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バイオエンジニアリング研究会 活動実績

※講師の所属は当時

はじめに 藤井 智幸 ⽒（バイオエンジニアリング研究会 会⻑、東北⼤学⼤

学院農学研究科 教授）

昆⾍細胞を用いる⾰新的製造技術によるワクチン生産への取り組み〜強みを活かしグローバルなGMP要求に応

える

⼩川 敦嗣 ⽒（(株)UNIGEN 取締役 戦略渉外本部⻑）

総合討論 【司会】藤井 智幸 ⽒（バイオエンジニアリング研究会 会

⻑、東北⼤学⼤学教授）

・⼤政 健史 ⽒（⼤阪⼤学⼤学院 教授、バイオエンジニアリ

ング研究会 副会⻑）

・津本 浩平 ⽒（東京⼤学⼤学院 教授、バイオエンジニアリ

ング研究会 副会⻑）

・養王田 正文 ⽒（東京農工⼤学⼤学院 教授、バイオエンジ

ニアリング研究会 副会⻑）

・久保庭 均 ⽒（中外製薬(株) 顧問）

・加納 健⼀郎 ⽒（協和キリン(株) ）
おわりに 養王田 正文 ⽒（東京農工⼤学⼤学院 教授、バイオエンジニ

アリング研究会 副会⻑）

はじめに:日本のプラントエンジアリングへの期待 開田 強 ⽒（サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) バイオ

プロダクション事業部 ディレクター）

ポストコロナの医薬品製造工場の施設・設備設計のポイント 加藤 泰史 ⽒（日揮(株) プロジェクトソリューション本部）

バイオ製剤の包括的かつ高度な専⾨的⽀援を⾏うソリューション 安本 篤史 ⽒（ネクスレッジ(株) 代表取締役社⻑）

令和3年度（2021年度）

2022年3⽉8⽇

JBAバイオエンジニアリング研究会 講演会 「プラントエンジニアリングはどうなる︖︕〜これからのバイオ医薬製造プラントのあり⽅」」（MS-Teams）

2022年3⽉31⽇

JBAバイオエンジニアリング研究会 講演会 「我が国のバイオ製造業が世界に貢献するには何が必要か」（MS-Teams）
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パネルディスカッション 【ファシリテーター】開田 強 ⽒（サーモフィッシャーサイエン

ティフィック(株) ）

加藤 泰史 ⽒、安本 篤史 ⽒、梶原 ⼤介 ⽒（第⼀三共(株) バイ

オロジクス本部 バイオ医薬研究所 主任研究員）

はじめに 藤井 智幸 ⽒（バイオエンジニアリング研究会 会⻑、東北⼤学⼤

学院農学研究科 生物産業創成科学専攻 教授）

Introduction︓ワクチンとバイオ医薬品の両用性（デュアルユース） 設備・生産体制整備への期待 ⼤政 健史 ⽒（バイオエンジニアリング研究会 副会⻑、⼤阪⼤学

大学院工学研究科 生物工学専攻 教授）

令和3年度補正予算「ワクチン生産体制強化のためのバイオ医薬品 製造拠点等整備事業」について ⻑本 雅樹 ⽒（経済産業省 商務・サービスグループ 生物化学産業

課）

開会の挨拶と講演者のご紹介 津本 浩平 ⽒（東京⼤学⼤学院 工学系研究科バイオエンジニアリ

ング専攻 教授）

講演 川真田 伸 ⽒（(公財)神⼾医療産業都市推進機構(FBRI) 理事、細

胞療法研究開発センター⻑）

国際⼈材育成⼩委員会の紹介のご案内 湯本 史明 ⽒（Ginward Japan(株) 代表取締役）

閉会の挨拶 津本 浩平 ⽒（東京⼤学⼤学院 工学系研究科バイオエンジニアリ

ング専攻 教授）

2022年2⽉17⽇

JBAバイオエンジニアリング研究会「バイオエンジニアリングにおける国際的⼈材の養成」⼩委員会（第3回）細胞治療、細胞製造分野におけるDXの最前線と国際的⼈材の育成（MS-

Teams）

2022年2⽉24⽇

JBAバイオエンジニアリング研究会 企画協⼒ 緊急特別セミナー 「デュアルユースとワクチン開発・⽣産体制強化戦略」（MS-Teams）
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企業所属（U-45）人材によるプレゼンテーション（各5分のプレゼン＋質疑応答3分） オーガナイザー 宮田 雄⼀郎⽒（AGC（株） 千葉工場 医薬品部 バイオ

