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神戸医療産業都市
情報発信コーナー

医療機器、創薬・再生医療、ヘルスケアの各
分野において、シーズ探索から知財、
ＰＭＤＡ
戦略相談連携センターを活用した薬事相談、
販路開拓まで、一貫した支援体制を構築する
とともに、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ます。

イベントやセミナーなど
神戸医療産業都市の
様々な情報を
発信します。

ワンストップ
サービスカウンター

ミーティング
スペース

無料Wi-Fi
完備
駅からも近く、
気軽にお立ち寄り

幅広いご相談に一元的に対応する
「ワンストップサービス」の提供と
神戸医療産業都市の様々な情報発信を行います。

理化学研究所
（西エリア）

先端医療
センター

E-mail : liaison@fbri.org

TEL:078-306-2240

KIBC

国際医療開発センター
（IMDA）

神戸BTセンター
医療センター駅
市(民病院前 )

※土日・祝日・
年末年始を除く

神戸
アイセンター

ポートライナー

〒650-0047
神戸市中央区港島南町1-5-2
神戸キメックセンタービル2階

神戸市立医療センター
中央市民病院

市民病院前
ビル

（公財）神戸医療産業都市推進機構
クラスター推進センター

BMA
TRI

神戸医療産業都市の
国際展開の推進

海外の主要なバイオクラスターとも積極的に交流
を深めるほか、国際展示会やシンポジウムへの出展、
参加を通じて、神戸医療産業都市のグローバルな展
開とネットワークの構築を図ります。

企業・研究機関の皆様の研究開発シーズの実用化・事業化を加速するため、

いただけます。

9:00~17:00
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研究開発シーズの
実用化・事業化に向けた
様々なご相談に
専任コーディネーターが
対応いたします。

様々な相談や打ち合わせ
等にご利用いただける
ミーティングスペースを
設けています。

開館時間

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

神戸キメック
センタービル
2階

HI-DEC
理化学研究所
（東エリア） KHBC

2019.7

| 未 来 の 健 康・医 療 を ︑つ な ぐ ︑育 む |

神 戸 医 療 産 業 都 市 のコ ン シェ ル ジュ

2

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

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、産学連携による新た
なイノベ−ションの創出に取り組みます。
研究
機関

クラスター
推進センター

企業

大学

病院
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研究・操業環境の充実と
戦略的な情報発信

世界的クラスターにふさわしい研究・操業環境を構
築するため、神戸医療産業都市を構成する様々なス
テークホルダーのニーズを踏まえた環境整備を進め
るとともに、国内外における神戸医療産業都市の認
知度の向上に向けて、積極的な情報発信に取り組み
ます。

クラスター推進センター

Center for Cluster Development and Coordination

メンバ ー の ご 紹 介

Members

創薬・バイオ分野

センター 長

佐藤 岳幸

Takeyuki SATO

旧厚生省入省後、外務省経済局、国立医薬品食品衛生研究所医薬品医療機器審査セン
ター、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、欧州医薬品審査庁（EMEA）、独立行
政法人医薬品医療機器総合機構
（PMDA）
等の勤務を経て、厚生労働省医薬食品局審査
管理課長、PMDA上席審議役、国立がん研究センター研究支援センター副センター長等
を歴任し現職。これまでの経験を活かし、神戸からのイノベーションの発信、神戸クラス
ターの更なる発展に尽力したいと思います。

エグゼクティブ・コーディネーター

平松 隆司

Ryuji HIRAMATSU

製薬企業で低分子創薬、バイ
オ医薬、再生医療の研究開発
に長年携わった経験を活かし、
先端医療の研究支援やバイオ
クラスターの国際連携を推進
したいと思います。

シニア・コーディネーター

野口 毅

Tsuyoshi NOGUCHI

製薬企業での医薬品研究開発、
さらに国内、海外での事業戦
略の立案・推進に携わってきた
経験を活かして、
クラスターで
の研究開発、国内外での事業
化を全力でサポートさせてい
ただきます。

仲西 孝弘

Takahiro NAKANISHI

医薬品開発研究から医療機器
の市場開拓まで、一貫して医療
で新事業を起ち上げてきた経
験を活かし、神戸医療産業都市
において2,000件以上の幅広
い相談に対応し、医療事業への
参入と開発の促進に貢献中。

シニア・コーディネーター

東 正秀

Masahide AZUMA

販路開拓・支援、現地法人の設
立・立上げ・運営や業務提携交
渉等、多年にわたる海外駐在
を含む医療機器メーカーでの
海外事業展開で得た経験と知
識を活かし、
グローバルな産学
官医の橋渡しに貢献してまい
ります。

シニア・コーディネーター

笹山 淑弘

Yoshihiro SASAYAMA

異なる文化や考え方等を有す
る産官それぞれでの業務経験
をもとに、ものづくり企業の医
療機器分野への参入支援など
を通じて得た知識と経験を活
かし、産学官医の円滑な連携
を進めてまいります。

チーフ・コーディネーター

安田 匡範

Tadanori YASUDA

総括製造販売責任者の経験に
基づく薬事戦略に対する助言
をはじめとして、国際開発援助
プロジェクト形成、製薬設備の
セールスエンジニアなどこれ
までの培った知識と経験を活
かしたアドバイスを行ってまい
ります。

チーフ・コーディネーター

東條 靖

Yasushi TOJO

アカデミア、製薬会社、医療機
器メーカーにて得た、QC・学
術・精度管理・事業戦略分野の
知識と経験を活かして、医学、
医療機器分野におけるサポー
トを行なってまいります。

