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つながりを、未来を拓く力に

財団法人先端医療振興財団設立から20年。

当初、広い敷地にたった1棟、キメックセンタービルが建っていた

ポートアイランドには、今や370もの企業・団体が集積する

日本最大級のバイオメディカルクラスターへと発展しました。

関係者の情熱と協調、神戸市や国のご支援、

そして職員一人ひとりの尽力がなければ

今日の神戸医療産業都市は実現し得なかったことでしょう。

本誌は、神戸医療産業都市推進機構設立20周年を記念し

過去・現在・未来をわかりやすく解説することで、

当機構に関わるすべての人びとのつながりを醸成したいと願い

発刊するものです。

つながりを未来を拓く力として、

関係者とともに職員一同が力を合わせ

神戸医療産業都市のさらなる発展のために歩んでいきたいと思います。

2021年3月
公益財団法人神戸医療産業都市推進機構

理事長 本庶  佑

記念誌発刊のご挨拶
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神戸医療産業都市推進機構
公益財団法人

2

20th Anniversary　01

記
念
誌
発
刊
の
ご
挨
拶

00　Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe



研究開発や事業化を加速する
バイオメディカルクラスターの
先導役として

2000（平成12）年3月に神戸医療産業都市構想の推進母体として設立された

神戸医療産業都市推進機構（旧・先端医療振興財団）。

私たちは設立以来、産学官医の連携・融合を促進するとともに

先端医療の臨床研究や次世代医療システムの構築などに取り組み続け、

「革新的医療技術の創出」と「医療関連産業のクラスター形成」に

寄与してきました。

これまでも、そして、これからも。

私たちは先端医療の実現や産業化を

力強く推進することで

イノベーションを創出し

神戸医療産業都市の充実・発展に貢献します。

私たち神戸医療産業都市推進機構の使命
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M E S S A G E

HONJO, Tasuku
President
Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe

甚大な被害をもたらした阪神・淡路大震災の3年後、神戸を

どのようにして復興させていくかということで1998年に医療

産業都市の検討がはじまり、井村裕夫先生を中心とする懇談

会が立ち上がりました。2000年には当機構の前身である先端

医療振興財団が発足するなど、医療産業都市を実現するため

のプロジェクトが、驚くべき速さで進められたのです。

それから20年、現在では370の企業や団体が集まり、約1万

2000名もの人びとが働くバイオメディカルクラスターに育って

います。これはまさに先見性のある全体計画が懇談会から

示され、当時の笹山幸俊神戸市長がその構想をしっかりと

受け止めて、このプロジェクトを育ててくださったからに他なり

ません。この間、神戸の政財界ならびに市民の皆さまには大き

な支援をいただき大変感謝しています。我 も々機会があるごとに、

活動をなるべくわかりやすく説明しご理解いただくことで、

当機構の継続的な発展につなげていきたいと考えています。

当機構としては、臨床試験を推進してアカデミアのシーズを

世界に還元するということが一つの大きなテーマです。

20年の積み重ねのなかで、非常に苦労をしながらも日本発、

アカデミア発でマーケットに出るものが生まれてきました。

再生医療もその一つですが、アジア初となるノバルティス

ファーマのCAR-T細胞療法「キムリア®」市販用製造の受託は、

当機構の技術水準や信頼性の高さを内外に示していると言っ

てもいいでしょう。

我々は2018年に、先端医療振興財団から神戸医療産業都市

推進機構へと名称を変更し、医療産業都市に集まる専門家集

団のさらなる連携や統合の強化を図るための組織改革を行い

ました。その一つの象徴的な出来事として、ロボティクスでは、

川崎重工業とシスメックスという異業種が手を結んで設立した

メディカロイドの手術支援ロボット「hinotori™サージカル

ロボットシステム」や自動PCR検査ロボットシステムなどの

開発で成果を出しています。今後は理化学研究所「富岳」の

シミュレーションという力も活用しながら、ぜひ新たな産業を

生み出していきたいと考えています。

医薬品開発に関しても当然期待しているのですが、これには

なかなか時間がかかります。いくつか治験に入ろうかという

候補もありますので、また次の10年、新しい成果が出てくる、

そのシーズが生まれてきているということは実感しています。

2021年度には、京コンピュータ前（計算科学センター）駅と

つながるクリエイティブラボ神戸のなかに新たな研究施設「次

世代医療開発センター」　　ができます。このセンターの特

徴はオープンラボということで、いろんな企業や研究機関に入っ

ていただいて、我々の研究機関との共同研究がしやすい仕組

みになっています。また、機構内外の研究者が利用できる共用

機器室、動物実験飼育施設を整備するとともに、当機構の本

部機能もこちらに移すことで、研究開発をより統合的に進めて

いける環境にしていきます。さらに、我々の研究チームでは、新

たに感染症を対象とした研究部門を立ち上げて強化し、現在あ

る免疫・老化・血液がん、といった部門を集約して医療に近い

分野でさらに研究を発展させていきたいと考えています。

職員の皆さんには、自分の役割と機構全体とのつながりを

理解していただきたいと思います。今後は、職員がより一体感

を得られ、自分の責務がわかりやすい組織へと変えていく必要

があると思っています。また、当機構内ではどちらかというと

研究開発の仕事に注目が集まりやすいのですが、事務部門の

人たちの貢献というのも非常に重要です。職員の皆さんにとって、

風通しのよい、生きがいを感じられる環境づくりにも取り組んで

いきたいと考えています。

専門家集団を連携・統合し
新たな産業が生み出せる組織づくりを目指す

継続性のある、さらなる発展を
震災後の神戸に医療を中心とする産業の集積を目指した、神戸医療産業都市。

設立20年を迎え日本最大級の医療拠点に成長した今、

本庶理事長が機構の目指すべき未来像について語った。

本
庶
佑
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受賞・栄誉

1981年 野口英世記念医学賞
1982年 朝日賞
1985年 ベルツ賞
1988年 武田医学賞
1996年 日本学士院恩賜賞・日本学士院賞
2000年 文化功労者
2012年 ロベルト・コッホ賞
2013年 文化勲章
2014年 唐奨
2016年 慶應医学賞
2017年 ウォーレン・アルパート財団賞
2018年 ノーベル生理学・医学賞 

1966年に京都大学医学部卒業後、京都大学大学院医学研
究科修了。その後、米国カーネギー研究所発生学部門客員
研究員、米国NIH(NICHD 分子遺伝学研究室)客員研究員、
東京大学医学部助手(栄養学教室)を経て1975年に京都大
学にて医学博士学位取得。その後、大阪大学医学部教授(遺
伝学教室)、京都大学医学部教授(医化学教室)、京都大学大
学院医学研究科教授(分子生物学)、京都大学大学院医学研
究科長・医学部長などを歴任。2006年より内閣府総合科学
技術会議議員、2012年より静岡県公立大学法人理事長など
を歴任後、2015年に先端医療振興財団(現 神戸医療産業都
市推進機構)理事長に就任。

2017年には京都大学高等研究院特別教授に就任、翌2018

年に同研究院副院長/特別教授に就任。2020年より京都大
学がん免疫総合研究センター長に就任。

Profile

P.78
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HISAMOTO, Kizo
Mayor of Kobe

M E S S A G E

久
元
喜
造

神
戸
市
長

1995年に発生した阪神・淡路大震災は神戸の街に甚大

な被害をもたらし、戦前から続く「ものづくりの地」は深刻な

ダメージを受けました。街と経済をゼロから立て直すために、

新しい産業を生み出す原動力として神戸市が力を入れて

きたのが、神戸医療産業都市構想です。「必ず成長すると

確信して取り組んできた」という矢田前市長の言葉とともに

私が神戸市長としてバトンを引き継いだ2013年には、すで

に神戸経済を牽引する大きな存在となっていました。

長い歴史の中で考えても、神戸にとって「医療」は新しい

産業です。しかし、長年この地で培われてきたものづくりの

技術やノウハウは、医療分野においても十分に活かされ、

多くの成果を生み出しました。最先端の知識・技術と優秀

な人材に恵まれた、日本を代表する医療クラスターへと

発展したのです。多種多様な組織の集積は、神戸市の雇用

や経済の活性化のみならず、市民への先端医療の提供とい

う面でも大きなメリットをもたらしていると実感しています。

神戸医療産業都市には「バイオ」「メディカル」「シミュレー

ション」の3つのクラスターが形成され、神戸医療産業都市推

進機構によって産学官医の連携が促進されてきました。そ

の結果、企業間連携による国内初の手術支援ロボット

「hinotori™サージカルロボットシステム」の開発・実用化、

新型コロナウイルス感染症拡大を受けた官民連携によるPCR

検査体制のスピーディな構築など、さまざまな取り組みが実

を結んでいます。今後は理化学研究所のスーパーコンピュータ

「富岳」も本格稼働します。3つのクラスターがつながること

でシナジー効果を発揮し、さらなる進化に期待しています。

今後、医療を取り巻く環境はさらに大きく変化していく

ことでしょう。例えば神戸市立医療センター中央市民病

院の新型コロナウイルス感染症病棟では、院内感染から

医療従事者を守るための遠隔モニタリングシステムを導入

するなど、新たなテクノロジーは次世代の医療に欠かせ

ない存在になりつつあります。医療のデジタル変革が急激

に進む中、AI×ロボット×データを活用した新たな医療機器・

サービスなども強く求められているのです。

神戸医療産業都市推進機構の皆さん、世界のトレンドを

捉えて新たな価値を創出するために、どうかチャレンジを

恐れないでください。神戸だけでなく日本の、そして世界の

人々の命と健康に貢献するために、より高みを目指していた

だきたいと思います。

神戸のものづくり技術を活かし、
次世代の医療にイノベーションを

1976年3月東京大学法学部卒業後、旧自治省に入省。青森県企画課長、消防庁危険物規
制課課長補佐、京都府総務部地方課長、札幌市財政局長、内閣官房内閣審議官、総務省
自治財政局財務調査課長等を歴任し、2003年1月総務省自治行政局行政課長、2005年1

月総務省大臣官房審議官（地方行政・地方公務員制度、選挙担当）、2006年7月総務省自
治行政局選挙部長、2008年7月総務省自治行政局長、2011年4月総務省自治大学校長兼
務。2012年11月神戸市副市長を経て2013年11月に第16代神戸市長（1期目）に就任し、

2017年11月より2期目を務める。

Profile
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医療を、神戸の新しい産業へ
神戸経済界の代表として神戸医療産業都市の発展に

深く関わってこられた家次氏に、当機構の活動が

神戸経済に与えた影響と目指すべき未来について伺った。

基礎・臨床研究から、産業を生み出し
経済発展と国際展開という次のステージへ

IETSUGU, Hisashi
Chairman 
The Kobe Chamber of Commerce and Industry

M E S S A G E

阪神・淡路大震災によって落ち込んだ神戸経済に光を

灯す存在として生まれた、神戸医療産業都市構想。神戸

商工会議所も神戸経済を牽引する立場として、その活動に

深く関わってきました。理化学研究所の拠点開設と中央

市民病院の移転によって基礎研究が臨床の場に展開され

るようになり、構想時に掲げられていた「トランスレーショ

ナルリサーチ」の基盤が実現。さらにスーパーコンピュータ

の誘致・稼働や370の企業・団体の集積によって神戸医療

産業都市は国内最大級のバイオメディカルクラスターと

なり、産業が生まれる場所としても存在感を示しつつあり

ます。この20年間は、神戸経済を復興させるという本来

の目的に向けて着実に歩を進めてきた期間だったと感じ

ています。

日本をはじめ世界で少子高齢化が進む中、いかにして

健康寿命を伸ばし心身ともに健やかな人生を送るかという

のは、人類共通の課題です。また、新型コロナウイルスを

はじめとした感染症によるパンデミックは、今後も発生する

可能性が指摘されています。そんな中、高い関心が寄せ

られているのが医療・ヘルスケア分野。幸い日本には医療･

アカデミアの優れた能力と産業における高いモノづくり技術

があり、神戸は両者を融合させる最適な場所だと感じて

います。また今後は医療の世界にもDX（デジタルトランス

フォーメーション）が不可欠であり、膨大な診療データと

スーパーコンピュータ・AI・ロボット技術などを掛け合わ

せた次世代医療を実現する「デジタル都市」のモデルケース

としても神戸は大きな可能性を持っています。

神戸医療産業都市推進機構は、「バイオ」「メディカル」

「シミュレーション」の3つのクラスターに企業・組織を集積

させ互いのつながりを生み出すことで、多くのナレッジを

醸成させ、神戸の産業にも寄与して来られました。2020年

に製造販売承認を取得した手術支援ロボット「hinotori™

サージカルロボットシステム」のように、医薬品・医療機器・

医療技術を開発し産業につなげることで、世界の人々に

新たな価値を届けることができるようになります。神戸空港

の国際化が射程に入り、2025年には大阪・関西万博の開催

も予定されています。これらを契機に海外の医療クラスター

と国内企業・地元中小企業・スタートアップとのつながりを

生み、さらに産業化による経済発展・国際展開を推進して

いただきたいと思います。

神戸医療産業都市における今日の成果は、機構で働く

皆さんをはじめ医療に関わってきた一人ひとりの努力の

積み重ねです。目の前の活動がいつか花開き世界の人々に

届く日を信じ、職員の皆さんにはより活躍していただきたい

と思います。

家
次
恒

神
戸
商
工
会
議
所
会
頭

京都大学卒業後、三和銀行入行。1986年にシスメックス株式会社の前身である東亞医用
電子株式会社取締役、1996年に代表取締役社長に就任。現在は代表取締役会長兼社長

CEO。2001年より神戸商工会議所副会頭、2016年より会頭を務める。

Profile
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次の20年、神戸が歩むべき道
いまから22年前、神戸医療産業都市構想をまとめた井村名誉理事長。

先端医療振興財団発足後の20年を振り返り、

次の20年に向けた、医療産業都市・神戸が目指すべき道筋をおうかがいした。

IMURA, Hiroo
Honorary Chairman
Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe

震災から3年後の1998年に、当時の笹山幸俊神戸市長

から医療産業都市の基本構想をつくってほしいとの依頼

がありました。「神戸の復興のために医療産業を集積させた

まちづくりをしたい」とのお考えでした。しかし、当時の神戸

には、医療分野での歴史や蓄積はありませんでしたので、

私は3つの条件を考えました。

一つは、神戸だけではなく京都、大阪を含む近畿全体で

連携してバイオメディカルクラスターを作っていくという

こと。次に、当時ポートアイランドには、基礎研究を行う大学

などはありませんでしたから、基礎研究を臨床に応用する

トランスレーショナルサイエンスに重点を置くこと。三つ目は、

これからの日本の医療は世界に開かれたものであるべき

なので、世界の関係機関との連携を図ることでした。この

考え方は、現在にも引き継がれていると思います。

2000年の財団発足と同時期に、理化学研究所の発生・

再生科学総合研究センターの立地が決まったことは大き

な励みとなりました。その後、兵庫県や文部科学省をはじ

め、さまざまな方々のご理解やご協力もあり、現在のクラ

スターに成長したのはすばらしいことだと思います。

理化学研究所のスーパーコンピュータの立地が決まった

ことは、（都市構想時からすると）想像以上のできごとでした。

日本が誇る第一世代の「京」そして「富岳」が、これほど近くに

あるということは医療産業都市にとって大きなメリットです。

私は、これからの医学・医療を駆動させていくエンジン

となるのは、ICTとゲノムだと考えています。医療情報をい

かに蓄積し、活用していくか。そこにスーパーコンピュータ

と連携させて、産業にどのように貢献していくか。これを

考えた時に、神戸というのは実にいい立地にあるのでは

ないかと思います。

これからは大変な少子高齢の時代が訪れます。私は、

医学・医療を誰が支えていくのかを考えた時に、やはり発症

前に治療を行う「先制医療」が必要になってくるのではな

いか、疾患の発症後に治療する医療から、その前に予測・

診断することで個別に治療や介入する医療にシフトしな

いと、日本経済はもたないのではないかと考えています。

もうひとつのテーマは東アジアです。肥満や糖尿病ひとつ

をとっても、欧米と日本の病気とでは異なる特徴をみせます。

これに焦点を当てて研究を行い、産業に発展させていくこ

とはひとつの狙い目になるのではないかと思っています。

これまで機構職員の皆さんは、非常に大切な仕事を

担ってこられました。今後も、医療産業の重要性はさらに

高まります。神戸、そして日本での成果は、アジアを含む

世界への貢献にもつながります。大きな未来がそこにあ

るわけですから、広い視野をもって仕事に取り組んでいた

だきたいと思っています。

世界とアジアにもっと視野を広げ、
新しい神戸をつくる医療産業の創生を

M E S S A G E

井
村
裕
夫

公
益
財
団
法
人
神
戸
医
療
産
業
都
市
推
進
機
構

名
誉
理
事
長　

京都大学医学部（内分泌代謝学専攻）卒業後、神戸大学教
授、京都大学教授、医学部長、京都大学総長を経て、総合科
学技術会議議員、科学技術振興機構研究開発戦略センター
首席フェロー等を歴任。この間わが国の科学技術政策の策定
と生命科学の振興にかかわる。また2004年以降、公益財団法
人先端医療振興財団理事長として神戸医療産業都市の発展
に尽力してきた。現在、神戸医療産業都市推進機構名誉理事
長、日本学士院長、アメリカ芸術科学アカデミー名誉会員。

Profile

1985年　デール・メダル、イギリス内分泌学会

1986年　武田医学賞

1988年　ベルツ賞 第1等賞

1991年　日本医師会医学賞

1995年　アメリカ芸術科学アカデミー名誉会員

2000年　フランス国家功労勲章

2005年　瑞宝大綬章

2006年　名誉大英勲章CBE

受賞・栄誉
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祝辞

C O N G R AT U L AT O RY  M E S S A G E

C O N G R AT U L AT O RY  M E S S A G E

神戸医療産業都市推進機構（以下推進機構）が設立されて20周年を迎えら

れます。これまでの多くの輝かしいご業績と、この20周年を機に更なる発展を

確かなものにするクラスター基盤の強化、そして将来展望の確かさに改めてお

祝いと敬意を表します。

井村裕夫先生が中心となり検討された神戸医療産業都市構想から先端医療

振興財団の設立を経て、本庶佑先生のもと新たに神戸医療産業都市推進機構

として発展してこられました。多くの優れた研究者や企業関係者のご尽力があ

り、その先見性、俯瞰性、柔軟性を持った決断と実行が日本を代表するバイオ

メディカルクラスターを形成する原動力であったものと思います。この度、推進

機構の研究センターとして次世代医療開発センターを整備し、革新的な医療

技術の開発やイノベーションの創出の拠点としてさらに大きく踏み出すとお聞

きしております。同じクラスターの中核的医療機関である神戸市民病院機構と

しても誠に心強い限りです。

私ども神戸市民病院機構そして中央市民病院はその公的地域医療機関として

の責務を果たすだけでなく、この神戸医療産業都市を構成する中核医療拠点

として推進機構と密接な連携と協同を行うことによって、より安全で質の高い

医療を開発、提供できると思っております。医療機関として最前線の、そして最

先端の医療を行う中で解決できない問題をニーズとシーズとして提供し、推進

機構の産学官医の橋渡し機能を大いに活用させていただき、このクラスターに

集積した企業、研究機関、大学、医療機関との連携と協同を進めてゆきたいと

考えています。

神戸医療産業推進機構が創立20周年を機に、本庶佑理事長のもと世界に

羽ばたく、さらに大きなバイオメディカルイノベーション拠点形成の原動力とな

ることを期待しておりますし、また確信いたしております。

HASHIMOTO, Nobuo
President
Kobe City Hospital Organization

橋本  信夫

地方独立行政法人
神戸市民病院機構 理事長

神戸市民病院機構 理事長

橋本 信夫氏 ............................................................. P.15

理化学研究所 理事長

松本 紘氏 ..................................................................... P.16

神戸大学 学長

武田 廣氏 ..................................................................... P.17

神戸医療産業都市推進機構

設立20周年を祝して

京都大学医学部を卒業後、京都大学医学部附属病院脳神経
外科講師。その後、国立循環器センター特殊病棟部長、京都
大学大学院医学研究科脳病態生理学講座 脳神経外科教
授、独立行政法人国立循環器病研究センター理事長などを
歴任。国立研究開発法人国立循環器病研究センター名誉総
長、2017年より現職。2005年世界脳神経外科学会連合

Scoville賞など受賞多数。

Profile
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C O N G R AT U L AT O RY  M E S S A G E C O N G R AT U L AT O RY  M E S S A G E

MATSUMOTO, Hiroshi
President
RIKEN

松本  紘

国立研究開発法人

理化学研究所 理事長
国立大学法人

神戸大学 学長
この度は、神戸医療産業都市推進機構が20周年を迎えられましたことを、心より

お慶び申し上げます。

370もの研究機関、医療機関、製薬・バイオ関連の企業・団体が集積して形成さ

れた国内最大級の医療産業クラスターの中において「知の拠点」としての役割を果

たすことが、世界最先端の研究拠点を目指す神戸大学の使命と考えております。

本学は神戸医療産業都市構想の一翼を担うべく、さまざまな施設の整備や教育

研究拠点の形成を行ってまいりました。具体的には、がんに関する診療・研究・教

育の国際的拠点となることを目的とした「医学部附属病院国際がん医療・研究セン

ター（ ICCRC）」、バイオ分野における先端・融合研究と人材育成の推進を目的と

した「神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センター」、及び既存の専門分野の枠

を超えて戦略的に先端融合研究を推進し、新たな学術領域を開拓することを目的

とした「先端融合研究環」の3つの拠点を設置し、神戸医療産業都市に集積する企

業・研究機関・自治体と連携して学術研究交流を展開し、人材育成と研究成果の社

会還元に取り組んでおります。

また、2019年度から開始した内閣府の「地方大学・地域産業創生交付金」を受

けて神戸市や企業とともに実施する「神戸未来医療構想」において、ICCRCをリ

サーチホスピタルとして発展させ、国内外からトップレベルの人材を招聘し、手術

支援ロボットを中心に、医療機器分野における最先端の研究開発と、医工融合人

材の養成プログラムを展開することで、神戸で活躍したいと考える学生を呼び込

み、地方創生に貢献することを目指しております。

本学と神戸医療産業都市構想の中核である推進機構とは、前身である先端医療

振興財団の設立以来、本学医学研究科及び附属病院において、さまざまな臨床研

究を共同で実施するとともに、研究者の交流を活発に行うなど、密接な協力関係を

構築しており、本学の教育研究にとって欠かすことができない連携機関として、今

後ますます強固な関係を構築したいと考えております。

神戸大学は、神戸医療産業都市における教育研究活動をさらに推進し、「医療

産業都市  神戸」の発展と、神戸ブランドの価値をさらに高めることによる「若者に

選ばれる街  神戸」の形成に貢献してまいります。

末筆となりますが、神戸医療産業都市推進機構の今後ますますの発展を祈念し、

お祝いの挨拶とさせていただきます。

TAKEDA, Hiroshi
President
Kobe University

武田  廣

神戸医療産業都市推進機構の20周年、そして、ここに記念誌を発行されます

こと、心からお祝い申し上げます。新型コロナウイルス感染症が急速に拡大して

いく中、人々の命を守るべく日夜尽力しておられる医療関係者の皆様、そして、阪

神・淡路大震災という未曾有の災害で傷ついた神戸をバイオメディカルクラス

ターとして再生すべく精励しておられる皆様に、深く敬意を表したいと思います。

神戸医療産業都市と理化学研究所（理研）の結びつきは強く、神戸医療産業

都市推進機構の前身である先端医療振興財団が設立された2000年、理研は神

戸に発生・再生科学総合研究センター（当時）を設立しました。以来、ES細胞や

iPS細胞を用いた立体組織形成や再生医療分野等において、世界を牽引する成

果が創出されていることは、皆様ご存知の通りです。さらには、2019年にシャッ

トダウンしたスーパーコンピュータ「京」、その後継機であり2020年3月に共用を

開始した「富岳」を神戸に構築し、患者個別の心臓シミュレーションによる最適

治療の探索や、新型コロナウイルス感染症に関する治療薬候補や重症化に関連

するヒト遺伝子の解析といった、高度な計算科学を展開しています。

多様な大学・研究機関・企業が集積する環境の中で研究開発活動に邁進で

きることは非常に幸運なことであり、2013年に行われた世界初の滲出型加齢

黄斑変性に対する自家 iPS細胞由来網膜色素上皮（RPE）シート移植に関する

臨床研究はまさに、クラスターの優位性を生かして最先端の基礎研究を臨床へ

つないだ象徴的な成果と考えています。このように、推進機構が神戸の地で培っ

てきた組織と組織、人と人のつながりから生まれる力の強さは、新型コロナウイ

ルス感染症の克服にも必ずや寄与するでしょう。

神戸医療産業都市の一翼を担う理研は、推進機構のもと、都市の皆様と力を

合わせて、神戸発の健康長寿社会の実現に向けた課題解決策の発信のために

貢献する所存です。優れた先進医療を提供する環境や、さらに先の医療を担う

研究開発を強力に推進する基盤を提供いただいていることに改めて感謝すると

ともに、今後も一層、御機構が輝くことを祈念し、祝辞といたします。

神戸医療産業都市推進機構

20周年記念誌発行に寄せて 医療産業都市・神戸の発展に貢献

1965年京都大学工学部電子工学科卒、工学博士。京都大
学工学部助教授、超高層電波研究センター教授、宙空電波
科学研究センター長、生存圏研究所長、理事・副学長などを
経て、2008年10月京都大学総長就任（2014年9月まで）。

