20th

anniversary
since 1986

Report

BioJapan 組織委員会 / ㈱ JTB コミュニケーションデザイン

CONTENTS
1
2
3
4

総括
開会式
基調講演
ネットワーキング

■ レセプション
■ パートナリングパーティー
5

1総

1
2
2
4

括

BioJapan 2018および再生医療JAPAN 2018は2018年

主催者セミナー

■ ライフイノベーションフォーラム

～総合的ヘルスケアの時代～

5

10月10日(水)から10月12日(金)の3日間、
パシフィコ横浜にて盛

5

催という記念すべき年となった。主催はバイオ関連9団体から構成

■ スポンサーセミナー：

（公財）神戸医療産業都市推進機構
5
■ 製薬／ヘルスケア産業の
Digital Transformation
6
■ 超高齢社会に対応する世界の潮流と
日本が手掛けるヘルスケアイノベーション
～ 1st Well Aging Society Summit Asia-Japan 開催報告～ 6
■ データヘルスの将来像
7
■ AI X 医療： これまでの医学専門家の知識を
どのように AI の膨大なデータの流れに組み込むか？ 8
■ 再生医療産業化推進のための
行政の取り組み
9
■ iPS 細胞研究アップデート
9
10
■ さらに実用化に近づいた遺伝子治療
■ ゲノム編集：事業化環境の整備から
アイデア勝負のフェーズへ！ ―
10
■ バイオクラスターサミット 2018
〜健康医療データ活用の国際間連携〜	 11
6 パートナリング
12
7 展示会
13

大に開催された。BioJapanは1986年以来、今回が20回目の開
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3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
1,108社、来場者数は16,309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1,848名、商談件数が10,075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34カ国あり、
イベントの国際化が順調に進んだ。

内訳

開

催

実

績

● 出展・パートナリング参加企業数

1,108 社

( 前回 983 社 )

内訳

出展者

879 社

パートナリング

229 社

● 上記のうち、海外参加企業数
● パートナリング参加者数
● 商談件数
● 来場者数

360 社

( 前回 347 社 )

1,848 名

( 前回 1,666 名 )

10,075 件

( 前回 8,591 件 )

16,309 名

( 前回 15,711 名 )

( 前回 782 社）

・パートナリング 229 社

( 前回 201 社）

出展 879 社のうち

再生医療 JAPAN 114 社

● 参加者数の状況
■ 出展・パートナリング参加企業数

BioJapan 2018 / 再生医療 JAPAN 2018

・出展 879 社
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開会式

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、
ご来
賓としてリトアニア首相および駐日英国大使にご来場いただいたことへのお礼、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２回バイオインダストリー大賞の受賞者を紹介した。
ご来賓の石川 昭政経済産業大臣政務官、新谷 正義厚生労働大臣政務官、黒岩 祐治神奈川県知事、林 文子横浜市
長、Saulius Skvernelisリトアニア共和国首相、Paul Madden駐日英国大使からは、本庶 佑博士（京都大学高等研
究院特別教授）
が2018年ノーベル生理学・医学賞を受賞されたことへのお祝い、
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。

