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● 出展・パートナリング参加企業数 983 社
( 前回 886 社 )

● 上記のうち、海外参加企業数 347 社
( 前回 300 社 )

● パートナリング参加者数 1,666 名
( 前回 1,376 名 )

● 商談件数 8,591 件
( 前回 7,228 件 )

● 来場者数 15,711 名
( 前回 15,133 名 )

出展者 782 社
パートナリング 201 社

内訳

BioJapan2017/ 再生医療 JAPAN 2017
開 催 実 績

・出展 782 社
( 前回 665 社）

・パートナリング 201 社
( 前回 221 社）

出展 782 社のうち
再生医療 JAPAN 102 社
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　BioJapan 2017 お よ び 再 生 医 療 JAPAN 2017 は

2017 年 10 月11日( 水 )から10 月13日( 金 ) の 3日間、

パシフィコ横浜にて盛大に開催された。BioJapan は 1986

年開催以来、今回は 19 回目にあたる。主催はバイオ関連 9

団体から構成されるBioJapan組織委員会と、(株)JTBコミュ

ニケーションデザインである。再生医療 JAPAN の主催は ( 一

社 ) 再生医療イノベーションフォーラム、( 一財 ) バイオインダ

ストリー協会、( 株 )JTB コミュニケーションデザインであり、

今回が 2 回目の開催となった。

　国内外から企業・行政関係機関、アカデミア等が多数参加し

て最終的に過去最大規模となった。出展・パートナリング参加

企業数は 983 社、来場者数は 15,711 名と、それぞれ前回

を上回った。パートナリングの参加者数は 1,666 名、商談件

数が 8,591 件と拡大し、アジア最大のマッチングイベントとし

てさらに発展した。参加国数は 33 カ国あり、イベントの国際

化が順調に進んだ。

参加者数の状況

内訳

■ 出展・パートナリング参加企業数

■ 商談件数
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2 開会式

3 基調講演
基調講演 1

　主催者を代表して清水 昌 BioJapan 組

織委員会会長（( 一財 ) バイオインダスト

リー協会会長）が挨拶に立ち、ジャパン・

ヘルスケアベンチャー・サミットおよび ME-

BYO Japan を加えて参加者のビジネスが

活性化することへの期待を述べた。また第

１回バイオインダストリー大賞・奨励賞の

受賞者を紹介した。

　ご来賓の江崎 禎英経済産業省商務・サー

ビス政策統括調整官、武田 俊彦厚生労働

省医政局長、黒岩 祐治神奈川県知事、林 

文子横浜市長、Lord Prior of Brampton

英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省政

務次官からは、バイオ産業振興の重要性と

取り組み事例、そして BioJapan / 再生

医療 JAPAN が盛大に開催されることへの

祝辞を頂戴した。

　バイオ技術の革新は、健康・医療、エネ

ルギー、農水産物など、幅広い分野で社

会変化を生み出すものと期待され、国内外

で様々な取り組みが進められている。特に、

デジタル技術とバイオの融合は、イノベー

ションを加速し、新たな価値の創造に欠く

ことができないものである。（株）日立製

作所は、IoT 時代のイノベーションパート

ナーとして、バイオ分野での取り組みを進

めており、バイオ医薬品生産プロセスへの

人工知能の適用による生産性の向上、閉

鎖系大規模細胞自動培養装置の開発によ

る再生医療への貢献等、具体的な成果が

上がりつつある。また、日立神戸ラボでの

未来に向けた取り組みも進めている。この

ように、デジタルとバイオの融合は、人々

の QoL が向上した社会の実現に向け大き

く貢献するものと期待される。

清水 昌
BioJapan

組織委員会会長

江崎禎英
経済産業省商務・

サービス政策統括調整官

武田俊彦
 厚生労働省医政局長

黒岩祐治
 神奈川県知事

林 文子
横浜市長

Lord Prior of 
Brampton

英国ビジネス・エネルギー・
産業戦略省政務次官

デジタル技術とバイオの融合で拡がるイノベーションの可能性
～ Society 5.0 の実現に向けて～
東原 敏昭 （株）日立製作所 代表執行役 執行役社長兼 CEO

