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一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム＊

起業・事業化促進委員会
- 活動紹介 -

2021年10月15日

出展者プレゼンテーション

起業・事業化促進委員会委員長 長屋 岳志

＊一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム(略称FIRM)
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本日の活動紹介の流れ

＊ 起業・事業化促進委員会についての概要
(設立経緯、ミッション、運営方針、メンバー)

＊ バイオベンチャーの状況

＊ 起業・事業化促進委員会の3つの活動
(ベンチャー創設支援フォーラム、FIRM’s起業塾、マッチング相談)

＊ 活動の今後の予定
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起業・事業化促進委員会(ベンチャー委員会)

運営方針
＊ 再生医療周辺産業のコア技術のみならず、

周辺産業バリューチェーンの整備とベンチャー活性化を通じ
再生医療の産業化と普及促進に貢献すること

役割
＊ 中長期的な産学官の連携による、スタートアップ支援、

インキュベーションの仕組み確立に向けた活動
＊ FIRMとして特徴のあるイベント、セミナーを企画・実施し、

産業化の基盤作りに貢献する

Mission
＊ 再生医療、細胞･遺伝子治療の産業化の加速に向け、

国内での臨床開発案件数の拡充を支援する
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FIRMにおける位置づけと委員会メンバー

14社 18名の委員と事務局2名の合計20名による活動を実施中

IQVIAサービシーズ ジャパン株式会社 武永 敬博

イーピーエス株式会社 工藤 慎士

イーピーエス株式会社 松元 伸光

キリンホールディングス株式会社 七尾 宗龍

キリンホールディングス株式会社 丸山 裕生

協和キリン株式会社 金子 きよみ

タカラバイオ株式会社 横田 和拡

第一三共株式会社 上田 徳仁

大日本印刷株式会社 長屋 岳志

大日本住友製薬株式会社 吉川 崇

テルモ株式会社 大河原 順一

富士フイルム和光純薬株式会社 伊藤 和宏

富士フイルム和光純薬株式会社 武智 浩一

三井倉庫ホールディングス株式会社 古川 健志

株式会社メディネット 若松 猪策無

ユーロフィン分析科学研究所株式会社 田中 文裕

ユーロフィン分析科学研究所株式会社 長谷川 寛明

ロート製薬株式会社 小池 哲央

事務局 石井 秀典

事務局 小野 真弓

(企業名五十音順・氏名敬称略)
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起業・事業化促進委員会(設立経緯)

・ 当初は再生医療の産業化を拠点実証する有志企業による
時限的タスクフォース(RMIT:Regenerative Medicine Industrialization Task Force)

・ 再生医療産業化に関する相談窓口の開設、
神奈川県が再生医療産業化の拠点を志向して建設した
殿町ライフイノベーションセンター(LIC)の運営設計への参画等の活動を実施

・ 期限を迎え一定の成果と共に発展的解散しFIRMの委員会となる
RMIT委員会 : Regenerative Medicine Industrialization Tactical Committee

・ ベンチャー起業の創設を支援する活動を展開

・ 新メンバー加入
・ 新体制のもとでFIRM VISION 2025の達成に向けて活動

委員会名称変更
・ 活動内容に沿った委員会名とすべく、RMIT委員会から

起業・事業化促進委員会へ名称を変え現在に至る(ベンチャー委員会)

2015年4月

2017年4月

2020年4月

2021年1月



背景情報

出展：経済産業省バイオベンチャーの現状と課題

https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/bio_venture/pdf/001_07_00.pdf
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背景情報

7
出展：経済産業省バイオベンチャーの現状と課題

https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/bio_venture/pdf/001_07_00.pdf
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出展：経済産業省平成29年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備
「根本治療の実現」に向けた適切な支援のあり方の調査

背景情報

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000111.pdf
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新興市場(ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ)に関する報告書