医薬課 課⻑）

・サーモフィッシャーサイエンティフィック（株）

・島津製作所

シングルユースとサステナビリティ〜LCAツールを用いた継続的な研究 渡辺 久美子 ⽒（Cytiva (サイティバ)社 プロダクトマーケティン

グ）

LCA（ライフサイクルアセスメント) を含めたシングルユース技術の評価 杉⼭ 弘和 ⽒（東京⼤学⼤学院工学系研究科 化学システム工学専

攻 教授）

中外製薬の環境課題の取り組み 筆坂 将⼈ ⽒（中外製薬工業(株) デジタルエンジニアリング部 環

境設備G）

パネルディスカッション 【ファシリテーター】開田 強 ⽒（サーモフィッシャーサイエン

ティフィック(株) バイオプロダクション事業部）

渡辺 久美子 ⽒、杉⼭ 弘和 ⽒、筆坂 将⼈ ⽒、田原 直樹 ⽒

（日揮(株)プロジェクトソリューション本部 ライフサイエンスソ

リューション部 バイオスペシャリスト）

はじめに 藤井 智幸 ⽒（バイオエンジニアリング研究会 会⻑、東北⼤学⼤学院

農学研究科 教授）

新型コロナウイルスのエアロゾル感染阻止のために ⻄村 秀⼀ ⽒（国⽴病院機構 仙台医療センター ウイルスセンター

⻑）

2021年12⽉8⽇

JBAバイオエンジニアリング研究会 企画協⼒ 緊急特別講演 「新型コロナウイルスとの対峙︓⽣活空間の安全性確保のための技術 〜新型コロナウイルスの空間（＝エアロゾル）モニタリ

ングの重要性〜」（Zoom）

2021年12⽉8⽇

JBAバイオエンジニアリング研究会 講演会 「Circular economy を実現するバイオエンジニアリング〜シングルユース技術の環境負荷を考える」（MS-Teams）

2022年2⽉4⽇

JBAバイオエンジニアリング研究会 ⼩委員会活動準備イベント「バイオエンジニアリング領域若⼿ダイナモ⼈財懇話会」（第3回）⽇本のバイオ産業発展に向けて、あなたはどう戦います

か︖︕（MS-Teams）



4/19

バイオエンジニアリング研究会 活動実績

※講師の所属は当時

Aerosol Senseサンプラー 〜空間エアロゾル中におけるCOVID-19ウイルスを高感度で検出し、感染拡⼤を防⽌する〜 加持 ⼤ ⽒（サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパン

(株) ケミカルアナリシス事業本部 セールスマネージャー）

企業所属（U-45）人材によるプレゼンテーション（各5分のプレゼン＋質疑応答3分） オーガナイザー 宮田 雄⼀郎⽒（AGC（株） 千葉工場 医薬品部 バイオ

医薬課 課⻑）

・サーモフィッシャーサイエンティフィック（株）

・日本バイオデータ

・島津製作所

・カネカ

・塩野義製薬

・第一三共

・キッコーマン

はじめに 養王田 正文 ⽒（バイオエンジニアリング研究会 副会⻑、東京農工⼤

学大学院 工学研究院 生命機能科学部門 教授)

クラウド上に再現された『3Dデジタル工場』によるDXソリューション 向林 充 ⽒（味の素エンジニアリング（株） エリア統括本部 川崎事業

所 次世代技術部 デジタルビジネスグループ）

キリンビールの工場におけるAI・IoT活用について 宮浦 直⼈⽒（キリンビール （株） 生産本部 技術部）

千代田化工建設の未来エンジニアリングへの挑戦 ⽶⼭ 徹 ⽒（千代田化工建設（株） 営業本部 デジタルイノベーション

担当）

⾰新的な技術で診断薬のアンメットニーズに迅速に応える 赤塚 淳⼀ ⽒（（株）医学生物学研究所 研究開発本部 抗原・抗体開発

ユニット ユニット⻑）

バイオｘデジタル︓生産性データ・オーミクスデータのDB化 中田 忍 ⽒（(独)製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター

バイオデジタル担当参事官）

2021年10⽉15⽇

BioJapan 2021出展者プレゼンテーション「世界に伍していくためのスマートエンジニアリングの課題」（JBAバイオエンジニアリング研究会企画）（パシフィコ横浜）

2021年11⽉26⽇

JBAバイオエンジニアリング研究会 ⼩委員会活動準備イベント「バイオエンジニアリング領域若⼿ダイナモ⼈財懇話会（第2回）」（MS-Teams）
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はじめに 藤井 智幸 ⽒（バイオエンジニアリング研究会 会⻑、東北⼤学⼤学院