2015年4月に理化学研究所理事長に就任し、現在に至る。
これまでに、教育再生実行会議副座長、地球電磁気・地球惑
星圏学会会長、国際電波科学連合会長、国立大学協会会長、
国立研究開発法人協議会会長、文科省科学技術・学術審議
会委員、内閣府関係の委員等を歴任。現在は内閣府宇宙政
策委員会委員を務める。
ガーリンメダル（ロシア）、紫綬褒章、Booker Gold Medal

（米国）、レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ（仏国）、名誉大
英勲章OBE（英国）など国内外の賞を受賞。

Profile

1978年に東京大学大学院理学系研究科物理学専門課程博
士課程を修了し、東京大学理学部助手・助教授を経て1989

年に理学部教授として神戸大学に赴任。以後、1998年に総
合情報処理センター長、2003年に理学部長、2007年に附属
図書館長、2009年に神戸大学理事・副学長を経て2015年4

月より神戸大学長に就任。専門は高エネルギー物理学（素粒
子実験物理学）。1978年から６年間、西ドイツＤＥＳＹ研究
所でＪＡＤＥ実験に従事し、1984から５年間、欧州素粒子物
理学研究所（ＣＥＲＮ）でＯＰＡＬ実験に従事。1995年に「グ
ルオンの存在確認：JADE実験」で欧州物理学会特別賞、

2013年に「ヒッグス粒子の発見：ATLAS実験」で欧州物理学
会賞を受賞。

Profile
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20年のあゆみ
神戸医療産業都市推進機構

1998（平成10）年に検討が始まった神戸医療産業都市構想。

その先導役となる当機構の設立から、20年の時が刻まれました。

今では370もの企業や団体が集積する

日本最大級のバイオメディカルクラスターへと成長しました。

そのあゆみを振り返ります。
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M E S S A G E

MURAKAMI, Masayoshi
Representative Director and Executive Director
Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe

大阪大学医学部卒業。同大学微生物病研究所助手、
国立循環器病センター産科医長、調査課専門官、企画
室長を経て、2000年、先端医療振興財団設立時より財
団に移り、神戸医療産業都市プロジェクトに参画する。
同財団臨床研究支援部長、常務理事・臨床研究情報セ
ンター長代行を経て、2010年より同財団専務理事。

2018年より現職。

Profile

2000年、医師になって20年の節目の年に財団発足にあわ

せて神戸に異動しました。その時、ポートアイランドの埋立地

にあったのは、井村裕夫名誉理事長が中心となってまとめら

れた「神戸医療産業都市構想」と、それに共感して「神戸のた

めに役立ちたい」との熱い想いで集まった専門家たち、そし

て、それを応援してくれる全国の産学官医の皆さんでした。あれ

から20年、神戸医療産業都市は、370の企業や団体が集積し、

「バイオ」「メディカル」「シミュレーション」の３つの領域を併

せ持つクラスターへと、おおむね順調に成長することができ

ました。また、のちにノーベル賞を受賞されることになる本

庶佑先生が理事長に就任されたことなどもあって、魅力が感

じられるクラスターにもなってきました。これらを可能にしたの

は、神戸の震災復興事業という大義があったからですが、加

えて、わが国の課題解決に挑戦するプロジェクトとして、地

域・大学・省庁の垣根を越えた事業運営を行ったことも大き

かったと思っています。

プロジェクトが始動した頃のわが国では、基礎研究の成果

を実用化につなげるためのトランスレーショナルリサーチ

（TR）の推進基盤がぜい弱でした。そこにスポットを当て、

臨床開発に特化した病院として全国の先陣を切るかたちで

先端医療センターを整備。あわせて、TRの情報センターとし

て神戸臨床研究情報センターを整備し、全国の主要大学に

おけるTRの基盤構築に貢献してきました。このことが専門病

院の集積と医療システムの向上を加速することにもつながり、

先端医療を神戸市民の皆さまに提供できるようになりました。

また、スーパーコンピュータ「京」の誘致やそれに伴う大学や関

連企業の集積も起こり、取り組む分野の裾野も広がりました。

しかし、神戸医療産業都市というクラスターはまだ完成形

ではありません。さらに多くの企業や団体に集まってほしい

と思っています。より魅力的なクラスターとなってマグネット

機能を強化できるよう、「次世代医療開発センター」という

新たな知の拠点を京コンピュータ前（計算科学センター）駅

の北側に整備します。また、新たなモダリティの医療技術開発

にも貪欲に挑戦します。さらに、ここで開発された技術が市民

の健康増進に役立ち、社会的・経済的な価値を生み出せるよう、

デジタルヘルスを活用したシステムづくりも推進していきます。

当機構は現在、「健康長寿社会に向けた課題解決策を神戸

から世界へ発信していく」ということを第４期経営計画にかか

げて、先端医療研究センター、医療イノベーション推進セン

ター、細胞療法研究開発センター及びクラスター推進セン

ターの４センター体制で事業を推進しています。ただ、事業を

取り巻く環境の変化は目まぐるしく、それに呼応して、臨機応

変かつ柔軟にプロジェクトを動かしていく必要があります。

幸いにも当機構には、多種多様でハイレベルな専門家が集

まっています。それぞれがつながり、想いが重なりあうことで、

先の読みにくい時代にも対応ができると信じています。常に前

を向き、“日々刷新”の精神を持ち続け、わが国の課題解決に

どんどんチャレンジしていく集団でありたいと思っています。

“日々刷新”の精神で
わが国の課題解決へ
果敢なチャレンジを続けます

さらに魅力ある医療産業都市へ
財団の発足当初より、神戸医療産業都市の発展に主導的な役割を

果たしてきた村上専務理事。370もの企業や団体が集積する

バイオメディカルクラスターとなった今、機構の歩みを振り返り

未来への抱負を語った。
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義
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事
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神戸医療産業都市推進機構の英語名称“Foundation for Biomedical Research and 
Innovation at Kobe”の頭文字から”FBRI”がロゴマークとしてデザインされています。神戸医
療産業都市は、人びとの健康と医療産業の活性化を第一に考えており、神戸医療産業都市の推
進には産学官医そして市民の協力が必要不可欠であることから、その原点とも言える「人」をイ
メージしたデザインとなっています。また色は、自然に恵まれた神戸をイメージする、海の青色、
山の緑色、空の水色、が用いられています。

神戸医療産業都市推進機構（FBRI）は、最先端の研究や技術を医療・健康分野に応用し、新たな産業や医療を

創造することにより地域経済や福祉、国際社会に貢献する「神戸医療産業都市」の中心的役割を担う

ことを目的として設立されました。先端医療の研究機能も併設し、企業や大学・研究機関、高度専門医療病院

群など「産・学・官・医」の研究開発からビジネス展開までをサポートするとともに、北米やヨーロッパ、

アジアの医療拠点との国際連携も積極的に進めています。

※FBRIのロゴは、公益財団法人神戸医療産業都市推進機構の登録商標です。

設立の背景

当機構は、2000（平成12）年に財団法人先端医療振興財団として

神戸市や兵庫県、民間企業等の出捐により設立されました。

2012（平成24）年には公益財団法人へ移行し、

2018（平成30）年、公益財団法人神戸医療産業都市推進機構へと

発展的に改組し、現在に至ります。

神戸医療産業都市推進機構、誕生から20年

名 称

1995（平成7）年1月17日の阪神・淡路大震災で

大きな被害を受けた神戸は、地域経済を立て直し、

未来のいのちを守る場所となることを目指して1998（平成10）年に

神戸医療産業都市の取り組みを始めました。

神戸医療産業都市は、ポートアイランドに先端医療技術の研究開発拠点を整備し、

21世紀の成長産業である医療関連企業の集積を図ることで、基礎研究から臨床応用、

産業化まで一体的に取り組む新たな医療システムの構築を目指しています。

震災と未来をつなぐ希望のかけ橋　神戸医療産業都市

ロゴマーク

概　要

設立の趣意

公益財団法人神戸医療産業都市推進機構

Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe

〒650-0047 神戸市中央区港島南町6丁目3番地の7 クリエイティブラボ神戸5階（2021年4月より）

2000（平成12）年3月17日

本庶 佑

12億3,789万円（2019年度）

住 所

設 立

理 事 長

基 本 財 産

F B R I
Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe

● 雇用の確保と神戸経済の活性化

● 市民の健康・福祉の向上

● アジア諸国の医療技術向上への貫献

目的

2 th

中核機能

産業化支援 人材育成

トランスレーショナル
リサーチ

実用化に向けた
研究開発

研究部門研究部門研究部門

マグネット機能マグネット機能

連携・事業化推進部門連携・事業化推進部門連携・事業化推進部門

神戸から世界へ発信する
課題解決型 知の拠点の形成

◆免疫医療研究開発
◆老化研究開発
◆再生医療研究開発

先端医療研究センター

医療機関 医療関連企業研究機関・大学

『健康長寿社会を目指す医療シーズの創出』

実用化促進部門実用化促進部門実用化促進部門

『寝たきりゼロ
100歳現役社会を生きるアジェンダ』

『再生医療の世界標準を目指す』

医療イノベーション推進センター

細胞療法研究開発センター

『神戸医療産業都市のコンシュルジュ～未来の健康・医療を、つなぐ、育む～』

クラスター推進センター

共同研究・人材交流 研究開発･マネジメント 細胞治療・インフラ整備 事業化支援

革
新
的
医
療
技
術
の
社
会
実
装

神
戸
医
療
産
業
都
市
の
先
導
役
を
担
う

健
康
長
寿
都
市
神
戸
へ
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ア
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【
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】

神戸医療産業都市推進機構の目指す方向性

当機構 「第4期経営計画」 より
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4月

6月
9月

9月

4月

4月

2月　再生医療製品開発室を設置

4月

11月

Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe

20年のあゆみ TOPICS

7月

2月
6月

2013年8月　研究開始
2014年9月　第1症例目の移植手術実施

10月　米国サンディエゴとの連携に関する覚書の締結

P.46

P.46

P.64

P.56

P.70

P.78

現・神戸市立医療センター
中央市民病院 井村記念南館

3月
財団法人 先端医療振興財団設立
初代理事長：笹山幸俊

3月

3月

先端医療センター開所

クラスター
推進センター
を設置

神戸ハイブリッド
ビジネスセンター着工 スーパーコンピュータ「京」共用開始

スーパーコンピュータ
「富岳」共用開始

本庶佑理事長のノーベル賞受賞と
機構20周年を契機とした
「神戸医療産業都市推進機構20周年記念
次世代医療開発センター」の整備を決定

法人名称を
「公益財団法人神戸医療産業都市推進機構」に改称

本部機能が
クリエイティブラボ神戸内

に移転

自己免疫疾患とがんの創薬研究に関する
共同研究の開始（創薬イノベーションプログラム第1号）

先端医療センター病院を
中央市民病院へ統合

先端医療センター着工

理化学研究所
神戸研究所 発生・再生科学総合研究センター開所

先端医療センター前駅が開業
臨床研究情報センター（TRI）開所

現･先端医療センター駅前周辺
主な中核施設はキメックセンタービル
のみでした。

3月24日に開所式が行われました。

ポートライナーが神戸空港まで延伸され
新駅が開業しました。
（2011年7月「医療センター駅」に改称）

6月30日に開所式が行われました。

文部科学省
「知的クラスター創成事業」に選定

1月
井村裕夫が
理事長に就任

12月
矢田立郎が
理事長に就任

2月
神戸医療機器開発センター
（MEDDEC）開所

4月
神戸ハイブリッド
ビジネスセンター

使用開始

知的クラスター創成事業の拠点として、地域

の産学官医の協同・連携により人財・産業が

集積する「日本版シリコンバレー」の構築をス

タート。核となる大学等研究機関の技術シー

ズと地域企業の実用化ニーズをもとに技術革

新と産業創出を連鎖的に起こす、現在のクラ

スター形成の原点に。

産学官医の連携を加速させる場に
理化学研究所 発生・再生科学総合研究セン

ターやスーパーコンピュータ「京」の進出を皮

切りに、クラスター集積が加速。世界的研究

機関の立地が決まったことで大学や医薬品・

医療機器メーカーなどの進出にもつながり、

医療産業都市成長にとって重要なポイントと

なりました。

理化学研究所など世界的な研究機関も進出

PICK UP!

1
PICK UP!

2

PICK UP!

3

PICK UP!

4

第1号として「自己免疫疾患と癌の創薬研

究」の共同研究と操業支援を開始。本庶

理事長がプログラムディレクターを務め、

治療に役立つ革新的医薬品の開発を推進

しています。

創薬イノベーションの
仕組みを構築

加齢に伴い視力が低下し失明することもある「滲出型加齢黄斑変性」に対し、患者本人の皮膚細胞からiPS細胞を作製しRPE細胞に分化させて

移植する手術を実施。多くの患者に希望の光を与えるとともに、再生医療実現への新たな一歩を踏み出しました。

滲出型加齢黄斑変性に対する自家iPS細胞由来網膜色素上皮（RPE）シート移植に関する臨床研究

連携

民間企業

高度な
専門医療病院群

学術・
研究機関

政府・
地方自治体

4月

7月　本庶佑が理事長に就任

7月　細胞療法研究開発センターを設置

2000年
（平成12年）

2003年
（平成15年）2001年

（平成13年）

2004年
（平成16年）

2005年
（平成17年）

2006年
（平成18年）

2010年
（平成22年）

2011年
（平成23年）

2013年
（平成25年）

2014年
（平成26年）

2015年
（平成27年）

2019年
（平成31年／令和元年）

2021年
（令和3年）

2018年
（平成30年）2016年

（平成28年）

2017年
（平成29年）

2012年
（平成24年）

2002年
（平成14年）

4月
理化学研究所
発生･再生科学総合研究センター開設

©理化学研究所

©理化学研究所

©理化学研究所

20周年

2020年
（令和2年）

かず     とし
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沿革

2000（平成12）年

2001（平成13）年

2002（平成14）年

2003（平成15）年

2004（平成16）年

2005（平成17）年

3月

7月

9月

10月

3月

4月

9月

12月

1月

4月

8月

9月

11月

1月

3月

4月

6月

7月

11月

1月

4月

8月

財団法人先端医療振興財団設立 （初代理事長：笹山幸俊）

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 「医学・工学連携型研究事業」開始

先端医療センター着工

科学技術庁 地域結集型共同研究事業「再生医療にかかる総合的技術基盤開発」に選定

先端医療センター診療所を中央市民病院 6階に開設、治験事業開始

治験コーディネータ研修開始

先端医療センター医療機器棟開設

生命倫理審議会設置

矢田立郎が理事長に就任

先端医療センター PET診断サービス事業開始

放射線治療事業開始

文部科学省 知的クラスター創成事業「再生医療等先端医療分野を中心としたトランスレーショナルリサーチ」選定

文部科学省「21世紀型革新的先端ライフサイエンス技術開発プロジェクト（RR2002）」受託

経済産業省（NEDO）「細胞組織工学利用医療支援システム」の研究開発事業受託

神戸市医師会共同治験セミナー開始

医学・工学連携講座開講

先端医療センター全面開業

がん情報サイト配信開始

文部科学省「再生医療の実現化プロジェクト」に参画

文部科学省「がんトランスレーショナルリサーチ事業」受託

神戸臨床研究情報センター（TRI: Translational Research Informatics Center、当時）が本格稼働

再生医療の臨床研究開始（下肢血管再生）

井村 裕夫が理事長に就任

クラスター推進センターを設置

第1期経営計画 策定

「医療機器サポートプラザ」の運営開始

2006（平成18）年

2007（平成19）年

2008（平成20）年

2009（平成21）年

2010（平成22）年

2011（平成23）年

2012（平成24）年

2013（平成25）年

7月

6月

7月

1月

6月

10月

6月

4月

6月

9月

4月

10月

12月

2月

4月

6月

4月

8月

先端医療センター「固形がんに対する強度変調放射線治療」が先進医療に認定

文部科学省 知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）「関西広域バイオメディカルクラスター」に選定

文部科学省 「橋渡し研究支援推進プログラム」の研究支援拠点およびサポート機関に選定

先端医療振興財団が京都大学、三菱重工業株式会社と共同で開発した

高精度放射線治療装置が薬事法に基づく製造販売承認を取得

第7回産学官連携推進会議において高精度放射線治療装置「線形加速器システムMHI-TM2000」が

経済産業大臣賞を受賞

先端医療開発特区（スーパー特区）に先端医療振興財団の研究者を代表とする提案2件が採択
（①統合化迅速研究（ICR）の推進による再生医療の実現、②消化器内視鏡先端医療開発プロジェクト）

文部科学省・経済産業省「産学官連携拠点『グローバル産学官連携拠点』」に選定（大阪府等との連携拠点）

脳血管内治療ブラッシュアップセミナー（国内ライブ中継）開催

第2期経営計画 策定

神戸ハイブリッドビジネスセンター着工

脳血管内治療国際ライブ中継開催（Live Interventional Neuroradiology Conference, Houston, USA）

神戸ハイブリッドビジネスセンター供用開始

先端医療センター病院耳鼻科「鼓膜再生療法の臨床試験」開始

放射線治療装置によるがんの動体追尾の開始

中国医薬城（CMC: China Medical City）とMOU 締結

公益財団法人へ移行

先端医療センター病院「脳梗塞細胞治療の臨床研究」開始

国際医療開発センター（IMDA）事業 譲受

厚生労働省 「日本主導型グローバル臨床研究体制整備事業」採択

第3期経営計画 策定

「滲出型加齢黄斑変性に対する自家iPS細胞由来網膜色素上皮（RPE）シート移植に関する臨床研究」の研究開始

2014（平成26）年

2015（平成27）年

2016（平成28）年

2017（平成29）年

2018（平成30）年

2019（平成31）年

        （令和元）年

2020（令和2）年

2021（令和3）年

6月

9月

4月

7月

3月

4月

10月

1月

2月

10月

4月

5月

10月

3月

5月

 9月

11月

1月

8月

10月

11月

4月

5月

細胞療法研究開発センター 設置

「滲出型加齢黄斑変性に対する自家iPS 細胞由来網膜色素上皮（RPE）シート移植に関する臨床研究」で
第一症例目の移植手術実施

神戸アイセンターの病院部門にかかる病床規制の特例を含む「関西圏国家戦略特区特別区域会議」が
内閣総理大臣により認定

ICR・臨床開発戦略室を設置

本庶 佑が理事長に就任

アルツハイマー病で起こる神経細胞死の新たなターゲット分子の発見

神戸医療産業都市における認知症にやさしいまちづくり推進のための連携と協力に関する協定の締結
（神戸市・先端医療振興財団・日本イーライリリー株式会社）

「自己免疫疾患と癌の創薬研究に関する共同研究」開始（創薬イノベーションプログラム 第一号）

「新たな網膜疾患治療薬開発のための共同研究」開始（創薬イノベーションプログラム 第二号）

米国サンディエゴとの連携に関する覚書の締結

「免疫多様性とがん治療」国際シンポジウムおよび市民公開講座の開催

再生医療製品開発室 設置

先端医療センター病院 閉院

法人名称を「公益財団法人神戸医療産業都市推進機構」に変更

第4期経営計画 策定

神戸市民病院機構との臨床医学研究の推進に関する連携協定の締結

神戸医療産業都市推進機構発足記念講演会・祝賀会の開催

米国・カリフォルニア大学サンディエゴ校とのMOU締結

神戸医療産業都市20周年記念　神戸国際創薬シンポジウムの開催

神戸医療産業都市の情報紹介誌「KBIC Press」創刊

バイエル薬品株式会社・神戸市とのベンチャー企業の育成・支援に関する協定の締結

バイエル薬品株式会社との共同プロモーションイベント

「The Rise of Life Science Ecosystem in Japan ～ KOBE - Bayer Partnership ～」の開催

理事長・本庶佑のノーベル賞受賞と機構設立20周年を契機とした「次世代医療開発センター」の整備決定

2019日米医療機器イノベーションフォーラム神戸の開催

長崎大学、神戸医療産業都市推進機構による包括連携に関する協定締結

認知症治療薬開発に関してドイツ・フラウンホーファー研究機構との国際共同研究協定締結

アジア初となるCAR-T細胞療法「キムリア®」市販製品製造開始

｢本庶記念神戸基金｣創設

機構の本部機能がクリエイティブラボ神戸に移転

 次世代医療開発センター開所
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Ⅲ

Organizazat iona l
Strucucture

組織体制
神戸医療産業都市推進機構

神戸医療産業都市推進機構を構成する4つのセンターと1つの開発室。

それぞれのトップが語るセンター・開発室の使命と

活動内容、2020年までのあゆみをご紹介します。

CHAPTER
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先端医療センター（IBRI） 神戸キメックセンタービル（KIMEC）

神戸臨床研究情報センター（TRI） 神戸ハイブリッドビジネスセンター（KHBC） 国際医療開発センター（IMDA）

関連施設

組織体制図

理事長

経営企画部

監査室

■医療開発研究グループ
■スタディマネジメントグループ

■データサイエンスグループ
■医学統計グループ

■eクリニカルソリューショングループ
■研修・文書管理チーム

■モニタリンググループ
■事業開発グループ

先端医療研究センター

免疫機構研究部

専務理事
常務理事
理　　事

公益財団法人
神戸医療産業都市推進機構
Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe

Institute of Biomedical Research and Innovation

医療イノベーション推進センター
Translational Research Center for Medical Innovation

細胞療法研究開発センター
Research & Development Center for Cell Therapy

クラスター推進センター
Center for Cluster Development and Coordination

P.34

老化機構研究部 P.36

神経変性疾患研究部 P.38

脳循環代謝研究部

プロジェクトマネジメントグループ

国際連携事業推進グループ

ＣＰＣ管理グループ

研究・細胞評価グループ

ＣＭＯディビジョン

P.40

血液・腫瘍研究部 P.42

P.60

臨床研究部

産学連携研究部

P.32

メディカルイノベーション ディビジョン

Division for Regenerative Medical Product Development

ヘルスデータサイエンス ディビジョン

TRI業務推進室

再生医療製品開発室

P.46

P.70

P.56

事業推進課

都市運営・広報課

連携・事業化推進グループ

将来構想・組織改革推進室

次世代医療開発センター準備室

P.64

■広報グループ ■TRI業務グループ

■事業推進グループ 
■細胞製造グループ 
■エンジニアリンググループ

■総務人事課　■企画財務課　■施設管理課　■研究事業推進課　■開発事業推進課　■再生医療製品開発事業推進課

■倫理安全監査課

レンタルラボ レンタルラボ レンタルラボ貸研修室・会議室 レンタルオフィス

■品質保証グループ
■品質管理グループ 
■ サプライチェーングループ

（2020年4月時点）
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先端医療研究センター
Institute of Biomedical Research and Innovation

