
第１回全国支援ネットワーク会議 

２０１３年５月２９日 
全国イノベーション推進機関ネットワーク 

梶川 義実 

      

（公財）川崎市産業振興財団、（学）聖マリアンナ医科大学
との連携事例 

     １．全国イノベーション推進機関ネットワークとは 
     ２．医工連携分野に取り組む正会員 
     ３．川崎市での成功事例 



全国イノベーション推進機関ネットワークの特徴（略称：イノベーションネット） 

強力なネットワーク －全国の主要な産業支援機関、大学、研究機関、金融機関等で構成－ 

全国の産業支援機関や大学などの広範な機関が会員となっており、そのネットワークを活用して、地域を越えた
情報交換や課題の共有、さらには広域的な連携を図ることで、地域単独では解決できない課題を解決します。 

 
幹事機関のサポート －幹事機関（国の各独法等）が活動に協力・連携－ 

科学技術振興機構、産業技術総合研究所、日本貿易振興機構、中小企業基盤整備機構、農業・食品産業技術
総合研究機構、日本立地センターの６つの幹事機関が、技術相談、海外展開支援、中小企業支援など幅広い事
業サポートにより、地域における事業化支援活動等をはじめとしたイノベーション創出を強力にサポートします。 

 

国の機関が横連携しての支援  －経済産業省・文部科学省・農林水産省－ 

イノベーションネットは、経済産業省・文部科学省・農林水産省の支援を受けて地域のイノベーション創出を促進
します。 

① 

② 

③ 

 2009年4月より、活動を開始した経済産業省と文部科学省が初めて省庁の枠を越えて挑むイノベー
ションの振興を行う新組織です。2011年6月より、農林水産省との連携も開始されました。   

 全国各地で地域発イノベーションの推進を担う産業支援機関や大学などが、経済産業省・文
部科学省・関連機関の支援を受けつつ、共通認識の下で全国的なネットワークを構築し、相互
の情報共有、交流促進及び共通課題の解決等に向けた活動や広域的な産学・産産連携の促進及
びクラスター間の連携強化を図ることで、地域活性化の取り組みを行っています。 

１．全国イノベーション推進機関ネットワークとは 
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（独）産業技術総合研究所 

（独）中小企業基盤整備機構 

（独）日本貿易振興機構 

（財）日本立地センター 
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会員ワンストップ窓口 

農 林 水 産 省 文 部 科 学 省 

幹 

事 

機 

関 

協 力 

（独）科学技術振興機構 

ＴＬＯ/地域研究機関 

大学・高等専門学校 
産学官連携担当部署 

協力・ 
連携 

大学・高専 等 

地 域 企 業 等 

産産連携・
産学連携 
の一層の 
促進 

会員・幹事機関の 
共通課題の解決 

会員・幹事機関 
の連携促進 

支援機能 
の強化 

国際交流の窓口 

交 流 促 進 

情報提供・発信 

調査・提言等 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ人材連携・活動促進 

地域金融機関 

他のネットワーク 

連携 

支  援 

地域発イノベーション創出に向けた事業実施段階での連携 

会   員 

経 済 産 業 省 

（独）農業・食品産業技術総合研究機構 

全国イノベーション 
推進機関ネットワーク 

地域 
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イノベーションネットアワード表彰事業 

民間企業 



会員制度の概要 

代  表  者 

会員区分 対象 年会費 提供サービス 会員数 

正会員 
地域産・官・学のイノベーション
創出を推進する支援機関等 

10万円 
・議決権を有する 

・イノベーションネットの行う事業に無料参加 
６６ 

学術機関会員 
イノベーションネット事業に賛同
する大学・高専・研究機関等 

実費相当 

(1.5万円) 

・イノベーションネットからの情報提供 

・イノベーションネットの行う事業に無料参加 
１３ 

オブザーバー
会員（団体） 

都道府県、市区町村 － 
・イノベーションネットの行う事業に無料参加 

・イノベーションネットを通じた情報発信 
３０ 

個人会員 
イノベーションネット事業に賛同
する個人 

－ ・イノベーションネットの行う事業に無料参加 ２３２ 

２０１３年１月現在 

会長 堀場 雅夫 

株式会社堀場製作所 最高顧問 
財団法人京都高度技術研究所 最高顧問 
日本における学生ベンチャーのパイオニア 

運営委員長 島津 義昭  

公益財団法人岡山県産業振興財団 理事長  
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全国イノベーション推進機関ネットワーク 正会員 