農学研究科 教授）

アクセリードは南相馬市にmRNA医薬品製造工場をつくります 藤澤 朋⾏ ⽒（アクセリード（株） 代表取締役社⻑、（株）ARCALIS

代表取締役社⻑）

『蚕業⾰命』プロジェクトの目指すもの〜遺伝子組換えカイコによる有用物質生産 瀬筒 秀樹 ⽒（農研機構 生物機能利用研究部⾨ 絹⽷昆⾍高度利用研究

領域 研究領域⻑）

昆虫細胞を用いる革新的製造技術によるワクチン生産への取り組み ⼩川 敦嗣 ⽒（（株）UNIGEN 取締役 戦略渉外本部 本部⻑）

蚕を利用した医薬品製造〜新型コロナウイルス等に対する経⼝ワクチンの開発 日下部 宜宏 ⽒（九州⼤学 副学⻑、農学研究院 教授、昆⾍科学・新産

業創生センター センター⻑）

ゲノム編集ニワトリによる抗ウイルスワクチンの生産 ⻄島 謙⼀ ⽒（名古屋⼤学⼤学院 生命農学研究科 教授）

奥嵜 雄也 ⽒（名古屋⼤学⼤学院 生命農学研究科 研究員）

はじめに〜『バイオエンジニアリングにおけるオミックス解析技術』⼩委員会の目指すもの 養王田 正文 ⽒（東京農工⼤学⼤学院 工学研究院 生命機能科学部⾨

教授、バイオエンジニアリング研究会 副会⻑、オミックス解析技術⼩

委員会リーダー）

海洋微細藻類を用いた液体燃料生産技術へのOMICS技術の利用（仮） 田中 剛 ⽒（東京農工⼤学⼤学院工学研究院 生命機能科学部⾨ 教授）

オミックス研究基盤としてのクラウドの活用事例と⼿法 ⼤井 友三 ⽒（アマゾン ウェブ サービス ジャパン（株）ヘルスケ

ア・ライフサイエンス ソリューション部 ソリューション・アーキテク

ト）

プレシジョンメディシンにおけるオミクスのアプリケーション例 〜欧⽶ファーマにおけるケーススタディ 近藤 俊哉 ⽒（Genedata AG/Genedata KK Scientific Business

Consultant）

2021年10⽉13⽇

BioJapan 2021出展者プレゼンテーション「わが国のワクチン・バイオ医薬品製造は世界に伍していけるのか︖」（バイオエンジニアリング研究会×農研機構「蚕業⾰命」共同企画）

（パシフィコ横浜）

2021年8⽉23⽇

JBAバイオエンジニアリング研究会 ⼩委員会（バイオエンジニアリングにおけるオミックス解析技術）キックオフ講演会「OMICSの利⽤とプレシジョンメディシン」（Zoom）
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総合討論 養王田 正文 ⽒、下広 英樹 ⽒、田中 剛 ⽒、近藤 俊哉 ⽒

おわりに〜⼩委員会へのお誘い 下広 英樹 ⽒（ジーンデータ（株） 代表取締役）

企業所属（U-45）人材によるプレゼンテーション（各5分のプレゼン＋質疑応答3分） オーガナイザー 宮田 雄⼀郎⽒（AGC（株） 千葉工場 医薬品部 バイオ

医薬課 課⻑）

・AGC（株）

・サーモフィッシャーサイエンティフィック（株）

・第一三共（株）

・ネオファーマジャパン（株）

懇話会 コメンテーター︓

・⻑森 英⼆ ⽒（⼤阪工業⼤学 准教授）

・相澤 康則 ⽒（東京工業⼤学 准教授）

・⽯川 英司 ⽒（（株）ヤクルト本社 副主席研究員)

・梶原 ⼤介 ⽒（第⼀三共（株） 主任研究員）

・水無 渉 ⽒（(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 ユニット

⻑）

・関 実 ⽒（千葉⼤学 工学研究院 教授）

はじめに 藤井 智幸 ⽒（バイオエンジニアリング研究会 会⻑、東北⼤学⼤学院

農学研究科 生物産業創成科学専攻 教授）

「バイオエンジニアリングにおけるオミックス解析技術」の目指すもの 養王田 正文 ⽒（東京農工⼤学⼤学院 工学研究院 生命機能科学部⾨

教授、バイオエンジニアリング研究会 副会⻑)