医療や社会の変化に合わせて
各部門が発展・深化した20年

先端医療研究センターは先端科学の研究成果を人類の健康増

進に結びつけ、健康長寿社会を実現するために設立されました。

20年にわたり、がん・認知症・生活習慣病をはじめとする加齢にと

もなう老化関連疾患に向き合い、新たな治療法や医療技術の開発

に携わってきました。2000年から始動した第1期は再生医学と画

像医学に力を入れ、膝軟骨、血管、鼓膜などの再生治療、アルツハ

イマー病の新規PET診断、4次元追尾照射などの画期的治療法や

先進医療を市民に提供できるようになりました。また先端医療セン

ター病院部門では「再生治療ユニット」「総合腫瘍科」「放射線治療

科」「細胞治療科」「脳血管治療科」を設け、先端医療の提供と同時

に質の高い医療サービスの提供により患者さんのQOLの向上に努

めました。また、研究チームとの連携により診療体制の強化を目指

しました。

2010年からは第2期計画がスタートし、再生医療研究部、映像

医療研究開発部に加えて医薬品開発研究部が設置され、老化関連

疾患・生活習慣病の克服につながる疾患研究、糖尿病の解明とそ

の合併症の研究、アルツハイマー病で起こる神経細胞死の基本メカ

ニズムの解明と治療法開発のための基盤研究を開始しました。ま

た、井村理事長（当時、現・名誉理事長）により「先制医療」という新

たな考え方が提唱され、その実現のために神戸市民の参加・協力、

理化学研究所計算科学研究機構（現・理化学研究所計算科学研究

センター）や中央市民病院、神戸大学、あるいは各種の企業との協

力関係の樹立に取り組み、神戸市民の参加によるコホート研究を

推進する疾患コホート研究チームを立ち上げました。

2013年には医療・社会の急速な変化に対応するべく、より広範

な研究体制の構築を目指すこととなり、第2期計画を

見直し第3期計画を策定しました。「免疫機構研究

部」「老化機構研究部」「神経変性疾患研究部」「脳循

環代謝研究部」「血液・腫瘍研究部」の5つの研究部

が設置され、それぞれの部門が対象とする疾患の病

態の解明とその成果の社会実装、すなわち診断、治

療法の開発、さらに予防法の開発を目指して研究を

進めているところです。

研究体制・環境をより充実させ、
「先制医療」の実現を

第3期計画による体制整備により研究力は着実に

強化され、高度化しています。その一方で、私たちを

取り巻く環境は刻々と変化しており、研究が大型化・

高度化する中で総合的な研究体制、革新的な研究戦

略をいかに構築するかが次の課題となっています。

具体的には、（1）各研究部門が自立的・自律的に運

営できる体制を構築すること、（2）次世代医療開発

センターへの移転を契機として部門間の共同研究を

推進すること、共同研究設備を拡充すること、（3）優

れた研究人材を確保すること、（4）社会実装に向け

た臨床開発のための予算を確保すること、（5）企業と

の共同研究開発体制を構築することなどに取り組ま

なければなりません。

これまでの医学・医療は発症した病気の治療を主

なターゲットにしてきました。最近の医学・医療の進

歩は著しく、今や発症初期に診断し、治療に取り組む

こと、さらに疾患の予防や老化そのものを遅らせるこ

とが実現可能な目標となりつつあります。まさに「先

制医療」が現実になりつつあると言えます。この新た

な目標を実現するためには、（1）がんや認知症などの

発症機構の解明、老化の分子機構解明による抗老化

方法の開発などの研究を推進し、また（2）個人のライ

フコースデータを集積し、「富岳」等を活用した計算

科学との連携により、各個人の病気のなりやすさや

発症を予測し、さらに（3）これらの成果を発症予防、

発症遅延に結びつけるための具体的な介入法の開

発に取り組まなければなりません。

研究成果を神戸市民の皆さまへ、
そして世界へ。 

当センターでは多くの研究成果が生まれ、日本の先進医療の開

発を推進・先導してきました。今後はその成果を「迅速」かつ「確実」

に臨床・診療、社会実装へと発展させてまいります。また広く世界に

向けて発信し、同時に世界のすぐれた技術や制度をとり入れ、一日

も早く市民の健康に結びつけるために取り組んでまいります。

当センターは小さな組織ですが、大学、理化学研究所、企業、海

外との連携をより深めることを通して人類の負託に応える研究に取

り組み、豊かな人類の未来のために貢献したいと考えています。そ

のために一人ひとりの職員・関係者が研究・医療を取り巻く環境の

変化を広い視野で的確に捉え、チャレンジする心を大切にして、日々

の研究・開発に取り組んでまいります。神戸市民の皆さまには一層

のご協力、ご支援をお願いする次第です。

健康長寿社会を実現するため
先端科学の研究成果をカタチに

現在第3期にある先端医療研究センターは、下記の

5研究部から構成されています。

免疫機構研究部
がん、アレルギー、自己免疫疾患などの免疫疾患を対象

に研究・開発を実施。免疫系の活性を適切なレベルに是

正することで治療に結びつけることを目的としています。

老化機構研究部
さまざまな疾患の最大のリスク因子は老化です。老化の

仕組みを解明し、加齢疾患の解明と治療法の開発、老化

遅延、健康長寿の実現を目指しています。

神経変性疾患研究部
アルツハイマー病などの神経変性疾患の発症機序を分子

レベルで理解し、それに基づく治療方法開発への道筋を

提供し、最後まで健やかに人生を歩める未来に繋げたい。

脳循環代謝研究部
寝たきりゼロの社会を目指し、脳梗塞や認知症を対象と

した再生医療による治療法開発研究を行なっています。

血液・腫瘍研究部
血液がんを中心に、未知の発症メカニズムや創薬標的を

同定し、国内外の研究機関との連携を通じて新しい治療

応用へとつなげることを目標としています。

About the Center

先端医療研究センター
▶https://www.fbri-kobe.org/laboratory/

先端医療研究センター
センター長  

鍋島  陽一
1972年新潟大学医学部卒業、1976年同大学院医
学研究科博士課程修了、医学博士。新潟大学医学部
助手・講師、1984年癌研究会癌研究所研究員・主任
研究員、1987年国立精神・神経センター神経研究所
遺伝子工学部長を経て、1998年より京都大学大学
院医学研究科教授、2010年に同大学院教授を定年
退職後、2010年より現職。京都大学名誉教授。

P.34

P.36

P.40

P.42

P.38

MMessage
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先端医療研究センター
Institute of Biomedical Research and Innovation

PD-1

用語解説

活性化した免疫細胞の細胞表面に発現するタンパク分
子で、その免疫細胞の活性を抑制的に調節する機能を
持っている。免疫システムの自律的な抑制機構はいく
つも存在するが、そのインパクトの大きさからPD-1の
阻害はがん治療の有効な手段となっている。初めは免
疫細胞の細胞死の研究から見つかった分子で、PD-1

はprogrammed cell death-1の略とされる。

免疫機構研究部 部長

太田 明夫

時に暴走する免疫機構を
適切なレベルに抑制

感染や傷に対して炎症が起こるのは、体の組織を守る正常な反応です。

しかしまれに、その反応が過剰になることがあり、これが炎症性疾患の原因になります。

免疫機構研究部では、この炎症性疾患を抑える研究に取り組んでいます。

一体いつ頃から自分が免疫学の研究者

とされることに対する違和感が薄れたの

か、それは定かではないのですが、ともか

く私は違う分野の研究から移ってきた経

緯があります。免疫というと、体の抵抗力

といわれるものを思い浮かべてもらえば良

いのですが、そのうちでばい菌だとかウイ

ルス相手に直接対峙しているのが免疫の

細胞ということです。その免疫の研究につ

いて、当時異分野にいた私には、熱量を

持った、とても活気がある分野に映ってい

ました。その理由は、自分が免疫研究に

移ってすぐに感じたのですが、この分野の

研究は実際の医療応用に近いところに位

置しているのです。このようにしたらあの

病気がすぐにでも治せるかもしれないとい

うことを研究しているわけですから、それ

はやる方の熱の入り方も違います。念のた

め注釈を入れておきますが、研究者といっ

ても、わけのわからない煙を発する色付き

の液体を混ぜてニヤついているような人は

見たことないです。そういう特殊な人は多

分いないのですが、純粋に新しいものを作

り出して何かの役に立てたいと思っている

人は多いと思います。その動機が自分自身

のためであれ、世の中の謎を解くためであ

れ、誰かを笑顔にするためであれ。

免疫機構研究部が発足して5年になる

わけですが、その当初から我々の標的は炎

症性疾患です。感染が起きたりとかどこか

標的は炎症性疾患の抑制

1998年、東北大学薬学部博士課程修了（薬学博
士）。東海大学医学部で研究員、北海道大学遺
伝子病研究所助手などを務め、2000年「アメリ
カ国立衛生研究所」で客員研究員。2004年ノー
スイースタン大学の助教授。2016年4月より現
職。

Profile

論文

● Ashoori, M.D., Suzuki, K., Tokumaru, Y., Ikuta, N., 
Tajima, M., Honjo, T., and Ohta, A. Inactivation 
of the PD-1-dependent immunoregulation in 
mice exacerbates contact hypersensitivity 
resembling immune-related adverse events. 
Front Immunol 6: 18711, 2021.

● Kjaergaard, J., Hatfield, S., Jones, G., Ohta, A., 
and Sitkovsky, M. A2A Adenosine Receptor 
Gene Deletion or Synthetic A2A Antagonist 
Liberate Tumor-Reactive CD8+ T Cells from 
Tumor-Induced Immunosuppression. 
J Immunol 201: 782-791, 2018.

● Ohta, A. Oxygen-dependent regulation of 
immune-checkpoint mechanisms. Int Immunol
30: 335-343, 2018.

● Sethumadhavan, S., Silva, M., Philbrook, P., 
Nguyen, T., Hatfield, S.M., Ohta, A., and 
Sitkovsky, M.V. Hypoxia and hypoxia-inducible 
factor (HIF) downregulate antigen-presenting 
MHC class I molecules limiting tumor cell 
recognition by T cells. PLoS One 12:e0187314, 
2017.

● Abbott, R.K., Silva, M., Labuda, J., Thayer, M., 
Cain, D.W., Philbrook, P., Sethumadhavan, S., 
Hatfield, S., Ohta, A., and Sitkovsky, M. The Gs 
Protein-coupled A2a Adenosine Receptor 
Controls T Cell Help in the Germinal Center. 
J Biol Chem 292: 1211-1217, 2017.

● Abbott, R.K., Thayer, M., Labuda, J., Silva, M., 
Philbrook, P., Cain, D.W., Kojima, H., Hatfield, S., 
Sethumadhavan, S., Ohta, A., Reinherz, E.L., 
Kelsoe, G., and Sitkovsky, M. Germinal Center 
Hypoxia Potentiates Immunoglobulin Class 
Switch Recombination. J Immunol 197: 
4014-4020, 2016.

● Ohta, A. A Metabolic Immune Checkpoint: 
Adenosine in Tumor Microenvironment. 
Front Immunol 7: 109, 2016.

● Hatfield, S.M., Kjaergaard, J., Lukashev, D., 
Schreiber, T.H., Belikoff, B., Abbott, R., 
Sethumadhavan, S., Philbrook, P., Ko, K., 
Cannici, R., Thayer, M., Rodig, S., Kutok, J.L., 
Jackson, E.K., Karger, B., Podack, E.R., Ohta, A., 
Sitkovsky, M. Immunological mechanisms of the 
anti-tumor effects of supplemental oxygenation. 
Sci Transl Med 7: 277ra30, 2015.

免疫機構研究部

が傷ついたりとか、体の中の組織に不都合

が起きた時に、炎症というのは健康な組織

を守るために必要不可欠な反応ですが、

たまにその反応が過剰になることがあるの

が難点です。これを実行している免疫細胞

は、ウイルスに感染した細胞やがん細胞、

あるいはばい菌など困ってしまう存在を根

絶やしにするだけの能力を持っているので

すが、このようにある意味では物騒な機能

なので、その使用については色々な形でコ

ントロールされています。武器を持ってい

るからといって、軍隊が手当たり次第に喧

嘩を売りに行かないようにコントロールさ

れているのと同じですね。本庶理事長が

ノーベル賞を受賞されたPD-1というのも、

このような制御メカニズムの一つです。そ

れにもかかわらず暴走してしまった結果が

炎症性疾患ですので、何かの手違いで起

こっているのでしょうが、本来のコントロー

ルが効いていないので放っておけば治ると

いうものでもありません。ともかくこの暴走

を止めなければならないのですが、ステロ

イド剤でもうまくコントロールできないこと

が時々あり、我々はこのような患者さんと

治療にあたる方々の力になれるようなもの

を生み出すことを目的としています。

その一つは炎症性疾患の兆候を早めに

把握できないかという点です。症状として

現れているものの背後に免疫細胞の暴走

があるのかどうかが判れば、適切な標的に

対する治療が行うことができます。また、

増悪と寛解を繰り返す慢性疾患において

は、増悪の兆候を把握できれば早めの対

応により病状のコントロールが行いやすく

なります。もう一つは炎症を止めるための

新しい薬剤の創出です。我々が取り組んで

いるのは、疾患の中で暴走している免疫細

胞を止めるために、先ほども出てきた

PD-1を利用する方法です。PD-1は免疫

細胞の機能を抑制的にコントロールする

ので、これを積極的に刺激して炎症を沈静

化させることを狙っています。既存の抗炎

症薬とは標的や効果の出方も違うので、こ

れまでは不可能だった部分の手当が可能

になることを期待しています。このような

取り組みから、人類の役に立つものが生ま

れてくれば良いと心から願っています。

PD-1を利用し、暴走する
免疫細胞をコントロール
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り込むNMNトランスポーターを発見し、

視床下部、脂肪、筋肉、小腸からなる臓器

間相互作用により老化、寿命が制御され

る機構の解明、第2は視床下部の機能低

下が加齢に伴う筋肉の機能低下、筋肉量

の減少（サルコペニア、フレイル）をもたら

す機構の解明。第3はヒト臨床試験により

NMNの重要な効果を確認するための大

規模臨床試験を実施すること（ワシントン

大学と共同）、第4はα-klotho変異マウス

の解析を手がかりに、電解質の制御因子

と考えられてきたビタミンDが、糖代謝、脂

質代謝、エネルギー代謝の制御に関わる

多機能因子であることを明らかにしてお

り、その異常が骨密度、体重、血糖値、脂

肪量、血中トリグリセリド値の異常、すな

わち骨粗しょう症、糖尿病、肥満・羸痩、高

脂血症、フレイルなどの代表的な老化疾患

の発症、病態の進行にどのように関わって

いるかを解明すること、第５は脂質代謝の

制御因子として同定したβ- Klothoが胎

生期において母体から胚への脂質供給を

制御しており、その機能低下が胎仔の発

育低下（小さく生まれる）をもたらすことを

明らかにしており、この発育低下が将来の

疾患の発症にどのように影響するかを解

析することです。

神戸医療産業都市推進機構では、健康

長寿の実現を目標として掲げています。

この実現には、先端医療研究センターの各

研究部門による多面的な取り組みが必要

です。この中で、老化機構研究部は老化機

構の解明、老化疾患の解明とその成果の社

会実装、社会発信に取り組んできました。

今後、一段と高齢化が進み、健康長寿の

実現を目指す取り組みは益々重要となり

ます。当研究センターの叡智を結集して新

たな方針、方向性を確立し、大きく発展さ

せるための礎を築いていきたいと考えてい

ます。

先端医療研究センター
Institute of Biomedical Research and Innovation

老化機構研究部は、老化・寿命研究の

枠組みから老化関連疾患の病因を解明す

ること、老化・寿命の基本メカニズムの解

明を基盤として抗老化方法論を開発・社

会実装することを目的としており、そのスト

ラテジーは「モデル動物、遺伝子機能改変

動物の解析を通して老化の分子機構の解

明と老化疾患の病態の解析を進め、その

結果を加齢動物、ヒトで検証し、次いで臨

床研究へと展開、社会実装すること」を基

本としています。

その取り組みにより脳（視床下部）にお

けるNAD+依存性脱アセチル化酵素Sirt1

の機能亢進が老化遅延、寿命延長をもた

らすことを発見し、視床下部が老化の制御

センターであることを提唱しました。また

NAD+の前駆体であるNMNの投与、NMN

を合成する酵素であるeNAMPTの投与

が顕著な抗老化作用を示すことを明らか

にしました。一方、一つの遺伝子の変異（α

-klotho変異）で多彩な早期老化症状を示

す老化疾患モデルを開発し、α-Klothoが

ビタミンD合成を負に制御していること、

結果としてα-klotho変異マウスでは血中

ビタミンD濃度の顕著な亢進が起こり、多

彩な老化症状の主な要因となっていること

を提唱してきました。

老化機構研究部は鍋島（部長）、今井眞

一郎特任部長（ワシントン大学医学部教

授）が協力して運営しています。また

“AMED老化研究プロジェクト”、“AMED-

CiCLEフレイル研究開発拠点形成事業”

の2つの老化研究に関する国家プロジェク

トの中心的役割を担っており、先端医療研

究センター、国立循環器病研究センター

（フレイル研究開発拠点）の2カ所に研究室

を設置し、運営しています。

現在、当研究部で注力している取り組み

は5つあります。第1は、NMNを小腸で取

老化機構研究部 部長
AMED CiCLE事業 兼任

　鍋島  陽一

老化のしくみを解明し、健康寿命を伸ばす

老化は、がんや心臓病、認知症、脳血管障害などの病気と深く関連しています。

老化機構研究部では、老化のメカニズムを解明することで、

老化を遅らせ、健康寿命を伸ばすための研究を続けています。

なぜ人は老いるのか
動物やヒトで抗老化方法論を研究

論 文

● Nabeshima Y, Abe C, Kawauchi T, Hiroi T, Uto Y, 
Nabeshima YI.  Simple method for large-scale 
production of macrophage activating factor 
GcMAF.  Sci Rep.10(1):19122. (2020)

● Yoshida M, Satoh A, Lin JB, Mills KF, Sasaki Y, 
Rensing N, Wong M, Apte RS, Imai SI.  
Extracellular Vesicle-Contained eNAMPT Delays 
Aging and Extends Lifespan in Mice. 
Cell Metab. 30(2):329-342. (2019)

● Grozio A, Mills KF, Yoshino J, Bruzzone S, Sociali 
G, Tokizane K, Lei HC, Cunningham R, Sasaki Y, 
Migaud ME, Imai SI.  Slc12a8 is a nicotinamide 
mononucleotide transporter. Nat Metab.
1(1):47-57. (2019)

● Yoshino J, Baur JA, Imai SI. NAD+ 
Intermediates: The Biology and Therapeutic 
Potential of NMN and NR. Cell Metab. 27
(3):513-528. (2018) 

● Shikanai M. Nishimura Y.i V, Sakurai M., 
Nabeshima Y., Yuzaki M., Kawauch T.  
Caveolin-1 promotes early neuronal maturation 
via caveolae-independent trafficking of 
N-cadherin and L1.  iScience 7:53-67. (2018)

● Mills KF, Yoshida S, Stein LR, Grozio A, Kubota 
S, Sasaki Y, Redpath P, Migaud ME, Apte RS, 
Uchida K, Yoshino J, Imai SI.  Long-Term 
Administration of Nicotinamide 
Mononucleotide Mitigates Age-Associated 
Physiological Decline in Mice. Cell Metab. 24
(6):795-806. (2016)

● Inada A., Inada O., Nagafuchi S., Katsuta H., 
Yasunami Y., Fujii NL., Matsubara T., Arai H., 
Fukatsu A. Nabeshima Y.  Adjusting the 17
β-Estradiol to Androgen Ratio Ameriorates 
Diabetic Nephropathy. J. American Society of 
Nephrology 27(10): 3035-3050 (2016)

老化機構研究部

健康長寿を実現するために
当機構のさらなる発展に期待する

るいそう

nicotinamide NMN NAD+

eNAMPTを含む
細胞外小胞

脂肪組織
eNAMPT

脱アセチル化

Ac Ac

eNAMPT

●視床下部 （身体活動能力、睡眠の質の上昇）
●膵臓 （インスリン分泌上昇）
●網膜 （視神経細胞機能の上昇）
●海馬 （幹細胞の活性、記憶･学習機能の上昇）

老化遅延

寿命延長

NMNの投与 Sirt1の活性化

NAD+ （ニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド）

用語解説

NAD+はすべての生き物の体内に存在し、さまざまな
酵素の働きを補助する低分子の有機化合物（補酵素）
の一つである。抗老化遺伝子サーチュインが作用（抗
老化機能を発揮）するには、NAD＋が必須である。体
内のNAD＋量は加齢に伴って減少し、それにより抗老
化遺伝子サーチュインの機能が低下し、老化が進行す
ると考えられている。

NMN　（ニコチンアミド・モノヌクレオチド）
NAD+の合成中間体。ビタミンB3の一種であるニコチ
ナミドからつくられ、次いでNAD+に変換される。ヒト
や動物の血液中に多く存在する。また、ブロッコリーや
アボカド、トマトなどにも微量に含まれ、食品成分とし
て販売されている。NMNの血中濃度は加齢と共に減
少する。NMNを投与し続けると老化が遅延し、健康
寿命が延伸することから、NMNには顕著な抗老化作
用があると考えられている。

AMED老化研究プロジェクト
老化メカニズムの解明と制御を目指す国家プロジェクト。「老化研究推進・支援拠点」、「老化機構・制御研究拠点」、「個
体・臓器老化研究拠点」の3つの拠点からなっており、当研究部は、「老化研究推進・支援拠点」の代表機関を担ってい
る。また、「個体・臓器老化研究拠点」の２つの課題を担当している。

AMED-CiCLE フレイル研究開発拠点形成事業
企業や大学等の産学連携の混成チームを組み、医薬品等の実用化に向けた研究開発を加速化する革新的な基盤を創
成する国家プロジェクト。当研究部は、帝人株式会社を代表とする研究課題「フレイルの予防薬・治療薬の研究開発」
の中心的な役割を担っている。

α-klotho
顕著な老化症状を示す老化モデルマウスの原因遺伝
子の名前。Klotho（クロトー）とは、ギリシャ神話の運
命の三女神の一人で生命の糸を紡ぐ女神の名前。

AMED
「国立研究開発法人日本医療研究開発機構」の略
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設立20周年、心からお祝い申し上げま

す。本庶理事長の下、部門体制を新たにし

た研究センターが発足したのは2018年4

月のことですが、私は新センターの神経変

性疾患研究部長を拝命し、今に至ってい

ます。

当機構が発足した2000年は、私にとっ

ても忘れられない年です。当機構は阪神・

淡路大震災の復興を目指し公益財団法人

先端医療振興財団として発足したわけで

すが、私が当研究部のテーマ「アミロスフェ

ロイド（ASPD）」を発見したのがこの年

だったからです。私たちはアミロスフェロイ

ドをアルツハイマー病の脳で起こる神経細

胞死の原因分子として同定し、今まさに臨

床応用に向かおうとしています。その最初

の論文は2003年に米国科学アカデミー紀

要に掲載されましたが、出版の記者会見を

文部科学省で行いました。その場で、初め

て治療薬を待望する社会の声・熱い期待に

触れ、それに動かされて、京都大学にベン

チャーを設立し、今、当機構において治験

を目指すという流れにつながっています。

人間の脳は、その人の過去の記憶と学

習に基づいて、自分がどう生きるかという

「私らしさ」を判断する基準を作っていま

す。私の部門で研究対象としているアルツ

ハイマー病を初めとする神経変性疾患で

は、脳の中で「神経細胞」が死んでいくこと

で、この「私らしさ」が失われていきます。ア

ミロスフェロイドの出現はこの神経細胞死

のトリガーとなります。その後、私たちの研

究によって、アミロスフェロイドは神経細

胞の表面に存在するナトリウムポンプに結

合することで細胞死を起こすことや、アミ

ロスフェロイドがそもそもどうやって形成

されるかについても明らかになってきまし

た（JACS2015; PNAS2015; iScience 

2019など）。これらの発見に基づいて、現

在、中分子治療薬、コンパニオン診断薬の

開発を進め、さらに、疾患超早期を標的に

した遺伝子治療薬の開発や低分子薬の開

発にも取り組んでいます（図）。

実は、基礎研究から薬として上市される

比率は、トップクラスの外資製薬企業にお

いても13,000件に1つと言われています。

とくに、中枢神経薬の開発は難しいとされ

ています。認知症患者は2050年には世界

で1.5億人を突破する見込みですが（World

Alzheimer Report 2018）、未だ有効な根

本治療薬は存在しません。アルツハイマー

病のヒトでの主病態は神経細胞脱落です

が、神経細胞脱落を伴わないマウス等の

齧歯類疾患モデルによる創薬開発は、多く

の場合、不幸にして失敗に終わっています。

その状況を踏まえ、私どもは、「ヒトの脳」

を理解することが肝心であり、より低侵襲

の方法により直接ヒトの脳を解明していく

ことが大切になると考えています。マウス

とは異なり、人間には時間という概念があ

り、人間が記憶する理由は、よりよい未来

を効率良く選択するためです。人間の脳は

マウスとは全く異なります。人間の脳の理

解に基づき、私たちの研究部門では上記

の3つの全く異なる戦略で治療法開発に取

り組んでいます。間もなく前臨床最終段階

である、動物での検証に入る中分子創薬

を柱に、神戸発のオリジナル研究により、

疾患を正しく理解し、それを防ぎ、最期ま

で健やかに「私らしく」人生を歩める、そう

いう社会を次世代に残していきたいと思っ

ています。

先端医療研究センター
Institute of Biomedical Research and Innovation

神経変性疾患研究部 部長

星  美奈子

1991年東京大学大学院理学系研究科博士課程
修了（理学博士）。国立精神・神経センターで研
究員、三菱化学生命科学研究所において主任研
究員などを務めた後、2009年より京都大学大学
院医学研究科・特定准教授。2011年4月より客
員上席研究員を兼任し、2018年4月より現職。

Profile

生涯笑顔で健やかに生きられる社会へ

アルツハイマー病などの神経変性疾患では、脳の神経細胞が死んでいくことで

「私らしさ」が失われていきます。当研究部では、神経細胞が死ぬ原因の解明により、

最期まで健やかに人生を歩めるお手伝いをしたいと考えています。

「私らしさ」は、その人の記憶や
学習に基づいて脳がつくる

論 文

● Hoshi, M., Multi-angle development of 
therapeutic methods for Alzheimer's disease. Br. 
J. Pharmacol. (Cover) 2021 Feb;178(4):770-783. 
doi: 10.1111/bph.15174. Epub 2020 Jul 16.