関東 

北海道 

東北 

中部 

近畿 

四国 

九州 

沖縄 

海外 

中国 
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター 

一般財団法人さっぽろ産業振興財団 

公益財団法人函館地域産業振興財団 

公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター 

公益財団法人いわて産業振興センター 

公益財団法人みやぎ産業振興機構 

公益財団法人仙台市産業振興事業団 

株式会社インテリジェント・コスモス研究機構 

公益財団法人あきた企業活性化センター 

公益財団法人山形県企業振興公社 

公益財団法人福島県産業振興センター 

株式会社つくば研究支援センター 

公益財団法人千葉県産業振興センター 

公益財団法人千葉市産業振興財団 

公益財団法人東京都中小企業振興公社 

一般社団法人首都圏産業活性化協会(TAMA協会) 

株式会社ユニバーサル・プランズ 

西武信用金庫 

韓国技術ベンチャー財団 

ユニテックフーズ株式会社 

特定非営利活動法人経営支援NPOクラブ 

公益財団法人川崎市産業振興財団 

公益財団法人長野県テクノ財団 

公益財団法人静岡県産業振興財団 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 

公益財団法人新潟市産業振興財団(新潟IPC財団) 

公益財団法人富山県新世紀産業機構 

財団法人石川県産業創出支援機構 

公益財団法人岐阜県研究開発財団 

公益財団法人科学技術交流財団 

公益財団法人あいち産業振興機構 

公益財団法人三重県産業支援センター 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 

公益財団法人京都産業２１ 

公益財団法人京都高度技術研究所 

株式会社京都銀行 

京都信用金庫 

京都リサーチパーク株式会社 

公益財団法人大阪産業振興機構 

公益財団法人堺市産業振興センター 

一般財団法人関西情報センター 

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 

公益財団法人ひょうご産業活性化センター 

公益財団法人先端医療振興財団 

公益財団法人わかやま産業振興財団 

三木理研工業株式会社 

公益財団法人鳥取県産業振興機構 

公益財団法人しまね産業振興財団 

公益財団法人岡山県産業振興財団 

公益財団法人ちゅうごく産業創造センター 

公益財団法人ひろしま産業振興機構 

公益財団法人やまぐち産業振興財団 

一般財団法人四国産業・技術振興センター 

公益財団法人えひめ産業振興財団 

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 

公益財団法人北九州産業学術推進機構 

九州地域環境・リサイクル産業交流プラザ(K-RIP) 

九州半導体エレクトロニクスイノベーション協議会(SIIQ) 

九州地域バイオクラスター推進協議会 

公益財団法人長崎県産業振興財団 

産学官連携推進会議（大分県） 

公益財団法人宮崎県産業支援財団 

公益財団法人かごしま産業支援センター 

公益財団法人沖縄県産業振興公社 

株式会社沖縄TLO 

公益財団法人沖縄科学技術振興センター 

韓国産業団地公団(KICOX) 
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国立大学法人 室蘭工業大学 国立大学法人 三重大学 

国立大学法人山形大学 工学部荒川サテライト 学校法人立命館 立命館大学 

国立大学法人 電気通信大学 公立大学法人 京都府立医科大学 

学校法人 東京理科大学 公立大学法人 大阪府立大学 

学校法人 聖マリアンナ医科大学 国立大学法人 愛媛大学 

国立大学法人 富山大学 国立大学法人 鳥取大学 

国立大学法人 福井大学 国立大学法人 九州工業大学 

国立大学法人 信州大学 国立大学法人 鹿児島大学 

国立大学法人 静岡大学 

北海道 茨城県 飯田市  岡山県 

青森県 宇都宮市 静岡県  広島県 

八戸市 埼玉県  愛知県  愛媛県 

岩手県 千葉県  京都市  北九州市 

宮城県 千葉市  大阪府  佐賀県 

秋田県 荒川区  神戸市  長崎市 

山形県 川崎市  奈良県  熊本県 

福島県  新潟市  和歌山県  鹿児島県 

学術機関会員 

オブザーバー会員 

■学術機関会員１７機関（2013年4月現在） 

■オブザーバー会員３２機関（2013年4月現在） 

全国イノベーション推進機関ネットワーク 学術機関会員・オブザーバー会員 
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イノベーションネット会員 