ベンチャー企業と投資家との対話,促進が重要

出展：経済産業省伊藤レポート2.0～バイオメディカル産業版～

https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190718008/20190718008.html
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背景情報

https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190718008/20190718008b.pdf

■⽇本は新興市場へのリスクマネー供給は徐々に増加しているものの、
上場市場全体の約２％ の資⾦しか流⼊していない状況

■上場市場全体に占める新規上場と上場廃⽌の割合も ⼩さく、新陳代謝が進んでいない

出展：経済産業省伊藤レポート2.0～バイオメディカル産業版～
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➀ ベンチャー創設支援フォーラム
➁ FIRM’s 起業塾

➂ マッチング相談

起業・事業化促進委員会活動ターゲット

ベンチャー企業の創設と支援を目的とした3つの活動



➀ ベンチャー創設支援フォーラム

Ⓒ Forum for Innovative Regenerative Medicine

目的：日本における再生医療等製品関連ベンチャーの持続的創出に向けて、

同分野における技術を持ち起業に関心あるアカデミア研究者また

ベンチャーとして更なる成長を目指す起業家を対象に、

ニーズを満たす情報やノウハウの提供また、人的ネットワーク構築の場の

提供等を通し起業活動を支援する.

特長：オーディエンスの背景

1. FIRM会員企業を主とした再生医療事業に取り組む事業会社

2. ベンチャーキャピタル、銀行といった金融関係者

3. ライフサイエンス分野を専門とする弁理士

4. 起業に関心ある/起業されたアカデミア研究者
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ベンチャー創設支援フォーラム(過去事例 第11回)

第1部：講演会
①演題：「産学連携を通じた企業の上場、さらに再生誘導医薬についての最近の知見」

演者：大阪大学大学院医学研究科 教授 玉井 克人 先生
②演題：「情報開示ガイドブックとは」

演者：経済産業省 商務・サービスグループ 生物化学産業課 課長補佐 北角 理麻 様
③演題：「事業創りで大切なこと」

演者：セルソース株式会社 代表取締役社長CEO 裙本 理人

第2部：シーズ紹介セッション
シーズ① 北海道大学病院 脳神経外科/神経細胞治療研究部門 特任准教授 川堀 真人 先生
シーズ② 北海道大学医学研究院 運動器先端医学分野 特任准教授 角家 健 先生
シーズ③ 玉井化成株式会社 代表取締役社長 佐藤 圭司 様
シーズ④ 株式会社ジャパン・バイオメディカル 事業部長 梅沢 晃 様

第3部：特別講演
演題：「再生医療におけるアカデミア・起業の課題」 演者：北海道大学 総長 寳金 清博 先生
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ベンチャー創設支援フォーラム(活動の場)

第1,5,10回：東京

第2回：大阪

第3回：神奈川

第4回：神戸

第9回：神戸

第7回：博多

第6回：名古屋

第8回：仙台

第11回：札幌

(リアル/オンラインのハイブリッド)
・ フォーラムは11回開催
・優れた技術の発掘のための
地方開催も実施
・シーズ紹介は9回で42名の方々に
ご登壇頂いた

→次回12回は10/19
次々回13回は1or2月
オンライン開催を予定



Ⓒ Forum for Innovative Regenerative Medicine

ベンチャー創設支援フォーラム

15



Ⓒ Forum for Innovative Regenerative Medicine

ベンチャー創設支援フォーラム
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参加者アンケート
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次回 第12回 ベンチャー創設支援フォーラム 告知

第２部：シーズ紹介セッション
① マイキャン・テクノロジーズ株式会社 代表取締役CEO宮﨑 和雄 様
② 神戸医療産業都市推進機構 脳循環代謝研究部 部長 田口 明彦 先生
③ Innovacell株式会社 代表取締役COO Jason David Sieger様

