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神戸医療産業都市推進機構

神戸医療機器開発センターMEDDECは、神戸医療産業都市の
中核施設のひとつであり、オペ室で動物を使った医療機器の研究・
開発・評価やあらゆる診療科の手術手技トレーニング等ができる
日本で最初の公的インキュベーション施設です。

神戸健康産業開発センターHI-DECは、健康を創造する神戸医
療産業都市のビジネス拠点であり、医療・健康関連分野等で、新た
な事業展開や起業に取り組む方々をサポートする、インキュベー
ション施設です。

● 経営・技術・法務などの入居者が抱える様々な課題の解決を支援します。
● イベント（展示会等）に出展の際は、運営の支援をいたします。
● 地域支援機関とのネットワークを活用し、入居企業の産学連携、事業連携を支援します｡
● 定期的なヒアリングを通じ、民間企業とのマッチング､販路開拓のサポートも行います。
● 公的助成制度の紹介・資金調達関係の情報もご提供いたします。
● ビジネスチャンスに繋がるように、入居企業・地域企業向けのセミナー・交流会を開催し、企業間の交流を図っています。
● オペ室、研修室、MRI等の利用に際して支援を行います。(MEDDECのみ)

IM室には、インキュベーションマネージャー（IM）と呼ばれる専門スタッフが常駐しており、関連
支援機関の連携の下、入居企業の皆さまの新規事業の展開を様々な面からサポートします。

IMによるさまざまなサポート

◆レンタルラボ&オフィス賃料(税抜4,400円/㎡、税込は消費税8％を適用)

入居後 3 年間、兵庫県・神戸市の賃料補助制度（1,500 円 / ㎡、年間で最大
200万円、3年間で最大600万円 )があります。但し、中小企業が対象。

面　積タイプ 月額賃料（税込） 補助後月額賃料(税込)

賃料補助制度

神戸健康産業開発センター
HI-DEC / ハイデック

〒650-0047  神戸市中央区港島南町6-7-4
TEL：078-304-6227　FAX：078-304-6890
http://www.smrj.go.jp/incubation/hi-dec/

神戸医療機器開発センター
MEDDEC / メデック

〒650-0047  神戸市中央区港島南町7-1-16
TEL：078-306-1162　FAX：078-306-1163
http://www.smrj.go.jp/incubation/meddec/

IMインキュベーション
マネージャー

HI-DEC Rental Lab & OfficeMEDDEC Rental Lab & Office

神戸医療機器開発センター

MEDDEC
京コンピュータ前駅
（神戸どうぶつ王国）

101 30.8㎡
(約10坪) 146,361円 96,465円
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193,406円
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面　積タイプ 月額賃料（税込） 補助後月額賃料(税込)

301～305
(A、B)

201～205

206～210、
306～310

149,688円

299,376円

382,536円

98,658円

197,316円

252,126円

31.5㎡
(約10坪)

63㎡
(約20坪)

80.5㎡
(約25坪)

MEDDEC  HI-DEC
KOBE Rental Lab & Office

事業概要

株式会社ファルマクリエ神戸
http://www.pharmacrea.com

あらゆるステージからの事業化を図る
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Quality of Life (QOL) の向上に資する商品開発を行う会社です。

 WAKI自社
開発

アマゾン現地に訪問し、
自生状況、利用方法の
確認。ABSに準拠した
形でコンナルスが優れ
た抗糖化作用を有する
ことを中心に研究。

こんな悩みを持つ企業・個人に利用してもらいたい企業です

現在企画中のプロジェクト
・脳機能の数値化
・呼吸筋リハビリ
・自らの潜在力を利用した組織再生

・自社商品に新しい付加価値をつけたい。
・素晴らしいシーズを持っているのだが､どうしたら商品化
 できるかわからない。
・社会に役立つことをしたい。

化粧品、健康食品の中に含まれるコ
ラーゲンなどの高分子の体内への吸
収を研究、口腔粘膜に注目。
口腔粘膜が皮膚に比べて高分子を
高分子のまま効率よく吸収すること
を検証した結果、口腔粘膜を新たな
高分子吸収ルートとして利用した商
品（口腔パッチ）の開発