（（一社）電子情報技術産業協会  副会長）

基調講演風景
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基調講演 2

3,4 基調講演 /特別講演

BioScience and Technology Development in Singapore, 
Policy and Outcome

カネカがバイオテクノロジーで提供するソリューション

Sir David Lane

角倉 護

Chief Scientist and Director p53 Lab, A*STAR

（株）カネカ 代表取締役社長

　シンガポールは小さいが高い教育水準を

誇り、研究推進環境として理想的である。

政府方針として企業の誘致を進め、小さい

国土にもかかわらず現在 7,000 の多国籍

企業が存在する。製造業は GDP 中の 2

割を占め、その中でも 20% がバイオメディ

カル、15% がケミカルとバイオの寄与は

とても大きい。国策としての研究イノベー

ション政策も 1990 年代から現首相のも

とで進められ、BIOPOLIS における研究と

TUAS におけるバイオ生産が密接に連携

されている状況が作り出された。

　今後も継続的に研究に資金投下し、製造

イノベーション、食と栄養、コンシューマー

ケア等の分野を発展させる。バイオ原料や

製造の自動化技術などを駆使して環境負荷

を下げることを進める。継続的な投資、教

育の充実、自由貿易を武器にシンガポール

はこれからも成長を続ける。

　カネカは1949 年の創業より、バイオ

テクノロジーの変遷とともに様々な素材

を提供してきた。フェーズⅠでは伝統的な

発酵技術に遺伝子組換えやタンパク質工

学の技術を積極的に取り込み、コエンザ

イム Q10、光学活性医薬中間体などのビ

ジネスを展開してきた。フェーズⅡではバ

イオ医薬や再生・細胞医療への応用展開

を図り、創薬シーズ探索ツール、抗体精

製用プロテイン A 担体、バイオ医薬の受

託製造、iPS 細胞の浮遊培養技術などを

提供する。フェーズⅢでは様々な地球規

模の課題を解決する「ソリューションプロ

バイダー」として活躍していく。高機能性

肥料（カネカ ペプチド）は食糧生産を支

援、生分解性ポリマー（PHBHＴＭ）は海洋

生態系の脅威であるマイクロプラスチッ

クの問題を解決する。

　現在、製薬産業を取り巻く環境変化によ
り、創薬の生産性向上とイノベーションを両
立させる変革が求められており、革新的新
薬を創出するためにはオープンイノベーショ
ンが必須である。これまでにも化合物ライ
ブラリーの共有など様々な連携が行われて
きたが、更なるチャレンジが求められる。
　次世代のオープンイノベーションで
は、 ビッグ デ ー タ、AI、IoT な ど の 最
新 技 術 の 活 用 に お い て、 デジタ ル 化

（Digitalization） が 鍵 となり、 業 種 の

壁を越えた連携が求められる。知識空間
を拡大した AI と医療ビッグデータ・Real 
World Data（RWD）の活用は、データ
駆動型の AI 創薬の取組みを可能にする
が、データ統合のための基盤整備やデータ
活用のノウハウの共有など、より一層の産
官学の連携が必要である。デジタル化は、
R&D の効率を改善すると共に、創薬のバ
リュー ･ チェーンに新たな価値を生み出し、
医療の質を向上させ、患者さんと社会に大
きな貢献をもたらすことが期待される。

The Future of Pharmaceutical Innovation
畑中 好彦 日本製薬工業協会 会長

基調講演 3

4 特別講演
特別講演
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初日 17:30 から横浜ベイホテル東急で来賓、マッチングメンバー、組織委
員会メンバーを対象として開催した。主催者を代表して（一財）バイオイン
ダストリー協会理事長 永山 治の挨拶があり、第１回バイオインダストリー大
賞受賞者 本庶 祐氏、10 名のバイオインダストリー奨励賞受賞者および選
考委員、来賓（リトアニア Veryga 健康保健大臣、ポーランド大使館公使、
基調講演者 David Lane 氏ご夫妻、米国 BIO Damond 氏、経済産業省、
横浜市、神奈川県、川崎市の紹介後、荒蒔康一郎氏（農林水産・食品産業
技術振興協会会長／日本バイオ産業人会議世話人代表）が乾杯の発声をさ
れた。アナウンス、挨拶、乾杯をすべて英語で進行し、国際イベントの印象
を強くするとともに、前回より広くなった会場で和やかな雰囲気で開催された。