● Xiao, Y., Matsuda, I., Inoue, M., Sasahara, T.,
Hoshi, M., and *Ishii, Y. NMR-based 
site-resolved profiling of β-amyloid misfolding 
reveals structural transitions from pathologically 
relevant spherical oligomer to fibril. 
J. Biol. Chem. (2020) 295, 458-467. doi:doi: 
10.1074/jbc.RA119.008522

● Hoshi, M. Tracking down a missing trigger for 
Alzheimer’s disease by mass spectrometric 
imaging based on brain network analysis, Ch.7 
of Molecular Biology of Neurodegenerative 
Diseases: Visions for the Future: PMBTS Volume 
168: AID 00439 (Teplow, D.B & Wolfe, M. Eds.) 
Elsevier (2019) ,22-55.

● Komura, H., Kakio, S., Sasahara, T., Arai, Y.,
Takino, N., Sato, M., Satomura, K., Ohnishi, T.,
Nabeshima, Y., Muramatsu, S., Kii, I., and 
*Hoshi, M. Alzheimer Aβ Assemblies 
Accumulate in Excitatory Neurons upon 
Proteasome Inhibition and Kill Nearby NAKα3 
Neurons by Secretion iScience (2019) 13: 
452-477. 
https://doi.org/10.1016/j.isci.2019.01.018

● Xiao, Y., Ma. B., McElheny, D., Parthasarathy, S., 
Long, F., Hoshi, M., Nussinov, R., and * Ishii, Y. 
Aβ（1-42）fibril structure illuminates 
self-recognition and replication of amyloid in 
Alzheimer’s disease Nature Str. Mol. Biol. (2015) 
22, 499-505 doi: 10.1038/nsmb.2991. Epub 2015 
May 4.

● Parthasarathy, S., Inoue, M., Xiao, Y., 
Matsumura, Y., Nabeshima, Y., Long, F., Hoshi, 
M., and *Ishii, Y. Structural Insight into an 
Alzheimer’s Brain-Derived Spherical Assembly of 
Amyloidβ by Solid-state NMR J. Amer. Chem. 
Soc. (2015) 137, 6480-6483 (IF= 14.612, CI=46)

● Ohnishi, T., Yanazawa, M., Sasahara, T., 
Kitamura, Y., Hiroaki,H., Fukazawa, Y., Kii, I., 
Nishiyama, T., Kakita, A., Takeda, H., Takeuchi, 
A., Arai, Y., Ito, A., Komura, H., Hirao, H., 
Satomura, K., Inoue, M., Muramatsu, S., 
Matsui,K., Tada, M., Sato, M., Saijyo, E.,
Shigemitsu,Y., Sakai,S., Umetsu, Y., Goda,N., 
Takino,N., Takahashi, H., Hagiwara, M., 
Sawasaki, T., Iwasaki, G., Nakamura, Y., 
Nabeshima, Y., Teplow, D.B., and *Hoshi, M.
Na,K-ATPase α3 is a death target of Alzheimer 
patient amyloid-β assembly Proc. Natl. Acad. 
Sci. USA. (2015) 112, E4465-E4474

図　当部門で進行中の３つの戦略

最期まで「私らしく」人生を歩める
社会を次世代に残すために

神経変性疾患研究部

げっし

ASPD形成神経細胞

ASPD

ASPD

Aβ
ASPDの形成/分泌の阻害

APP

核

中分子阻害剤
または抗体

遺伝子治療
一本鎖抗ASPD抗体

低分子治療薬
神経特異的ナトリウムポンプ
活性化剤

?
×

凝集 2

1

3

一本鎖抗ASPD抗体

×
ナトリウムポンプ

神経細胞死の阻止

ASPDで死ぬ神経細胞

×

アミロスフェロイド（ASPD） ナトリウムポンプ

用 語 解 説

星らが見出した、アルツハイマー病患者の神経細胞内
で形成される強い神経毒性を持つ球状の凝集体。Aβ
が約30個集合することで特異的な表面構造を形成し、
それによって神経細胞膜上のナトリウムポンプに結合
し、その活性を阻害することで毒性を発揮する。

細胞膜上に存在し、ATPの化学エネルギーを用いるこ
とで、細胞内から外に3個のナトリウムイオンを汲みだ
し、外から内へ2個のカリウムイオンを取り入れる。これ
により細胞膜電位はマイナスに保たれ、神経細胞が興
奮することが可能になるなど、神経細胞を含む全ての細
胞の生命活動の基盤となる重要な役割を担っている。
近年、神経特異的ナトリウムポンプの異常が、星らや他
の研究者によりアルツハイマー病やパーキンソン病の神
経障害と結びつくことがそれぞれ見出され、神経変性
疾患との関係について新たに注目を浴びている。

中分子治療薬　
分子量500 ～ 2000程度のもので、分子量の小さい低
分子薬と、分子量の大きい抗体医薬などの中間に位置
付けられる医薬品。低分子薬と抗体医薬の利点を併せ
持つ次世代創薬として期待されている。経口投与も可
能で、化学合成できるため製造コストも安く抑えられ
る。中分子を使うことで、抗体医薬が狙う標的だけで
はなく、低分子や抗体では狙えなかった、高い特異性
が必要な細胞内分子や、細胞内でのタンパク質/タンパ
ク質相互作用やタンパク質/核酸相互作用にアプロー
チすることが可能になると考えられている。

コンパニオン診断薬
バイオマーカーの解析結果に基づき、特定の医薬品の
有効性及び安全性が期待される患者を特定するために
使用される。当該医薬品の使用にあたり不可欠な製品。 

20th Anniversary　39

第
Ⅲ
章　

先
端
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
／
神
経
変
性
疾
患
研
究
部

38　Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe



■ 脳血管再生による神経機能再生
脳は一度壊れてしまうと二度と治らない、

と考えられてきました。私たちの研究室で

は、障害された脳での血管再生が神経機能

の再生をもたらすことを発見し、｢脳血管再

生による神経機能再生｣をテーマに、急性

期脳梗塞患者さんを対象にした幹細胞投

与による血管再生治療など、脳機能を再生

する医療の研究開発を推進してきました。

■ 再生医療の作用メカニズムの同定
幹細胞治療による再生促進メカニズム

が、①エネルギー源（グルコース等）が豊

富な幹細胞が、②障害を受けエネルギー

源が欠乏している細胞に、③細胞間トンネ

ルを介してエネルギー源を直接供与し、④

障害を受けた細胞での再生がスタート

（図）、であることを、2020年に世界に先

駆けて発見しました。この発見により、再

生医療が今までの医療とは全く違う作用

メカニズムに基づくものであること、また、

だからこそ今まで治らなかった病気が再

生医療で治療可能であることが明らかに

なりました。

現在とくに注力している取り組みとして

は、以下のようなテーマが挙げられます。

■ 次世代の再生医療開発
幹細胞治療による再生促進メカニズム

が判明したことによって、より効果的で普

遍的な次世代の再生医療開発が可能にな

りました。投与する幹細胞も、自分の幹細

胞を使った再生医療だけでなく、他人の幹

細胞を使った再生医療も可能であること

が明らかになっています。現在、再生医療

論文

● Kikuchi-Taura A, Okinaka Y, Takeuchi Y, Ogawa Y, Kimura T, Gul S, Claussen C, Boltze J, Taguchi A. Gap 
junction mediated cell-cell interaction between transplanted mesenchymal stem cells and vascular 
endothelium in stroke. Stem Cells （in press）

● Ogawa Y, Okinaka Y, Takeuchi Y, Saino O, Kikuchi-Taura A, Taguchi A. Intravenous Bone Marrow 
Mononuclear Cells Transplantation Improves the Effect of Training in Chronic Stroke Mice.  Front. Med., 26 
November 2020 doi: 10.3389/fmed.2020.535902.

● Takeuchi Y, Okinaka Y, Ogawa Y, Kikuchi-Taura A, Kataoka Y, Gul S, Claussen C, Boltze J, Taguchi A. 
Intravenous Bone Marrow Mononuclear Cells Transplantation in Aged Mice Increases Transcription of 
Glucose Transporter 1 and Na+/K+-ATPase at Hippocampus Followed by Restored Neurological Functions. 
Front. Aging 2020 Jun 11. doi: 10.3389/fnagi.2020.00170.

● Kikuchi-Taura A, Okinaka Y, Takeuchi Y, Ogawa Y, Maeda M, Kataoka Y, Yasui T, Kimura T, Gul S, Claussen C, 
Boltze J, Taguchi A. Bone marrow mononuclear cells activate angiogenesis via gap junction mediated 
cell-cell interaction. Stroke. 2020; 51(4):1279-1289.

● Okinaka Y, Kikuchi-Taura A, Takeuchi Y, Ogawa Y, Boltze J, Gul S, Claussen C, Taguchi A. Clot-Derived 
Contaminants in Transplanted Bone Marrow Mononuclear Cells Impair the Therapeutic Effect in Stroke. 
Stroke. 2019; 50(10):2883-2891.

に用いる幹細胞の大幅な機能向上や幹細

胞治療を代替可能な薬剤開発など、次世

代再生医療の研究開発を進めています。

■ 脳梗塞後遺症患者さんに対する
　 再生医療開発
脳梗塞に対する再生医療では、脳梗塞

発症すぐの急性期脳梗塞の患者さんが治

療の対象になることが多く、脳梗塞後遺症

の患者さんには、ほとんど効果がないと考

えられてきました。しかし私たちは、より効

果の高い細胞を、効率的な方法で投与し、

適切なリハビリテーションと組み合わせて

実施することにより、脳梗塞後遺症に対し

ても十分な治療効果が期待できることを

動物実験で示してきました。その知見を基

に、脳梗塞後遺症患者さんに対する再生

医療の臨床試験の準備を進めています。

日本では高齢化が急速な勢いで進んで

おり、要介護や寝たきりの方が急速に増え

ています。脳梗塞後遺症と認知症は寝た

きり原因の第1位と第2位ですが、現在で

は全く治療方法がありません。再生医療

の作用メカニズムが判明したことにより、

より有効で効率的な再生医療が、多くの疾

患に応用可能であることが判っています。

認知症に対しても、幹細胞を使った再生医

療が有効であることが動物実験では判っ

ており、脳梗塞の患者さんで進めている再

生医療を、認知症へも応用発展させる研

究開発を、国内外の多くの共同研究者と

進めています。

私たちは今後も、脳梗塞や認知症の方

の神経機能を再生する医療を、神戸から

世界へ普及させるための研究開発を推進

し、“寝たきりゼロの社会”の達成に貢献し

ていきたいと考えています。

先端医療研究センター
Institute of Biomedical Research and Innovation

脳を治す医療を神戸から世界に届ける

ヒトの脳は一度壊れてしまうと二度と治らないと考えられてきました。

しかし、当研究部では、脳の血管再生が神経機能の再生をもたらすことを発見。

脳梗塞や認知症で寝たきりになる人を救う医療として、期待が集まっています。

神戸から世界へ
“寝たきりゼロの社会”を目指して

図　幹細胞治療による再生促進メカニズム

脳循環代謝研究部

脳循環代謝研究部 部長

田口 明彦

1997年大阪大学大学院医学系研究科 博士課
程（神経解剖学）修了（医学博士）。米国コロンビ
ア大学博士研究員、国立大阪南病院循環器科
医員などを務めた後、2002年より国立循環器病
研究センター脳循環研究室室長/脳神経内科医
長。2011年９月より先端医療振興財団再生医
療研究部部長、2018年より現職。

Profile

幹細胞1
エネルギー源

（グルコース等）が豊富

障害を受けた細胞
2 エネルギー源が欠乏

幹細胞3
細胞間トンネルを介して
エネルギー源を供与

障害を受けた細胞

エネルギー源の供給を受け
再生がスタート

4

細胞間
トンネル

Stroke誌（2020）より引用、改変

グルコース

用 語 解 説

公 開 特 許

ブドウ糖とも呼ばれる糖類。細胞の最も重要なエネルギー源で、血糖として血液中を循環している。

幹細胞
自己複製能とさまざまな細胞に分化する多分化能を持つ細胞であり、再生医療にも利用されている。分化することが
できる細胞の種類が限定されている体性幹細胞と、ほとんどすべての細胞に分化可能な多能性幹細胞がある。脳循環
代謝研究部では、体性幹細胞を使った再生医療開発を行なっている。

1. 軽度認知障害の予防および／または治療剤（WO2013187075A1）
2. 脳梗塞疾患モデルマウス（JP4481706B2）

これまで脳循環代謝研究部が
取り組んできた代表的なテーマ

再生医療を届けるために
現在取り組んでいるテーマ
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● Inoue D, Polaski JT, Taylor J, Castel P, Chen S, 
Kobayashi S, Hogg SJ, Hayashi Y, Bello Pineda 
JM, Ettaib EM, Erickson C, Knorr K, Fukumoto 
M, Yamazaki H, Tanaka A, Fukui C, Lu XL, 
Durham BH, Liu B, Wang E, Mehta S, Zakheim 
D, Grippa R, Penson A, Chew GL, McCormick F, 
Bradley RK, Abdel-Wahab O. Minor intron 
retention drives clonal hematopoietic disorders 
and diverse cancer predisposition. Nat 
Genetics, (in press).

● Inoue D, Chew GL, Liu B, Michel BC, Pangallo J, 
D’Avino AR, Hitchman T, North K, Lee SC, Bitner 
L, Ariele B, Moore AR, Yoshimi A, Hoyos LE, Cho 
H, Penson A, Lu SX, Taylor J, Chen Y, Kadoch C, 
Abdel-Wahab O, Bradley RK. Spliceosomal 
disruption of the non-canonical BAF complex in 
cancer. Nature, 2019 Oct;574(7778):432-436. 

● Trivedi G, Inoue D, Chen C, Bitner L, Chung YR, 
Justin T, Gönen M, Wess J, Abdel-Wahab O, 
and Zhang L. Muscarinic acetylcholine receptor 
regulates self-renewal of early erythroid 
progenitors.  Sci Transl Med. 2019 Sep 25;11
(511). 

● Nagase R, Inoue D (co-first and 
co-corresponding author), Pastore A, Fujino T, 
Hou HA, Yamasaki N, Goyama S, Saika M, Kanai 
A, Sera Y, Horikawa S, Ota Y, Asada S, Hayashi Y, 
Kawabata KC, Takeda R, Tien HF, Honda H, 
Abdel-Wahab O, Kitamura T. Expression of 
mutant Asxl1 perturbs hematopoiesis and 
promotes susceptibility to leukemic 
transformation. J Exp Med. 2018 Jun 215
(6):1729-1747. 

● Inoue D (co-corresponding author), Fujino T, 
Sheridan P, Zhang YZ, Nagase R, Horikawa S, Li 
Z, Matsui H, Kanai A, Saika M, Yamaguchi R, 
Kozuka-Hata H, Kawabata KC, Yokoyama A, 
Goyama S, Inaba T, Imoto S, Miyano S, Xu M, 
Yang FC, Oyama M, Kitamura T. A novel 
ASXL1-OGT axis plays roles in H3K4 methylation 
and tumor suppression in myeloid malignancies. 
Leukemia. 2018 Jun 32(6):1327-1337. 

血液・腫瘍研究部は、急性白血病などの

血液がんについて未知のメカニズムの解

明と治療開発を目的に2019年に発足しま

した。これまでに、治療が困難ながんでは

遺伝子から不要な情報（イントロンなど）

を取り除き、必要な情報（エキソン）を選択

してつなぎ合わせる「スプライシング」と呼

ばれる不可欠な機構が、強く障害されてい

る点に着眼してきました。

とくに、多くのがんにおいて、遺伝情報を

含むDNAとそれを取り巻くタンパク質か

らなるクロマチン構造を制御するBRD9

が、スプライシング異常により機能を失っ

てしまう現象を分子レベルで突き止めるこ

とに成功しました。この成果はNature誌

に掲載され、スプライシングと発がん、ス

プライシングとクロマチン制御という新し

い概念を切り拓く成果となりました。興味

深いことに、生体モデルと核酸医薬などを

用いてBRD9のスプライシング異常を正常

化することが可能であり、治療の観点から

も新しい可能性の提案に成功しました。

造血の場は骨髄であり、血液がんの大

半はあらゆる血球細胞の元となる造血幹

細胞の異常によるものです。急性骨髄性白

血病や骨髄異形成症候群など難治性の血

液がんについて、病気を生み出す異常な造

血幹細胞を正常な造血幹細胞と比較して、

細胞内でみられる内的な現象、細胞外の

何かを介して生じる外的な現象の双方か

らのアプローチを試みています。前者とし

ては、全てのイントロンの中でわずか0.3%

に満たない「マイナーイントロン」と呼ばれ

る遺伝子領域がスプライシングにより取り

除かれないことでがんに至る現象を捉えつ

つあり、生体モデルを用いて詳細に解析を

進めています。進化的に保存されたマイ

ナーイントロンは生体にとって極めて重要

な遺伝子のみに含まれ、発がんメカニズム

における新しい鍵となることが分かってき

ています。後者の外的因子としては、造血

幹細胞を支える骨髄微小環境に着眼して

います。遺伝子変異などで障害を受けた

造血幹細胞が、正常な造血幹細胞を支え

る骨髄ニッチの主役である間葉系幹細胞

の骨への分化を抑制し、正常造血をサ

ポートする機能が障害されるメカニズムを

初めて明らかとしつつあります。さらに、こ

の現象のメディエーターとして異常な造血

幹細胞が分泌する「エキソソーム」と呼ば

れる小さな細胞間伝達物質が鍵となるこ

とを突き止めました。

高齢化に伴い、血液がんは増加の一途

を辿ると予想されています。さらに血液が

んの原因となる遺伝子変異は病気が明ら

かとなるずっと前（数年前から数十年前）

に生じていること、このような変異は血管

の動脈硬化・骨粗しょう症・固形がんなど

全身性の老化と密接な関係があることが

分かってきました。

造血幹細胞を障害する内的因子と外的

因子を両面から追求することで、人間の宿

命である老化やそれに伴う長期間にわた

るストレス、遺伝子変異により障害を受け

た造血幹細胞がもたらす内的・外的な骨

髄環境の変化をさらに明らかにしていきま

す。それにより、血液がんにとどまらず「前

がん状態」にまで踏み込んで病態解析や治

療応用につなげたいと考えています。とく

に骨髄ニッチの改善を目指したエキソソー

ム創薬や、造血幹細胞の代謝リプログラミ

ング、未知のシグナルの解明などにおいて

革新的な医療につながる成果を目標とし

ています。

先端医療研究センター
Institute of Biomedical Research and Innovation

血液・腫瘍研究部 
上席研究員（グループリーダー）

井上  大地

神戸市立医療センター中央市民病院に5年間勤
務後、東京大学医科学研究所、米国メモリアル
スロンケタリングがんセンターで計9年間白血病
研究に従事し、2019年より現職。

Profile

血液がんの未知のメカニズムを追求

2019年に発足した血液・腫瘍研究部は、急性白血病などの血液がんに対して、

腫瘍学の常識にとらわれず、さまざまな視点から「がん」を捉えることで

新しいサイエンスの扉を開き医療へ還元することを目指しています。

さまざまな視点からがんを捉え、
革新的な医療につながる成果へ

図　血液・腫瘍研究部が取り組む血液がんの新しいメカニズム

血液がんのメカニズムの
解明と治療開発を目指す

血液・腫瘍研究部 （客員部長　北村 俊雄）

用語解説

論文

スプライシング
DNAの塩基配列に基づく遺伝情報から、不要な部分を
取り除く編集作業をスプライシングという。真核生物で
は、遺伝情報をもたないイントロンによって中断されてお
り、スプライシングによって不要箇所のイントロンが除去
され成熟したメッセンジャー RNAとなる。

クロマチン構造
DNAとその周囲のタンパクの核内での３次元構造を指
す。DNAはヒストンなどのタンパク質がつくるヌクレオソー
ムという複合体に巻き付き、さらにらせん状にたたまれる
ことでコンパクトに核内に収納されている。クロマチンの
構造はDNAの領域により異なり、緩んだ状態では活発に
RNAの転写が行われる。

BRD9
アセチル化修飾されたリジン残基を認識するブロモドメイ
ンを有するタンパクの一つ。新しく同定されたクロマチン
構造を変換する複合体の必須の構成因子であることが近
年示された。がんの種類によって腫瘍促進的にも抑制的
にも働き注目されているが、その分子機構は十分に解明
されていない。

内的因子（がん細胞内の遺伝情報の異常） 外的因子（がん細胞を支える細胞を介した機能障害）

正常骨髄

+ 老化
+ 遺伝子変異
+ 長期間のストレス

不要なイントロン配列を除去する
「スプライシング」の異常 

スプライシング異常による
遺伝情報の不正確な伝達

発がん

イントロン

BRD9など

エキソン
（遺伝情報をコード）

造血幹細胞

障害を受けた
　造血幹細胞

エキソソーム

エキソソーム

分化
維持

分化
障害

ニッチからの
サポート

間葉系幹細胞
（造血をサポート） 

間葉系幹細胞

骨芽細胞に分化

骨芽細胞↓

正常造血への
サポート↓

骨の維持

骨が薄く脆くなる
骨粗鬆症
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4月
医薬品開発研究部発足
（現在の老化機構研究部）

4月
神戸ハイブリッド

ビジネスセンター共用開始

5月
マンスリーレクチャー開催

（以降現在に至る）

1月
先端医療センター
PET診断サービス事業開始4月

放射線治療事業開始

4月
先端医療センター
医療機器棟開設

3月
先端医療センター
全面開業

1月
京都大学、三菱重工業株式会社と
共同で開発した高精度放射線
治療装置が薬事法に基づく
製造販売承認を取得

4月
文部科学省
「再生医療の実現化
プロジェクト」に参画

11月
再生医療の臨床研究開始
（下肢血管再生）

2015年
（平成27年）

4月
先端医療センター病院
「脳梗塞細胞治療の
臨床研究」開始

4月
再生医療研究部発足
（現在の脳循環代謝研究部）

4月
血液･腫瘍研究部発足

4月
神経変性疾患研究部発足

12月
先端医療研究センター
研究交流会開催
（以降現在に至る）

12月
AMED「フレイルの予防薬・治療薬の
研究開発」に関する研究協定締結

9月
「滲出型加齢黄斑変性に対する
自家iPS細胞由来網膜色素上皮シート移植に関する
臨床研究」で世界初の移植手術実施

TOPICS先端医療研究センター
Institute of Biomedical Research and Innovation

7月
先端医療センター着工

8月
「滲出型加齢黄斑変性に対する自家iPS細胞
由来網膜色素上皮シート移植に関する臨床研究」
の研究開始

7月
アルツハイマー病で起こる
神経細胞死の新たな
ターゲット分子発見

2007年に米国FDA承認を取得後、本邦の製造販売承認、欧州CEマークを相次いで取

得、日本、米国、欧州で販売され、現在も実臨床装置として稼働しています。その斬新性か

ら、2008年には産学官連携功労者表彰経済産業大臣賞に引き続き、日本機械学会賞（技

術）とグッドデザイン賞を、2016年には日本癌学会賞（JCA-CHAAO賞）を受賞。

JCA-CHAAO賞は医療機器として初の受賞となりました。

第７回産学官連携推進会議において
高精度放射線治療装置が経済産業大臣賞を受賞

PICK UP!