 コンナルス自社
開発 口腔粘膜の利用共同

開発

シーズ
大学・研究機関

研 究
事 業 化

企業間
マッチング

開 発企 画

検 証

高純度シコニン水分散液＜WAKI＞の商品化 健康食品・サプリメントの原材料として商品化

物理的に不安定なため利用
が限定されてきた紫根の主
薬効成分シコニンを高純度
に精製し､β-グルカンで包接
することで、物理的安定性を
高め、水分散化に成功。

オンコリスバイオファーマ株式会社
https://www.oncolys.com

私たちは、2004年の設立以来、「Virology（ウイルス学）に立脚し
た創薬」を通じ、がんや重症感染症の治療法にイノベーションを起こ
し世界の医療に貢献することを目指し、医薬品事業および検査事業
の両輪による企業活動を推進しています。
医薬品事業においては「がんと重症感染症」を対象に、これら難病

会社概要

HI-DECでの活動内容

Powering Future Oncotherapy　未来のがん治療にパワーを！

【お問合せ先】 オンコリスバイオファーマ株式会社 経営企画部　TEL：03-5472-1578（代表）　E-mail：oncolys_information@oncolys.com

【お問合せ先】 株式会社ファルマクリエ神戸　TEL：050-1518-7032　E-mail：info@pharmacrea.com

への新たな治療オプションとなる安全で有効な新薬を創出し、検査
事業では当社のプラットホーム技術であるウイルスの遺伝子改変技
術を活かした新しい検査サービスを提供しています。また、新薬候補
品の開発や、難病治療に貢献できるような新薬シーズの探索・導入に
も積極的に取り組んでいます。

がん細胞で特異的に増殖するウイルス遺伝子の中に、クラゲの緑色蛍
光タンパク質「GFP」の遺伝子を組み込み、がん細胞を特異的に蛍光発光
させるテロメスキャン（OBP-401/1101）を用い、従来の技術では検出
が困難であった「血中に漏れ出した微量で生きたがん細胞」をキャッチす
る検査薬を目指し、広いがん種の検出とがんの超早期検査、予後予測、体
外検査などへの応用を考え開発を進めています。
特に既存技術では効率的に検出できなかった肺がん等に焦点を当て、

血液中を循環するがん細胞（CTC）の個数ばかりではなく、悪性度の評価
をするサービスに応用し、がん患者の予後予測や治療法の選択を可能に

することが期待されています。また、CTCを用いた遺伝子解析サービスを
可能とし、危険や痛みを伴うがんの組織生検を行うことなく、がん患者に
適したがん治療薬の選択を容易にすることが期待されています。

異分野の掛け算から
新たな発想を生む
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甲南大学 フロンティアサイエンス学部

Interview



http://www.konan-first.jp/

甲南大学 フロンティアサイエンス学部
生命化学科HP　

ポートアイランドに拠点を置く甲南大学フロンティアサイエンス学部は、従来の文系・理系といった
垣根を越えた新しい発想で教育、研究、そして企業連携の強化に取り組まれています。学部の根幹を
なすキーワードを絡めながら松井 淳 学部長と西方 敬人 教授にインタビューしました。 KONAN UNIVERSITY
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「生命を科学する」
　　　　「生命で化学する」

最近の研究成果として、以下の２つが挙げられます。
いずれの成果も「化学」と「生物学」が融合され、従来にはない発想で生み出されたものです。

三好 大輔（教授）、川内 敬子（准教授）
英国のオンライン科学雑誌
Nature Communicationsに2018年6月11日に掲載

がん細胞の増殖や転移を促進する分子だけを
狙って破壊する新しい光線力学治療法の開発

●研究成果のポイント
がん細胞に光感受性物質を導入し、近赤外光を照射す
ることで標的RNA（がん細胞の分裂や転移を促進するタン
パク質をコードする）を分解する画期的ながん治療方法
（分子標的型光線力学療法）を提示できました。
RNAの構造を標的とした医薬品は例が無いことから、
本成果を基にした新規医薬品の開発が期待されます。

長濱 宏治（准教授）
英国のオンライン科学雑誌
Nature Communicationsに2018年6月6日に掲載

細胞および細胞機能・応答の新しい活用法を提唱
～“生きている”多機能性細胞ゲルの開発～

●研究成果のポイント
生きた細胞を生体適合性高分子で化学架橋（ハイドロゲ
ル化）することに世界で初めて成功しました。
このゲル内の細胞が示す反応や応答をゲル全体の機能
として発現させることができるため、このゲルは細胞と同
等以上の機能をもちます。
応用例として、例えば、生体の損傷組織に投与した細
胞ゲルは損傷組織の再建と機能回復を促進しました。
このゲルは、新しい細胞治療法を生み出す基盤材料と
して、医療分野への貢献が期待されます。