2 日目（17:30 ～ 19:30）にマッチングメンバー対象のネット
ワーキングパーティをグランドオリエンタルみなとみらいで開催
した。この会場は初めて使用する結婚式場で、建物一棟を貸し
切りとし、１階を“バイオクラスター”と“再生医療 JAPAN”、
4 階を厚生労働省が主催するパーティとし、5 階・6 階・屋上
を BioJapan 全般とした。6 階では JAZZ 演奏があり、また、
屋上から見渡せるみなとみらいの夜景が美しく、リラックスして
情報交換する参加者の姿が見られた。

5 ネットワーキング
■レセプション (1日目 )

■パートナリングパーティー (2 日目 )

永山 治 氏 荒蒔 康一郎 氏

レセプションの会場風景

弦楽四重奏

ジャズ演奏パーティの会場風景（屋上）

パーティの会場風景（屋内）
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6 主催者セミナー
　アネックスホールにて 20 の主催者セミナー、26 のスポンサーセミナーを開催した。主催者セミナーについては、ビジネスで必要とする
方に聴講いただきたいとの趣旨で、聴講を有料化した（スポンサー・ランチョンセミナーは無料）。前回までは早々に満員札止めとなったため
に聴講いただけなかったパートナリング参加者や外国人に、今回は聴講していただくことができた。以下に主催者セミナーから 10 のセッショ
ンを紹介する。

本フォーラムでは、医療分野のイノベーション
政策について、行政・製薬企業・アナリスト・海
外クラスターといった多彩な 7 名のパネリスト
から、取り組み・現状説明・提言についての講
演があった。各演者から、「日本で AMED を
設立した背景と、医療政策における知的・制
度・財政の各基盤整備」（和泉洋人氏）、「リト
アニアにおける医療領域のイノベーションの現
状とその成果」（Aurelijus Veryga 氏）、「成
功するラボの例から学ぶイノベーションを育む
要因」（David Lane 氏）、「設立から 2 年たっ
た AMED の取り組みの現状と今後の課題」（末
松 誠氏）、「製薬メーカーにとってのイノベー
ションの重要性と、第一三共のオープンイノベー

ションの取り組み」（中山讓治氏）、「医療費の
高騰が見込まれる中で取り組むべき改革」（関 
篤史氏）、「バイオベンチャーの現状とその課題」

（Joseph Damond 氏）が紹介された。最後
に活発なパネルディスカッションが行われ、締め
くくられた。

コーディネーター・山崎 達美 氏

AMED のミッション：研究開発の隘路
解消に向けて

日本の医療イノベーション政策

イノベーションの適切な評価制度の必要性 Supporting Biotech Innovation,
a Global Perspective

Creating Conditions for 
Innovation to Flourish

製薬企業とイノベーション

Policy on Medical Innovation in 
Lithuania

末松 誠 氏
（国研）日本医療研究開発機構 理事長

和泉 洋人 氏
内閣官房健康・医療戦略推進室 室長

関 篤史 氏
UBS 証券（株） エグゼクティブ・ディレクター Joseph Damond 氏

Executive Vice President, International Affairs, 
Biotechnology Innovation Organization (BIO)

Sir David Lane 氏
Chief Scientist and Director p53 Lab, A*STAR

中山 讓治 氏
第一三共（株） 代表取締役会長兼 CEO

Aurelijus Veryga 氏
Minister of Health of the Republic of Lithuania

主催者セミナー

ライフイノベーションフォーラム　－医療イノベーション政策の現状と課題－

1

● 山崎 達美コーディネーター バイオインダストリー協会
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コーディネーター・岩井 晃彦 氏

出雲 正剛 氏

山中 伸弥 氏

戸田 雄三 氏

山田 邦雄 氏 浅井 克仁 氏

コーディネーター・宮田 満 氏

アカデミア研究を臨床開発研究に結びつけ
る、京都大学 CiRA と武田の T-CiRA Joint 
Program では、斬新な共同研究体制で、細
胞治療、創薬、基盤技術グループに分かれ、
Ⅰ型糖尿病、がん等の各種疾患治療を目指し
取り組まれている。湘南研究センターをオー
プンイノベーションハブとして、研究・ビジネ
スのサポートをしていくことが紹介された。