または 取締役 Colin Lee Novick様
④ 神戸市立アイセンター病院 前田 亜希子 先生

第１部：講演会
① 「大学発ベンチャーの目指すところ、歩むべき道」

演者：Heartseed株式会社 代表取締役社長 福田 恵一 様
② 「iPS細胞由来T細胞を用いたがん免疫細胞療法の開発」

演者：サイアス株式会社 代表取締役CEO/CTO 等 泰道 様
③ 「医療系・ヘルスケアベンチャーへの公的支援策について（仮）
～MEDISO、InnoHub、BlockbusterTOKYOのご紹介～」

演者：株式会社三菱総合研究所 ヘルスケア＆ウェルネス本部 八巻 心太郎 様

シーズ紹介者には
VC,ベンチャー社長、コンサルタントからアドバイス



Ⓒ Forum for Innovative Regenerative Medicine

➁ FIRM’s 起業塾

概要：ベンチャー企業の立上げを考える研究者に、起業に資するノウハウの提供

を通した研究者支援として企画。

全4回のテーマで構成され、通期で参加されるも、関心のあるテーマのみ

選択して参加されるのも、いずれも可能。

特長：各テーマに関する分野の専門家を講師に招き、起業に向けた様々な疑問

を、1) 少数精鋭、 2) 徹底的に 解決していただく

1. 再生医療等製品の知財戦略

2. ベンチャーキャピタルからの資金調達と資本政策について

3. ベンチャーキャピタルに向けた事業計画（案）

4. イグジット戦略（IPOを中心に）（案）

19



20

FIRM’s 起業塾(詳細)

第4回 内容
・ 会社設立の流れと留意点

第3回 内容
・ ベンチャーキャピタルからの資金調達と

資本政策について



Ⓒ Forum for Innovative Regenerative Medicine
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FIRM’s 起業塾(講演会の様子)



Ⓒ Forum for Innovative Regenerative Medicine

次回 FIRM’s起業塾 告知
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テーマ
再生医療等製品の知財戦略

講師
大野総合法律事務所 森田 裕先生

当日、ご講演後には希望者に
個別相談を行います(先着3名)
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・ 起業・事業化促進委員会は国内外企業・アカデミア等からの

再生医療の事業化に関わる依頼・相談・問い合わせに対し、

適切な関連企業（FIRM会員企業）をご紹介致します。

③ マッチング相談

■ FIRMのマッチングの仕組みと特徴

2021年9月末の状況

パートナー候補のFIRM会員企業
＊多くの業種からなる215社

➀ マッチング
に関する相談

➂ ご回答

➁ マッチング検討

➃ FIRM会員企業を
ご紹介

事業・起業化促進委員会

FIRM会員企業ビジネス化を検討する
企業、アカデミア等



マッチング相談(相談の流れ)
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■ 相談の受付はFIRM HPから

https://firm.or.jp/contact/

受付手順
➀ FIRM HPへアクセス
➁ お問合わせの選択
➂ マッチング希望を選択
➃ 相談内容の記入

相談お待ちしております

➀ FIRM HP →

➁お問合せ →

↓ ➂マッチング選択

↓ ➃相談内容



起業・事業化促進委員会は

アカデミア・産業界・行政・VC*と連携を行い

必要な情報、ノウハウ等を提供する機会を創出し、

再生医療等製品の開発品の増加、再生医療のビジネス化へ

寄与していきたいと考えております
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まとめ

＊VC (Venture Capital)
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今後のイベントについて

ベンチャー創設支援フォーラム
第12回：10/19(火) オンライン開催
第13回：来年1or2月 オンライン開催

FIRM’s 起業塾+ 

第１回：11/26(金) オンライン開催
第２回:12/21(火) オンライン開催
第３回：1/21(金)  オンライン開催
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ご紹介のイベントチラシはFIRMブースにございます！

今はここ
メインステージA

資料はこちら
FIRM(再生医療イノベーションフォーラム)ブース



「再生医療」の普及を通じて，人々の健やかな未来に貢献します。
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FIRM VISION 2025
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