中核的支援機関 産業支援機関 大学 地域金融機関 クラスター推進機関 

地域の活動を支えるソフト・インフラ整備・提供事業 

協 
定 

全国イノベーション 
推進機関ネットワーク 

全国地方銀行協会 
（会員：６４行） 

文部科学省 

経済産業省 

４）人材育成事業 

○コーディネータ連
携促進、人材育成
事業等 

５）国立研究所等 

シーズ移転事業 

 ○大学等保有特許

の中小企業向け解
説事業等 

２） 政府・関係機
関等の事業紹介 

○文科省、経産省、
農水省等の事業
紹介 

７）地域フォーラム
事業 

○地域独自の先
進的取組、ノウハ
ウ等共有化促進事
業 

産総研 

ＪＳＴ 

中小機構 

ＪＥＴＲＯ 

日本立地センター 

事業メニュー 
関連情報等 

個
別
事
業
等
の
実
施 

６）地域間連携等
促進事業 

○販路開拓、国際
展開、知財移転等
連携促進事業 

農林水産省 

農研機構 

１）情報ﾈｯﾄﾜｰｸ網 
の構築・運営事業 

○地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
情報ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ事
業 

競争的資金等活用による事業展開 

３）全国的ネット 

ワークとの連携 

○知的財産活用支援
ﾈｯﾄﾜｰｸとの連携 

○地銀協との連携 

全国ﾈｯﾄﾜｰｸを活用した基盤事業 

情
報
提
供
・仲
介
事
業 

８）ｲﾉﾍﾞﾈｯﾄ・ｱﾜｰ
ﾄﾞ表彰事業 

○地域産業支 

援プログラム表
彰事業 

知財総合支援窓口（特許庁） 
（窓口：４７都道府県） 

文部科学大臣賞 

推薦 

韓国ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ協議会 
（会員：１８テクノパーク） 

知財総合支援 
窓口機関 
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平成２４年度 全国イノベーション推進機関ネットワーク事業計画 

協力 

経済産業大臣賞 



２．医工連携分野に取り組む正会員 

正会員名 地域での取組み 正会員が行っている関連事業名 

公益財団法人函館地域産業振興財団 バイオテクノロジー 函館マリンバイオクラスター事業 

公益財団法人21あおもり産業総合支援 
センター 

医療健康福祉関連産業 医工等連携ライフイノベーション促進事業 

財団法人いわて産業振興センター 医療機器関連産業 医療機器関連産業参入促進事業 

株式会社インテリジェント・コスモス 
研究機構 

医療・福祉機器 
課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・ 
企業間の連携支援事業 

公益財団法人福島県産業振興センター 医療関連産業 ふくしま医療機器産業ハブ拠点形成事業 

株式会社つくば研究支援センター 
ライフ分野（がん治療技術、 
ロボット技術） 

4つの先導的プロジェクト 

公益財団法人千葉県産業振興センター バイオ・福祉・医療 ものづくり中小企業販路拡大支援事業 

財団法人千葉市産業振興財団 医療・福祉関連分野 医工連携創業支援事業 



正会員名 地域での取組み 正会員が行っている関連事業名 

一般社団法人首都圏産業活性化協会
（TAMA協会） 

医療・福祉関連産業 環境ものづくり推進事業 

公益財団法人川崎市産業振興財団 
福祉産業、ライフサイエンス 
産業 

産学連携推進事業 

公益財団法人浜松地域イノベーション 
推進機構 

健康・医療産業 中小企業成長基盤強化事業 

公益財団法人静岡県産業振興財団 医療・介護・健康関連産業 ファルマバレープロジェクト 

公益財団法人長野県テクノ財団 医療機器 新産業創出支援事業 

公益財団法人新潟市産業振興財団（新潟
IPC財団） 

食品・バイオ関連産業 事業高度化研究開発支援補助事業 

財団法人富山県新世紀産業機構 
医薬・バイオなどの健康関連 
産業 

とやま医薬工連携ネットワーク 

新商品・新事業創出公募事業 

財団法人岐阜県研究開発財団 健康・福祉関連産業 研究開発情報の発信及び産学官連携の推進 

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 医療・健康 医工連携ものづくりプロジェクト創出支援事業 