①再生医療の確立と②薬の開発を目標に設定し研究を進めて
いる。①では 2017 年４月の網膜色上皮細胞移植の臨床治験
の開始し、②では進行性骨化性線維異形成症 (FOP) に対する
Rapamycin 治療の臨床研究が開始するなど、日本では iPS 細
胞研究の臨床研究に向けた話題が多い。より安価な再生医療の
確立と普及を目指し、免疫反応を起こしにくい HLA ホモドナー
による再生医療用 iPS 細胞ストックの構築を進めていることなど
が紹介された。

複製能を欠損させ安全なＡＡＶアデノ随伴ウイ
ルスベクターを開発し、パーキンソン病等の遺
伝子治療法開発を目指している。自治医科大
学臨床研究での AADC 欠損症患者を対象と
した AADC 発現ベクターによる治療では、患
者の症状は大きく改善し、登録患者 6 名のう
ち 5 名の治療が完了した。パーキンソン病に
ついては 2019 年治験開始を目指している。

ロート製薬は新潟大学との共同研究により、
脂肪由来間葉系細胞を用いて、C 型肝炎
性あるいは NASH 性肝硬変の治療を目指
し、2017 年 7 月より臨床治験を開始した。
安全・安定な品質の細胞供給と自動培養を
目指し、細胞培養から保管までの一連の作
業を自動化したシステム開発し、実用可能
レベルにこぎつけていることが紹介された。

研究シーズを製品化するために必要な取り組むべき内容を、
科学面・規制面・産業面から整理し紹介した。日本は再生医
療新法により治験環境が整備され、再生治療の研究開発で世
界をリードしてきたが、今後海外の研究が追随しつつあること
が紹介された。

パネルディスカッションでは、CiRA
での再生医療用 iPS 細胞の品質保
証に係わる苦労話や、今後多施設で
マスターセルバンクが稼動する場合
の課題等などについて話が及んだ。

Takeda-CiRA Joint Program 
(T-CiRA): “Death Valley" の克服を
目指す新たな産学連携の試み

iPS 細胞研究の現状と医療応用に向けた取組み

AAV ベクターによる遺伝子治療の開発
状況について再生医療実現化への課題と対策

iPS 細胞産業化の Key Factors

出雲 正剛 氏
武田薬品工業（株） 再生医療ユニット グローバル
ヘッド 日本サイエンティフィック アフェアーズ ヘッド

山中 伸弥 氏
京都大学iPS細胞研究所(CiRA)  所長・教授

浅井 克仁 氏
（株）遺伝子治療研究所 代表取締役

山田 邦雄 氏
ロート製薬（株） 代表取締役会長兼CEO

戸田 雄三 氏
富士フイルム（株） 取締役副社長・CTO

主催者セミナー

主催者セミナー

再生医療等製品研究開発への
国内企業の取り組み

iPS 細胞研究アップデート

2

3

● 岩井 晃彦

宮田 満

コーディネーター

コーディネーター

 （一社）再生医療イノベーションフォーラム 理事・副会長

● （株） 日経BP 特命編集委員

アステラス製薬（株） 執行役員 研究本部 キャンディデート
ディスカバリー研究所長
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6 主催者セミナー

　前半では、製薬企業と IT 企業の観点から、
デジタルヘルスへの取組みが紹介された。モ
バイルによりオンラインに常時繋がる中、医
療アクセスの向上、デジタルによる診断・
予 測・ 治 療 "Digiceuticals" が 可 能 に な り

（Dong Wu 氏）、患者が生成するデータのダ
イナミックな循環が、より良い個別化医療を
提供する（Richa Wilson 氏）。また、今後は
モバイルファーストから AI ファーストに移
行し、サービスのあり方が変化することが紹
介された（武田 隆 氏）。
　後半では、R&D の効率化に挑む製薬企業
以外の企業の取組みが紹介された。Indie Bio
は複数のバイオベンチャーに少額ずつ投資し

て、リスク分散と成功確度を高めている（Ron 
Shigeta 氏）。ペプチドリームはペプチド創
薬のプラットフォームを活用した中分子薬創
出を（岩田 俊幸 氏）、モジュラスは革新的な
計算技術によるシミュレーション創薬と CRO
の協業によるバーチャル創薬モデルの構築を
目指している（木村 俊 氏）。
　パネルディスカッションでは、新しい技術
を持つベンチャーの振興には、行政はベン
チャーの概念実証ができる場を提供すること