1

2000年
（平成12年）

2001年
（平成13年）

2002年
（平成14年）

2008年
（平成20年）

2018年
（平成30年）

2017年
（平成30年）

2019年
（令和元年）

2013年
（平成25年）

2014年
（平成26年）

2003年
（平成15年）

2010年
（平成22年）

2012年
（平成24年）

2011年
（平成23年）

10月
AMED

「老化メカニズムの
解明・制御
プロジェクト」の開始

4月
感染症制御研究部発足

（予定）

2016年
（平成28年）

4月
自己免疫疾患と癌の
創薬研究に関する
共同研究の開始
（創薬イノベーションプログラム
 第一号）

4月
分子病態研究部発足
(現在の免疫機構研究部)

10月
新たな網膜疾患治療薬
開発のための共同研究の開始
（創薬イノベーションプログラム 第二号）

20周年

2020年
（令和2年）

2021年
（令和3年）

P.78

9月
本庶佑理事長のノーベル賞受賞と
機構20周年を契機とした
「神戸医療産業都市推進機構20周年記念
次世代医療開発センター」の整備を決定
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「難治性疾患の治療成績の向上と予後の改善」
に向き合います
TRIでは、❶トランスレーショナルリサーチの推

進・管理 ❷臨床試験と大規模コホート研究の推

進・管理・運営 ❸医療・臨床研究情報の発信、の

3つを活動領域としています。日本の医療をより

良いものにするべく、ライフサイエンス分野のプ

ロフェッショナルとして、高品質で専門的なサー

ビスを提供することで、新しい医療技術の研究開

発を促進します。

声門開大維持

声帯

チタンブリッジ®
甲状軟骨

過閉鎖 声門の
過閉鎖の防止

前交連開大幅2～6mm

上から見た図

正面から見た図

医療イノベーション推進センター
Translational Research Center for Medical Innovation

革新的医療技術創出拠点プロジェクト2014-

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ...

［文部科学省］
トランスレーショナルリサーチの基盤整備事業

2002-2005

［文部科学省］
がんトランスレーショナルリサーチ事業

2004-2008

［厚生労働省/ AMED］
臨床研究品質確保体制整備事業
（旧：臨床研究中核病院整備事業）

2012/2013-2016/2017

［文部科学省］
橋渡し研究支援推進プログラム
（第1期プログラム）

2007-2011
［文部科学省／AMED］
橋渡し研究加速ネットワークプログラム
（第2期プログラム）

2012-2016
［AMED］
橋渡し研究戦略的推進プログラム
（第3期プログラム）

2017-2021

AMED発足
AMEDによる一元・一貫管理

［厚生労働省/AMED］
日本主導型グローバル臨床研究体制整備事業

2012-2016

2017
［AMED］
平成29年度「橋渡し研究戦略的
推進プログラム」の成果活用支援

2011-2015
［厚生労働省/AMED］
早期・探索的臨床試験拠点整備事業

医療法に基づく 臨床研究中核病院

医療イノベーション創出事業の歴史

図2　鼓膜再生治療  治療の流れ

図1　チタンブリッジ®による治療コンセプト

麻酔薬を浸した綿球で
約20分間麻酔をします。

鼓膜穿孔縁に新しい傷を
つけます。

bFGFを浸潤させたゼラチンスポ
ンジを孔に留置し、糊（フィブリン
糊）で接着します。

３週間後、痂疲（かさぶた）を
除去します。

トランスレーショナルリサーチの推進・管理1

文部科学省、厚生労働省、日本医療研

究開発機構（AMED）から委託された多く

の事業において、アカデミアの研究開発パ

イプライン強化と相互ネットワークの形成

を目指し、日本のトランスレーショナルリ

サーチ（橋渡し研究）を支援・推進するため

の基盤整備に取り組んできました。

この活動によって、人材確保・育成を含

めた拠点機能の強化やネットワーク化、複

数の基盤整備事業とシーズの育成、実用

化が実現しました。

2015（平成27）年にAMEDが発足し、TRI

が担ってきた全国アカデミア拠点のサポー

トは順次AMEDへと移管しました。現在

は、これらの事業によって培ったさまざまな

ノウハウや経験も活かし、今まで以上に国

内外のより多くの施設に対して、サポートの

範囲を広げています。

2018（平成30）年度からは、科学技術振

興機構（JST）から事業を請け負い、JSTへ

の支援によって創出された研究成果をライ

フサイエンス分野へ展開するための調査と

提案を行っています。

トランスレーショナルリサーチの基盤は

文部科学省、厚生労働省、AMEDの事業

により概ね整備されました。

JSTの研究成果は基礎研究が多く、全く

新しい医薬品・医療機器として、また、研究

開発の現場での活用が期待される高度な

分析や測定機器として、わが国の医療研究

開発を飛躍的に発展させるものとして期待

されます。

研究者の開発技術の特長を把握し、医

療への応用を目指すために医療分野の研

究者の紹介や事業化を視野に入れた提案

やAMED事業への応募の支援などを実施

しています。

JSTからAMED、基礎から臨床への橋

渡しの支援に注力しています。

拠点の基盤整備が確立された一方で、

個別のシーズに目を向けると、有望なシー

ズでありながら支援が届かず研究費が確

保できない、企業導出がうまくいかない、

などの理由から、開発が行き詰まるケース

が少なからず見られるのも事実です。

アカデミア発の研究開発シーズには、患

者さんに真摯に向き合った結果生まれたも

の、また現在の既成概念を超越するものな

ど、次世代の治療法となりうる可能性を秘

めたものが多数あります。研究者が、その

ような開発シーズへの取り組みを諦めるこ

となく進められるように、TRIは研究者と伴

走してサイエンスを深めながら最短で開発

を行う道を探し、その成果を社会へ提供で

きるまでを支援しています。

チタンブリッジ®による
痙攣性発声障害の革新的治療

声帯が強く閉まりすぎないように喉にあ

る軟骨（甲状軟骨）を切開し、そこにチタン

ブリッジ®を固定することで、発声中の声の

詰まりや途切れ・震えをきたす痙攣性発声

障害を治療します（図1）。

聞こえを取り戻す、
リティンパ®を使った鼓膜穿孔の治療

鼓膜は中耳炎や外傷などいろいろな原

因で孔が開くことがあります。リティンパ®

は、薬剤を含む生体吸収性のスポンジで

鼓膜の孔をふさぎ、組織の再生を促進する

ことで鼓膜穿孔を治療します（図2）。

JSTへの支援を通じて
新たな価値を創出

アカデミア発・TRI支援の治療例
保険医療として患者さんに届いているもの

新しい医療技術の研究開発を支援・推進するための基盤整備に取り組んでいます

困難な開発でも諦めてほしくない。
研究者と開発の最短経路を模索

TRIが支援した事業／プロジェクトなど
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細胞療法研究開発センター
Research & Development Center for Cell Therapy

細胞療法研究開発センター
センター長

川真田  伸
1981年、京都大学理学部物理学科を卒業。1990年
に神戸大学医学部を卒業後、1991年から和歌山赤
十字病院（血液内科）で臨床医を務める。1998年、
京都大学大学院医学研究科（病理系）を修了し、米
国へ。システミックス社、スタンフォード大学医学部
（博士研究員）を経て、2002年に先端医療振興財団
先端医療センター研究所主任研究員に就任。2015

年より現職。

細胞医療の課題を解決し、
産業としての細胞製剤製造を目指す

この数年、細胞製剤を使用した手術や治療についてメディアで

取り上げられる機会も多くなり、細胞治療に対する一般の方々の

関心が高まっていることを強く感じています。しかし、細胞治療の

多くは、まだ治験段階や自由診療段階にあり標準治療として定着

していません。治療効能に対する十分な評価系や、細胞移植後の

副作用や重大な事後を事前に予見するための動物を用いた安全

性試験のデザインも開発途中です。また、出発原材料が個人に

よって異なる細胞なので、「細胞の品質規格が取れない」、「製造

工程中の細胞の品質担保が容易ではない」、「製造コストが膨大」

など細胞医療には未だ多くの課題があります。細胞治療が広く定

着するためには、これらの課題解決が不可欠です。メディアでは

頻繁に“世界で初めて”という枕詞が使われていますが、我々はそ

こには関心はありません。有効性の評価や安全性が未だ確定し

ていない課題に対して、その課題を一つずつ解決することで治療

の安全性と有効性を見極める仕事をしたいと考えております。

我々はこの“裏方”の仕事にやり甲斐と誇りを感じています。

この先、当センターだけで細胞治療を身近な治療方法として社

会に定着させるには限界があります。すばらしい製剤製造システ

ムを開発しても、当局の承認を取得し、エンドユーザーである医

療業界で認知されなければ、我々の成果は広まりません。別の言

い方をすれば、ものづくりをする複数の企業体からなる「産業界

エコシステム」と、規制当局・病院・製薬企業・細胞製造業などか

らなる「医療界エコシステム」が一体となり、システム開発やその

認知を進めなければ、新しい細胞製造システムが患者さんのお役

に立つことは難しいでしょう。また安全かつ安価な細胞製剤の製

造において、産業界と医療界を結ぶ仲介者的な組織や仕組みが必

要です。今後の細胞療法に関する研究や技術開発のためにも、当

センターは各エコシステムから賛同をいただきながら、産業界と医

療界を結ぶ仲介者的な役割を担うことが必要になると思います。

10年後、20年後の細胞製剤製造は現在の前近代的な手作業か

ら脱却し、自動化・IT化が進むと考えられています。電子化された

細胞データからその出自・遺伝情報、製造工程の情報、臨床成績、

疾患の医療情報、健康情報などさまざまな情報にリンクし、ライフ

サイエンス分野での一大 IoTの構成要素になると予想しており、当

センターはその実現に寄与する活動を進めていきたいと思います。

そしてこれが、良質で適性な医療サービスの提供と新たな医療ビジ

ネスの創造につながると確信しています。

より良い医療システム構築のため、
互いに切磋琢磨しながら邁進したい

当機構には、４つのセンターとセンターの活動を支える

「経営企画部」、「監査室」があります。それぞれが掲げる

ミッションのもと、職員は日々業務にいそしんでいることと

思いますが、そのゴールはより良い医療システムの構築で

あり、ここで働くすべての職員にとって共通のものです。そ

れぞれの部署が持つ特性を活かし、その特性で互いを刺

激し合いながら切磋琢磨して、将来の医療に貢献できる機

構となるよう共に邁進していきましょう。

細胞治療の実用化をはじめ、
産業界と医療界を結ぶ架け橋と   して貢献

センターの業務がつなげた
神戸への関連企業進出や治療薬の製造

細胞療法研究開発センターでは、細胞の安全性や品質

規格に関する基礎研究から実際に治療に使用する市販

の細胞製剤製造までの業務をカバーしています。当セン

ターが目指すのは、細胞治療が安全かつ身近な治療にな

ること。そのために、国・大学・研究機関や民間企業と協

力・連携した研究や技術開発を通じて課題に取り組みな

がら、細胞治療の実用化を目指しています。

当センターは、基礎研究から細胞製造の管理システム

構築までを一元的に扱うことで、各分野や各工程におけ

る課題や解決策を抽出することができました。その結果、

多くの研究機関や企業との接点も生まれ、ポートアイラン

ド地区での雇用の創出や同地区への医療機器企業、検

査企業、運用会社、人材派遣業、倉庫業、製薬企業など

の細胞製造業を核とした関連企業の進出や集積に貢献

できたと考えています。

研究の成果としては、未分化ES細胞やiPS細胞が分化

するときの作用機序や代謝経路の変化を明らかにし、そ

こから治療に使う細胞の品質を確かめる検査法を見出

し、論文で報告したことが挙げられます。また医療事業で

は、「再発又は難治性のCD19陽性のB細胞性急性リン

パ芽球性白血病」や「再発又は難治性のCD19 陽性の

びまん性大細胞型B細胞リンパ腫」に対する遺伝子細胞

治療薬「キムリア®点滴静注」（一般名：チサゲンレクル

ユーセル）の市販用の製造が当センターで開始されたこ

とも大きな成果の一つです。

About the Center

細胞療法研究開発センター▶https://www.fbri-kobe.org/rdc/

MMessage
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ヒトES細胞

用 語 解 説

ヒト胚の一部から取り出された細胞を培養して得られ
る細胞。人の体のあらゆる細胞に分化する多能性や、
ほぼ無限に増殖できるという特徴を持つ。

多能性幹細胞
ES細胞やiPS細胞など、さまざまな細胞に分化する能
力のある細胞のこと。

iPS細胞
2006（平成18）年に細胞を培養して誕生した多能性幹
細胞のこと。再生医療や新しい薬の開発などに活用で
きると考えられている。

細胞培養施設（CPC）
Cell Processing Center

CAR-T細胞
免疫細胞の一種であるT細胞を遺伝子医療の技術を用
いてCAR（キメラ抗原受容体）と呼ばれる特殊なたんぱ
く質を作り出すことができるT細胞のこと。

細胞療法研究開発センター
Research & Development Center for Cell Therapy

センター長　川真田 伸

製剤や核酸の製剤などがどんどん増えて

います。

当センターのCMOディビジョンが製造

する「CAR-T細胞」もその一つで、画期的

な治療薬になり得ます。しかし、製造立ち

上げを通じて細胞製剤の製造と品質担保

にいかに人手とコストがかかるかを痛感

し、産業化していく上での課題と認識しま

した。そこで、製造工程中の細胞の品質保

証法の構築とその仕組みを搭載した「細胞

自動培養システム」の開発に企業と共同で

取り組んでいます。これまで基礎研究分野

で培ってきた安全性・リスクの評価方法や

細胞の品質規格とは何か、細胞製剤の品質

保証の在り方における研究などの知見を活

かし、当センターがキー・オピニオン・リー

ダーとして細胞治療の研究開発を先導する

ことをミッションとして掲げています。

また、培養技術以外でも細胞製造にお

ける課題と認識したものは自ら解決するこ

ともしています。一例として、CPC内で快

適に作業できるクリーンウエア　　　を企

業とともに開発しました。

細胞や遺伝子を使った新しい治療法・治

療薬が市場に登場し、多くの方々に明るい

未来が見えるようになりました。これは大

変良いことですが、薬価はとても高額です。

国費で個人負担を減らしても、そのような

やり方では多くの人が利用すれば財政が

破綻するのは明らかです。

製造コストがかさむ大きな要因は、高度

な清浄度に維持されたクリーンルームの中

で、煩雑な工程を人の手でこなすという仕組

みにあります。純粋な製造にかかるコストに

加え、施設の運営・管理にも膨大な費用が

かかってしまいます。

10年後には、現在の前近代的な手作業

による製造が自動化・IoT化されることは

もちろんのこと、出発材料となる細胞や生

物由来原材料の品質と遺伝的バックグラ

ウンド情報、中間工程における品質管理情

報の一元化によって製造コストが抑えら

れ、細胞治療が本当の意味での標準医療

になると信じています。さらに、最終製品

が投与された時の臨床成績、投与される

患者さんのバックグラウンドなどすべての

情報が集積されたビッグデータとなれば、

治療効果の予測や適正な保険を提案でき

るなど、新たな医療ビジネスの創造とより

良い医療サービスの拡充につながると確

信しています。

基礎研究で得たノウハウや開発を活かし、
細胞治療の実用化を目指す

「細胞療法研究開発センター」は、

細胞治療の社会実装・産業化を加速させるために2014（平成26）年に設置されました。

当センターでは、細胞治療に求められる安全性を確保するための研究・開発を行うほかに、

細胞製剤をより多く、早く製造するためのシステム開発などを実施しています。

R D C

2000年代初期、当センターの前身となる

「組織細胞工学利用医学支援システム研

究部」では、血液分化に関する基礎研究を

中心に事業が始まりました。その後、ヒト

ES細胞やiPS細胞といった多能性幹細胞

が樹立されたことで、幹細胞を使った再生

医療への期待が高まりつつある時期でも

ありました。

神戸医療産業都市推進機構（当時の先

端医療振興財団）の目的は、「革新的医療

技術の創出と医療関連産業の集積形成に

寄与すること」。そして、基礎研究の成果を

実用化してこそ目的が達成されるという思

いを強く持っていました。

この信念のもと、当時はまだ黎明期だっ

た細胞培養施設（CPC）の運営の管理責

任者や、文部科学省の橋渡し研究拠点で

ある臨床研究支援組織の事務局の責任者

を務めるなど、基礎研究から臨床研究まで

幅広いフェーズの業務を行うようになりま

した。事業の幅も広がり、スタッフも増えた

ため、2014（平成26）年に、現在の「細胞療

法研究開発センター」が発足しました。

日本では、幹細胞を用いた再生医療の

実用化研究が数多く進められてきました

が、細胞移植後の腫瘍化など重大リスク

の評価方法が定まっておらず、標準医療に

なるのはまだ先になりそうです。一方、海

外では細胞そのものを治療薬にする細胞

基礎研究を中心に始まった事業は
今では臨床研究など
幅広く受け持つ

自動培養システムの開発など
細胞治療の研究開発を先導

ビッグデータが医療ビジネスの
創造とより良い
医療サービスにつながると確信

P.63

細胞自動培養システム
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細胞療法研究開発センター
Research & Development Center for Cell Therapy

取引先メッセージ

医薬品は第一世代を有機合成中心で造られた低分子医薬とすると、抗体やバイオ医薬品などの高分子医薬

が第二世代、そして今FBRIが商用製造を開始したCAR-Tは細胞・遺伝子治療と呼ばれる第三世代の医薬品にな

ります。日本は第一世代では創薬・開発とともに、製造が日米欧の世界の三極の一つとして重要なポジション

にありましたが、第二世代では欧米に大きく水をあけられました。ですが第三世代では、今や技術移転を得て

デザイナー細胞製造の先端を走り出したFBRIによって、やがて日本のものづくりの強さ、優位性が再び見直さ

れ、高度なものづくりにこそ日本の製造拠点が重要であるという認識が高まり、それが次の日本の創薬イノ

ベーションを支えるだろうと期待しています。そしてこれはそのまま、何よりも日本の患者さんに品質と安定

供給という信頼を提供することになります。今この仕事に就いたばかりで厳しい教育訓練、OJTに汗を流す若

手も、昼夜をいとわず先端技術を磨くベテランも、わずか100人に満たない技術者が、やがて次の10年がたっ

た時には世界を舞台に第三世代の製造をリードしている姿を私は夢に見ています。FBRIにとってノバルティ

スとのご縁がかけがえのないものであったと10年後にも一層喜んでもらえることを、心から願っています。

FBRIは日本の患者さんへの信頼の絆となり世界に頼られる工場に神戸大学医学部卒業後、神戸市立中央市民病院で前期
／後期研修（小児科）、京都大学医学部大学院および米
国ケースウエスタンリザーブ大学で血液悪性腫瘍治療
について研究。2003年より前身である先端医療センター
造血幹細胞移植科で300名以上の血液悪性腫瘍患者さ
んに対し造血幹細胞移植を行う。2014年よりＣＭＯグ
ループリーダー、2017年より現職。

Profile

CMOディビジョン
構築とその実績が要求されます。試行錯

誤しながら、ＣＭＯディビジョン一丸となっ

て準備した結果、4回にわたるNVSの厳し

い査察をパスし、PMDA（独立行政法人 

医薬品医療機器総合機構）から、2020（令

和2）年5月に製造所承認を取得、同年8月

に「GCTP適合性調査」を受け、初めての

GCTP適合性調査であるにも関わらず、軽

微な指摘事項のみで承認されるという、す

ばらしい結果となりました。このように承

認に向けた内外からの厳しい要求事項を

乗り越えたことで、2020（令和2）年11月よ

り日本の患者さんへ「キムリア®」の出荷を

開始できました。

CMOディビジョンでは、1年後までに

「年間約300例の製造を行う」という、これ

まで日本における再生医療等製品の製造

としては画期的な生産量を目指していま

す。また、今後は製造した製品に対して支

払いを受けることで、組織運営を行うとい

う製造業として自立した組織の構築を行う

こととなりました。そのため、これまでの研

究所体制とは大きく変わった新たな組織

体系と勤務体制を構築していきます。

このように、本プロジェクトは臨床研究や

治験から出発したシーズを現実の商用製品

にするという当機構の使命を体現したモデ

ルであり、今後この得られた経験や知見を

以て、さらに日本における再生医療等製品

市場の発展に寄与したいと考えています。

数々の障壁を超え
遺伝子改変細胞製剤の商用製造へ
再生医療等製品のさらなる発展に貢献

CMOディビジョンでは、画期的な医薬品である遺伝子改変細胞

製剤の商用製造を行なっています。

細胞療法研究開発センター 副センター長
CMOディビジョン 事業統括

橋本  尚子

商用製造に向け、厳しい要求も
ディビジョン全員で乗り越えた

ノバルティス ファーマ株式会社
オンコロジー事業本部　細胞・遺伝子治療事業部
サプライヤーリレーションシップマネジメント部長

工学博士　片山 博仁 氏

年間300例の生産量を目指し、
再生医療の発展に寄与したい

細胞療法研究開発センターで行われて

きた“軟骨再生”などの経験をもとに、ノバ

ルティス ファーマ株式会社（以下NVS）の

「CAR-Ｔ細胞製剤」の日本における治験薬

製造拠点の立ち上げを受託し、2014（平

成26）年にCMOグループが発足しました。

細胞を培養・加工するための施設（CＰ

Ｃ）を世界基準のGMP（適正製造基準）に

準拠して設立し、現センター長である川真

田先生や橋本を中心に、当初は数人の小

さなグループで技術移管が始まりました。

まったく未経験な世界基準のGMPや

NVS海外サイトと行う毎週の英語での

ミーティング、莫大な量の書類や見たこと

もない機器の扱いなど苦労も多かったで

すが、全員が果敢に挑戦し、4年の歳月を

かけてようやく2018（平成30）年から治験

薬製造を開始できました。

商用製造については、材料の選定発注

から製品の出荷まで、すべてのステップで

の品質保証や製造について治験薬製造と

は桁違いに厳しい、堅牢な品質システムの

4年の歳月をかけた
「CAR-Ｔ細胞」の治験薬製造

WALL OF   HOPE! WALL OF HOPE!
CMO Division
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©シンフォニアテクノロジー株式会社

2021年
（令和3年）20周年

2020年
（令和2年）

11月
企業と共同開発した細胞の
自動培養装置（プロトタイプ）を設置

11月
先端医療センター病院から
ウイルス検査事業の
移管と事業開始

5月
「CTL019」の治験薬製造の承認

3月
神戸都市振興サービス株式会社と

「CPC保守サービス事業」の提供を開始

「キムリア®」は、患者さん自身の細胞を用いて、がんと闘う高度に個別化された画期的な免疫

細胞療法です。市販製品としての「キムリア®」の製造は各国のＧＭＰ基準だけでなく、ノバル

ティス社独自の厳しいGMP基準を満たした施設でのみ認められており、今回アジアで初めて、

日本の神戸で商用製造が開始されることとなりました。また、本製品のような複雑な工程を必

要とする再生医療等製品の製造所は、日本としては当センターが初めてのものとなります。

国内初のCAR-T細胞療法「キムリア®」市販製品製造開始

6月
再生医療等製品の製造業許可を取得

4月
CMOグループをCMOディビジョンに改組

神戸アイセンター CPCにて製造した
「CTL019」の治験製品を初出荷

8月
PMDAの「GCTP適合性調査」を受ける

TOPICS

採取した細胞を必要とされる細胞に加工し、患者さんに移植する細胞治

視にまず求められるのは安全性です。当センターでは安全性を確保するた

めの試験方法の策定、細胞培養法や品質検査法の規格化について研究・

開発を行っています。また、細胞採取時から無菌の状態で細胞を培養する

施設での細胞製剤の製造を行うとともに、製造施設やその品質を検査す

る施設を管理・運営しています。細胞治療にかかるコストを抑えるため、安

全性を確保しつつ細胞製用をより多く早く製造できるシステムの開発も当

センターでは実施しています。

細胞治療を安全、
確実で身近な医療とするために

センター概要

細胞療法研究開発センター
Research & Development Center for Cell Therapy

1月
「CTL019」製品の受託製造に
関する技術移転がスタート
※CTL019＝「キムリア®」の治験薬の名称

10月
神戸アイセンター 6Fに

新たにCPCを構築

11月
「CTL019」製品の治験

第1例目を製造

6月
オンヨネ株式会社とCPC内で
快適に作業ができるクリーンウエアを共同開発

3月
東レ株式会社の通気性のある
滅菌ガウンの開発に協力

11月
「キムリア®」の市販薬製造を
受託する契約を締結

9月
シンフォニアテクノロジー株式会社と共同開発した
自動培養装置の改良版試作機をセンター内に設置

10月
自動培養装置の商用モデルを
センター内に設置

キムリア製造所としての承認が下りる

11月
市販薬としての「キムリア®」の製造を開始

7月
細胞療法研究開発センター発足
細胞製剤製造業の社会実装を加速させるため、

「細胞療法開発事業部門」（当時）を改組し

細胞療法研究開発センターとして発足しました。

PICK UP!

