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創業期の医療スタートアップ支援に取り組む神戸市が 

科学技術ベンチャー発掘・育成プログラム 

「メドテックグランプリ KOBE」を開催！ 

～参加チームの募集について～ 
 

創業期の医療スタートアップ支援に取り組む神戸市および神戸医療産業都市推進機構は、

昨年度に引き続き、リアルテック領域の事業の種を発掘しビジネスとして芽吹かせるまでを

手がける株式会社リバネスと連携し、医療関係の次世代技術と、情熱をもって医療の世界を

変えようとするチームを発掘・育成することを目的とする「メドテックグランプリ KOBE」を

令和元年 10月 12 日(土)に神戸市内で開催いたします。 

また、最終選考会に向けて、研究成果を社会に生かそうとする研究者やベンチャー企業な

どの「メドテックグランプリ KOBE」への参加チームを募集いたします。 

神戸医療産業都市は、構想開始から 20年が経過し、350 以上の医療関連企業・団体が集積

するクラスターで、この 20年間に蓄積した人材・ノウハウ・インフラ等を最大限活用し、日

本初となるライフサイエンスベンチャーエコシステムの構築に向けた事業を進めております。 

 

１．応募条件 

医療関係のリアルテック領域（創薬、医療機器、再生医療、ヘルスケア、研究ツール等）

の技術シーズをもとに世界を変えたい、世の中をよくしたいという構想を持ち、創業ある

いは新事業展開の意志がある方（研究者、大学生・大学院生、企業など）。 

 

２．表彰  

・最優秀賞：賞金 30 万円＋事業投資 500 万円を受ける権利 1件 

・企業賞：賞金 20 万円 10件程度を予定 

・ファイナリストに選ばれたチームについては、神戸医療産業都市推進機構・株式会社 

リバネスによる、事業化に向けたサポートを実施予定 

 

３．エントリー方法 

ウェブサイト（https://id.lne.st/pre_regist?s=tp）にて、メンバー登録（ご自身のメ

ールアドレスをご入力ください）のうえ、web フォームへの記入を行なって応募してくだ

さい。（締切：令和元年 7月 12日） 

 ※詳細は下記ホームページをご確認ください 

https://www.fbri-kobe.org/upload/temp_pdf/KOBE2019_02.pdf 

https://techplanter.com/medtech2019/ 

 

https://id.lne.st/pre_regist?s=tp
https://techplanter.com/medtech2019/


４．前回開催実績 

開催日時：平成 31 年 2月 2 日（土） 

  最終選考会プレゼンター数：12 社 

審査企業：アステラス製薬㈱、第一三共㈱、大日本印刷㈱、大鵬薬品工業㈱、武田薬品

工業㈱、日本たばこ産業㈱、三井化学㈱、ロート製薬㈱ など 12企業 

最優秀賞：AMI㈱  

環境音のノイズや不整脈などの原因により、心音の解析が困難となる問題を解

決する診断アシスト技術による「超聴診器」の開発。 

詳細 URL：https://techplanter.com/medtech2018/ 

 

＜お問合わせ先＞ 

公益財団法人 神戸医療産業都市推進機構 クラスター推進センター（担当：内田・岩尾） 

〒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 7階  

Tel: 078-306-0719  

Mail: start-up@fbri.org 

  

株式会社リバネス大阪本社（担当：福田・濱口） 

〒552-0007 大阪市港区弁天 1-2-1 大阪ベイタワーオフィス 6階  

Tel: 050-1743-9799  

Mail: fd@lnest.jp 

 

 ＜参考＞ 

株式会社リバネス（Leave a Nest Co., Ltd. ） 

 リバネスは研究者の集団です。2001 年に 15 人の理工系学生によって創立され、現在もそ

の精神が受け継がれています。一人一人の社員が自ら「課題」を掲げ、その「熱」に賛同す

る多くの研究者や企業とともに解決に取り組むことで、科学技術の発展と地球貢献を実現し

ます。 

   東京本社：〒162-0822 東京都新宿区下宮比町 1-4 飯田橋御幸ビル 5階 

   大阪本社：〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天 1-2-1 大阪ベイタワーオフィス 6階 

   代 表 者：代表取締役グループ CEO 丸 幸弘 

代表取締役社長 COO 髙橋 修一郎 

代表取締役副社長 CTO 井上 浄 

  設  立：2002年 6月 14日 

  事業内容：科学技術分野における教育、人材育成、研究、創業に関する企画・研究・コン

サルティング業務など。 

   ホームページ：https://lne.st/ 

 

 