「バイオDXに向けた⼈材育成－技術伝承から新産業分野まで」について ⼤政 健史 ⽒（⼤阪⼤学⼤学院工学研究科 生物工学専攻 教授、バイオ

エンジニアリング研究会 副会⻑）

2021年6⽉25⽇

バイオエンジニアリング研究会 ⼩委員会活動キックオフ説明会 会員相互の能動的な議論で⽇本のバイオ産業を変えよう︕（Zoom）

2021年8⽉20⽇

JBAバイオエンジニアリング研究会 ⼩委員会活動準備イベント「バイオエンジニアリング領域若⼿ダイナモ⼈財懇話会」（MS-Teams）
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 U-40からの提⾔「バイオエンジニアリング領域の若⼿ダイナモ⼈財の融合」 宮田 雄⼀郎 ⽒（AGC（株） 千葉工場 医薬品部 バイオ医薬課 課⻑）

自由討論 ファシリテーター︓加納 健⼆郎 ⽒（協和キリン（株） 生産本部 生

産企画部 マネジャー、バイオエンジニアリング研究会 副会⻑）

「バイオエンジニアリングにおける国際的⼈材の養成」への思い 津本 浩平 ⽒（東京⼤学⼤学院工学系研究科 バイオエンジニアリング

専攻 教授、バイオエンジニアリング研究会 副会⻑）

おわりに 久保庭 均 ⽒（中外製薬（株） 顧問、バイオエンジニアリング研究会

副会⻑）
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はじめに 藤井 智幸 ⽒（バイオエンジニアリング研究会 会⻑、東北⼤学⼤学院

農学研究科 生物産業創成科学専攻 教授）

工業用動物細胞のヘテロジェネイティについて考える ⼤政 健史 ⽒（⼤阪⼤学⼤学院工学研究科 生物工学専攻 教授）

加速する次世代抗体医薬品開発︓現状と今後 津本 浩平 ⽒（東京⼤学⼤学院工学系研究科 バイオエンジニアリング

専攻 教授）

核酸医薬品製造プラント計画における考慮点 ⼤久保 洋之 ⽒（千代田化工建設（株） 医薬品プロジェクト部医薬品

エンジニアリングセクション）

遺伝子治療用製品のグローバル産業化に向けた日本ポールのソリューション 針⾦⾕ 尚⼈ ⽒（日本ポール（株） バイオテック事業部）

総合討論 養王田 正文 ⽒（東京農工⼤学⼤学院 工学研究院 生命機能科学部⾨

教授、バイオエンジニアリング研究会 副会⻑）

おわりに 養王田 正文 ⽒（東京農工⼤学⼤学院 工学研究院 生命機能科学部⾨

教授、バイオエンジニアリング研究会 副会⻑）

はじめに 藤井智幸 ⽒（バイオエンジニアリング研究会 会⻑、東北⼤学⼤学院農

学研究科 生物産業創成科学専攻 教授）

新型コロナウイルスの生態〜新たにわかったこと 水谷哲也 氏（東京農工大学 農学部付属国際家畜感染症防疫研究教育セ

ンター 教授）

製造現場等におけるコロナ感染防⽌対策実例<1> 加納健⼆郎 ⽒（協和キリン（株） 生産本部 生産企画部 マネジャー）

製造現場等におけるコロナ感染防⽌対策実例<2> 山田智也 氏（日本マイクロバイオファーマ（株） 研究開発部 プロセス

開発グループグループ⻑）

令和2年度（2020年度）

2021年3⽉30⽇

JBAバイオエンジニアリング研究会講演会︓ニューノーマルにおけるバイオエンジニアリングの新しい展開（Zoom）

2020年12⽉7⽇

JBAバイオエンジニアリング研究会「コロナ禍に対処するバイオエンジニアリング」（Zoom）
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バイオエンジニアリング研究会 活動実績