シニア・コーディネーター

内田 国克

Kuniyoshi UCHIDA

大学・研究機関において、ライフサイエン
ス分野を中心に研究成果・知財の事業化
に携わって参りました。事業化において、
ベンチャー起業は重要な選択肢で、私自
身、起業の上、事業開発を進め、製品化し
た経験もございます。起業による事業化
を目指す多くの方が思いを実現できるよ
う、お役にたてればと考えております。

チーフ・コーディネーター

小野 陽平
Youhei ONO

医療機器ディーラーでの幅広
い販売経験を活かし、医療現
場におけるニーズの提供や、
神戸医療機器開発センターの
運 営 を 通して 、手 術・手 技ト
レーニング、医療機器の研究・
開発のサポートをさせていた
だきます。

プロジェクト・コーディネーター

山村 益未

Masumi YAMAMURA

健康・医療機器メーカーでの
マーケティングや開発サポー
ト、研究機関での設備・機器の
管理運営、精密機器メーカー
での研究支援等の経験を活か
し、事業化推進のサポートに努
めてまいります。

KBICリエゾンオフィス ワンストップ総合窓口

分野横断

（ベンチャー支援）

杉村 恵二郎
Keijiro SUGIMURA

バイオ医薬・再生医療等の研
究開発、CMC、知財、ライセン
スなどの幅広い業務経験を活
かして、創薬、バイオ、再生医
療分野における産学官医連携
活動の推進、事業化推進のサ
ポートをさせていただきます。

チーフ・コーディネーター

笹山 美紀子
Mikiko SASAYAMA

国際社会の中で魅力ある都市
づくりを推進していくことが出
来るよう、積極的に諸外国と付
き合い、人・物・情報の地球規
模での移動・流通の支援に努
めてまいります。

ヘルスケア分野

医療機器分野

シニア・コーディネーター

シニア・コーディネーター

コーディネーター

先端医療技術コ―ディネーター

髙須 愛子

岡 高茂

独立行政法人医薬品医療機器
総合機構
（PMDA）
からの出向
で、神戸医療産業都市から医
療が発展するよう主に薬事の
面からサポートいたします。些
細なことでも、PMDA戦略相
談連携センター相談支援アド
バイスをご利用ください。

吸収性医療機器・再生医療用
足場材料の商品開発と開発し
た商品の事業経営の経験を活
かし、医療機器・再生医療の事
業化について経験に基づいた
アドバイスをさせていただき
ます。

（薬事）

Aiko TAKASU

Takashige OKA

プロジェクト・コーディネーター

（産学官連携）

渡邉 恭子

Kyoko WATANABE

企業・アカデミアでの勤務経験
を活かし、産学官連携推進を
中心に皆様のニーズに沿った
支援を心がけています。医療
機器から創薬・バイオ、ヘルス
ケアまで分野横断的な課題解
決のお手伝いをさせていただ
きます。

プロジェクト・コーディネーター

チーフ・コーディネーター

コーディネーター

小林 圭以子

鈴木 布美子

川村 久仁子

国際展示会やシンポジウムへ
の出展・参加を通じ、海外諸地
域の主要なバイオクラスター
との交流を深め、神戸医療産
業都市が目指すグローバルな
展開やネットワーク構築を全
面的にサポートして参ります。

KBICリエゾンオフィスのワン
ストップ総合窓口を担当して
います。製薬企業での創薬研
究 及 び 産 学 官 連 携 業 務に携
わった経 験を活かし、事 業 化
推進のサポートをさせていた
だきます。HI-DEC caféも是
非ご活用下さい。

管理栄養士の資格を活かした「都市
コホート研究：神戸トライアル」の実
施支援のほか、KBICリエゾンオフィ
スにてワンストップ総合窓口を担当
しています。神戸医療産業都市と皆
様をつなぐ一番身近で頼られる存
在であり続けたいと思いますので、
お気軽にお立ち寄りください。

（国際連携）

Keiko KOBAYASHI

Fumiko SUZUKI

Kuniko KAWAMURA

チーフ・コーディネーター

西村 美和子
Miwako NISHIMURA

市民の皆様の参画や産学官の
連携を通して、ヘルスケア分野
の商品・サービスの事業化支
援のお手伝いをさせていただ
きます。ユーザー目線と事業者
目線の双方を意識したサポー
トを行ってまいります。

サイエンス・コミュニケーター

サイエンス・コミュニケーター

井上 千浩
Chihiro INOUE

神戸医療産業都市の広報を担
当しています。医療産業都市
の取り組みをわかりやすく発
信していくなかで、構成団体・
企業の皆様の取り組みを紹介
し、国内外へのPRをお手伝い
してまいります。

プロジェクト・コーディネーター

稲 継 みどり
Midori INATSUGI

市民の皆さまの健康な生活に
つながる製品やサービスの事
業化支援に関する事業推進の
中で、産学官医の連携や融合
に寄与するべく取り組んでま
いります。神戸から世界へ健康
長寿社会の実現を目指してま
いります。

コーディネーター

伊藤 紗織
Saori ITO

主に再生医療・創薬分野のイノ
ベーションプログラムのコー
ディネートを担当します。神戸
医療産業都市の進出企業で勤
務していた経験を活かし、神戸
医療産業都市の産学連携や事
業化の更なる推進のため、
きめ
細かなサポートをいたします。