（Fredrik Lindqvist 氏）、大手企業では権限
を持ち、情熱のあるチームや組織のフレキシ
ビリティが重要であるという意見が出た。

英国と日本における、医療、ヘルスケアのビッグデータに係る取組みの紹介、お

よび、その解析に必要となる AI の現状と課題について講演があった。パネルディ

スカッションでは、ビッグデータの成果を社会に還元するために何が必要かを

テーマに議論を行い、AI の産業化と現在の因果律に基づいた規制との間で整合

性が取れなくなっていること（大田信行氏）、有効性をベースにしたフレームワー

クが必要であること（Michael Trenell 氏）などの意見交換が行われた。

コーディネーター・大塚 勝 氏

主催者セミナー

主催者セミナー

デジタル時代でのヘルスケア・エコシステムの
変貌と製薬企業の将来像

医療ビッグデータの夢と現実

4

5

● 大塚 勝

● 宮田 満

● Dong Wu 氏

● Richa Wilson 氏

● 武田 隆 氏
● Fredrik Lindqvist 氏
● Ron Shigeta 氏
● 岩田 俊幸 氏
● 木村 俊 氏

コーディネーター

コーディネーター

武田薬品工業（株） デジタルアクセラレーター・ジャパンヘッド

（株）日経BP 特命編集委員

Head of Johnson & Johnson Innovation Center, Asia Pacific, 
Johnson & Johnson Innovation

Associate Director of Digital and Personalized 
Healthcare in PHC Partnering, F. Hoffmann-La Roche

グーグル（同） 執行役員 営業本部長 グランドソリューション担当
Business Development Manager, Invest in Skåne, HealthTech

CSO, Indie Bio

ペプチドリーム（株） IR広報部長
モジュラス（株） 代表取締役

Richa Wilson 氏

Fredrik Lindqvist 氏

木村 俊 氏

Michael Trenell 氏

岩田 俊幸 氏Ron Shigeta 氏

英国では、ゲノム、疾患、環境の 3 つの
領域のビッグデータを集積、解析する挑戦
をしており、携帯電話の歩行データを解析
し、街の設計計画に活用する等の取組みを
行っている。

Reality and Challenge of Medical 
Big Data
Michael Trenell 氏
Director, UK National Institute for Health 
Research Innovation Observatory
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山本 雅之 氏

坂口 志文 氏

大田 信行 氏

Guido Franzoso 氏

吉崎 敏文 氏

Michael Axelson 氏

Preferred Networks が展開するディープ
ラーニング技術の紹介、およびバイオにおけ
る事業展開の取組みと課題について語った。

宮城県、岩手県における 84000 人の住
民コホートや 73000 人分の日本しかない
三世代コホートなど、東北メディカル・メガ
バンクの取組み事例を紹介しながら、デー
タシェアリングの仕組みを構築することが重
要であることを説明した。

IBM が展開する Watson の歴史と医療・
ヘルスケアにおける事業展開の現在と将来
について講演を行った。

AI（深層学習）は医療分野にどのよう
な変化をもたらすか？

東北メディカル・メガバンク計画の目標
と進捗状況

IBM Watson が拡げるビジネス

大田 信行 氏
（株） Preferred Networks America
最高執行責任者 (COO)

山本 雅之 氏
東北大学東北メディカル・メガバンク機構 機関長

吉崎 敏文 氏
日本アイ・ビー・エム（株） 執行役員ワトソン事業部担当

主催者セミナー 6

● 坂口 志文コーディネーター 大阪大学免疫学フロンティア研究センター 栄誉教授

がん免疫療法では、がん抗原の多くが自己
抗原（あるいは変異自己抗原）であるため
免疫原性が弱く、また自己抗原に対する免
疫応答を抑制する免疫制御機構が存在する
ため、十分ながん免疫応答の誘導が困難で
ある。この免疫制御機構のひとつは制御性
T 細胞（Treg）による免疫抑制である。実
際どのようながん組織でも、浸潤 T 細胞の
多くは Treg である。Treg を標的とするが
ん免疫療法の可能性について議論された。