※講師の所属は当時

座⻑︓藤井智幸⽒（東北⼤学⼤学院農学研究科 生物産業創成科学専攻 教授（バイオエンジニアリング研究会 会⻑））

バイオスペリア時代の抗体エンジニアリング 津本浩平氏（ 東京大学大学院工学系研究科 バイオエンジニアリング専

攻 教授）

細胞内トラフィックに着目した組換えタンパク質生産細胞の解析と応用 大政健史氏（ 大阪大学大学院工学研究科 生物工学専攻・教授）

唾液を用いた新型コロナウイルスPCR検査が可能に ⼩林雅樹⽒（シスメックス（株） LS事業本部 遺伝子検査事業部 係

⻑）

全自動遺伝子検査システムと新型コロナウイルス検査試薬の開発 塚本悠氏（ 東ソー（株） バイオサイエンス事業部 第二開発部 遺伝子

Ｇ 副主任研究員）

AGC Biologicsの新型コロナウイルスワクチン/治療薬の製造受託 宮田雄⼀郎⽒（AGC（株） 千葉工場 医薬品部 バイオ医薬課 課⻑）

試料から直接PCR －Ampdirect技術が挑む新型コロナウイルス検出の迅速・省⼒化－ 森田直樹氏（ （株）島津製作所 分析計測事業部 グローバルマーケティ

ング部 課⻑）

2020年10⽉14⽇

BioJapan 2020出展者プレゼンテーション「COVID-19関連検査薬、ワクチンから治療薬まで

〜国内医薬品製造エンジニアリングの総合的な最適解を考える」（JBAバイオエンジニアリング研究会企画）（パシフィコ横浜）
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バイオエンジニアリング研究会 活動実績

※講師の所属は当時

バイオ医薬品の研究開発・製造工程の自動化を加速させるワークフロープラットフォーム 平田 直彦氏（ジーンデータ（株））

– AI in Bioprocessing: “Automation and Advanced Data Landscapes” Jason M Lukasek⽒（Global Sales Lead, Single Use Technologies,

Thermo Fisher Scientific）

【基調講演】 「DX によるバイオプロセスエンジニアリングの現在と将来 大政 健史氏（大阪大学 大学院工学研究科 生命先端工学専攻 教授）

AI が⽀援する伝統技術の継承〜岩⼿の「南部美⼈」と（株）ima が切り拓く日本酒×AI の未来 三浦 亜美氏（（株）ima 代表取締役CEO ）

高度AI 「⼈工脳SOINN」が拓くフルオーダーメイド医療  ⻑⾕川 修⽒（SOINN （株） 代表取締役/CEO）

【招待講演】「選択的オートファジーを自在に制御できる分子AUTAC の発明と応用可能性」  有本 博⼀⽒（東北⼤学 ⼤学院生命科学研究科 分子化学生物学専攻 教

授）

パネルディスカッション （司会） 開田 強 氏（サーモフィッシャーサイエンティフィック（株）

バイオプロダクション事業部）

座⻑挨拶 藤井 智幸⽒（東北⼤学 ⼤学院農学研究科 生物産業創成科学専攻 教

授）バイオエンジニアリング研究会 会⻑

バイオ医薬品CDMOビジネスの開発⼒と製造⼒〜グローバル連携を武器に新たな価値を提供〜 丹⽻ 智紀⽒（AGC（株） 千葉工場 医薬品部 バイオ医薬課）

カルティベクスの提供するバイオ医薬製造開発受託サービス 飯田 慎⽒（（株）カルティベクス 統括管理部 課⻑）

JSRのライフサイエンス事業 野村 英昭⽒（JSR（株） ライフサイエンス事業部 バイオプロセス部

⻑）

富士フイルムのバイオ医薬品CDMO事業のご紹介 加瀬 晃⽒（富⼠フイルム（株） バイオCDMO事業部 次⻑）

タカラバイオにおける細胞・遺伝子治療製品のCDMOサービス 蝶野 英⼈⽒（タカラバイオ（株） プロジェクト企画部⻑）

2020年1⽉31⽇

公開講演会「AI型バイオエンジニアリング 〜AIの関わる社会進化論〜 ⽇本が世界で⽣き残るためのキーテクノロジーを考える」 （早稲⽥⼤学 グリーン・コンピューティングシステム研

究開発センター）

2019年10⽉ 9⽇

BioJapan 2019 / 再⽣医療JAPAN 2019 出展者プレゼンテーション（バイオエンジ） JBAバイオエンジニアリング研究会企画（パシフィコ横浜）

平成31年度／令和元年度（2019年度）



11/19

バイオエンジニアリング研究会 活動実績

※講師の所属は当時

核酸医薬品CMOが担う役割と展望 高武哲平⽒（日東電工（株） メディカル事業部 事業統括部 医療材料

グループ）

カルティベクス会社紹介

カルティベクス 工場・MGCファーマ ベンチ設備

現場⾒学

質疑応答

連続生産に関する業界活動の紹介︓BiophorumのTechnology Roadmapping活動について 上田 康史 ⽒（中外製薬（株） 製薬本部製薬研究部 生物技術統括マネ