清水 昌
BioJapan
組織委員会会長

石川 昭政
経済産業大臣政務官

新谷 正義
厚生労働大臣政務官

黒岩 祐治
神奈川県知事

林 文子
横浜市長

Saulius Skvernelis
リトアニア共和国首相

Paul Madden
駐日英国大使

3 基調講演

基調講演 1

バイオ分野における政府戦略と、住友化学グループの展開
十倉 雅和

氏

住友化学（株）代表取締役社長
（総合科学技術・イノベーション会議議員）

我が国が目指すべき未来社会Society

と」が目標として掲げられた。住友化学グ

5.0は、イノベーションを通じて「持続可能

ループにおいても、核酸医薬の開発、再生・

な開発目標」
（ SDGｓ）を実現していくこと

細胞医療用製造施設「SMaRT」の開設、
イ

で達成され、
これに企業は、
ビジネスを通じ

ネのDNAマーカー育種などに取り組んで

て社会課題を解決していくことで貢献でき

おり、
バイオの先端技術を幅広くビジネスに

る。日本は「課題先進国」であるが、
バイオテ

展開している。バイオとデジタルの融合によ

クノロジーのすそ野は広く、
どれもが社会課

るイノベーションと、
ソルーションをグロー

題の解決に直結するものである。このため、

バルに展開するグローバリゼーションが交

2018年に策定された「統合イノベーショ

差するポイントが、
日本が目指すべき方向で

ン戦略」では、バイオについて「2019年夏

あり、そこが世界で最もイノベーションに適

を目指し、新たなバイオ戦略を策定するこ

した国であると思う。

基調講演風景
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3 基調講演
基調講演 2

創薬イノベーションの将来像
中山 讓治

氏

日本製薬工業協会

会長

近年の厳しい創薬環境下での、製薬業界

さんへの迅速なアクセス確保のための制

（日本製薬工業協会：JPMA）の創薬イノ

度整備に取り組んでいる。特に、①について

ベーションへ向けた動きや創薬エコシステ

は、
「先進的医療」に「進歩的医療」を加えた

ムに対する活動、取り組みが紹介された。

「P4+1医療」、更には「先制医療」を想定

JPMAは2018年度活動・事業方針として、

した創薬イノベーションの創出を目指して

「イノベーションの促進による医療の質の

おり、実現のためには、先端的な創薬エコシ

向上、医薬品の価値を踏まえた経済発展へ

ステムの構築、バイオベンチャーの育成、基

の貢献」を重点課題とし、①次世代医療を

礎研究の推進などが必須である。

牽引するイノベーションの推進（産業ビジョ
ン2025）、②AMEDとの連携強化、③患者

基調講演 3

超高齢社会の展望
－社会保障制度改革の視点－
江崎 禎英

氏

経済産業省 商務情報政策局 商務サービスグループ
商務・サービス政策統括調整官、 厚生労働省 医政局
統括調整官、 内閣官房 健康･医療戦略室 次長

現在の超高齢社会を憂う声は多いが、

（＝予防／先制医療へのシフト）が急務で

65歳までの
“生産年齢期”
とその後の
“第二

ある。健康への気づきを促す各種モデルプ

社会活動期”
を通じて一生現役として活躍

ロジェクトや、運動等による健康維持を支援

できる
“100年現役社会”
を実現するための

する各種民間事業が生まれつつある。蓄積

好機と捉えるべきである。ただしその様な

された高品質のデータから得られる情報は

社会の実現には、技術開発だけではなく、発

これらの変革の鍵である。超高齢社会の先

想や常識の転換が必要。日本人の死因は、

駆である日本が、その強みであるデータ品

感染症などの原因がはっきりした単一標的

質の高さを生かしたヘルスケアシステムの

型疾患から、多くの因子が絡み合い個人差

構築に成功すれば、世界はそれに追随する

の大きい生活習慣病にシフトした。この様な

だろう。

疾病構造の変化に対応した医療制度の変革

第２回「バイオインダストリー大賞」
「バイオインダストリー奨励賞」
バイオインダストリー協会は受賞者の表彰式を行い、大賞受賞者による記念講
演会、奨励賞受賞者10名によるポスターセッションを行った。
【バイオインダストリー大賞受賞者】
髙津 聖志 氏

富山県薬事総合研究開発センター 所長

【受賞業績】
IL-5/IL-5受容体の発見と喘息に対する抗体医薬品の創出
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レセプションにおける、髙津 聖志氏（右から6人目）、
奨励賞受賞者10名、選考委員長

4 ネットワーキング

■レセプション (1 日目 )