制御性 T 細胞を標的とするがん免疫療法
坂口 志文 氏
大阪大学免疫学フロンティア研究センター 栄誉教授

NF-κB は多様な作用を有し、がん細胞
死を抑制する効果もある。 非特異的な
NF-κB 阻害には、多様な副作用が課題
である。NF-κB による抗アポトーシス作
用の主要なパスウェイは、GADD45βと
MKK7 の相互作用にある。これを阻害す
る D-tripeptide（DTP3）を見出し、ヒト
初回投与試験を開始したことを報告された。

Cancer-Select ive Targeting 
of the NF- κ B Pathway with 
GADD45β/MKK7 Inhibitors
Guido Franzoso 氏
Professor and Chair of Signal Transduction, 
Imperial College London

Bristol-Myers Squibb 社における、がん
免疫を中心とした抗がん剤開発戦略を紹介
された。この中で、がん免疫の広範な理解
とトランスレーショナルメディシンの重要性
を強調された。

Partnering in in the development 
of immuno-oncology agents and 
combinations
Michael Axelson 氏
Head of Oncology Division, Bristol-Myers 
Squibb

免疫制御機構を標的としたがん免疫療法
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6 主催者セミナー

Manninen 氏からは同国のバイオエコノ

ミーが豊富な森林資源を活用するのが特

徴であり、新規産業に対する育成資金、

世界レベルでの研究開発と幼稚園児から

のバイオエコノミー教育、バイオマスを

枯渇させない対策がキーとなっているこ

とが述べられた。Persenda 氏は欧州の

バイオプラスチック（特にポリ袋）を紹

介した。フランスにおいてはポリ袋のバ

イオ由来含有要求が 2017 年 30% から

段階的に 2025 年に 60% となること

を示した。カネカ社と組む Sphere 社が

この分野のリーダーであることを述べた。

Höllein 氏からはドイツの研究戦略が述

べられた。バイオエコノミー研究戦略を

策定から 7 年が過ぎ、知識ベースのバイ

オエコノミーとして 21 世紀の課題解決

を原料生産→ものづくり→価格安定→消

費者のバリューチェーンサイクル確立が

進められていることを述べた。

パネルディスカッションでは日本に対す

る意見、期待などが議論され、日本政府、

特に環境省がバイオエコノミーに動いて

いないこと、カネカや三菱ケミカルの製

品も日本外でしか大きな需要がないこと、

リソースとポテンシャルは素晴らしいも

のがあることが議論された。

コーディネーター・荒蒔 康一郎 氏

コーディネーター・柴田 大輔 氏

モデレーター・五十嵐 圭日子 氏

主催者セミナー

各国が推進するバイオエコノミー戦略の方向性
7

● 荒蒔 康一郎

● 五十嵐 圭日子
● Jussi Manninen
● John Persenda
● Ingo Höllein

● Oliver Windram

コーディネーター

モ デ レ ー タ ー

日本バイオ産業人会議 世話人代表

かずさDNA研究所 研究開発部長

東京大学 大学院農学生命科学研究科 准教授／VTTフィンランド技術研究センター 客員教授

Executive Vice President, VTT Technical Research Center of Finland

Chairman and CEO, Sphere

Counsellor, Science and Technology, Embassy of the Federal republic of Germany

Independent Research Fellow,  Imperial College London

Jussi Manninen 氏 John Persenda 氏 Ingo Höllein 氏

主催者セミナー 8

● 柴田 大輔コーディネーター

人工知能や IOT の技術が農業分野でどの

ように応用されうるかについて３名の講師

が講演された。まず、岩田洋佳氏はゲノ

ムの SNPs 情報の大規模な解析に基づく

ゲノミックセレクションの手法とドローンな

どによる圃場調査の効率化により短期間で

の効率的な育種選抜が可能になることを国

内外の複数の事例で紹介された。続いて

Windram 氏は大規模なオミックスデータと

ドローンによる圃場での複雑な表現型の解

析手法が植物病害防除などに利用できる可

能性を紹介した。最後に、坂本秀治担当部

長は、NTT のモバイル通信を活用した牛

の分娩監視サービスや水田での水管理シス

テムなどの実用化事例と今後の新たな事業

展開の可能性について紹介された。

人工知能や IoT を活用した農林水産業とそのバリューチェーン
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コーディネーター・小澤 敬也 氏