ジャー）

MAMを用いたLC-MSによるPQA（製品の品質特性）の包括的な検出とモニタリング 花田 篤志 ⽒（（株）エービー・サイエックス 事業推進戦略本部 アド

バンストワークフロースペシャリスト）

原薬製造プロセスの連続化の意義を考える 宮田 雄⼀郎 ⽒（AGC（株） 千葉工場医薬品部 バイオ医薬課 マネー

ジャー）

総合討論

閉会挨拶

交流会

2019年8⽉20⽇

⼯場⾒学会「（株）カルティベクス⾒学会」

2019年6⽉19⽇

バイオエンジニアリング研究会講演会「バイオ医薬品の連続生産の現状と課題」（JBA）
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バイオエンジニアリング研究会 活動実績

※講師の所属は当時

中外製薬におけるバイオ医薬品製造のデジタル化の取り組み 上田 康史氏（中外製薬（株） 製薬本部 製薬研究部）

計測データを活用したバイオプロセス高度制御の取り組み 下田 聡⼀郎⽒（横河電機（株） ライフイノベーション事業本部 新技術

開発センター）

信号処理とAI によるてんかん診断⽀援システムの構築に向けて 田中 聡久氏（東京農工大学 大学院工学研究院 先端電気電子部門 教

授）

細胞培養解析装置 CultureScannerTM× ディープラーニングによる iPS 細胞未分化領域の認識 （株）島津製作所 基盤技術研究所 AI ソリューションユニット 高橋 渉

氏（）

デジタルバイオファーマ環境への進化と潜在的な効率向上 野田 景子 氏（GE ヘルスケア・ジャパン（株） ライフサイエンス統括

本部 技術サービス部）

バイオエンジニアリング分野における富⼠通でのAI 活用〜醸造AI 実証実験の取り組みから考える〜 菊地 亮太 ⽒（（株）富⼠通研究所 ⼈工知能研究所）

パネルディスカッション （司会）開田 強 氏（サーモフィッシャーサイエンティフィック（株）

バイオプロダクション事業部 ）

工場概要説明

バイオ原薬製造プラント⾒学

講演「バイオ医薬品の低コスト生産を実現するNext Generation Factory」 ⼭田 秀成 ⽒（中外製薬（株） 製薬研究部⻑）

テーブルディスカッション

抗体物性解析に関して︓構造、コロイド、そして糖鎖 津本 浩平 ⽒ （東京⼤学⼤学院工学系研究科 教授）

抗体医薬品CDMO におけるシングルユース設備導⼊事例紹介 飯田 慎 ⽒（（株）カルティベクス 統括管理部）

2019年2⽉ 1⽇

バイオエンジニアリング研究会 公開講演会「バイオ×デジタル(AI・IoT)」〜バイオ産業におけるデジタルトランスフォメーション〜  （早稲⽥⼤学 グリーン・コンピューティングシステ

ム研究開発センター）

2018年9⽉ 6⽇

⼯場⾒学会「中外製薬（株） 浮間⼯場UK3」

2018年6⽉20⽇

バイオエンジニアリング研究会 シングルユース小委員会講演会「シングルユースの機器選定基準と今後への期待、および抗体の物性解析に関する現状と課題」 （JBA）

平成30年度
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バイオエンジニアリング研究会 活動実績

※講師の所属は当時

バイオ医薬品製造におけるシングルユース技術の有用性と今後への期待 江頭 章 ⽒（アステラス製薬（株）バイオ技術研究所 培養プロセス開

発研究室）
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バイオエンジニアリング研究会 活動実績

※講師の所属は当時

開講挨拶 関 実 ⽒（バイオエンジニアリング研究会 会⻑／千葉⼤学 副学⻑

理事）

意思決定の切り⼝から⾒たシングルユース 杉⼭ 弘和 ⽒（東京⼤学 准教授）

Advantage & disadvantage of single-use technology Evan Shave, Associate Director, Global Tech Transfer, Process