初日17:30から来賓・マッチングメンバー・組織委員会メンバーを対象として
横浜ベイホテル東急で開催した。主催者として
（一財）バイオインダストリー協
会理事長

永山 治、来賓としてフィンランドAnnika Saarikko家族・社会保障

事業大臣のご挨拶があり、
第２回バイオインダストリー大賞受賞者

髙津 聖志

氏、10名のバイオインダストリー奨励賞表彰者および選考委員、来賓（駐日ハ
ンガリー大使、米国BIO Damond氏、
シンガポールA*STAR Seet氏、
カナダ
BioteCanada Casey氏、
ドイツDIB Gent氏、経済産業省、神奈川県、横浜
市、川崎市の紹介後、
（一社）再生医療イノベーションフォーラム会長 戸田 雄
三氏が乾杯の発声をされた。会場では、東京交響楽団弦楽四重奏による和や
かな雰囲気のもと、
アナウンスや挨拶、乾杯のすべてを英語で進行し、国際イ
ベントの印象を強くして開催された。

永山 治 氏

Annika Saarikko 氏

戸田 雄三 氏による乾杯の発声

レセプションの会場風景

弦楽四重奏

■パートナリングパーティー ( 2 日目 )
2日目（17:30～19:30）
にマッチングメンバー対象のネット
パーティの会場風景
（屋上）

ワーキングパーティを2017年に好評を得たグランドオリエンタ
ルみなとみらいで開催した。
１階は”
再生医療
“と
“厚生労働省”
、4
階は”
バイオクラスター”
が主催するパーティとし、
5階、
6階、
屋上
をマッチングメンバー対象とした。また、今年は20回記念として、
４階会場にて国内外バイオ産業支援団体（米（BIO,BIOCOM）、
英（MedCity）、独（Berlin Partner）、
日
（JBA））
で構成された
World Band の演奏で盛り上がり、
よい国際連携の場となった。

World Band Live
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5 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、27のスポンサーセミナーを開催した。全般的な傾向として、製薬業界が医薬品製造にとどま
らず広くヘルスケア事業に関心を示すようなセッションが多く組まれた。ビッグテータ、
データの共有、
さらに社会実装が焦点となった。以下に
主催者セミナーから8つのセッションを紹介する。
主催者セミナー

1

ライフイノベーションフォーラム
コーディネーター ● 山崎 達美 氏

～総合的ヘルスケアの時代～

（一財）バイオインダストリー協会 運営会議議長

本フォーラムでは総合的ヘルスケアにおいて

シン・プログラムと、
この中でのオミックス解析情

イノベーションを興すために何が必要かを議論

報の収集の状況、情報セキュリティーの問題点等

するために、日米欧そしてシンガポールでの取り

が説明された。最後に登壇した末松 誠氏からは、

組みの紹介がされた。最初にJoseph Damond

日本でのヘルスデータの統合状況の紹介と、国

氏から、イノベーションに不可欠なベンチャー

際的なデータ・シェアリングの重要性が強調され

育 成について、米 国と比 較した場 合 の日本 の

た。最後のパネルディスカッションでは、他の技術

ベンチャー投資の問題点が説明された。次に、

分野との協業や、データ共有、エコシステムの重

Amanda Lamb氏から北イングランドでの医療

要性などが活発に議論された。

改善プログラムと、
これにおける情報収集・解析
の状況について紹介された。Benjamin Seet氏

コーディネーター・山崎 達美 氏

からは、
シンガポールにおけるプレシジョンメディ

The Global Innovation
model: Current
Challenges and
Opportunities

The Connected Health
Cities method: driving
innovation in areas of
need

Transforming Healthcare
- A Singapore
Perspective

Joseph Damond 氏

Amanda Lamb 氏

Executive Vice President,
International Affairs,
Biotechnology Innovation
Organization

COO, Connected Health Cities

Executive Director, Biomedical
Research Council, A*STAR

スポンサーセミナー

Benjamin Seet 氏

AMED のミッション：
グローバルデータシェアリング
末松 誠 氏
（国研）日本医療研究開発機構 理事長

（公財）神戸医療産業都市推進機構

神戸医療産業都市20周年
コーディネーター ● 平松 隆司 氏

～さらなる飛躍へ！～

（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
連携・事業化推進グループ エクゼクティブ・コーディネーター
先端医療研究センター産学連携研究部長