1

2013（平成25）年から共同開発を開始し、2017（平成29）年にプロトタイプ、2019（令和元）年にα機、そして

2020（令和2）年10月に商用モデルのβ機が完成しました。現在、細胞療法研究開発センター内に設置され、

実証実験や仕様の最終調整が進められています。①作業の無人化・自動化で人に由来するリスクを抑える

（ヒューマン・エラー、労務管理）、②完全閉鎖系により小規模なCPCでの製造を可能にする、そして③重要品

質パラメーターのモニタリングによって全数の破壊的検査なしで品質が担保できるというQbD（Quality by 

Design）に基づく品質保証システムを搭載しています。これら３条件は、今後の細胞製剤の製造に必須となっ

てきます。特に、③は細胞培養という揺らぎの大きい工程を含む細胞製剤の品質確保の最重要ポイントであ

り、これまでの細胞の品質規格、安全性試験の規格作りの研究で得た知見が活かされています。

細胞製造の自動化システム（自動培養装置）のβモデルの設置

PICK UP!

2

2014年
（平成26年）

2015年
（平成27年）

2016年
（平成28年）

2019年
（平成31年／令和元年）

2017年
（平成29年）

2018年
（平成30年）

2020（令和2）年11月

2020（令和2）年10月

©東レ株式会社

※「キムリア®」はノバルティス ファーマ株式会社の登録商標です。

LIVMOA®CL
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クラスター推進センター
Center for Cluster Development and Coordination

クラスター推進センター
統括監

花谷  忠昭
厚生労働省入省後、福岡県庁、英国医療技術評価
機構（NICE）、内閣官房新型インフルエンザ等対策
室、京都大学iPS細胞研究所などへ出向。厚生労働
省医薬・生活衛生局医薬安全対策課での勤務を経
て現職。

「シーズの事業化」をソフト・
ハード両面で支援する

神戸医療産業都市が掲げる「雇用の確保と神戸経済の活性

化」「市民の健康・福祉の向上」「アジア諸国の医療技術向上への

貢献」という3つの目的。神戸発の革新的な医療技術・製品・機器

を生み出すことで、これらを実現したいと考えています。しかし医

療における革新的なものづくりでは、シーズ（ビジネスの種：世の

中に出ていない新しい技術や知恵）が実用化されるまでの間に

“死の谷”と呼ばれる障壁があり、アカデミアの優れた研究成果が

そのまま世の中に届くわけではありません。当センターはこの課

題を乗り越えるために、シーズを事業化するためのさまざまな支

援を行ってきました。

従来、大手企業によって行われていた基礎研究・非臨床試験・

治験と臨床研究・製造・承認取得・販売・フォローアップといった

一連の流れは、医療の高度化や制度の複雑化に伴い一社で担う

ことが非常に難しくなっています。今後、新しい価値を生み出す

ために求められるのは、各プロセスにおいて強みを持つ組織同士

がつながり、それぞれの力を補完し合うこと。そのために当セン

ターでは、さまざまな企業や研究機関、スタートアップなどに対

し、事業化のための助言や連携のための機会提供などのソフト面

の支援と、人材確保や研究場所・設備の整備などのハード面の支

援の両面に力を入れています。

交流の場があれば、
「1＋1」を3以上にできる

現在、ポートアイランドにはライフサイエンス領域にたずさわる

370の組織が集積しています。しかし集まるだけではイノベーショ

ンは生まれにくい。重要なのは組織同士が業界や会社の壁を超

えて交流することなのです。交流により補完関係を築いたりアイ

デアを出し合ったりできれば、「1＋1」は3にも4にもなるはずです。

革新的な医療技術・製品・機器の開発をより加速させるために、

当センターではオープンイノベーションを可能にする「場づくり」

にも取り組んでいます。

2020年は新型コロナウイルスの影響によりイベント開催を制

限せざるを得ませんでしたが、そのような中で、むしろ他組織との

生のつながりや情報共有を求める声も多く聞かれ、当センターの

取り組みの意義を再確認できました。今後はオンラインも活用し

た産学官医の連携促進や事業化支援をはじめ、幅広い支援ニー

ズに一元的に対応するワンストップサービスを強化することで、

神戸医療産業都市のプレゼンス向上に寄与してまいります。

次世代の医療を実現するために
交流の場を生み、力強く支援する

最先端のモノづくりができる
魅力的な組織・街づくりを目指して

神戸をライフサイエンスの街として世界に強く印象づけ、

革新的なものづくりに関われる場所として世界中の人に集

まってもらいたい─これが私の夢です。神戸が活性化す

ることで神戸や関西で大切にされてきた文化が次の時代に

引き継がれ、またたくさんの人が集まることで多様性も広

がります。職員の方には、多くの人々がつながり、ワクワク

しながらものづくりに関われる組織・街づくりを、ともに盛

り上げてほしいと思います。

クラスター推進センターでは、主に「再生医療」「医薬品」
「医療機器」「ヘルスケア」の4つの分野の研究開発支援を
実施。当機構が20周年を迎え、さまざまな支援が形となり
市民に還元されつつあります。

再生医療：神戸市立アイセンター病院の髙橋政代先生、栗
本康夫院長が取り組まれているiPS細胞を用いた再生医
療については、先端医療振興財団時代から支援を行なっ
てきました。実際に2014（平成26）年には「滲出型加齢黄
斑変性に対する自家iPS細胞由来網膜色素上皮シート移
植に関する臨床研究」に第1症例目の移植手術が実施さ
れ、その後も研究開発が続けられています。

医薬品：本庶理事長が発見された「PD-1」に関して、がん治
療だけでなく自己免疫疾患の治療にも応用するべく機構を
中心に研究開発が行われています。製薬企業の参画を呼
びかけた上で、プロジェクトの総合調整を行なっています。

医療機器：川崎重工とシスメックスによる合弁会社「メディ
カロイド」が開発を進める手術支援ロボット「hinotori™

サージカルロボットシステム」について、市場調査や技術調
査に協力。製品開発に欠かせない技術・部品を持つ企業と
のマッチングにも関わり、2020（令和2）年8月には製造販売
承認、同年12月に神戸大学において初めての手術に成功し
ました。

ヘルスケア：神戸市民や神戸市在勤の方に「ヘルスケア市
民サポーター」としてモニター調査にご協力いただくことに
より、休養・栄養・運動など市民生活に近いヘルスケア製
品やサービスの有効性を評価する仕組みを構築。これまで
に十数件の事業化支援を行ってきました。市民がより健康
で快適に暮らすための情報発信にも取り組んでいます。

About the Center

クラスター推進センター▶https://www.fbri-kobe.org/cluster/

再生医療、医薬品、医療機器分野で
開発支援案件が実用化へ

MMessage
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活動領域

活動詳細

大学・研究機関や企業の研究開発シーズ、医療現場における

ニーズを探索・発掘し、有望なシーズの実用化・事業化に

取り組むとともに、産学官医連携による新たな

イノベーション創出のためのプログラム

推進、勉強会やネットワークイ

ベントの開催を行っ

ています。

産学官医のつながり・集まりを加速し、
未来の健康・医療をつなぎ、育みます 人・場所・情報でトータルにイノベーション創出を支援

クラスター推進センターは、地元中小企業や神戸医療産業都市進出企業に対するさまざまな事業化支援や海外クラス

ターとの国際連携、産学官医連携を通じてクラスター形成を加速する部門として2005（平成17）年度に設置されました。

神戸医療産業都市を構成するさまざまな企業や大学・研究機関、医療機関などとの融合・連携を促進し、集積による

相乗効果を生み出すとともに、一貫した支援体制の構築と神戸医療産業都市の国際展開などの推進に取り組んでいます。

具体的には「医療機器」「創薬・バイオ」「ヘルスケア」「スタートアップ」「連携促進」から成る5チームにそれぞれ幅広い

専門知識・経験を持つコーディネーターを配置。神戸医療産業都市の内外のネットワークをつなぐ・広げる・深める

“コンシェルジュ”として未来の健康・医療の可能性を広げる環境整備を推進しています。

産学官医連携の促進による
オープンイノベーションの推進

クラスター推進センター
Center for Cluster Development and Coordination

1

神戸医療産業都市を構成するさまざまなステークホルダーの

ニーズを踏まえ、研究開発活動や操業環境の向上に向け

た取り組みを推進。また、多様なメディアでの情

報発信を通して国内外の認知度向上

を目指しています。

研究・操業環境の充実と
戦略的な情報発信

4

海外の主要なバイオクラスターとの交流のほか、国際展示会や

シンポジウムへの出展・参加などによる国際的なネットワー

クの構築を通じて神戸医療産業都市の企業・研

究者とのマッチング、共同研究・開発案

件を促進しグローバルなプロ

モーション活動を行っ

ています。

神戸医療産業都市の
国際展開の推進

2
医療機器や創薬、ヘルスケア、スタートアップなど各分野に専任

コーディネーターを配置し、シーズの発掘やマッチング、薬

事戦略に関するアドバイスなど、開発シーズの実

用化・事業化に関する幅広い支援ニー

ズに一元的に対応するワンス

トップサービスを提供

しています。

地元中小企業・神戸医療産業都市
進出企業に対する事業化支援

3

1
神戸医療産業都市内外のシーズの発掘

や医療現場におけるニーズの探索、神

戸医療産業都市の研究開発インフラを

活用した共同研究プログラムの推進、

再生医療の産業化に向けた取り組みな

ど、企業・研究者の連携・交流を促進し、

新たなイノベーションの創出に取り組ん

でいます。

●シーズ・ニーズ情報のデータベース化と
　マッチング

●創薬イノベーションプログラムの促進

●神戸再生医療勉強会の運営

神戸から世界へ グローバルネットワークを拡大2
海外クラスターと連携した交流イベント

や海外の団体との新規ネットワーク構

築などを通じて、新規事業の機会拡大

をはじめ、海外大手製薬企業やバイオ

ベンチャーの誘致、国際的な共同研究・

開発案件の促進に取り組んでいます。

開発シーズの実用化・事業化をワンストップで支援3
各分野の専任のコーディネーターによ

り、シーズ探索から販路開拓まで地元

中小企業や神戸医療産業都市進出企

業を対象とした実用化・事業化を強力

に推進。医療機器、創薬・再生医療、

ヘルスケア、スタートアップの各分野に

おいて一貫した支援体制を整備してい

ます。

都市の活性化と戦略的情報発信4
研究・操業環境を充実するとともに、

優れた人材確保のための仕組みづくり

や、新たな価値を生み出す研究開発助

成金の設置、都市環境の持続的な発

展を目指した街づくりと国内外への情

報発信に取り組んでいます。

タイ・バンコク
Medical Fair Thailand 2019

神戸医療産業都市で働く人びととの交流会

●海外クラスターとの連携

●海外におけるプロモーション活動

●進出企業の海外展開支援

●事業化支援ワンストップサービスの提供

●「PMDA戦略相談連携センター」における

　薬事戦略相談対応

●ヘルスケア関連事業の支援

●スタートアップ支援

●インシリコ創薬アプリケーションの開発

●都市運営委員会とメディカルクラスター連携推進委員会による
　研究・操業環境の持続的改善

●働く場としての魅力を発信し人材確保を担う
　「人材エコシステム構築事業」の実施

●研究開発助成金の運用

●国内外に向けた神戸医療産業都市の情報発信と戦略的ＰＲ

クラスター
推進センター
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4月
文部科学省
「知的クラスター創成事業」
に選定

4月
クラスター推進センター
設置

医療機器サポートプラザ
運営開始

6月
文部科学省
「知的クラスター創成事業
（第Ⅱ期）」に選定

クラスター推進センター移転、体制強化
（都市運営・広報課 設置、コーディネーター増員）

4月　「KBICリエゾンオフィス」開設

5月　海外患者受付窓口 設置

6月　支援制度（研究開発助成金等）の創設
7月　人材エコシステム事業 開始

8月　都市運営委員会 設置

10月
メディカルクラスター連携推進委員会 設置
カリフォルニア大学サンディエゴ校とMOU締結
メディカルクラスター連携推進委員会 設置

7月
文部科学省
「橋渡し研究支援推進プログラム
の研究支援拠点及び
サポート機関」に選定

2月
神戸医療機器開発センター
（MEDDEC）開所

6月
文部科学省・経済産業省
「産学官連携拠点（グローバル産学官連携拠点）」に選定

10月
「PMDA戦略相談連携センター」
設置

  3月 バイエル薬品株式会社と連携協定締結
  6月　あんしん病院の参画により
 メディカルクラスターは９施設に

10月　病院連携相談窓口 設置

4月
神戸ライフサイエンスギャップ
ファンド補助金 創設

7月
内閣府「スタートアップ・エコシステム
拠点都市形成戦略」に選定

8月
メディカロイド社の手術支援ロボット
「hinotori™サージカルロボットシステム」
が製造販売承認を取得

10月
BIOCOM※とMOU締結
※サンディエゴに拠点を持つバイオ関連

企業・団体が加盟する非営利団体

5月
ドイツ北部のクラスター運営組織

「Life Science Nord」とLOI（意思確認書）締結

TOPICSクラスター推進センター
Center for Cluster Development and Coordination

2002年
（平成14年）

2005年
（平成17年）

2007年
（平成19年） 8月

「神戸再生医療勉強会」発足

2014年
（平成26年）

2016年
（平成28年）

2009年
（平成21年）

2013年
（平成25年）

2019年
（平成31年／令和元年）

2021年
（令和3年）

2018年
（平成30年）

2006年
（平成18年）

11月
神戸健康産業開発センター
（HI-DEC）開所

プロジェクトの開始から20周年を迎えた2018年10月19日、神戸ポートピアホテルで記念式典を開催。

「基礎研究の成果を実用化につなげる実績を上げ、神戸医療産業都市をより国際的に発信し、さらなる

飛躍を目指す段階に来た」という本庶理事長の挨拶に続き、来賓のご挨拶、理化学研究所理事長の講演、

神戸医療産業都市の展望についてのパネルディスカッションなどが行われ、約450名が参加しました。

PICK UP!

1
2018年10月　神戸医療産業都市20周年記念式典開催

国内外から注目される医療産業都市が身近にあることを市民に誇りに思ってもらえるよう、研究者や

医師、企業・団体から正しい情報を分かりやすく伝える情報誌『KBIC Press』を創刊しました。

第1号の巻頭インタビューは同年ノーベル生理学・医学賞を受賞した本庶理事長。創刊以降年4回

発行し、神戸市内の病院等に配架しています。

PICK UP!

2
2018年10月　神戸医療産業都市情報誌『KBIC Press』創刊

神戸市、神戸医療産業都市推進機構、神戸大学及び米国・シリコンバレーを拠点とする US-Japan 

Medtech Frontiersの４者が、 医療機器開発のイノベーション創出を促進する日米フォーラムを神

戸で開催。日米の演者による講演やパネルディスカッションが行われ、国内外から500名以上が

参加しました。同フォーラムの集大成として、産学官医連携を基軸とした革新的医療機器の持続的

創出を目指す「神戸宣言」が採択されました。

PICK UP!

3
2019年11月　「2019日米医療機器イノベーションフォーラム神戸」開催　「神戸宣言」採択

や

。

回

神戸医療産業都市に関する
情報を紹介してるKBIC Press

に関する療産業都市神戸医療 に関する

20周年

2020年
（令和2年）
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コラーゲンゲル（足場）内に
自己軟骨細胞を播種、培養

健常部位から
自己軟骨細胞採取

患部をゲル形状に
合うように整形する

患部にゲルを
固定

膝関節軟
骨損傷部位

軟骨細胞含有コラーゲンゲル

治療部位

再生医療製品開発室
Division for Regenerative Medical Product Development

再生医療製品開発室
室長

郷  正博
1986年東京大学理学部化学科卒業、1991年東京
大学理学系大学院博士課程生物化学専門課程修了
（理学博士）。イェール大学博士研究員を経て、2004

年まで熊本大学大学院医学系研究科助手を務めた
（専門は発生遺伝学）。その後、再生医療ベンチャー
企業に入社し再生医療研究を開始。2009年から当
機構において再生医療の研究開発及び製造・品質管
理を推進してきた。2017年から再生医療製品開発
室の室長を務めている。

角膜再生製品の実用化を目指し、
アカデミアとともに開発を推進

再生医療製品開発室の最も重要かつ代表的な業務は、角膜疾

患治療に用いる「角膜再生製品（TR9）の研究開発」と考えていま

す。これは日本のアカデミア（京都府立医科大学眼科）発の優れた

再生医療による治療法なのですが、大きな収益が見込めないこと

などの理由から、製品開発には大きな障害がありました。また大

学発の治療法のため、もともと製品化への意識が弱く、数多くの

問題も抱えていました。その状況の中、当室では臨床研究として

「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する申請への対応」や先進医

療Bとして「再生医療等安全性確保法にて規定される申請への対

応」、医師主導治験として「PMDA（医薬品医療機器総合機構）へ

の戦略相談＆治験届への対応」などそれぞれのステージにおいて

必要な対応を進め、実用化のための支援を行ってきたのです。

角膜再生製品は実用化まであと少しというところまで来まし

た。現在は、「製造販売承認申請への協力」と「受託製造のための

GCTP（再生医療GMP）対応」に力を入れているところです。これ

らは、今までとはまた別次元の内容を要求されており、非常に苦

労していますが、何とかやり遂げたいと考えています。また、病態

の程度によって適切な治療が異なるという背景から、眼表面疾患

に対する別製品の開発にも取り組んでいます。

ここまでのプロセスの中で、長年治療を諦めていた患者さんの

眼疾患の治療に成功した例もあるようです。このように、長期間

粘り強く大学発の治療法に関して“実用化”という目標に向けて、

発展できたことは大きな成果と言えると思います。

再生医療はまだまだ未成熟の分野。その研究開発・製造にか

かるコストは少なくありません。また、対象となる患者数が少な

いことから、優れた再生医療製品でも実用化に困難が伴うことも

多くあります。私たちは、そのような製品の実用化を公的機関の

立場から協力・推進し、神戸発の再生医療等製品を実現すること

が重要なミッションだと考えています。

発展が予測困難な再生医療だからこそ、貢献している誇りを持ってほしい

再生医療の研究については、今後も多くの成功例が出てくると思

われます。ただし、事業として成功するかどうかは別問題です。事業

として成功させるためには、真の意味でのリスクマネジメントを徹底

するしかありません。一方、多くの再生医療製品の製造に関しては、

自動化・機械化が進み、人の関与は少なくなると考えています。

また、まだ未成熟の分野である再生医療は、その発展に関して

予測困難なことが多くあります。その意味では、当機構の職員に

は再生医療の発展に貢献しているという誇りを持ち、日々の業務

に取り組んでほしいですね。その経験は、仮に将来再生医療から

離れたとしても、必ず生きてくるでしょう。

細胞加工製品の作製を担い、
未成熟な再生医療の発展に貢献　　したい

再生医療製品の製造から実用化を目指した研究開発まで実施

再生医療製品開発室は、臨床試験における再生医療製品の製造・品質管理の実施や

実施支援を行っています。また、新規再生医療等製品の実用化を目指した研究開発も実施。

過去10年間では、「軟骨再生製品（IK-01）」と「角膜再生製品（TR9）」を中心に再生医療

製品の開発を推進してきました。いずれの場合も、ヒトに対する臨床実績を既に有する

製品ではありましたが、日本において治験（製品化のための臨床試験）を実施するためには、

原料や製造方法といった数多くの変更と品質データ取得が必要とされていました。当室

では、それらのプロセスを審査当局であるPMDAと協議しつつ進めてきました。

About the Division

眼の角膜表面が外傷や疾患により、

濁ったり覆われたりして失明の可能性

がある患者さんの角膜再生を行う口腔

粘膜上皮シート（TR9）は、患者さん本

人の口内から採取した細胞を羊膜の上

で培養することで作製できます。

培養用足場であるコラーゲンゲル内

において、患者さん本人の軟骨細胞を

培養して作製する細胞加工製品です。

移植治療により軟骨損傷部の修復を行

うことで、膝軟骨損傷に伴う痛みの除去

と膝機能の回復が期待できます。

軟骨再生用の細胞加工製品

IK-01

口腔粘膜採取

羊膜

口腔粘膜上皮シート

羊膜基質

培養 移植

手術前

手術後

角結膜再生用の細胞加工製品

TR9

はしゅ

MMessage
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CHAPTER

未来に向けて
神戸医療産業都市推進機構

20年という節目を経て、

今後、神戸医療産業都市推進機構は

どのような道を歩んでいくのか─。

未来への展望や次世代を担う職員たちをご紹介します。
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グローバルネットワーク

本庶佑理事長とナポレオン・フェラーラ米国カリフォルニア大学サンディエゴ校教授
2018（平成30）年、米国カリフォルニア大学サンディエゴ校と連携に関する覚書を締結
神戸国際創薬シンポジウムにおいて

産学官医の橋渡しをする「知の拠点」として、健康長寿社会に向けた

課題解決策を神戸から世界に発信することを目指す神戸医療産業都

市推進機構。

その実現のために海外クラスターとの連携を強化し、神戸医療産業

都市（KBIC）　　  への進出企業の海外展開を促進するとともに、海

外の企業・研究機関との共同研究・開発案件の発掘など、国際的な連

携を進めています。

これらの活動によりKBICがグローバルな医療産業クラスターとして

認知され、さらに多くの人･組織が神戸に集積する“力”となるように。

国内外交流の活性化によって経済を成長させることを目標に、私たち

は活動を続けていきます。

神戸と世界を結び、
国際的な産学連携を加速させる

イノベーション創出と
経済成長の両輪を目指して

多彩な情報発信

中国のバイオ医薬・中医薬のメッカでもある成都市で
「2019中日先進医療と新薬研究サミット及び成果実業化大会」を開催

世界最大級の医療機器展示会MEDICA（ドイツ）に神戸進出企業と共同出展
クラスター推進センターが参加企業の事前準備から積極的に支援

神戸医療産業都市
海外向けPR冊子

LinkedIn
https:/ /www.linkedin.com/company/kbic

KOBE Biomedical 
Innovation Cluster
newsletter

神戸医療産業都市グローバルウェブサイト
https://www.fbri-kobe.org/kbic/english/

国際的なカンファレンスやサミットの開催·参加により世界との結びつきをさらに強化。
知恵と人材の集積により、神戸を新しい製品・技術・アイデアを生み出す地へと発展させていきます。

日本を代表するバイオメディカルクラス
ターとして神戸医療産業都市の魅力を世
界に発信。産業の活性化とそこで働く人材
の育成を推進し、神戸の持続的な成長に
貢献することを目指しています。

P.23
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17

15

16

18

19

ベルギー・フランダース地方に形成された、大手製薬企業、バイオベンチャー、大学、研究機
関、医療機関等が加盟するメンバーシップ制による非営利の民間組織。神戸医療産業都市
推進機構も参画する関西バイオ推進会議は、大手製薬企業やバイオベンチャー、大学、研究
機関等が加盟する「フランダースバイオ」と2010（平成22）年6月にMOU（覚書、連携締結）を
結んだ。毎年秋には、関西医薬品協会・日本貿易振興機構（JETRO）・フランダース政府貿易
投資局の協力を得て、神戸・大阪においてセミナー、ビジネス商談会を開催している。