Engineering and Validation, Patheon

シングルユース培養槽︓どれも同じですか︖－選定の基準は︖－
菅⾕ 和夫 ⽒（（株）IHIプラントエンジニアリング 顧問）

総合討論（質疑応答） 座⻑︓菅⾕ 和夫 ⽒（バイオエンジニアリング研究会 副会⻑／

（株）IHIプラントエンジニアリング 顧問）

閉会挨拶 菅⾕ 和夫 ⽒（バイオエンジニアリング研究会 副会⻑／（株）IHI

プラントエンジニアリング 顧問）

I.技術・産業・規制の動向

1.【基調講演】スマートセルインダストリー総論 〜技術開発・産業の動向〜 近藤 昭彦 ⽒（神⼾⼤学）

2.ゲノム編集技術とカルタヘナ規制の動向 藤田 信之 ⽒（東京農業⼤学）

II.スマートセルの構築から製造プロセス開発まで

3.ゲノム操作技術を用いた高生産CHO細胞の構築 上平 正道 ⽒（九州⼤学）

4.動物細胞を用いた抗体製造の実際 〜シングルユース設備・施設⽴ち上げ実例を中⼼に〜 加納 健⼆郎 ⽒（協和発酵キリン）

5.RITE菌を用いたバイオ化成品生産プロセスの開発 伊原 智⼈ ⽒（Green Earth Institute）

6.⼈工タンパク質素材進化の加速 菅原 潤⼀ ⽒（Spiber）

7.高機能品生産植物の開発をはじめとしたバイオ医薬品への取り組み 川島哲文 氏（竹中工務店）

平成29年度

2018年1⽉19⽇

公開講演会「スマートセルインダストリーとバイオエンジニアリング 〜バイオ医薬品・バイオ素材⽣産株の構築から製造プロセスまで〜 」（東京⼤学 先端科学技術研究センター ENEOS

ホール）

2018年3⽉ 5⽇

バイオエンジニアリング研究会シングルユース小委員会講演会「シングルユース機器、最適プロセスの選択」（JBA）
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バイオエンジニアリング研究会 活動実績
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バイオ医薬品製造施設の建設と⽴ち上げ 上根 祐 （キリンエンジニアリング（株））

Inspiring Advances in Continuous Bioprocessing Christine Gebski （Repligen）

シングルユース技術を用いた連続ダウンストリームプロセスの実用化 ⻑⾕川 孝夫 （日本ポール）

バイオ医薬品の連続生産に対する期待と課題 加納 健⼆郎 （協和発酵キリン）

2017年9⽉5⽇

⼯場⾒学会「協和発酵キリン（株）⾼崎⼯場」

2017年5⽉17⽇

シングルユース小委員会講演会「シングルユースの連続化への取組」（JBA）
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シングルユースの現状と課題 菅⾕ 和夫 （IHIプラントエンジニアリング）

バイオ医薬品製造工程におけるシングルユース関連の品質リスクマネジメント ⽯井 明子 （国⽴医薬品⾷品衛生研究所）

溶出物(抽出物/浸出物)のグローバル動向と多角的な解析 David Weil （Agilent Technologies (US)）

抽出物/浸出物試験の効率化 - A simple way to analyze pharmaceutical packaging for unwanted compounds using

GERSTEL Thermal Desorption Unit (TDU) tubes and GC/MS -

Andreas Hoffmann （GERSTEL GmbH & Co.KG）

再生医療における細胞製造 紀ノ岡 正博 （⼤阪⼤学）

遺伝子・細胞治療のエンジニアリング 糠⾕ 育衛 （タカラバイオ）

自家培養軟骨ジャックの開発と製品化への道のり 菅原 桂 （ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング）

閉鎖系自動培養システム︓CELLAFORTE ⽵内 誠亮 （ニプロ）

再生医療に向けたハード⾯（機器/容器）のアプローチ 五⼗嵐 聡 （ザルトリウス・ステディム・ジャパン）

再生医療周辺産業における「FIRM基準」の取り組みについて ⼩林 豊茂 （再生医療イノベーションフォーラム）

再生医療等製品の審査について 渡邉 可奈子 （医薬品医療機器総合機構）

遺伝子・細胞治療のエンジニアリング 糠⾕ 育衛 （タカラバイオ）

無菌製剤製造におけるシングルユース技術を対象とするプロセスシステム工学研究 杉⼭ 弘和 （東京⼤学）

シングルユーステクノロジーの新展望<1> ⽯渡 孝至 （サーモフィッシャーサイエンティフィック）

平成28年度

2017年3⽉16⽇

シングルユース⼩委員会講演会「シングルユースの現状と課題 ~品質管理と Extractables & Leachables~」（品川フロントビル）

2016年12⽉13⽇

公開講演会「再⽣医療のエンジニアリング」（東京⼤学 先端科学技術研究センター ENEOSホール）

2016年9⽉5⽇

⼯場⾒学会「タカラバイオ（株）遺伝⼦・細胞プロセッシングセンター」

2016年7⽉20⽇

シングルユース小委員会講演会「シングルユース技術のプロセスシステム化」（JBA）
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シングルユーステクノロジーの新展望<2> 加藤 裕⼀ （ライフテクノロジーズジャパン）

バイオ医薬品生産に関わる世界のプロジェクトとその動向 ⼤政 健史 （⼤阪⼤学）
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血液製剤の審査について ⾕之⼝ 貴光 （医薬品医療機器総合機構）

