(金） 参加者／48名
検討会から生じたプロジェクトチームによる国際輸送のアプローチ検討状況について、成果報告を実施
講演企業：
玉井化成(株)、 SPLine(株)※メディパルホールディングスのグループ会社、 京都大学 青山朋樹 教授
三菱倉庫(株) 、（公財）新産業創造研究機構

開催目的
・企業が将来的に海外市場に向けて再生医療等製品・サービスを定常的に供給することを想定し、国際輸送の
現状に対する理解を深めるとともに、課題の抽出・整理を行う。
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■KRICフォーラム
 第1回 KRICフォーラム（キックオフフォーラム）（2015年8月25日 14:00～16:00 参加者／約140名）

基調講演 「再生医療の進展に向けて、産業界に期待すること」
（日本再生医療学会 理事長・大阪大学大学院医学系研究科長 澤 芳樹 氏）

講演 「再生医療分野における取組みと企業間連携」
((株)資生堂 ライフサイエンスセンター 再生医療開発室長 岸本 治郎 氏）

 第2回 KRICフォーラム 「～再生医療の実現加速化に必要なこと～」（2016年6月10日 13:00～15:30 参加者／約130名）

基調講演「細胞を用いた心臓移植を代替する次世代医療の実現とその実用化」
（京都大学iPS細胞研究所 教授 山下 潤 氏）

講演 「再生医療の産業化とKRICとの連携への期待」
（(一社)再生医療イノベーションフォーラム(FIRM)運営委員長 横川 拓哉 氏）

パネルディスカッション 「再生医療の実現加速化に必要なこと」
京都大学 田畑氏、京都大学 山下氏、大日本住友製薬㈱ 土田室長、 ㈱ｼﾞｪｲﾃｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 津村社長、
FIRM 横川氏、近畿経済局吉野部長

 第3回 KRICフォーラム 「オープンイノベーションが拓く再生医療の実用化」（2017年7月31日 14:00～17:00 参加者／約130名）

基調講演「ビッグデータの活用による医療の未来」（京都大学大学院医学研究科 教授 奥野 恭史氏）

講演 「T-CiRA :Takeda-CiRA Joint Program for iPS Cell Applications –”Death Valley”の克服を目指す新たな産学連携の試み--」
（武田薬品工業(株) 再生医療ユニット グローバルヘッド 出雲 正剛 氏）

講演 「黒字化までの道のりとパートナーシップの重要性」 ((株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング執行役員 森 由紀夫 氏）

講演 「産学連携によるバイオ3Dプリンターを用いた細胞製品の開発」 ((株)サイフューズ 取締役 秋枝 静香 氏）

＜キックオフフォーラム＞

KRIC 活動状況⑦ KRICフォーラム
（３）情報共有や人材育成のためのセミナー
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 第4回 KRICフォーラム（2019年8月3日 13:30～17:30 参加者／約140名）

○基調講演 「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）

○企業講演 「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) 代表取締役会長 窪田規一 氏）

〇 オープンイノベーションマッチング
企業によるニーズ発表
（SPLine(株)、サンプラテック(株)、東和薬品(株)、新田ゼラチン(株)、(株)ワンビシアーカイブズ）

KRIC 活動状況⑦ KRICフォーラム、分野別会議
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■再生医療分野に取り組む自治体・支援機関を集めた全国会議
 グローバル・ネットワーク協議会 再生医療分野 支援人材ネットワーク構築会議

主に再生医療分野に携わるプロジェクトのプロジェクトマネージャー(PM)、コーディネーター(CD)、
管理機関スタッフ等が集まり、再生医療分野の最新動向を把握し、プロジェクトの課題を明らかにし
共有化することで解決策を探り、プロジェクト推進にかかわるスキルの向上とビジネスモデルの強化を
目指しており、将来的な連携あるいは協力関係を築くきっかけとなることが狙い。

第1回：平成29年1月 ＠神戸市医療産業都市
第2回：平成30年2月 ＠川崎市殿町
第3回：平成31年2月 @大阪市中之島



KRIC 活動状況⑧ 基礎セミナー
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1 2015年12月16日 「再生医療分野における法規制とビジネスとしての対応」