財団法人京都高度技術研究所 バイオ 
バイオ産業創出支援プロジェクト 

医工薬産学公連携支援事業 



正会員名 地域での取組み 正会員が行っている関連事業名 

一般財団法人関西情報センター 
ライフサイエンス分野や 
新エネルギー産業分野に関連 
する各種先端技術 

ビジネス・政策支援事業 

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 

バイオ、健康、福祉 

関西地域広域連携促進事業 

バイオビジネスマッチング事業 

共同開発促進支援事業 

バイオ関連技術産業化支援事業 

公益財団法人大阪産業振興機構 
先端技術産業（環境・ 
新エネルギー・バイオ） 

広域プロジェクト  

公益財団法人先端医療振興財団 
バイオ・ナノテク、医療・ 
医薬品研究 

大学、研究機関、医療機関、企業との連携による 
先端医療技術のICR推進 

公益財団法人鳥取県産業振興機構 健康・福祉サービス関連産業 とっとりバイオフロンティア管理運営事業 

公益財団法人岡山県産業振興財団 バイオ、医療･福祉・健康 
先端医療・福祉機器情報発信（緊急雇用事業） 

ライフイノベーション推進プロジェクト 

公益財団法人ちゅうごく産業創造 
センター 

医療機器 研究開発支援事業 

公益財団法人大分県産業創造機構 医療関連産業 医療関連産業研究開発事業 



正会員名 地域での取組み 正会員が行っている関連事業名 

九州地域バイオクラスター推進協議会 バイオテクノロジー 

ネットワーク構築 

新たな事業の創出支援 

産学官の連携・交流の促進 

財団法人かごしま産業支援センター 
健康・医療産業、バイオ関連 
産業 

中核的企業創出プログラム事業  

重点業種研究開発支援事業  

公益財団法人沖縄県産業振興公社 健康・医療関連産業 

おきなわ新産業創出投資事業 

おきなわ新産業創出研究開発支援事業  

OKINAWA型産業応援ファンド事業  

公益財団法人沖縄科学技術振興センター 健康・医療関連産業 共同研究の実施 



３．川崎市での成功事例 

 聖マリアンナ医科大学及びＭＰＯ社の医工連携活動 

聖マリアンナ医科大学のＴＬＯであるＭＰＯ（株）は、２００４年７月に設立され、
大学の有する知財や専門知識の事業化を推進している。 



平成22年度創造的産学連携体制整備事業（経済産業省） 

MPO社は、聖マリアンナ医科大学発のTLOとして、以下の事業戦略で
活動する。 
①ライフサイエンス関連の技術分野に特化し、医･薬学部等を有する
大学･TLOとの連携体制を強化･拡大する。 
②大学が持つ知的財産に付加価値を与えて市場に提供するための新規
ビジネスモデルを創出する。 
③海外の企業･TLOとも連携を拡大し、グローバル市場へ向けたビジ

ネスを企画･提案する。 



第１段階 

大学が有するシーズを活用した大学発ベンチャー育成 

 