Zachary J Roberts 氏

主催者セミナー

遺伝子治療アップデート
―CAR-T・TCR-T 遺伝子治療開発の現状と商業化への課題 ―

9

● 小澤 敬也

● Zachary J Roberts
● David James
● 木村 正伸

● Paul Brooks

コーディネーター 東京大学医科学研究所 附属病院長／同 遺伝子・細胞治療センター長／同 先端医療研究センター
遺伝子治療開発分野 教授

Senior Director, Clinical Development, Kite Pharma

CEO, Scinogy

タカラバイオ（株） 遺伝子医療事業部門本部長

Chief Commercial Officer, Oxford Genetics

David James 氏 木村 正伸 氏 Paul Brooks 氏

CAR-T（Chimeric Antigen Receptor 
Therapy）や TCR-T（T-cell Receptor 
Therapy）といった遺伝子改変 T 細胞
を用いた臨床試験が、中国、米国での件
数を伸ばしている。 特に ALL（Acute 
Lymphoblastic Leukemia） に 対 する
治験で CD19-CART-T が、70％を超え
る高い治療成績を残し、非常に有効なが
ん遺伝子治療として注目されている。米
国では有効性を認めた場合の治療費が
＄475,000 ／患者と設定され、高額費
用については政治も含めた論議が必要と
指摘された。ベクターや抗体の選択、生
産設備（4,000 人分規模）、品質保証デー
タを短期間でまとめるシステム、他疾患へ
の適応などの市場性について発表された。

日本における遺伝子治療をめぐる規制に
関する手続きについても、先導的な研究
開発がすでに進められていることより、実
績ができつつある。この技術の商業化や
細胞製造における課題についての論議が、
英語でのプレゼンと活気ある討論のもと、
満員の会場において展開された。

ドコモの地域課題への取り組み
～農業 ICT を中心として～

Diagnosing complex stress in 
crops via UAV based remote 
sensing

データ科学が加速する植物育種

坂本 秀治 氏
（株）NTTドコモ 第一法人営業部 担当部長Oliver Windram 氏

Independent Research Fellow, Imperial 
College London

岩田 洋佳 氏
東京大学大学院 農学生命科学研究科 生産・環境生物
学専攻 生物測定学研究室 准教授
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6 主催者セミナー
主催者セミナー

バイオクラスターサミット 2017
10

● 坂田 恒昭

● 田中 裕教

コーディネーター 全国バイオ関係者会議 会長／
ＮＰＯ法人近畿バイオインダストリー振興会議 副理事長

全国バイオ関係者会議 事務局／（一財）バイオインダストリー協会

このセッションは世界各国のバイオ団体の関係者が集まり、それぞれが直面して

いる課題を共有して、今後の連携強化に向けて、ネットワーク形成を推進する目

的で開催した。昨今、人口の高齢化が世界中で急速に加速するにつれ、医療費

の増加も各国の社会問題となっているとともに、IT の進歩により、大規模データ

の利用環境を確立することが可能となった。今回は“デジタルバイオテクノロジー”

をメインテーマとし、ビッグデータをいかに創薬・医療に活用するか、日本を含む

7ヶ国の現状と課題、今後の方向性、グローバルな連携のあり方について議論し

た。基調講演者のサンディエゴ CONNECT の McKee 氏は、ビッグデータをど

のように解析して活用するのか、複数の国のデータをどのように統合するのかが

チャレンジであると述べた。

コーディネーターの坂田 恒昭氏（左）と事務局・田中 裕教（右）

講師集合

Transforming digital health 
in Sweden and the Nordics

Leveraging Digital Health 
and Big Data for the Future 
of Precision Medicine in 
Southern California

東北メディカル・メガバンク計画
の紹介

A Paradigm Shift in 
Biomedicine Driven by 
Digital Technology

The Era of Digital Health 
and What It Means for Us

Berlin-Brandenburg Capital 
Region: Excellence in Life 
Sciences and Healthcare

Cambridge – London – 
Oxford: The UK’s Golden 
Triangle – a cluster of 
expertise and excellence