1957年に設立されたロシアで最高レベルの医療機関であり、GCPやGMPに則った大規
模臨床試験が可能である。TRIとは、国際臨床研究等を実施するための相互協力体制を構
築している。

Central Clinical Hospital of the
Presidential Administration of the Russian Federation
（CCHP）
ロシア連邦大統領府付属・中央病院

flanders.bio
フランダースバイオ

EUROPE

ASIA

2014（平成26）年に当時のイギリス・ロンドン市長主導のもと設立された、ライフサイエンス
分野の産業化を推進する団体。世界をリードするライフサイエンスの地域クラスター〈ロン
ドン〉、〈オックスフォード〉、〈ケンブリッジ〉の“黄金の三角地帯”を中心に、ライフサイエンス
分野におけるアカデミアや産業界のパートナーづくりをサポートしている。推進機構とは
2018（平成30）年頃から積極交流が始まり、2019（令和元）年に横浜で開催された
BioJapanの神戸セミナーで基調講演をしていただくなど、連携が続いている。

MedCity
メドシティー

1958（昭和33）年創立の台湾台中市にある私立医科大学。2018（平成30）年に同大学
のChun Y Hsu教授と合意して、National health insuranceのデータを使ったデー
タ解析の共同研究を実施した。また認知症に関するリスクおよび保護因子についての論
文を共著で作成している。

China Medical University
中国医薬大学

シリコンバレーを拠点とする非営利組織。医療機器イノベーションのために最良の方法を共
有し、米国と日本の医療機器関連組織間のネットワーク形成や協力の推進を目標としてい
る。2019（令和元）年11月に神戸市、神戸医療産業都市推進機構、神戸大学及びUSJMF
で「2019日米医療機器イノベーションフォーラム神戸」を主催。本イベントでは医療機器開
発のフロントランナーである米国の第一人者による講演や米国専門家を交えたパネルディ
スカッションを通して、日本における医療機器開発のイノベーション促進を後押しした。

US-Japan Medtech Frontiers （USJMF）
ユーエスジャパンメドテックフロンティア

ドイツ北部のハンブルグ州、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州にまたがるライフサイエンス
クラスター。Life Science Nord には500社を超えるバイオテク、製薬、医療機器の企業
が集積し、診断薬・機器や分子イメージング等の分野を強みとしている。また、大学・大学
病院・研究機関なども立地しており、ライフサイエンス分野の研究開発が盛んである。神戸
（推進機構）とハンブルク（ライフ・サイエンス・ノルド）は、2015（平成27）年から協力関係に
あり、今後も 再生医療やデジタルヘルス分野は重点分野として連携していく。

Life Science Nord
ライフ・サイエンス・ノルド

台湾の生物医学産業の総合窓口で、世界各国の生物医学産業の企業を支援することを目
的に設立された。財政支援、投資促進、株式上場、人材育成および募集、共同研究開発、
技術移転、商品化、マーケティング、販売促進活動、戦略的提携などの各方面について支
援を行っている。2019（令和元）年春から積極的な交流を開始し、2020（令和2）年7月に
はBPIPO、神戸市、推進機構との共催でビジネスマッチングを開催するなど、連携を強化
している。

Biotechnology and Pharmaceutical 
Industries Promotion Office
バイオ医薬産業発展推進オフィス

復旦大学附属華山病院は1907（明治40）年に上海に創立された総合病院。TRIと華山
病院の神経内科は上海MCIコホート研究を共同で実施、3年目の結果の主解析が完了
した。2020（令和2）年12月現在で追加解析を実施中。コホート400例の追跡時間の平
均値は2.3年で、104例の認知症発症を確認した。リスク・ファクターの解析完了、関連
特許申請中。関連論文2本を発表。

Huashan Hospital, Fudan University
復旦大学附属華山病院

米国の主要がんセンターの共同で策定され、年1回以上更新されるNCCN臨床腫瘍学診
療ガイドラインを配信しており、がんのガイドラインとしては世界で最も多く閲覧されてい
る。TRIでは2009（平成21）年よりNCCNとライセンス契約を結び、各領域の学会と協力し
てNCCNガイドラインの日本語翻訳版をウェブ配信している。

National Comprehensive Cancer Network （NCCN）
全米総合がんセンターネットワーク

人間の臨床研究の基準を強化することに専念する国家学術研究機関。最先端の臨床研究
の設計と実施を通じて、患者ケアの向上に努めている。TRIと似た組織でありネットワーク
構築、シーズ開発等を行うことを目的としており、共同研究のMOUを締結している。

Singapore Clinical Research Institute 
（SCRI）
シンガポール臨床研究所

米国政府が運営している27の衛生研究所・センターの中の一つでがんの最新エビデンス情
報PDQ®を毎週更新して配信している。TRIは2005（平成17）年よりPDQ®のContent 
Distribution Partnerとして、PDQ®日本語版を月次更新してウェブ配信している。

National Institutes of Health – 
National Cancer Institute （NIH-NCI）
米国国立衛生研究所－米国国立がん研究所

自然科学、人文・社会科学の各分野32の研究所やセンターで世界トップレベルの研究や人
材育成、学術振興を進める台湾総統府直轄の最高学術研究機関。医療開発シーズのグ
ローバル展開を目的としたワークショップを2015（平成27）年から年次開催しており、第1～
3回はTRIが共催している。

Academia Sinica
中央研究院

NORTH AMERICA

米国・サンディエゴを中心としたバイオ企業や団体、約1,300のメンバーからなる米国有数
の非営利団体。年間100近くのイベントを開き、構成メンバー間のつながりの場を提供。ラ
イフサイエンス領域でカリフォルニア経済への貢献を目指している。米国への医療産業都
市進出企業のサポートや、大手製薬企業やバイオベンチャーなどの神戸進出、機構の知名
度向上などを目的に、2018（平成28）年にMOU（覚書）を結んだ。

BIOCOM
バイオコム

希少疾患の診断と治療の向上を図ることを目的とした国際希少疾患コンソーシアム。
6,000を超える疾患、オーファンドラッグ、関連する臨床試験や論文等、希少疾患に纏わる
様々な情報から構成されるデータベースを保有し、ポータルサイトで検索可能としている。
2017（平成29）年10月、TRIはAMEDの推薦によりアジアから初めて加盟、国内における
難病情報の充実に向けてOrphanet Japanウェブサイトを運営し、また海外へ各種情報
を提供することにより希少疾患の克服に尽力している。

Orphanet
オーファネット

ベトナムのDanang Hospitalで脊髄損傷患者に対する骨髄単核球を用いる臨床試験
を実施している。臨床試験において、良い結果が得られれば、ベトナムでの標準治療と
なる可能性がある。臨床試験終了後、Danang Hospital、Cho Ray Hospital （ベト
ナムの3大病院の一つ）などの医療機関及び日本の北野病院、滋賀医科大学とも連携を
しながら、ベトナム、日本での脊髄損傷治療開発に向けて協議を行っている。

Danang Hospital, Cho Ray Hospital
ダナン病院、チョウ-ライ病院

ドイツ南部（Erlangen）にある医療機器系クラスター。シーメンスヘルスケア本社を核の一
つとして、500社の企業、80の大学系研究機関、20非大学系研究機関、65の病院をが集積
しエコシステムを形成している。2019（令和元）年にドイツの展示会MEDICAに参加した
際、付帯事業として実施した日本企業とドイツ企業のマッチングイベントで連携。また、EU
政府系機関EITヘルスによるEU企業の日本進出支援プログラムにおいては登録支援機関
である同クラスターより域外パートナーとして支援業務を受託した。

Medical Valley
メディカルバレー

タイ投資委員会（BOI）は首相府の下にある政府機関で、タイの持続的な成長を実現するた
め、タイへの投資とタイの海外投資の両面から価値ある投資を促進する。2019（令和元）年2
月にタイ投資委員会（BOI）がタイ企業と共に来日し、その際に神戸医療産業都市進出企業
とのネットワーキングランチを開催した。また、隔年でタイで開催されるMedical Fair 
Thailand（展示会）では、タイ企業と神戸企業のマッチング支援などで協力している。

The Board of Investment of Thailand
(BOI)
タイ投資委員会

台湾の指定国立研究大学7校の一つに指定され、医学単科大学として医療関係者を育成する
大学のシステム合成生物学センター。最先端のシステム生物学と合成生物学の研究を発展させ
るために様々な分野の人材を集め、リソースの統合と活用を調整している。TRIとは陽明大学が
開発したEDCを国際共同研究で活用することを検討しており、共同研究のMOUを締結してい
る。2018（平成30）年と2019（令和元）年にTRIが開催した国際会議に参加、協議を続けている。

Center for Systems and Synthetic Biology,
National Yang-Ming University, ROC （CSB2）
国立陽明大学 システム生物学・合成生物学研究センター※

スクリプス海洋研究所を母体に1960（昭和35）年に設立された。とくにバイオエンジニアリ
ング、海洋科学、ロボット分野での評価が高く、これまで16人のノーベル賞受賞者を輩出。
2019（令和元）年に京都大学がUCSD構内に「京都大学サンディエゴ研究施設」を設置し
た。米国西海岸最大のバイオクラスターであるサンディエゴにキャンパスを有するUCSDと
連携し相互のR&Dを促進するため、2018（平成30）年にMOU（覚書、連携締結）を結んだ。

University of California
San Diego （UCSD）
カリフォルニア大学サンディエゴ校

d

G L O B A L N E T W O R K

※2021年2月より合併して国立陽明交通大学（National Yang Ming Chiao Tung University）となっています。
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LAB

LAB

LAB

LAB

Meeting 
Cafe 
Office

share

share
share

share

Meeting 
Cafe 
Office

share

share
share

share
LAB

LAB

LAB

LAB

境界のない見通しのよい空間で
ラボ同士のつながりが生まれる

神戸発の未来の医療を力強く推進する
人・情報・知が混じり合う新拠点

理事長のマネジメントのもと、さらなる発展を目指して

クリエイティブラボ神戸内に整備される「次世代

医療開発センター」は、1階に「動物実験飼育施

設」を設置。ライフサイエンス分野の基礎研究や

応用研究に必要不可欠となる国際基準の動物飼

育・実験を可能とします。6階には現在分散して

いる先端医療研究センターの研究部を集約する

とともに「感染症制御研究部」を新設。共同研究

ラボ、共用研究機器室を整備することで人・情

報・知がオープンにつながり、イノベーションを生

み出す新拠点へ。新たな価値創造の可能性を広

げます。

2020（令和2）年11月19日、竣工を前に本庶理事長

の視察が行われました。各研究部の様子が伝わる

ゾーニング、コミュニケーションが生まれるフリー

アドレスオフィスやミーティングスペース、共用設備な

どを完成図面を見ながらの説明をもとに、念入りに確

認を行いました。HBIから新たな挑戦が始まります。

本庶佑理事長のノーベル生理学・医学賞受賞と当機構設立20周年
を契機として整備の進む「次世代医療開発センター」が2021（令和
3）年春に完成します。神戸発医療シーズの実用化推進、革新的医
療技術の社会実装の加速化を目的としています。

神戸医療産業都市推進機構20周年記念

次世代医療開発センター
Honjo Kobe Research Center for Biomedical Innovation（HBI）

HBI はクリエイティブラボ神戸の1階と6階で
整備が進んでます。

C O N C E P T

血液・腫瘍研究部

共有ラボ

共用機器室
キッチンスペース

共有
ラボ

フリーアドレス
オフィス

共有
ラボ

共有ラボ

感染症制御研究部 免疫機構研究部

神経変性疾患研究部

1F

6F

2F

3F

4F

5F

次世代医療開発センター

動物実験飼育施設

先端医療研究センター
免疫機構研究部
神経変性疾患研究部
血液・腫瘍研究部
感染症制御研究部

1F

6F

NEW!

2021年春竣工
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医療イノベーション推進センター
事業開発グループ

※2021年4月より　
事業開発グループ　知財管理チーム
チームリーダー

安藤  公祐

可能性のあるアカデミア発シーズの社会実装をサポートするTRI。中で

も「知的財産」は、アカデミアの研究成果から実用化した医療技術の社会

貢献（対価）をアカデミアに還元し、研究活動をさらに促進させる重要な

ツールとなります。知的財産を適切かつ戦略的に管理すれば、アカデミア

の研究活動と医療技術を活性化する循環を生み出せるのです。知的財産

を通じてアカデミアの活動を後押ししていくのが私のミッションです。

次の20年を担う、若手職員に聞きました！Interview

先端医療研究センター
老化機構研究部

伊藤  尚基

当機構の老化機構研究部で研究を始めて、約2年が経ちました。私が

所属している研究部では老化・寿命研究の最前線の先生方が研究室を運

営しています。そのため、老化研究の最新情報が毎日のように舞い込んで

きますし、他の施設では体験できないような研究生活を送ることができて

います。そんな環境に身を置いて研究できることは当機構で働く上での大

きな魅力です。

経営企画部
企画財務課

井戸川  淳一

経営企画部は事務部門として、当機構の安定的かつ効率的な運営を目

指し、各センター・部門ごとの活動を支援するとともにそれぞれの部署を

つなぐ役割を担っています。そのため、当機構に在籍している幅広い職種

の方と接する機会も多く、専門性や職業背景がまったく異なった立場から

のお話を聞くこともたくさん。自分では思いつかない考えや新しい発想に

触れる機会に恵まれていて、毎日が勉強になっています。

先端医療研究センター　
免疫機構研究部

生田  直子

免疫機構研究部で働いて3年目になります。前職では神戸の企業でエ

ンジニアをしていましたが、人の健康に関わる仕事がしたいと思い進路変

更しました。神戸（ポートアイランド・エリア）はアカデミアと企業のコラボ

レーションが生まれやすい環境にあり、それが大きな魅力だと思います。

免疫は複雑ですが少しずつ紐解いていくのが楽しいと最近感じるようにな

りました。これからも医療に携わる仕事で社会貢献したいと思っています。

医療イノベーション推進センター
データサイエンスグループ
サブチームリーダー

小川  良太

前職では治験のデータマネジメント業務に関わっていました。TRIでは

その経験を活かし、医師主導治験や観察研究、レジストリ研究など、さま

ざまな臨床研究のデータマネジメント業務に日々チャレンジしています。

臨床研究のデータマネジメント業務は、被験者の安全性の確保やデータ

品質の向上において重要な役割を担っています。毎日の業務を通じて、臨

床研究や治験の推進、医療の発展の一助になれたらうれしいですね。

を通じてアカデミアの活動を後押ししていく

知的財産

他の施設では体験できないような研究生活

毎日が勉強になっています。
免疫は複雑ですが少しずつ紐解いていくのが楽しいと

臨床研究のデータマネジメント業務に日々チャレンジ

アカデミアの活動
を

後押しするため

幅広い職種の方と
の

対話で、勉強の日
！々

データマネジメント
の

プロフェッショナル
に！

人の健康に関わり
たいと

エンジニアから研
究者へ

02

0403

066

08

クラスター推進センター
連携・事業化推進グループ

伊藤  紗織

私は現在、研究者、企業を結び付けるコンシェルジュの役割を担ってい

ます。国内初・世界初の技術を持つ研究者とともに夢を語ることもあり、

この熱意をいち早く先進医療として患者さんに届けたいという熱い思いが

あります。その研究を“誰かの明日”へ加速しつなげるために、神戸ではお

互いの接点を増やし連携基盤を構築させるなどさまざまな仕掛けや伴走

支援により、新たなイノベーションを創出していきたいと思っています。

経営企画部
施設管理課

大下  優貴

自動運転技術や業務の効率化・省人化などITやAIによる大きな変化が

起こりつつある今、これまで市場を独占していた企業なども苦戦していま

す。しかし、どんなに世の中が変化しても人間は変わらず人間のまま。病気

やウイルスとの闘いがなくなることはなく、医療という産業はずっと伸び続

けるでしょう。そういった先行きが明るく伸び続ける事業に携わる会社で

働きたいと当機構に入職。医療産業の発展に携わる喜びを感じています。

熱意をいち早く先進医療として患者さんに届けたい

医療産業の発展に携わる喜びを

組織同士を結び、

研究を加速し届け
たい

老化研究の最前線
で

日々やりがいを感
じています

どれだけ時代が変
わっても、

医療産業は伸び続
ける

05

07

医療イノベーション推進センター
モニタリンググループ
サブチームリーダー

赤井  奈都

夫が兵庫県に転勤になったことがきっかけでTRIに入職しました。TRI

ではモニタリング活動を通じて質の高い臨床研究・治験の支援をし、最先

端の治療薬をもっとも早く提供することを目指しています。TRIは「その道」

のプロが集まっていて、プロ集団なところが自慢です。臨床研究・治験の

支援といえば「TRIだね！」ともっと身近に、すぐに思い出していただけるよ

うに日々活動していくことが大切だな～と感じています。

プロ集団なところが自慢

その道のプロが集
まる

TRIが自慢です

01

TRI

IBRI

IBRI

TRI

CCD
TRI

今の仕事のこと、これからの目標

Point

Point

Point
Point

Point

Point

Point

Point

Next Generation
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先端医療研究センター
脳循環代謝研究部

斉野  織恵

2020年から研究員として働いています。入職前からさまざまな媒体で

当機構の最先端の研究成果を見聞きしていて、そのような環境で自分も

チャレンジできることが楽しいです。私たちの研究室では脳血管機能や脳

代謝に着目し、認知症や脳梗塞に対する新規治療法の開発に取り組んで

います。超高齢社会を解決する一助となる研究に携わることにとてもやり

甲斐を感じていて、実用化に向けて日々研究に没頭しています。

経営企画部
開発事業推進課

塚本  奈緒美

事務として入職してまだ数年しか経っていませんが、業務内容の幅広さ

を実感しています。初めて担当した業務は、機構の経営方針や研究方針

などの企画・サポート。昨年からは、研究部門と直接関わる部署へ異動し、

実際の研究に必要な手続きを担当しています。まったく違った業務内容で

戸惑うこともありますが、どれもが神戸の医療産業の推進へ微力ながらも

携わることにつながり、とてもやりがいを感じています。

超高齢社会を解決する一助となる研究に 神戸の医療産業の推進へ微力ながらも

携わること

認知症や脳梗塞の

新しい治療法を開
発したい

一つひとつの業務
が、神戸の

医療産業の発展の
助けになる

09

クラスター推進センター
事業推進課

佐藤  美沙  

入社5年目。そのうち約1年の産休・育休をいただき、2020年4月に復

職しました。子どもが小さいうちに復職することへの不安はありましたが、

時短勤務や看護休暇などを利用して、なんとか家庭と両立しながら勤務し

ています。ありがたいことに同僚や上司の理解・協力も得やすい環境です。

時間単位での有給休暇や時差勤務なども利用して柔軟な働き方ができ、

長期的なキャリア形成を築ける職場だと感じています。長期的なキャリア形成を築ける職場だ

家庭と両立しなが
ら、

キャリアパスを描け
る職場

11

13

医療イノベーション推進センター
医療開発研究グループ

萩森  奈央子

複数の大学病院での薬剤師、先端医療センターの治験コーディネー

ター（CRC）を経て、医師主導治験のプロジェクトマネジメントを担当する

ようになりました。TRIでは経験を活かして、患者さんに寄り添いながら新

しい医薬品や医療機器を提供できるように医師主導治験の実施を支援し

ていきたいと考えています。病気に悩んだり苦しんだりされている方の希

望が少しでも増えることを念頭に業務に励みたいです。

先端医療研究センター  
神経変性疾患研究部  

笹原  智也

大学院では循環器薬理学を専攻していましたが、当時から創薬開発に携

わりたいという思いがありました。縁あって、アルツハイマー病の創薬開発

を進めている神経変性疾患研究部に研究員として入職。研究活動では、ア

ルツハイマー病の基礎研究と平行して、TAOヘルスライフファーマ株式会

社を中心に各企業と共同した創薬開発にも携わり、自身の研究が社会に還

元されているという実感も強く非常にやりがいがあります。

医師主導治験の実施を支援し

ていきたい

自身の研究が社会に還

元されているという実感も

アルツハイマー病
の

新たな治療薬を開
発したい

患者さんに寄り添
い

希望を届けたい

10

15

細胞療法研究開発センター
CMOディビジョン
細胞製造グループ

布平  竜也

CMOディビジョンでGMP省令を遵守した細胞製剤の商用製造とい

う、日本で最先端の業務に携わっています。最新鋭の製造設備や製造管

理システムのもとでの業務はとても刺激的です。また若手職員にも責任の

ある仕事が割り振られるため、日々実践の中でスキルアップを実感しなが

ら業務を行っています。この貴重な環境で働けることに感謝しながら、

これからも業務に励んでいきたいです。

クラスター推進センター
都市運営・広報課

高木  庸行

2020年3月まで地元金融機関で働いていた私は、「目に見えて人の為に

なる仕事がしたい」という思いで転職活動をしていました。多くの企業を

見る中で当機構に出会い、日本を代表する医療産業都市の一員として働

きたいという思いから入職を決意し、現在に至ります。10年後、20年後に

神戸医療産業都市の活動を支えていけるような職員を目指して、これから

も頑張っていきます。

最新鋭の製造設備や製造管

理システムのもとでの業務はとても刺激的

「目に見えて人の為に

なる仕事がしたい」

最新鋭の施設で

先端医療に携わる
喜び

神戸の地で医療に
携わり、

人・未来に貢献した
い

14

12

IBRI

IBRI

CCD

経営企画部　
総務人事課

福永  洋子

2016年に入職し開発事業推進課へ配属され、現在は総務人事課で人

事労務を担当。前職でも人事の仕事をしていましたが、勤怠管理・給与計

算・社会保険手続などを通して職員が安心して働く環境を整えられる、や

りがいのある仕事だと感じています。2歳の息子がおり、仕事と育児が両

立できるか不安でしたが、周りに助けられながら充実した毎日を送ってい

ます。これからも一つひとつの仕事を誠実に対応していきたいです。

職員が安心して働く環境を整えられる、や

りがいのある仕事

職員が安心して働
けるよう

人事労務を通して
支えたい

16

TRI

RDC

CCD

次の20年を担う、若手職員に聞きました！
今の仕事のこと、これからの目標

Point

Point

Point
Point

Point

Point

Point

Point

Interview
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最先端の技術を駆使し臨床医学への応用につながる研究をしているこ

