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近畿バイオインダストリー振興会議は、1985年3月に
大阪大学総長の山村雄一先生を中心に、
大阪通商産業局長（現・近畿経済産業局長）、
大阪科学技術センター会長らが発起人となって設立されました

昭和60年（1985年）3月6日に設立総会

委 員 長： 山村 雄一 大阪大学総長

副委員長：伊藤 健 住友化学工業（株）専務取締役
城阪俊吉 大阪科学技術センター 副会長
福井三郎 京都大学名誉教授

幹 事 長：千畑一郎 田辺製薬（株）専務取締役

幹 事： 神田延裕 （株）三和銀行副頭取
成松啓二 関西電力（株）常務取締役

顧 問： 山本雅司 大阪通商産業局長

＜目的＞
産・学・官が一体となった近畿のバイオインダストリーの振興をよ
り効果的に推進するため、新しい応用分野の開拓、技術開発
基盤整備など総合的な振興の検討及びその具体策の推進を
図る場として設置されたものである。

近畿バイオの設立

山村 雄一 先生
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理 事 田口 隆久 (国研)情報通信研究機構未来ICT研究所
脳情報通信融合研究センター 副研究センター長

理 事 辰巳 国昭 (国研)産業総合技術研究所 関西センター所長

理 事 田村 格 八洲薬品㈱ 参与

理 事 坪田 潤 大阪ガス㈱ エネルギー技術研究所 フェロー

理 事 冨ケ原祥隆 住友化学㈱ 常務理事 生物環境科学研究所
バイオサイエンス研究所 担当

理 事 仲尾 功一 タカラバイオ㈱ 代表取締役社長

理 事 中澤 徹 大塚製薬㈱ 研究管理部 課長

理 事 西田 友明 住友ファーマ㈱ リサーチディビジョン 研究企画推進部
企画推進グループ グループマネージャー

理 事 野田 秀夫 関西化学機械製作㈱ 代表取締役社長

理 事 橋本 信一 岩谷産業㈱ 上級理事 産業ガス本部 エアガス部長

理 事 森下 竜一 大阪大学大学院 医学系研究科 寄付講座教授

理 事 山本 将司 サラヤ㈱ 商品開発本部 バイオケミカル研究所 統括部長

理 事 吉岡 俊彦 パナソニックホールディングス㈱ テクノロジー本部 上席主幹

理事事務局長 国松 武史 住友ファーマ㈱

近畿バイオの概要

名 称 特定非営利活動法人 近畿バイオインダストリー振興会議

設 立 1985年3月 （NPO法人移行：2003年4月）

活動目的 バイオインダストリー振興に関する事業を行うことにより、人々の健康維持・増進を図り、社会の環境を
保護することによって、快適で活力のある社会作りを達成する

連絡先 〒541-0048 大阪市中央区瓦町4丁目8番4号 井門瓦町第2ビル 3F
TEL：06-4963-2107 FAX：06-4963-2127

理事長 坂田 恒昭 前塩野義製薬㈱シニアフェロー 大阪大学共創機構 特任教授

副理事長 近藤 昭彦 神戸大学 副学長 大学院科学技術イノベーション研究科 教授
研究科長

副理事長 柴田 浩志 サントリーウェルネス㈱ 専務取締役

副理事長 田岡 直明 ㈱カネカ 理事 アグリ・バイオ＆サプリメント研究所 所長

副理事長 縄野 雅夫 田辺三菱製薬㈱ 創薬本部長

専務理事 高田 清文 サントリーホールディングス㈱

常務理事 宇山 浩 大阪大学大学院 工学研究科 教授

常務理事 川並 弘子 田辺三菱製薬㈱

理 事 稲井田有希 ㈱ダイセル ヘルスケアSBU事業推進室長 兼 事業戦略Gリーダー

理 事 大元 和之 小野薬品工業㈱ 理事 知的財産戦略部 部長

理 事 小川 順 京都大学大学院 農学研究科 教授

理 事 奥野 恭史 京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻 教授

理 事 木曽 良信 北海道大学大学院 工学研究院 客員教授

理 事 小林 博幸 塩野義製薬㈱ ヘルスケア戦略本部 新規事業推進部 部長

理 事 杉本 典史 ㈱島津製作所 産官学・プロジェクト推進室 理事 兼 室長
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活動紹介

ベンチャー支援

◆関西バイオビジネスマッチング
◆ライフサイエンス海外ビジネス展開等支援事業 /大阪府
◆BioJapan出展支援
◆バイオベンチャーデータベース

産業化支援

◆バイオコミュニティ関西（BiocK）
◆産学個別マッチング

海外交流

◆新春国際交流会

研究会（会員限定）

◆生活習慣病予防のための機能性食品開発に関する研
究会

◆バイオの次世代を考える会
◆毛細血管ラボ・社会実装コンソーシアム

セミナー・講演会

◆関西ライフサイエンスリーディングサイエンティストセミナー
◆会場参加型トークセミナー
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バイオコミュニティ関西（BiocK）
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関西バイオビジネスマッチング