ご挨拶
● 本庶 佑 氏

（公財）神戸医療産業都市推進機構 理事長

ご講演
● 川真田 伸 氏 （公財）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
● 尾郷 正志 氏 （株）資生堂 グローバルイノベーションセンター インキュベーションセンター長
● 島崎 茂樹 氏

5

ノーベルファーマ（株）研究開発本部 副社長執行役員

研究開発本部長

本庶 佑 氏

主催者セミナー
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製薬／ヘルスケア産業のDigital Transformation
コーディネーター ● 古賀 淳一 氏

日本製薬工業協会 バイオ医薬品委員会

委員長

デジタルトランスフォーメーションの流れは、業種、国境を越えて従来の製薬産業のビジネスモデルの転換をもたらしている。Introductionではデジタルヘル
スを巡る最新のビジネス動向とイノベーションの方向性、法規制の国際動向について紹介があり、続けて各企業の講演があった。パネルディスカッションではデ
ジタルトランスフォーメーションを進めるために、
サイロを破るために、人材育成、
オペレーティングモデルの重要性について議論があった。

コーディネーター・古賀 淳一 氏

How the use of Real
World Evidence can
improve patient
outcomes

Connected Healthcare
enabling Digital
Transformation

生命保険における
InsurTech X HealthTech

Partha Marella 氏

Stefan Woxström 氏

Senior Vice President,
Engineering R&D Services
Global Medical Devices Head,
HCL Technologies

メットライフ生命保険株式会社
執行役員 経営企画、
統合チェンジマネジメント担当

Representative Director and
President, AstraZeneca K.K.

リアルワールドデータを用いたリ
アルワールドエビデンス（RWE）が
もたらす医療、医療経済へのインパ

Introduction

クトやスウェーデンにおける先進的

井出 寛子 氏

なRWEの取組みの紹介の他、日本

（一財）バイオインダストリー協会
事業連携推進部 次長

におけるRWEの活用に向けた提言
があった。

ドイツのIndustry 4.0を実装する

前中 康浩 氏

生命保険会社がデジタルヘルス
のマネタイズを担うことができ、消費
者、医療・ヘルスケア企業、民間・公的

企業として、製薬企業、医療機器メー

保険三者による、近江商人の
“三方よ

カーを顧客にプラットフォームを構築

し”
モデルの構築ができる可能性に

してきた実績を踏まえ、ヘルスケア

ついて語った。

分野におけるConnectivityの重要
性やプラットフォームビジネスを展開
する上で重要となるポイントについ
て語った。

主催者セミナー
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超高齢社会に対応する世界の潮流と日本が手掛ける
ヘルスケアイノベーション ～1st Well Aging Society Summit Asia-Japan開催報告～
コーディネーター ● 西川 和見 氏

経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課長

モ デ レ ー タ ー ● 黒川 清 氏

日本医療政策機構 代表理事／政策研究大学院大学 名誉教授

パ ネ リ ス ト：
● Annika Saarikko 氏

フィンランド 家族・社会保障事業大臣

● Dessislava Dimitrova 氏
● John Beard 氏
● 岩坪 威 氏

Practice Lead, Health Systems Transformation,
Health and Healthcare, World Economic Forum

Director of Ageing and Life Course, World Health Organization

東京大学大学院

医学系研究科

脳神経医学専攻神経病理学分野

教授

（株）執行役
● 木村 禎治 氏 エーザイ

コーディネーター・西川 和見 氏

● 奥村 幹夫 氏 SOMPOホールディングス（株） 取締役常務執行役員
本セミナー前日の10月9日に開催された「1st Well Aging Society Summit Asia-Japan」の概
要報告を行った後、超高齢社会対応に資する世界のイノベーションに関しての発表があった。次いで日米
欧の有識者が、認知症を始めとした超高齢社会に対して世界が抱える課題を共有し、各国の取組や課題
解決の方向性についてパネルディスカッションを行った。超高齢社会への対応は、政府頼みではなく民間
の取り組みや工夫で協奏する全社会的なアプローチが必要と締めくくられた。
モデレーター・黒川 清 氏
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主催者セミナー