○「再生医療等の安全性の確保等に関する法律について」
厚生労働省近畿厚生局 健康福祉部医事課 再生医療等推進専門官 笹井 雅夫 氏

○「再生医療等製品の製造販売に関する規制と薬事戦略相談の活用について」
(独)医薬品医療機器総合機構 関西支部 相談課長 平田 雅一 氏

○「再生医療分野でのビジネスと法規制対応のコツ」
NPO医工連携推進機構 客員研究員 吉川 典子 氏

「先行事例に学ぶ中堅・中小企業の再生医療分野参入」

○「中小企業のイノベーション～新分野への参入について～」
同志社大学ビジネス研究科 教授 北 寿郎 氏

○事例1「要素技術を活用した再生医療分野への新展開」
澁谷工業(株) 常務取締役 澁谷 英利 氏

○事例2「iPS細胞ライブ輸送デバイスと定温輸送BOXの開発」
(株)サンプラテック 企画開発部 部長代理 森 正樹 氏

「投資家目線で見た再生医療市場の可能性と課題」

○「再生・細胞医療ビジネスの課題と投資」
みずほ証券(株) エクイティ調査部 シニアアナリスト 野村 広之進 氏

○「ベンチャーキャピタルからみた再生医療の可能性と課題」
(合)SARR 代表執行役員 松田 一敬 氏

「ベンチャー企業経営者に聞く再生医療」

○「心臓移植を代替し得る次世代医療を開発する」
iHeart Japan(株) 代表取締役社長 角田 健治 氏

○「世界初！マイクロ流路チップ型セルソーターの開発」
(株)オンチップ・バイオテクノロジーズ 代表取締役 小林 雅之 氏

2 2016年1月28日

3 2016年9月9日

4 2016年11月24日



KRIC 活動状況⑨ 基礎セミナー
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5 2017年2月3日 KRICネットワーキングイベントとして、セミナーと登録企業間の交流会を実施

○ 「再生医療市場の現状と中小企業の参入戦略」
(株)NTTデータ経営研究所 アソシエイトパートナー 事業戦略コンサルティングユニット 三治 信一朗 氏

○ KRIC登録企業12社によるプレゼン及び18社によるポスター展示

近畿大学医学部附属病院再生医療部との連携により、普段企業が目にすること
ができない現場を体験する少人数制のオープンラボセミナーの開催

○「再生医療の現状と課題」
近畿大学医学部附属病院高度先端創業医療センター 再生医療部 医学部講師 寺村岳士 氏

○「再生医療産業への新規参入と企業から見たﾊｰﾄﾞﾙ」
ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株) 新事業企画部 ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ事業部室長 鈴木孝一氏

「動物の現場から知る再生医療」

○「動物の再生医療の実際」
日本獣医再生医療学会 会長/岸上獣医科病院 院長 岸上 義弘 氏

○「再生医療の臨床展開～獣医療分野におけるJ-ARMシステムと細胞治療の提供体制」
(株)J-ARM 相談役 岡田 邦彦 氏

第2回KRICネットワーキングイベントとして神戸市、先端医療振興財団との共催

○「再生医療に対するイメージを変えてみませんか -再生医療分野ビジネス参入のために-」
京都大学 ウイルス・再生医科学研究所 生体材料学分野 田畑 泰彦 教授

○「多能性幹細胞増殖制御培養液の開発 ～食品研究から再生医療周辺事業へ～」
(株)ブルボン 健康科学研究所 先端健康科学研究室 室長 横山 忠幸 氏

○「DNP技術の再生医療周辺分野への応用」
大日本印刷(株) 研究開発センターコンバーティング技術研究開発本部 部長 土屋 勝則 氏

〇その他、企業プレゼン（12社）やポスター展示を交えた交流会を実施

6 2017年2月10日

7 2017年9月15日

8 2018年1月30日



KRIC 活動状況⑨ 基礎セミナー
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９2019年1月16日、21日

（第1回）
ー 「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-」

京都大学 ウイルス・再生医科学研究所 生体材料学分野 田畑 泰彦 教授

ー 「細胞製造における考え方」
大阪大学 大学院工学研究科 生命先端工学専攻 紀ノ岡 正博 教授

ー 「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-」
京都大学 ウイルス・再生医科学研究所 再生免疫学分野 河本 宏 教授

（第2回）
ー 「骨髄間葉系細胞の生体内における役割と難病治療への応用」

大阪大学 大学院医学系研究科 再生誘導医学寄附講座 玉井 克人 教授

ー 「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」
名古屋大学 大学院工学研究科 生命分子工学専攻 馬場 嘉信 教授

ー 「再生医療のナショナルコンソーシアムの構築と課題」
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 岡田 潔 氏

「分かりやすい解説講座」を2日間にわたって開催



KRIC これまでの成果

情報共有
展示会出展

テーマ別の
検討会

プロジェクト
支援

企業間
マッチング

・5回のテーマ別勉強会を通じたニーズ探索
・動物実験代替法検討会 9回／国際輸送検討会 4回の開催
・検討会を通じて複数プロジェクトの組成

・KRICフォーラム、基礎セミナー等 11回開催 （参加者 延べ836名）
・学会や業界展示会へのブース出展 6回 （出展社 延べ51社）

メンバー
交流

・参加機関 96機関（2015年度末）→ 250機関（2019年7月）
・参加者間のネットワーキング会合 3回開催、36社がプレゼン、ポスター展示
・リーフレット作成、HPで公開 98機関
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製品化
4 件

試作品開発
13 件＋α

進展案件
60 件

面談件数
110 件

相談件数
194 件



2019年度のKRICの活動①

（2019年 7月 29日(月) 13:30～17:40 @京都リサーチパーク）
〇 講演

慶應義塾大学 大学院 医学研究科委員長 医学部生理学教室 教授 岡野栄之 氏
(株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 執行役員 研究開発本部長／研究開発部長 井家益和 氏
アンジェス(株) 代表取締役 山田英 氏