血漿分画製剤の精製と品質管理 柚木 幹弘 （日本血液製剤機構）

遺伝子組換えタンパク製剤の製造 今野 由信 （協和発酵キリン）

iPS細胞からの血⼩板⼤量生産 江藤 浩之 （京都⼤学）

Centrifugation equipment overview with an emphasis on blood products David Richardson （Pneumatic Scale Angelus）

プラノバフィルターによるウイルス除去原理と適用例 宮林 朋之 （旭化成メディカル）

微生物、動物細胞、ES/iPS細胞等の培養プロセスの特徴と比較 ⻲倉 晃⼀ （IHIプラントエンジニアリング）

次世代バイオ医薬品開発と製造技術・ビジネスの展望 番場 聖 （BBブリッジ）

One for All （培養から凍結保存までを単一のバッグフィルムで・・） 五⼗嵐 聡 （ザルトリウス・ステディム・ジャパン）

シングルユースシステムの新たな展開︓微生物用ファーメンターへの応用とその経済性 梶原 ⼤介 （GEヘルスケア・ジャパン）

血漿分画製剤の精製 柚木 幹弘 （日本血液製剤機構）

⼈血清アルブミン（遺伝子組換え）のご紹介 太田 邦彦 （バイファ）

「シングルユースシステムを用いて製造されるバイオ医薬品の品質確保に関する提言」について ⽯井 明子 （国⽴医薬品⾷品衛生研究所）

バイオ医薬品製造におけるシングルユースシステム採用のメリット 宮田 雄⼀郎 （協和発酵キリン）

新規シングルユース 吸着デプスフィルターによる次世代抗体精製技術の提案 畑⼭ 勝浩 （スリーエムジャパン）

2015年7⽉13⽇

シングルユース小委員会講演会「バイオ医薬品製造（精製工程）におけるシングルユース設備の課題と対策」（JBA）

2015年9⽉1⽇

⼯場⾒学会 「⽇本⾎液製剤機構千歳⼯場」

平成27年度

2015年12⽉4⽇

公開講演会「血漿分画製剤と人工血液成分のエンジニアリング」（東京大学 先端科学技術研究センター ENEOSホール）

2015年9⽉29⽇

シングルユース小委員会講演会「シングルユースシステムの最新動向とビジネス展望」（JBA）
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※講師の所属は当時

固形製剤におけるPAT/RTRTの現状 伊藤 雅友 （第⼀三共）

〜製剤機械技術学会PAT委員会における取組みを中⼼に〜

バイオ医薬品におけるリアルタイム・リリースの実現に向けての技術的課題 岡村 元義 （ファーマトリエ）

バイオ医薬品の製造現場における計測技術の現状と課題 ⼩林 有⼰ （協和発酵キリン）

ラクダ科動物由来シングルドメインVHH抗体の開発 萩原 義久 （産業技術総合研究所）

PAT applications in single use biopharmaceutical production Henry Weichert （Sartorius Stedim Biotech GmbH）

バイオプロセス用インラインセンサーの開発と商品化 川村 欽⼀ （⼩松川化工機/オートマチックシステムリサーチ）

バイオプロセスの連続化〜還流培養と連続精製 尾登 靖司 （GEヘルスケア・ジャパン）

抗体治験原薬製造設備へのシングルユース技術の導⼊ 磯野 哲也 （中外製薬）

抗体治験原薬製造設備におけるシングルユース機器のメリットと課題 矢野 高広 （第⼀三共）

PIC/S加盟状況と今後のGMPについて 櫻井 信豪 （医薬品医療機器総合機構）

医薬品GMP製造におけるシングルユース技術の応用について 寺島 伊予 （メルク）

国産シングルユース導入によるメリット 松田 博⾏ （藤森工業）

バイオ医薬品設備へのシングルユース技術の適用 ⻲倉 晃⼀ （IHIプラントエンジニアリング）

抗体医薬品製造設備におけるシングルユース技術導⼊ 上永吉 剛志 （武田薬品工業）

バイオ製造設備へのシングルユース製品導入の効果と課題 中川 泰志郎 （協和発酵キリン）

平成26年度

2015年1⽉28⽇

公開講演会「バイオ医薬品製造における新展開」（東京大学 先端科学技術研究センター ENEOSホール）

平成25年度

2012年12⽉13⽇

公開講演会「バイオ医薬品生産におけるGMPの進歩とシングルユース」（東京大学 先端科学技術研究センター ENEOSホール）