Annika Saarikko 氏

Dessislava Dimitrova 氏

John Beard 氏

岩坪 威 氏

木村 禎治 氏

奥村 幹夫 氏

主催者セミナー
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データヘルスの将来像
コーディネーター ● 宮田 裕章 氏

慶應義塾大学

宮田コーディネーターのイントロダクション

あった。病院、患者、行政、企業などの枠を超えて

の後、健康寿命の延伸に向けたデータヘルス改

共通の課題を認識するスキームや、データ使用

革の進捗と課題、今後の方向性について厚生労

に関して、時間をかけて市民とコミュニケーショ

働省から報告があり、続くカナダからはバイオ産

ンを取って理解を深めている取組みなど、国際的

業の業界組織から見たデジタルヘルス、データ

にみても先進な事例の紹介があった。パネルディ

ヘルスの重要性とグローバルな観点から見たビ

スカッションでは、
インフラ投資は政府が主導し、

ジネスチャンスについて講演があった。最後に英

民間と協働していくことの重要性について議論

国からは、英国北部において、約1500万人を対

が行われ、ヘルスケアのデジタル化は患者、消費

象に展開されている広域ヘルスシステムのプロ

者の価値のための変革であるべきという意見で

グラム、Connected Health Citiesの紹介が

締めくくられた。

日本におけるデータヘルス改革の取り
組み

Data and the Global Healthcare
Opportunity for Canada’s
Biotechnology Ecosystem

Connected Health Cities: A UK
perspective on implementing
learning health systems at scale

Andrew Casey 氏

Gary Leeming 氏

山本 麻里 氏
厚生労働省

7

医学部 医療政策・管理学教室 教授

大臣官房審議官（医療介護連携担当）

President & CEO, BIOTECanada

コーディネーター・宮田 裕章 氏

CTO, Connected Health Cities

主催者セミナー
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AI X 医療：これまでの医学専門家の知識をどのようにAIの
膨大なデータの流れに組み込むか？
コーディネーター ● 児玉

龍彦 氏

東京大学 先端科学技術研究センター がん・代謝プロジェクトリーダー

日本、英国のAIや計測技術における若手研究者から最新の技術紹介の講演があり、続くパネルディスカッションでは、医療情報や生物情報の統合の仕方、社
会実装していく上での課題、今後の産学連携における大学のあり方と企業との関係性について、意見交換が展開された。

ディープラーニングの医療応用
岡野原 大輔 氏
（株）Preferred Networks 代表取締役副社長

がんゲノム医療とデータサイエンス

コーディネーター・児玉 龍彦 氏

西村 邦裕 氏
（株）
テンクー 代表取締役社長

シミュレーションなどのディープラーニングの

がんのゲノム医療を情報でサポートするため

最新技術の紹介と、Preferred Networksが展

の医療情報の収集、解析する事業の紹介があっ

開する医用画像、化合物の機能予測などの紹介

た。

があった。

「百聞は一見にしかず」を超えて：機
械学習駆動型イメージングセルソーター
（ゴーストサイトメトリー）
太田 禎生 氏
東京大学先端科学技術研究センター ロボティック生
命光学分野 准教授

最近開発した機械学習が駆動する高速イメー
ジングセルソーターシステム
（ゴーストサイトメト
リー）の原理の紹介と、システムを使ったデバイ
スの開発について紹介があった。

New Trend in Therapeutics
Research - Artificial Intelligence
for identifying novel therapeutic
targets, biomarkers and drug
repositioning opportunities
Namshik Han 氏
Head of Computational Biology, Milner
Therapeutics Institute, University of
Cambridge