バイオ関連産業分野におけるシーズとニーズのマッチングを実現

■ 2011年度から開催

■ 2020年度からオンライン形式に変更

■ 2022年度

募集期間：2022年10月3日～11月18日

実施方法：オンライン面談（2023年1月～2月の2か月間で面談実施）

対象分野：バイオ技術分野全般

主催：バイオコミュニティ関西（BiocK）

NPO法人近畿バイオインダストリー振興会議

共催：関西イノベーションイニシアティブ（KSII）

京阪神スタートアップアカデミア・コアリション（KSAC）

大阪・京都・ひょうご神戸コンソーシアム

関西医薬品協会

協力：公益財団法人神戸医療産業都市推進機構、

京都リサーチパーク株式会社、大阪バイオ・ヘッドクオーター
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BioJapan 出展支援

近畿バイオ共同出展ブース
2022年10月12日～14日パシフィコ横浜

出展企業：14社
バイオコミュニティ関西（BiocK）

片山化学工業、カネカテクノリサーチ、神戸天然物化学、佐藤学園OBMリサーチセンター、

シーエスクリエ、バイオアカデミア、ホソカワミクロン、マイクロン、マトリクソーム、水田製作所、

MORESCO、理研ジェネシス、ルクサナバイオテク

2021年
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研究会

医師が認め消費者に期待される機能性食品 の開発・商品化を目指して、2006年活動開始

生活習慣病予防のための機能性食品開発に関する研究会

委員長 吉川敏一 ルイ・パストゥール医学研究センター 理事長

副委員長 田中隆治 近畿バイオインダストリー振興会議相談役

星薬科大学 前学長

委 員 大東 肇 京都大学名誉教授・福井県立大学名誉教授

民谷栄一 産業技術総合研究所 ラボ長

栗木 隆 江崎グリコ（株） 取締役常務執行役員

亀井淳三 順天堂大学 客員教授

田岡直明 ㈱カネカ アグリ・バイオ＆サプリメント研究所 所長

内藤裕二 京都府立医科大学大学院 教授

事務局 近畿バイオインダストリー振興会議

2022年度活動計画

◆ 研究会を年4回開催予定

◆ 講師2名を交えたセミナーと交流会

◆ 未病バイオマーカーの研究

腸管免疫 筋肉生理 血管・毛細血管 脳神経科学
を中心に企画

毛細血管ラボ・社会実装コンソーシアム

毛細血管画像の健康指標としての確立と社会実装 を目指して、2021年活動開始

健康指標としての可能性

◆ 生活習慣病など特定の疾患の未病状態

◆ 老化、疲労、ストレスなどの健康状態

◆ 美容

会 長 高倉伸幸 大阪大学大学院
微生物病研究所 教授

副会長 田中隆治 近畿バイオインダストリー振興会議相談役
星薬科大学 前学長

事務局 近畿バイオインダストリー振興会議、 あっと株式会社

毛細血管画像
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セミナー・講演会

趣旨：関西のライフサイエンス分野におけるリーディングサイエンティストによるセミナー
座長：大阪大学産学共創機構 特任教授 坂田 恒昭 氏

大阪大学大学院医学研究科 教授 竹田 潔 氏
開催：毎年6月、9月、12月、3月

理事会・総会時 記念講演会

会場参加型トークセミナー

関西ライフサイエンスリーディングサイエンティストセミナー

2022年度講師：第一三共株式会社 常勤顧問 中山 讓治 氏
「CEOとしての意思決定」

開催：毎年6月

趣旨：株式会社宮田総研 代表取締役 宮田満氏と 企業トップを迎えてのトークセミナー
2022年度講師：モデルナ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 鈴木 蘭美 氏

「mRNAワクチンの最前線」
開催：毎年6月
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ネットワーク

理事（産官学） 29名

会員（企業中心） 146機関

バイオベンチャーデータベース掲載企業 200社以上
（JBAとの共同事業）

近畿経済産業局 KRIC事業 150～250社

これまでのセミナー講師 数百名

面談実績（2021年度オンライン含む） 約300回/年

面会実績（2021年度コロナ下） 約400人/年

近畿
バイオ

企業
ベンチャー

大学

中央省庁
地方自治体

関連団体

産学連携
プロジェクト

国立
研究機関

バイオコミュニティ関西の活動により
さらに拡大中 !

企業・ベンチャーを中心に多数のネットワークを有しています
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社会課題解決への貢献を目指して

●健康寿命の延伸
●食糧自給率の向上
●地球温暖化対策

最適化
実証

シーズ
技術

標準化 実用化 事業化
社会課題の
解決

♦関西バイオビジネスマッチング
♦個別マッチング

♦BioJapan出展支援

♦毛細血管ラボ・社会実装
コンソーシアム

♦生活習慣病予防のための
機能性食品開発に関する研究会

♦バイオベンチャーデータベース

♦理事会・総会時記念講演会
♦関西ライフサイエンスリーディングサイエンティストセミナー
♦会場参加型トークセミナー

バイオ技術の応用分野

♦新春国際交流会

入会案内

■ 正会員：団体会員 １口／年 120,000円

：個人会員 １口／年 20,000円

■ 準会員：１口／年 10,000円
（準会員は原則1年）

食品
一次産業

（農・林・水・
畜）

環境

エネルギー化粧品

医療
ヘルスケア

機能性表示食品
IT、AI
データ連携

♦バイオコミュニティ関西（BiocK）
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おわりに

詳細はホームページでご確認ください
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