とに惹かれ、入職。現在は白血病の病態解明と治療法の開発を目指して

実験を進めていますが、その過程で専門性の高い研究室のメンバーと議

論できることがとても楽しく刺激的です。当機構では研究者同士の交流の

場があり、情報交換や共同研究、機器の使用ができます。このような素晴

らしい研究環境で、生命現象の本質に迫るような発見を目指しています。らしい研究環境で、生命現象の本質

素晴

医療イノベーション推進センター
医療開発研究グループ
サブグループリーダー

藤田  靖之

主な業務は医療開発支援。一方で治験調整医師、分担医師および基

礎研究も行っています。医療開発支援者と同時に研究者として、自らまた

は共同研究としてシーズ開発から臨床応用まで開発に携わることができ

る点がTRIの仕事の醍醐味の一つだと思います。他では類を見ない特殊

な環境・立場を最大限に利用して、研究支援者・研究者の両視点から効率

的な医療開発に貢献していきたいと思います。

細胞療法研究開発センター
プロジェクトマネジメントグループ

本田  貴史

細胞療法研究開発センターは、細胞治療・細胞製造業の産業化を神戸

の地で実現することを究極的なミッションと位置付けています。実現する

ための第一歩として、細胞の製造施設を立ち上げCMOの拠点となるな

ど、いわば“切り込み隊長”の役を買って出たのです。自ら明確なビジョン

を示し、主体的に取り組み、時には思い切った決断もしていく姿勢は、

企業にも負けないスピード感もあってとても刺激的です。

シーズ開発から臨床応用まで開発に携わることができ

る点がTRIの仕事の醍醐味
企業にも負けないスピード感

細胞治療の産業化
を

神戸の地で実現す
るために

支援者として研究
者として

一気通貫で携われ
る喜び

17 18

先端医療研究センター
血液・腫瘍研究部

山嵜  博未

199

IBRI

仲間と高め合いな
がら、

先端技術を臨床医
学へ。

TRI

RDC

Point
Point

Point

次の20年を担う、若手職員に聞きました！
今の仕事のこと、これからの目標

Interview

資料
20周年記念誌

th

神戸医療産業都市推進機構
公益財団法人

2
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評議員 出捐団体

役員等

芦田　　 信

家次　　 恒

今西　 正男

小川　 久雄

置塩　　 隆

金澤　 和夫

金田　 安史

小安　 重夫

杉村　 和朗

谷口　 真澄

橋本　 信夫

湊　　 長博

JCRファーマ代表取締役会長兼社長

神戸商工会議所会頭
シスメックス代表取締役会長兼社長

神戸市副市長

国立循環器病研究センター理事長

神戸市医師会会長

兵庫県副知事

大阪大学理事・副学長

理化学研究所理事

神戸大学理事・副学長 

神戸市企画調整局長

神戸市民病院機構理事長

京都大学総長

京都大学高等研究院副院長／特別教授

神戸医療産業都市推進機構専務理事

神戸医療産業都市推進機構専務理事

神戸医療産業都市推進機構経営企画部長

シスメックス取締役専務執行役員

神戸医療産業都市推進機構細胞療法研究開発センター長

神戸市立医療センター中央市民病院長

神戸医療産業都市推進機構先端医療研究センター長

神戸市医療・新産業本部長

理化学研究所生命機能科学研究センター長

神戸大学大学院医学研究科長・医学部長

理化学研究所計算科学研究センター長

兵庫県健康福祉部長兼病院事業副管理者

三井住友銀行公共・金融法人部（神戸）部長

公認会計士　

神戸医療産業都市推進協議会会長

兵庫県知事

国立がん研究センター名誉総長

神戸市長

神戸市

兵庫県

公益財団法人兵庫県健康財団

公益財団法人ひょうご科学技術協会

神戸商工会議所　

アステラス製薬株式会社

大阪ガス株式会社

オリックス株式会社

オリンパス株式会社

川崎重工業株式会社

関西電力株式会社

IQVIAサービシーズ ジャパン株式会社

株式会社神戸製鋼所　

第一三共株式会社

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

JFEスチール株式会社

塩野義製薬株式会社

シスメックス株式会社

株式会社島津製作所

シーメンスヘルスケア株式会社

日本製鉄株式会社

住友重機械工業株式会社 

株式会社ダイエー

武田薬品工業株式会社

東京海上日動火災保険株式会社　

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

双日株式会社

日本イーライリリー株式会社

株式会社日立製作所　

パナソニック株式会社

株式会社三井住友銀行

三井物産株式会社

三菱重工業株式会社

三菱商事株式会社

三菱電機株式会社

株式会社みなと銀行

理 事 長

専 務 理 事

専 務 理 事

常 務 理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

監 事

監 事

名誉理事長

顧 　 問

顧 　 問

顧 　 問

本庶　　 佑

村上　 雅義

三重野 雅文

永田　 章彦

浅野　　 薫

川真田　 伸

木原　 康樹

鍋島　 陽一

西尾　 秀樹

西田　 栄介

藤澤　 正人

松岡　　 聡

藪本　 訓弘

河上　 哲也

松山　 康二

井村　 裕夫

井戸　 敏三

寺田　 雅昭

久元　 喜造

各役員種別内は50音順

50音順

役員 出捐団体
2020（令和2）年6月29日時点
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情報発信・国際連携G
知的クラスター・IPファンド企業支援G
サポートプラザ・医療機器G
マイクロドージングG

脳疾患病態解析部
遺伝子データーベース研究部
臨床試験運営部

TRI準備室
管理課
事業推進課

遺伝子データ解析G

研究企画・管理G
生物統計・データマネジメントG

〈細胞組織工学利用医学支援システム部〉
〈トランスレーショナルリサーチ
  プログラム研究部（RR2002）〉

〈細胞組織工学利用医学支援システム研究部〉 〈細胞組織工学利用医学支援システム部〉
〈地域結集型共同研究事業〉 〈地域結集型共同研究事業研究部〉 〈地域結集型共同研究事業研究部〉 〈地域結集型共同研究事業研究部〉

分子イメージング研究G

シスメックス浅野研究室
健康情報研究G
放射線治療研究G

歯槽骨再生研究G
幹細胞バンク研究G

血液再生研究G
血管再生研究G〈医療機器開発支援部門〉 〈医学工学連携型研究事業研究部〉 〈医学工学連携型研究事業研究部〉 〈医学工学連携型研究事業研究部〉

健康情報研究G
脳疾患マーカー研究G

細胞組織工学研究G

放射線治療研究G
分子イメージング研究G
幹細胞バンク研究G

血液再生研究G
歯槽骨再生研究G

血管再生研究G
研究総括担当課

シスメックス浅野研究室
（2007（平成19）年1月より）

健康情報研究G

幹細胞バンク研究G

脳疾患マーカー研究G
放射線治療研究G
分子イメージング研究G

歯槽骨再生研究G
細胞組織工学研究G

血液再生研究G
血管再生研究G

〈映像医学センター〉 〈映像医学センター〉

幹細胞バンク事業支援部
再生医療研究部
映像医療研究部 栄養管理科 ・臨床研究支援課

臨床検査技術科臨床研究支援部 放射線技術科 ・研究事業課
薬剤科治験推進室 （診療支援部門） （検査部門）

看護科 （診療放射線部門） PET診療部 （薬剤部門）
治験推進部 ・看護科
診療開発部

診療管理部

臨床研究支援部
運営課 臨床研究コーディネート室

診療部
再生医療研究部

・臨床研究支援課
臨床研究支援部

映像医療研究部

再生医療研究部
映像医療研究部
・臨床研究支援課
臨床研究支援部
（栄養部門）
（検査部門）
（診療放射線部門）
（薬剤部門）
看護科
医事課

診療管理部
・研究管理課
・研究推進課

研究開発部
調整課

・研究事業課  ・医事課

研究開発課 研究開発課

建設課
医事課
総務課

企画担当（神戸市） 企画担当（神戸市） 企画担当（神戸市） 企画担当（神戸市）

医事課
総務課

研究管理担当課
総務担当課

病院管理・治験担当課
倫理・安全担当課

研究事業推進課
総務課

クラスター事業推進課
病院管理・治験推進課
倫理・安全課

研究事業推進課
総務課

クラスター事業推進課
病院管理・治験推進課
倫理・安全課

推進課
事業推進課

知的クラスター創成事業推進室
事業課

事業化推進部
推進課

事業化推進部

診療部
映像医療部
臨床研究支援部

建設課
医事課
総務課

建設課
医事課
総務課

研究管理課
総務課

健康情報担当課
企画担当課 企画課 企画課

薬剤科

（検査部門）
（放射線部門）

看護科
（診療支援部門）

治験推進部
診療開発部

病院管理・治験推進課（兼務）
栄養管理科
臨床検査技術科
放射線技術科
薬剤科

（診療支援部門）
看護科
PET診療部
治験推進部
診療開発部

病院管理・治験推進課（兼務）

遺伝子データ解析G

研究企画・管理G
生物統計・データマネジメントG

研究企画・管理G
生物統計・データマネジメントG

脳疾患病態解析部
臨床試験運営部
事業推進課

企画・管理課
情報・研修課

健康情報研究室

G： グループ　T： チーム　Div.： ディビジョン組織の変遷

企画室

総務部

病院

研究所

臨床研究情報センター

クラスター推進センター

事務局先端医療センター準備室

先端医療センター

2000（平成12）年度 2001（平成13）年度 2002（平成14）年度 2003（平成15）年度 2004（平成16）年度 2005（平成17）年度 2006（平成18）年度 2007（平成19）年度
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研究・細胞評価G 研究・細胞評価G
治験推進G

CPC管理G CPC管理G
細胞評価G CMOグループⅡ CMOグループⅡ
治験推進G CMOグループⅠ CMOグループⅠ

細胞療法開発G 細胞療法開発G細胞製造G

事業管理部
事業推進部
情報システム部

事業推進部 統計解析部
データ管理部情報システム部

研究開発部 事業開発部

医学統計部

プロジェクトマネジメント部

データ管理部
安全性評価部
クリニカルオペレーション部

メディサイエンス部
eクリニカルソリューション部
事業推進部
財務・契約部
企画・広報部

サイエンスセクレタリー室
信頼性保証室

クリニカルオペレーション部

統計解析部
データ管理部
安全性評価部

メディカルサイエンス部
eクリニカルソリューション部
グローバル開発推進部
TR推進部
事業管理部

事業推進部
事業開発部

クリニカルオペレーション部

統計解析部
データ管理部
安全性評価部

プロジェクトマネジメント部
メディサイエンス部
eクリニカルソリューション部
TR推進部
事業管理部

事業推進部
事業開発部臨床研究部

TRI研究事業化
品質管理室
事業推進部
情報システム部
データ管理・解析部

事業開発部
プロジェクトマネジメント部 メディカルサイエンス部

シスメックス浅野研究室
医療開発支援課

医療開発研究G

映像医療研究開発課
PET薬剤製造事業G
放射線治療研究G
分子イメージング研究G

再生医療基盤研究G
知的クラスター創生事業研究G

膵島肝臓再生研究G
血管再生研究G

視覚再生研究G

再生医療研究G
知的クラスター創成事業

放射線治療研究G

視覚再生研究G
シスメックス浅野研究室
健康情報研究G

幹細胞バンク研究G
分子イメージング研究G

歯槽骨再生研究G
血管再生研究G

再生医療研究G
知的クラスター創成事業

健康情報研究G

視覚再生研究G
シスメックス浅野研究室
膵島肝臓再生研究G

分子イメージング研究G
放射線治療研究G

歯槽骨再生研究G
血管再生研究G 【再生医療研究開発部門】

知的クラスター創生事業研究G

再生医療研究開発課
細胞評価事業G

視覚再生研究G
膵島肝臓再生研究G
血管再生研究G

臨床開発推進課
病院管理課（兼務） 病院管理課

栄養管理科細胞管理室
栄養管理科 臨床検査技術科

放射線技術科臨床検査技術科
放射線技術科 薬剤科

（診療支援部門）

病院管理課
医療安全・感染防止管理室
栄養管理科
臨床検査技術科
放射線技術科
薬剤科

病院管理課
情報システム課

医療安全・感染防止管理室
地域医療連携室

栄養管理科
臨床検査技術科
放射線技術科
薬剤科薬剤科

（診療支援部門） 看護部
看護部
臨床試験支援部 臨床開発推進部

細胞管理室

臨床試験開発部 臨床試験支援部
PET診療部 PET診療部
診療開発部 診療部

（診療支援部門）

細胞管理センター
看護部

臨床試験支援部
PET診療部
診療部

臨床研究コーディネート室

内部監査課
倫理・安全課

倫理・安全課
病院管理課
クラスター事業推進課
研究事業推進課
情報管理・発信課
総務課

研究事業推進課
総務課

クラスター事業推進課
病院管理・治験推進課
倫理・安全課

インシリコ創薬拠点形成推進G
クラスター事業推進Gクラスター事業推進G

情報発信・国際連携G
知クラ・IPファンド企業支援G
サポプラ・医療機器G
マイクロドージングG

情報発信・国際連携G
知クラ・IPファンド企業支援G
サポプラ・医療機器G
マイクロドージングG

再生医療支援課
再生医療支援G
クラスター事業推進課

クラスター事業推進G
クラスター事業推進課

クラスター事業推進G

細胞評価G
治験推進G
細胞製造G

情報システム課
総務課
企画課

施設管理課
情報システム課
総務課
企画課

施設管理課
情報システム課
総務課
企画課

施設管理課

研究事業管理課
病院管理課

クラスター事業推進課

細胞療法開発事業推進課
TRI研究事業推進課

IMDA事業推進課

情報システム課

総務課
企画課

施設管理課

研究事業管理課
病院管理課

クラスター事業推進課

細胞療法開発事業推進課
TRI研究事業推進課

IMDA事業推進課

内部監査課
倫理・安全課

内部監査課
倫理・安全課

内部監査課
倫理・安全課

内部監査課
倫理・安全課

内部監査課
倫理・安全課

企画課 企画課

人事課
情報システム課

総務課
企画課

施設管理課

研究事業管理課

病院管理課

クラスター事業推進課

細胞療法開発事業推進課
TRI研究事業推進課

IMDA事業推進課

人事課

臨床試験支援課

情報システム課

総務課
企画課

施設管理課

研究事業管理課

病院管理課

クラスター事業推進課

細胞療法開発事業推進課
TRI研究事業推進課

IMDA事業推進課

人事課

臨床試験支援課

栄養管理科
臨床検査技術科
放射線技術科
薬剤科

（診療支援部門）
看護科
PET診療部
治験推進部
診療開発部

病院管理・治験推進課（兼務）
細胞管理室

放射線治療研究G
分子イメージング研究G

【映像医療研究開発部門】

シスメックス浅野研究室
医療開発研究G

【医薬品開発・支援部門】

【再生医療研究開発部門】

【映像医療研究開発部門】

【医薬品開発・支援部門】 コホート研究G
医療開発研究G

PET薬剤製造事業G
放射線治療研究G
分子イメージング研究G

再生医療開発支援部
角膜内皮再生研究T
血管再生研究G

再生医療研究部
【再生医療研究開発部門】

多能性幹細胞研究部
【映像医療研究開発部門】

【医薬品・先制医療開発部門】

研究企画・管理G
生物統計・データマネジメントG

研究企画・管理G
生物統計・データマネジメントG

病院管理課
細胞管理室
栄養管理科
臨床検査技術科
放射線技術科
薬剤科

（診療支援部門）
看護部
臨床試験支援部
臨床試験開発部
PET診療部
診療部

病院管理課
医療安全・感染防止管理室
栄養管理科
臨床検査技術科
放射線技術科
薬剤科

（診療支援部門）

細胞管理センター
看護部

臨床試験支援部
PET診療部
診療部

病院管理課
医療安全・感染防止管理室
栄養管理科
臨床検査技術科
放射線技術科
薬剤科

（診療支援部門）

細胞管理センター
看護部

臨床試験支援部
PET診療部
診療部

情報システム課

（診療支援部門）

細胞管理センター
看護部

臨床試験支援部
PET診療部
診療部

先制・予防医療研究開発Ｔ
先制・予防医療研究開発部

コホート研究G

シミュレーション創薬研究G
医療開発研究G

医薬品研究開発部
PET薬剤製造事業G

分子イメージング研究G

網膜再生研究T

放射線治療研究G

映像医療研究開発部

血管再生研究G
角膜内皮再生研究T

脳神経機能再生研究G
再生医療研究部

コホート研究G
先制医療開発T

COIプロジェクト

先制・予防医療研究開発部

医療開発研究G
シミュレーション創薬研究G

医薬品研究開発部

放射線治療研究G
PET薬剤製造事業G

分子イメージング研究G

血管再生研究G

映像医療研究開発部
網膜再生研究T

脳神経機能再生研究G
再生医療研究部

コホート研究G
先制医療開発T

先制・予防医療研究開発部

医療開発研究G
シミュレーション創薬研究G

医薬品研究開発部

放射線治療研究G
PET薬剤製造事業G

分子イメージング研究G

血管再生研究G

映像医療研究開発部
網膜再生研究T

脳神経機能再生研究G
再生医療研究部

G： グループ　T： チーム　Div.： ディビジョン

細胞療法研究開発センター細胞療法開発事業部門

ICR推進室

再生医療実現拠点ネットワークプログラム
（JST）開発支援室

ICR・臨床開発戦略室

アイセンター準備室
国際医療開発センター事業推進室国際医療開発センター事業準備室

研究部門 研究所研究開発部門

経営企画部

監査室

2008（平成20）年度 2009（平成21）年度 2010（平成22）年度 2011（平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度 2015（平成27）年度
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研究・細胞評価G
CPC管理G
CMOグループⅡ
細胞療法開発G
プロジェクトマネジメントG

研究・細胞評価G
CPC管理G
CMOグループ
プロジェクトマネジメントG

オープンイノベーション推進G
インシリコ創薬拠点形成推進G

連携・事業化推進G

事業推進課
都市運営・広報課

クラスター事業推進G

データ管理部

医療開発部

医学統計部

eクリニカルソリューション部

モニタリング部
プロジェクトマネジメント部

事業開発部

事務サービス部
財務・契約部

企画・広報部

研修・文書管理室
監査部

サイエンスセクレタリー室

データ管理部

医療開発部

医学統計部

eクリニカルソリューション部

モニタリング部
プロジェクトマネジメント部

事業開発部
グローバルアフェアーズ部

財務・契約部
事務サービス部

研修・文書管理室
企画・広報部

サイエンスセクレタリー室

事業開発部

研修・文書管理室

TRI業務部
サイエンスセクレタリー室

eクリニカルソリューション部

企画・広報部
TRI経営企画本部

データサイエンス部
医学統計部

データサイエンス研究本部
モニタリング部

医療開発研究部
プロジェクトマネジメント部

医療開発研究本部

産学連携研究部
臨床研究部
血液・腫瘍研究部
脳循環代謝研究部
神経変性疾患研究部

免疫機構研究部
老化機構研究部

研究・細胞評価G
CPC管理G
CMOグループ
プロジェクトマネジメントG

研究・細胞評価G
CPC管理G
CMOグループ
プロジェクトマネジメントG

研究・細胞評価G
CPC管理G
国際連携事業推進G
プロジェクトマネジメントG

ＣＭＯDiv.

連携・事業化推進G

事業推進課
都市運営・広報課

連携・事業化推進G

事業推進課
都市運営・広報課インシリコ創薬拠点形成推進G

クラスター事業推進G

内部監査課
倫理・安全課

内部監査課
倫理・安全課 倫理安全監査課 倫理安全監査課 倫理安全監査課

情報システム課

総務課
企画課

施設管理課

研究事業管理課

病院管理課

クラスター事業推進課

細胞療法開発事業推進課
TRI研究事業推進課

IMDA事業推進課

人事課

臨床試験支援課

情報システム課

総務課
企画課

施設管理課

研究事業管理課

病院管理課

クラスター事業推進課

細胞療法開発事業推進課
TRI研究事業推進課

IMDA事業推進課

人事課
研究事業推進課

企画財務課
総務人事課

開発事業推進課

施設管理課
研究事業推進課

企画財務課
総務人事課

開発事業推進課
再生医療製品開発事業推進課

施設管理課
研究事業推進課

企画財務課
総務人事課

開発事業推進課
再生医療製品開発事業推進課

施設管理課

産学連携研究部
臨床研究部
血液・腫瘍研究部
脳循環代謝研究部
神経変性疾患研究部

免疫機構研究部
老化機構研究部

産学連携研究部
臨床研究部
脳循環代謝研究部
神経変性疾患研究部

免疫機構研究部
老化機構研究部

臨床試験支援課

事業開発G
TRI業務G
サイエンスセクレタリー室

企画・広報G

eクリニカルソリューションG
研修・文書管理室

TRI経営部

データサイエンスG
医学統計G

ヘルスデータサイエンスDiv.
モニタリングG
プロジェクトマネジメントG
医療開発研究G

メディカルイノベーションDiv.

TRI業務G
広報G

事業推進G
細胞製造G
エンジニアリングG
品質保証G
品質管理G
サプライチェーンG

eクリニカルソリューションG
研修・文書管理室

TRI業務推進室

データサイエンスG
医学統計G

ヘルスデータサイエンスDiv.

モニタリングG
事業開発G

スタディマネジメントグループ
医療開発研究G

メディカルイノベーションDiv.

病院管理課
情報システム課

医療安全・感染防止管理室
地域医療連携室

栄養管理科
臨床検査技術科
放射線技術科
薬剤科

（診療支援部門）

細胞管理センター
看護部

臨床試験支援部
PET診療部
診療部

病院管理課
情報システム課

医療安全・感染防止管理室
地域医療連携室

栄養管理科
臨床検査技術科
放射線技術科
薬剤科

（診療支援部門）

細胞管理センター
看護部

臨床試験支援部
PET診療部
診療部

分子病態研究部

先制医療開発T
先制・予防医療研究開発部

コホート研究G

シミュレーション創薬研究G
分子標的治療探索G

医療開発研究G
医薬品研究開発部

放射線治療研究G
PET薬剤製造事業G

分子イメージング研究G

血管再生研究G

映像医療研究開発部
網膜再生研究T

脳神経機能再生研究G
再生医療研究部

分子病態研究部

先制・予防医療研究開発部
コホート研究G

シミュレーション創薬研究G
分子標的治療探索G

医療開発研究G
医薬品研究開発部

放射線治療研究G
PET薬剤製造事業G

分子イメージング研究G

血管再生研究G

映像医療研究開発部
網膜再生研究T

脳神経機能再生研究G
再生医療研究部

G： グループ　T： チーム　Div.： ディビジョン

医療イノベーション推進センター

再生医療製品開発室

先端医療研究センター

2016（平成28）年度 2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 2019（令和元）年度 2020（令和2）年度
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つなげてきた20年、
次につないでゆく20年

 編集後記

2 th

神戸医療産業都市推進機構
公益財団法人

Member

新型コロナウイルスによって社会が一変した2020（令和2）年、感

染と戦っておられる医療従事者の皆さま、毎日リスクを負いながら勤

務に精励されておりますすべての皆さまに敬意を表します。

さて、神戸医療産業都市推進機構もはや20周年を迎え、画期的な

イノベーションの実現によって市民の皆さまに貢献しつつある歴史と

共に、これまでの活動や成果を絶えなく未来につなげてゆくことを目

指して、今回の記念誌作成を次の事業運営を担ってゆく若い世代の

職員に託しました。また、できるだけ機構の一体感を増すため、職員

参加型の冊子となるように心がけました。

皆さまには本誌を通じて、過去、現在から未来につなぎ受け継がれ

てゆくべき私達の心意気をお感じくださいますと幸いです。

最後に、時間を割いて原稿執筆いただきました皆さま、また、編集

作業に尽力くださいました皆さまに心から御礼申し上げます。

公益財団法人 神戸医療産業都市推進機構
専務理事　

三重野  雅文

制作に携わり、改めて機構の歴史を振り返ることができました。皆さん
もこの記念誌をご一読頂き、機構の理解を深める一助になれば嬉しく思い
ます。
経営企画部開発事業推進課　課長代理 永藤  潤一

20年の軌跡に触れ、改めて、大きな発展を遂げてこられた先輩方に敬意
と尊敬の念を抱くと共に、これらの礎に学び、ますますの成長に寄与したい。

経営企画部施設管理課　課長代理 浦田  智弥

機構やセンターの目的、機能、成果を改めて確認できる貴重な機会とな
りました。そしてご協力頂いた皆さまに心よりお礼申し上げます。

医療イノベーション推進センター
広報グループ 　チームリーダー 天辰  香織

「高度で先進的なFBRIの歴史を読みやすくまとめる」という目的のもと、多く
の方に協力いただき、無事記念誌が完成しました。私自身も勉強になりました！

クラスター推進センター都市運営・広報課
課長代理 西田  浩之

機構としての歴史と今が詰まった本誌の制作を通じて、市民にPRすべきた
くさんの材料を得ました。制作に関われたこと、本当に嬉しく思っています。

クラスター推進センター都市運営・広報課
サイエンス・コミュニケーター 井上  千浩

節目となる記念誌作成に携わり20年の歴史に触れ非常に感慨深いで
す。完成にあたりご多忙の中ご協力いただきました皆さまに心から感謝申
し上げます。

経営企画部総務人事課課長代理 植松  雅人

コロナ禍の大変な中、執筆者の先生方はじめ多くの皆様のご協力をいた
だきなんとか記念誌にまとめ上げることができましたこと、厚く御礼申し上
げます。　
経営企画部研究事業推進課　課長代理　 閑野  篤信

草創期からの想いに触れ、多くのご協力に恵まれて発行できました。本誌が専
門的で個性豊かに活動する当機構へのご理解を促すものとなりましたら幸いです。

経営企画部企画財務課　課長代理
クラスター推進センター都市運営・広報課 兼務 太田  乃輔

20周年記念誌制作実行委員会

※記載されている所属団体・肩書きは2020 年12月時点のものです。

編集副リーダー 編集リーダー

編集副リーダー
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公益財団法人 神戸医療産業都市推進機構

発行・編集 公益財団法人 神戸医療産業都市推進機構
〒650-0047 神戸市中央区港島南町6丁目3番地の7

クリエイティブラボ神戸5階（2021年4月より）

 Tel：078-306-1700 Fax：078-306-1708

2021年3月　初版

https://www.fbri-kobe.org
FBRIホームページはこちら

20周年記念誌
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