創薬におけるAI技術の活用から、Milner研究
所を含むCambridge大学で展開するコンソーシ
アム、
クラスターの紹介があり、産学連携の取り
組み状況などの事例について講演があった。

セミナー会場風景
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再生医療産業化推進のための
行政の取り組み
コーディネーター ● 鈴木 邦彦 氏

（一社）再生医療イノベーションフォーラム 理事・副会長

コーディネーター・鈴木 邦彦 氏

文部科学省の再生医療に関す
る取り組み
仙波 秀志 氏

再生医療等の安全性の確保等
に関する法律及び今後の見直
しについて

再生医療の産業化にむけた経
産省の政策展開～製品開発加
速やベンチャー支援～

文部科学省ライフサイエンス課長

伯野 春彦 氏

上村 昌博 氏

同省のiPS・ES・体性幹細胞を含む

厚生労働省医政局研究開発振興課長

幹細胞の基礎研究支援、iPS細胞の

再生医療等の安全性の確保等に

臨床応用に向けた研究推進状況が

係る法律内容の紹介、先駆け審査指

報告された。

定制度での実績等が報告された。

主催者セミナー

経済産業省商務情報政策局生物化学
産業課長

AMED の再生医療研究事業
について
鈴木 優香 氏
(国研)日本再生医療研究開発機構
（AMED）
戦略推進部再生医療研究課 課長

再 生 医 療 関 連 産 業 の バリュー

AMED設立経緯と再生医療実用

チェーン、研究開発・産業基盤整備・

化研究事業・再生医療の産業化に向

事業環境整備・国際連携、製造・評価

けた評価基盤技術開発事業および

技術開発など、幅広い視点からの取

再生医療関連トピックスなどが紹介

り組みが紹介された。

された。
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iPS 細胞研究アップデート
コーディネーター ● 宮田 満 氏

（株）宮田総研 代表取締役社長

まず山中 伸弥氏からiPSを用いた再生医療

の構築の状況が紹介された。2020年には合計

の実用化に向けた課題が説明された。最大の懸

10ラインのiPSが確立され、日本人のHLA型

立されたクオリプス
（株）
（バイオベンチャー）
など

案点の一つはコストの問題で、
これを解決するた

の50%をカバーできる見込みであるとのことで

が紹介された。最後のパネルディスカッションで
は、他家移植の実現までたどり着いたiPS治療の

めに、
自家ではなく他家iPSの使用が必須である

あった。次に登壇した澤 芳樹氏からは他家iPS

ことが説明された。この実現のために現在検討・

細胞から作製した心筋細胞シートの臨床研究の

現状とその問題点について、活発な議論がされ

準備を進めている免疫反応を起こしにくい HLA

状況について説明がされた。ここに至るまでのレ

た。

ホモドナーによる再生医療用 iPS 細胞ストック

ギュレーション上の苦労や、免疫抑制剤使用・断

コーディネーター・宮田 満 氏

iPS 細胞研究の現状と医療応用に向け
た取り組み

iPS 細胞を用いた心不全の治療

山中 伸弥 氏

大阪大学大学院 医学系研究科
心臓血管外科 教授

京都大学 iPS 細胞研究所

9

薬の検討、本治療実用化のために2017年に設

所長・教授

澤 芳樹 氏

主催者セミナー
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さらに実用化に近づいた遺伝子治療
コーディネーター ● 岡村 直樹 氏

アステラス製薬（株）執行役員 経営戦略担当

30年の雌伏の時代から、実用化に向かって急速に展開されてきている遺伝子治療が、わが国にお
いても実用化のステージに入りつつある。2017年のBioJapanにて紹介された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
用いた臨床試験は、中国、米国を中心に、
さらに件数を伸ばしている。発現ツールとしてのswitch、抗原
性の低減、新規ベクター、
ゲノム編集技術など、道具立てについての研究にも広がりが見えてきている。
本セッションでは、わが国で遺伝子治療に取り組んでいる企業と海外のベンチャー企業に講演をお願
いすることで、商業化の最前線の状況を知ることを重視した。すべて英語でのセッションにもかかわらず、

コーディネーター・岡村 直樹 氏

座席は無論のこと、壁際でも立錐の余地のない会場であった。

REGENXBIO: AAV gene therapy
for wet AMD and rare diseases

CNS gene therapy：Potential and
Challenge

遺伝子改変Ｔ細胞療法の夜明け

Andrew Yost 氏

Mimoun Azzouz 氏

Vice President, Cooperate development,
REGENXBIO Inc.