 

https://techplanter.com/medtech2018/


科学技術ベンチャー発掘・育成プログラム

メドテックグランプリKOBE

2019年度エントリー受付中

TECH PLANTERのWEBページからメンバー登録を
してフォームに記載してください（7/12締切）

主な入力項目

□チーム情報（一人でも可）
□コア技術・自社の強み
□解決したい社会課題
□将来のビジョン

書類選考によって、10月12日のメドテックグランプ
リKOBE最終選考会に出場するチームを決定します。

□新規性があるか
□実現可能性があるか
□世界を変える可能性があるか
□プランに対する情熱があるか

医療関係のリアルテック領域
（創薬、医療機器、再生医療、
ヘルスケア、研究ツール等）
の技術シーズをもとに世界を
変えたい、世の中をよくした
いという構想を持ち、創業あ
るいは新事業展開の意志があ
る方。

①エントリー開始
②エントリー相談
③エントリー締切：7/12
④書類選考：8月中旬
⑤メドテックグランプリKOBE
10/12（土） 13:00〜19:00 場所：神戸市内

最優秀賞 賞金30万円
＋事業投資500万円を受ける権利

対象：研究者、大学生・大学院生、企業など

主催：神戸市、公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 (Tel: 078-306-0719、Mail: start-up@fbri.org)、
株式会社リバネス (Tel: 050-1743-9799、Mail: fd@lnest.jp)

メドテックグランプリKOBEは、創業期の医療スタートアップ支援に取り組む神戸市および神戸医療
産業都市推進機構と、リアルテック領域の事業の種を発掘しビジネスとして芽吹かせるまでを手がけ
る株式会社リバネスの3者によって運営しています。本プログラムにおいて、医薬、医療などに関わ
る次世代技術と情熱をもって医療の世界を変えようとするチームを発掘・育成することを目的とし、
「メドテックグランプリ KOBE」を開催します。

応募条件 エントリーから最終選考会までの流れ

エントリーフォームの記入項目 審査項目

研究成果を社会に活かしたい！
技術を社会に活かす仲間がほしい！

エントリーの流れ

ウェブサイト
( https://id.lne.st/pre_regist?s=tp )
にてメンバー登録のうえ、webフォー
ムへの記入を行なって応募してくださ
い。

Step1
メンバー
登録

Step2
ログインID、
パスワードの
登録

Step3

マイページ

からエント

リー申請

Step4 
エントリー
完了

https://id.lne.st/pre_regist?s=tp


■お問合せ先■
公益財団法人 神戸医療産業都市推進機構 クラスター推進センター（担当：内田）
〒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7階 Tel: 078-306-0719 Mail: start-up@fbri.org

株式会社リバネス大阪本社（担当：福田・濱口）
〒552-0007 大阪市港区弁天1-2-1 大阪ベイタワーオフィス6階 Tel: 050-1743-9799 Mail: fd@lnest.jp

創業応援プログラム テックプランター

2019年度 メドテックグランプリKOBEスケジュール

2018年度メドテックグランプリKOBEの様子

5月 6月 7月 2月 3月

2019 2020

〜7/12 

エントリー期間

ビジネスプランブラッシュアップ

プレゼン

ブラッシュアップ

7月下旬
書類選考

1月

10月12日
メドテックグランプリKOBE

チーム形成/プラン構築/登記・プロトタイプ等支援

8月上旬
ファイナリスト
決定

8月 9月 10月 11月 12月

2019年2月2日（土）、研究開発インフラや医
療・製薬系企業が集積する神戸医療産業都市
において、「第1回 メドテックグランプリ
KOBE最終選考会」を開催し、121名の参加者
が集まりました。

書類選考を通過した12チームが、製薬メーカ
ー、素材メーカーを含む13名の審査員を前に
プレゼンテーションを行いました。最優秀賞
は新型の聴診器を開発するAMI株式会社が受
賞しました。

グランプリ後は、薬事面の相談や実験設備の
拡充、神戸医療産業都市との連携など、各チ
ームのプランの実現にむけて様々な面からエ
ントリーチームをサポートしています。

第一回メドテックグランプリKOBEの様子（2019年2月2日実施）

テックプランターとは、リアルテックを対象とした

シードアクセラレーションプログラムです。

エントリーチームには、株式会社リバネスのサイエ

ンスブリッジコミュニケーターが伴走し、プランの立

案からプレゼンテーション、実装までの応援を受ける

ことが可能となります。ビジネスにおいては、パート

ナー企業とのマッチングを行います。

●メドテックグランプリKOBE ※詳細はこちら https://techplanter.com/medtech2019/

テックプランターの中でも、医療関係のリアルテック領域（創薬、医療機器、再生医療、ヘルスケア、

研究ツール等）を対象にしており、神戸市および神戸医療産業都市推進機構と連携して、医療スタート

アップの支援を行います。

https://techplanter.com/medtech2019/