世界レベル研究成果を目指して

フロンティアサイエンス学部の特徴の一つは神戸医療産業
都市にある、という立地にあります。この小さな島に集積した
機関・企業との実践的な研究・教育を推進するため「アイラン
ドシップ連携」と称した種々の取り組みを行っています。
具体的には、神戸医療産業都市一般公開への参画や産学
連携サロンを通じた人的交流、更には大学図書館の枠を越え
たポートアイランド図書館連携により、島内の各研究機関が
保有する図書資料を相互利用可能な図書館ネットワークの
構築に取り組んでいます。
また、学生の積極的な社会活動への参画機会としての就業

体験を支援するナノバイオ産学連携コンビニエントプランを
展開しています。単に、学生のキャリア教育の一環としてだけ
ではなく、このしくみを通じて企業・研究機関とフロンティアサ
イエンス学部の教員との連携に繋がる場合もあり、実際に公
的研究機関や大手企業との包括的な研究連携が進められて
います。
これらの取り組みに加えてこれから力を入れていこうとして
いるのがメディケミカル研究拠点形成プロジェクトです。この
ポートアイランドというサイエンス島で医療の基盤となる生物
学や化学に関する研究や人材育成での中心となることを目的
としたもので2017年に立ち上げられました。現在、創薬・薬物
送達・イメージング・細胞治療・がん治療・センシング・診断な
どの医療技術の基盤となるモノづくり研究を行っていますが、
本事業では社会のニーズや医療現場の声を基に、医療関連分
野で活躍できる人材の育成はもとより、本学部のシーズを更
に応用・発展させた「医師に優しい」医療周辺の技術、薬剤な
どの研究開発や、人々の「健康の増進」をサポートする甲南大
学ならではの『メディケミカル拠点』の形成を目指しています。

近隣企業・機関とのアイランドシップ連携

異分野の掛け算から新たな発想を生む
高度な研究施設と学生の自主性を重視した教育環境

この学部をつくった社会的意義は、生物学と化学を融合的
に研究・教育することにあります。化学の分野は有機化学や化
学工学などとして大いに発展してきましたが、生物の複雑な動
きや働きは簡単に説明することができず、化学とは距離を置い
た発展をしてきました。
しかし、分析化学の進歩は生命現象を分子レベルで解析す
ることを可能とし、からだの構成物は全て化学物質（有機化合
物や無機化合物）であり、からだの中で起こっていることは全
て化学反応であることが分かってきました。
それに伴い、小さな分子を用いて生命現象の働きを読み
取ったり「生命を科学する」、生命現象に働きかけて、生体活動

フロンティアサイエンス学部設立の背景

甲南大学
フロンティア
サイエンス学部
訪 問

生命化学研究に必要な核磁気共鳴分光装置、電子スピン
共鳴分光装置、全自動細胞解析・捕集装置、走査型電子顕微
鏡、透過型電子顕微鏡など、大企業にとっても大きな設備投
資が必要となる大型機器分析装置が備えられており、これら
は共同研究をしている企業も利用できるようになっています。
また、学生実験室には、1年生前
期から生物学、化学に関する専門
実験が開始されることから、それ
らに必要な高速液体クロマトグラ
フィー、PCR用サーマルサイクラー、
フーリエ変換型赤外分光光度計
などが整備されています。
更に、学生が自ら考え色々なも

のを組み合わせて新しいものを生
み出せる力を養うためのしくみと

して、一人ひとりに「マイラボ」と名付けられたスペースが用意
されています。席順は上級生と下級生が交互に座り、社会的
なコミュニケーションや多様な考え方を受け入れる訓練をす
ることができます。建物にも工夫がなされており、マイラボは
教員研究室エリアに隣接して設置されており、学生の声を吸
い上げたり、教員との接点から新しい活動が始まったり、と
いったことが自然に起こる仕掛けになっています。このような
環境下で、学生は自分がやりたいことに打ち込めるだけでは
なく、学生間、学生・教員間に自然に生まれるコミュニケー
ションを活用し、主体的に行動・研究活動に参加する「隠れた
カリキュラム」が打ち立てられています。

走査型電子顕微鏡

を制御する「生命で化学する」ことも可能となってきました。
このような科学の進歩と社会のニーズに合わせ、フロンティ
アサイエンス学部は化学と生物学を基礎にも応用にも関連付
けながら、両方を対象にすることを目的として設立されました。
研究に関しては生物学から化学まで様々な分野の教員が一つ
の小さなキャンパスに同居していることで新しい研究が展開さ
れています。一方、教育に関して言えば、生物学と化学の両方
を垣根なく学ぶことにより、卒業時には色々なものを組み合わ
せて新しいものを生み出す力を備えた学生を輩出することが
目標となっています。