Chair of Translational Neuroscience,
University of Sheffield

タカラバイオ
（株）取締役
遺伝子医療事業部門本部長

主催者セミナー

木村 正伸 氏
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ゲノム編集：事業化環境の整備からアイデア勝負のフェーズへ！
コーディネーター ● 笠井 美恵子 氏

千葉大学環境健康フィールド科学センター

特任教授

Gent氏は、
ゲノム編集を含む新しい変異技術で作出された生物は全てGMOとして規制すべきとした欧州司法裁判
所の裁定が産業界に及ぼす影響を解説した。江面氏は、
ゲノム編集によるトマト育種の高速化事例を紹介し、
オーダーメ
イド育種の時代の到来を予測した。斉藤氏は、
アグロ変異法と併用し、GMOを経ずに、作物として食べているジャガイモ
系統をそのまま無毒化できることを紹介し、
ゲノム編集によるファイトケミカルの代謝制御工学のポテンシャルを解説
した。岩田氏は、
ゲノム情報と各種オミクスデータ、
ドローンを活用して取得した圃場データなどから、機械学習で予測
モデルを作り、温室でその妥当性検証と改良を繰り返すことで、従来の数倍の速度で品種改良が可能であることを示し
た。ゲノム編集は、人類が作物として利用できていない植物の潜在能力を解放し、将来の食糧問題を解決する手段であ

コーディネーター・笠井 美恵子 氏

るとした。パネルディスカッションでは、
ゲノム編集による育種のポテンシャルと限界、社会受容などについて意見が交わ
された。

Grosenome Editing in
Europe: Status and
future ppects

ゲノム編集技術が開く農作物
の高速育種の時代

ゲノム編集が拓くファイトケミ
カルゲノミクスの未来

Ricardo Gent 氏

江面 浩 氏
筑波大学 つくば機能植物イノベー
ション研究センター 教授・センター長

斉藤 和季 氏

Executive Director, German
Association of Biotechnology
Industries

千葉大学大学院

薬学研究院

教授

ゲノム・作物情報のビッグデー
タ化が、データ駆動型の効率
的育種を実現する
岩田 洋佳 氏
東京大学大学院
農学生命科学研究科 准教授
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バイオクラスターサミット2018 〜健康医療データ活用の国際間連携〜
コーディネーター ● 坂田 恒昭 氏

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

● 田中 裕教 氏

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

例年、
このセッションでは海外のバイオ関係の支援機関などを招き、最新の活動内容とそれ
ぞれの経験を共有する事により、今後の日本が取り組む課題を明確にすると同時に、相互連携
の強化に向けたネットワーク形成を図る目的で開催している。2018年は、
「健康医療データ
の国際間の共有と協働の可能性」をメインテーマに、
この分野で先進的に取り組んでいるデン
マーク、
フィンランド、エストニア、英国、
カナダ、台湾を招き、日本（神奈川、大阪）
を含めた７か

コーディネーター・坂田 恒昭 氏

事務局・田中 裕教 氏

国、
８団体が一堂に会した。笹原 英司氏より
「国際間健康医療データの連携によるイノベーショ
ンとリスク管理のバランス」について基調講演があり、引き続き各国団体からの発表が行われ
た。そして、終了後の質疑応答を通して、健康医療データの取り扱い方法には各国それぞれに
課題があるが、共通するのはその有効利用において国民理解を得るための不断の啓蒙活動が
最も重要であるとの結論となった。更に、今回のようなサミットの意義と継続性への関心が示さ
れ、次回への検討課題とした。