“Digital Biotechnology” in 
The BioRegion of Catalonia

スウェーデン

米国 日本台湾

基調講演 ドイツ英国

スペイン

Fredrik Lindqvist 氏
HealthTech,Business 
Development Manager, Invest in 
Skåne

Joe Panetta 氏
President & CEO, Biocom

寳澤 篤 氏
東北大学 東北メディカル・メガバンク
機構 教授

Samantha Huang 氏
Director General, Division 
of Industrial Development, 
Development Center for 
Biotechnology

Gregory M. McKee 氏
President & CEO, CONNECT Ingo Starke 氏

Project Manager, Biotech/
Pharma, Berlin Partner for 
Business and Technology

Sarah Haywood 氏
CEO, MedCity

Roi Villar-Vazquez 氏
Head of Internationalization､ 
Biocat,
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　パートナリング参加者数は 1,666 名（前回は 1,376

名）となり、アジア最大のパートナリングイベントとして

さらに規模を拡大した。参加企業数は 983 社（前回は

886 社）、商談件数は 8,591 件（前回は 7,228 件）

であった。国内外の大手中堅製薬が軒並み参加した。

BioJapan では商談を支える仕組みとして、国内の他

のイベントに先駆けて web マッチングシステムを提供し

てきた。web マッチングシステムは毎回改良を加えてお

り、効率のよいパートナリングを実現している。

7 パートナリング

パートナリング会場

遠州流茶道のお茶会
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8 展示会
■BioJapan, 再生医療 JAPAN

■ME-BYO Japan

　出展者は 782 社（前回は 665 社）、うち海外出展者は 225 社（前回は 187 社）、出展小間数は 658 小間（前回は 558 小間）と、
いずれも前回を上回った。第２回再生医療 JAPAN には 102 社（前回は 97 社）の出展があり再生医療産業への期待と勢いを示した。

　神奈川県では 2014 年発足の未病産業研究会の活動を軸に、

毎年 10 月を「未病月間」と名付け、様々な催しを開催している。

その中で「未病産業」の創出活動として BioJapan において展示

会「ME-BYO Japan 2017」を開催し、50 社・機関の未病に

関する商品・サービスを紹介した。
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■ ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット 2017
　厚生労働省による初のベンチャー支援イベントが開催された。

医療系ベンチャー 47 社に加え、エコシステムを形成する支援者

（大企業、ベンチャーキャピタル、大学、行政機関等）20 社・

機関が出展した。展示会場内でのセミナー・ベンチャーピッチ、

アネックスホールでのセミナーも併せて企画開催された。

アネックスホールでのセミナー

展示会場でのプレゼンテーション



会 期 : 2018.10.10（水）〜 12（金）

会 期 : パシフィコ横浜

BioJapan：www.ics-expo.jp/biojapan/ 
再生医療 JAPAN : http://saiseiexpo.jp/

■ お問合せ先
BioJapan / 再生医療 JAPAN 事務局
(（株）JTB コミュニケーションデザイン )
〒 105-8335 
東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
Tel 03-5657-0758　Fax 03-5657-0645
E-mail  biojapan@jtbcom.co.jp/saisei@jtbcom.co.jp

BioJapan 2017 ／再生医療 JAPAN 2017

BioJapan 組織委員会事務局
（一財）バイオインダストリー協会内
〒 104‒0032
東京都中央区八丁堀 2‒26‒9　グランデビルディング 8F
TEL （03）5541-2731　FAX（03）5541-2737

日      時 2017 年 10 月 11 日（水）〜 13 日（金）
会      場 パシフィコ横浜
 〒 220-0012
 神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1
主      催　 BioJapan
 　BioJapan 組織委員会
 　株式会社 JTB コミュニケーションデザイン
 再生医療 JAPAN
 　一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム
 　一般財団法人バイオインダストリー協会
 　株式会社 JTB コミュニケーションデザイン
特別協賛 横浜市
特別後援 神奈川県、川崎市

 一般財団法人バイオインダストリー協会
 公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団
 公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会
 一般社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム
　 日本バイオ産業人会議
 日本製薬工業協会
 NPO 法人近畿バイオインダストリー振興会議
 公益財団法人地球環境産業技術研究機構
 一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム

出展者募集中

BioJapan
組織委員会

※無断転載を禁じます。