〇 KRIC企業による技術紹介ピッチプレゼン（11社）
iHeart Japan(株)、Quiny(株)、(株)グロービック、(株)魁半導体、 (合)ジャパンビジネスサービス
新田ゼラチン(株)、バイオタージ･ジャパン(株)、(株)ファイセル、(株)フォトロン、マイクロニクス(株)、
水戸工業 (株)

KRICフォーラム
情報共有、基礎セミナー
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（2019年 10月～ 京都、大阪で開催予定）
〇 再生医療分野に新規参入するにあたり必要な知識を習得できる基礎的なセミナーを、関西の支援機関と

連携して共同で開催。

10月7日 京都リサーチパーク 「再生医療、レギュレーション、AI・ロボット それぞれの基礎」（講師調整中）
10月30日 京都産業21 「再生医療・創薬分野におけるAI・ロボットの活用について」（講師調整中）
11月 （調整中）

基礎セミナー



テーマ別の検討会

✓ ①動物実験代替法
〇第7回 「マイクロ流路及びその周辺技術」 2019年 8月 6日 @京都リサーチパーク

京都大学 亀井 謙一郎 氏、 産総研 髙山 祐三 氏、 東京大学 池内 真志 氏
企業発表：(株)ブラスト、(株)朝日ラバー 他

〇第8回 「細胞培養及びその周辺技術」 2019年10月18日 @医療イノベーション推進センター

理化学研究所 高里 実 氏
企業発表：募集中

〇第9回 「センシング、その他」 2019年12月頃

〇「アップデート報告会」 2019年11月頃を予定
・アカデミアより最新の情報を講演いただく

✓ ②国際輸送
「成果発表会」 2020年 2月頃
検討会から生じたプロジェクトチームによる国際輸送のアプローチ検討状況について、成果報告を実施

検討会

2019年度のKRICの活動②
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（2020年2月26-28日 @インテックス大阪）

〇 KRICブースでの合同出展（10社程度）
〇 企業セミナーにて、技術・製品紹介（数社）

展示会出展

22

＜出展ブース(イメージ）＞

第6回 再生医療産業化展

2019年度のKRICの活動③

（2020年 1-2月頃 @かながわサイエンスパーク）
かながわ再生・細胞医療産業化ネットワーク（RINK）と連携して、RINK FESTIVALでの
KRIC企業プレゼン等を予定

企業間交流イベント

製品、技術紹介の場



（随時募集）
〇 企業間連携により課題解決、新商品開発に取り組むグループをコーディネーターが伴走支援

プロジェクト支援
コーディネーターによる支援

2019年度のKRICの活動④

産学連携したいアカデミアによる研究内容や連携希望内容の講演を通じ、企業との共同プロジェクトの
創出を図る。各回20名程度の少人数制を予定。

〇 ファシリテーター 京都大学 田畑泰彦 先生
〇 アカデミアの先生方
・ 10/2   京都大学 升本英利 先生 「Tissue engineeringと細胞移植を用いた患者まで届ける再生治療」
・ 10/10 北海道大学 原島秀吉 先生 「遺伝子導入DDS技術」
・ 10/28 大阪大学 玉井克人 先生 「生体内幹細胞誘導再生医療」

プロジェクト創出活動
プロジェクト創出プログラム
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自家移植
他家移植

ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
（角膜、表皮、軟骨）
テルモ、セルシード
（心筋細胞シート）
ヘリオス
（iPS細胞由来 網膜細胞シート）
メディネット、テラ
（がん免疫）

①培地 （細胞の培養環境）
②試薬等 （足場、増殖因子、プラスミド等)
③培養容器（細胞培養時に用いる容器）

消耗品類（細胞培養のための試薬等）

iPS細胞 心筋細胞 心筋細胞を配置した
医薬品評価システム

（医薬品を心筋細胞に作用させ、反応を測定）

関連産業とバリューチェーンのイメージ

再生医療製品・サービス
における先進企業

創薬応用
医薬品評価システム・装置
（医薬候補の安全性評価）

サポーティング・
インダストリー

搬 送

遺伝子導入

培 養

組織形成

搬 送

再生医療

24

再生医療は、様々な関連産業が支えており、我が国が強みとするものづくり技術を
活かすことが期待される。

①設計、施工
②保守、メンテナンス

細胞加工施設
（セルプロセッシングセンタ－）
（無菌性を担保した専用設備）

培養した細胞・組織の輸送

①フローサイトメーター
（細胞表面情報等を分析）
②画像解析装置
（画像解析による品質評価）

輸送サービス

①インキュベータ
（細胞培養時の温度保持）

②自動培養装置
（細胞を自動培養）

細胞培養機器（細胞の調製、加工に利用）

細胞評価機器
（調製・加工した細胞の品質検査）

採 取
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