講師集合

基調講演

デンマーク

フィンランド

エストニア

英国

国際間健康データ連携によ
るイノベーションとリスク
管理のバランス

Health Data in
Denmark

Health data usage
in a digital society:
Estonian example

笹原 英司 氏

Business Development
Manager, Copenhagen
Capacity

Finnish Advanced
Health Ecosystem
based on Data and
Digitalization
Sinikka Salo 氏

Executive Director, Japan
& Estonia EU Association
for Digital Society,
Former Estonian Ministry
of the Economic Affairs
and Communications
Officer

An introduction to
the health science
data environment
within the UK - a
lifetime of patient data
enabling research and
development

ＮＰＯ法人ヘルスケアクラウド
研究会 理事

Leader of Change in
reforming social welfare
and healthcare in Finland,
Department of Steering,
Ministry of Social Affairs
and Health, Governement
of Finland

Raul Allikivi 氏

カナダ

台湾

日本

日本

The Opportunities
and Challenges
Associated with Global
Population Growth:
A Canadian Biotech
perspective

Taiwan Cancer
Proteogenomics
Moonshot: Roadmap
to Next-generation
Precision Medicine.

川崎市域におけるライフサ
イエンス産業・研究機関の
集積および中分子 IT 創薬
事業の創出

大阪のライフサイエンス産
業の発展をめざして

Andrew Casey 氏

Yu-Ju Chen 氏
Research Fellow and
Director Institute of
Chemistry, Academia
Sinica

川崎市産業振興財団 ライフサ
イエンスチーフコーディネータ

President & CEO,
BIOTECanada
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Niels Thun Andersen 氏

河野 裕 氏

野村 和秀 氏
大阪府 商工労働部 成長産業
振興室 ライフサイエンス産業
課 参事

Sarah Haywood 氏
CEO, MedCity

6

パートナリング

パートナリング会場

パートナリング参加者数は1,848名（前回は
1,666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1,108社（前回は983社）、商談件数は
10,075件（前回は8,591件）
であった。国内外
の大手中堅製薬が軒並み参加した。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
提供してきたが、前回に比べても多く利用され、
この方法が日本にも定着したと感じられる年と
なった。
Exhibitor's Meeting Point

2018年初設置。予約制でマッチングメンバーでない方が含まれていても
使用できると好評であった。
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展示会

■ BioJapan, 再生医療 JAPAN
出展者は879社（前回は782社）、
うち海外出展者は233社（前回は225社）、出展小間数は683小間（前回は658小間）
と、いずれも
前回を上回った。第3回再生医療JAPANには114社（前回は102社）の出展があり再生医療産業への期待と勢いを示した。
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■ ME-BYO Japan 2018
神奈川県は、ME-BYOコンセプトの国際的展開を目指す産学公連
携組織「ME-BYOサミット神奈川実行委員会」を軸に、未病産業の振
興等に取り組んでいる。その取組みの一環として、BioJapanにおい
て展示会「ME-BYO Japan 2018」を開催し、
42社・団体の未病に
関する商品・サービスを紹介した。

■ ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット 2018
厚生労働省によるベンチャー支援イベントの第2回が開催され
た。医療系ベンチャー57社に加え、エコシステムを形成する支援
機関（大企業、ベンチャーキャピタル、大学、病院、行政機関等）23
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

ブース例

展示会場でのプレゼンテーション
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会 期 : 2019.10.9（水）〜 11（金）
会 期 : パシフィコ横浜

出展者募集中
BioJapan：www.ics-expo.jp/biojapan/
再生医療 JAPAN : www.ics-expo.jp/saisei/

■ 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 2018 ／再生医療 JAPAN 2018
日

時

2018 年 10 月 10 日（水）〜 12 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

BioJapan
組織委員会

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

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

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
※無断転載を禁じます。