代表者：代表取締役社長 兼研究開発本部長 山口 葉子 
設立年月日：２００６年４月６日 
資本金：７，２４５万円 
売   上：約１０億円 
経  緯：聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター先端医薬開発部門ＤＤＳ研究室の研究テーマの１つで 
      ある「皮膚再生のためのレチノイン酸ナノ粒子」が２００３年９月に科学技術振興機構（ＪＳＴ）のプレ 
         ベンチャー事業（リーダー：五十嵐 理慧、サブリーダー：山口 葉子）に採択されました。 
         その制度をもとに、ＭＰＯ社の支援を受け、に２００６年４月に株式会社ナノエッグが設立されました。 
                 株式会社ナノエッグは聖マリアンナ医科大学難病治療研究センターとの共同研究の体制を築いて 
                 おります。 
主要事業：１）医薬品事業 医薬品開発事業 
         ＤＤＳとしてのナノカプセル化（ナノエッグ）製剤の開発研究 
          ・レチノイン酸（ビタミンＡ活性体）及びレチノイドのカプセル化・・・シミ、皺、ニキビの治療薬 
          ・α－リポ酸（リポエッグ）・・・シミ、皺改善のための医薬品及び化粧品原料 
          ・その他低分子化合物経皮吸収のための皮膚用基材の開発研究 
          ・ナノキューブ等の皮膚塗付用基材 
       ２）機能性化粧品事業 
         ナノカプセル技術や皮膚科学技術を駆使した、機能性エイジングケア＊化粧品「マリアンナ」 
            及び「マリアンナプラス」の販売事業              ＊エイジングケア：年齢に応じたうるおいケア 

主要製品：「マリアンナ」 ナノキューブ エマルション、ナノキューブローション、ナノキューブクリーム 
受賞等：ＪＡＰＡＮ Ｖｅｎｔｕｒｅ Ａｗａｒｄｓ２０１２ 中小企業庁長官賞 
      ２００９年度 グッドデザイン賞 

 代表的事例：（株）ナノエッグ 



「マリアンナプラス『豊麗』」 



「マリアンナプラス『豊麗』」 

開発者 山口葉子 



調査票 

第２段階 

１．医局ニーズ調査 
 ＭＰＯ社が医局を回り、その場で医師、看護スタッフに簡単なアンケートを実施。その後、個別にヒアリング。 

調査結果 

医局のニーズと中小企業とのマッチング 



２．川崎市及び（公財）川崎市産業振興財団と連携し、医療現場のニーズを 
  地元モノづくり企業へ 

現場ニーズ 

モノづくり 
中小企業 

ＭＰＯ社 
聖マリアンナ

ＣＤ 

川崎市 
川崎財団 
ＣＤ 

連携 



【成功事例】 

２．川崎市及び（公財）川崎市産業振興財団と連携し、医療現場のニーズを 
  地元モノづくり企業へ 



３．モノづくり企業経営者・技術者と医療現場とのマッチング 

川崎市経済労働局の「かわさきライフサイエンスネットワーク事業」として実施 

・川崎市内の多くの企業に医療福祉分野のものづくりニーズを理解してもらうため、
2010年から聖マリを会場に大学、ＭＰＯ社と川崎市、財団の４者でセミナーを開催  
した。その際には、大学院先端研究施設、リハビリテーション部といった治療施設 
等の見学会も実施し、中小企業の理解を深める工夫をした。２０１０年は40人を 
想定していたが、８０人の応募があり、施設容量の関係で３０人は断る状況だった。 

 
・翌年からは、看護師を講師として企業と共同開発した成功事例を話してもらい、 
医療現場ニーズの理解を高めた。 

 
・２０１２年度実施のセミナーではＭＰＯ社および臨床工学技士から現場の工夫と 
ニーズの講演と医療機器管理室・血液浄化ユニットの見学を行った。 

 



３．モノづくり企業経営者・技術者と医療現場とのマッチング 



３．モノづくり企業経営者・技術者と医療現場とのマッチング 



第３段階 

ビジネスモデル作成を支援し、事業化を推進 

Step1

Step2

Step3

事業化の方向性検討

MPOへご相談MPOへご相談

ビジネスモデル
の検証

ビジネスモデル
の検証

・ニーズ・シーズの紹介
・ビジネスモデルの検討
・大学と企業の役割・負担
（ヒト・モノ・カネ）の相談

・助成金等の紹介

各種調査・計画を実施

・医療従事者との面談
・市場調査
・アライアンス先の調査
・特許調査
・研究計画作成
・助成金申請書の作成
・薬事コンサルティング

共同研究の実施

・試作品の作製
・試作品の評価
・仕様の策定
・販売計画・生産計
画の策定

共同研究共同研究

Step4

事業化の実施

・製造工程・
委託先の確定

・販売チャネルの
展開（直販・商社）

製造・販売製造・販売

※MPOでは有償で各種サービス
を行っております。

※ご相談は無料です。



〈 入 会 申 込 み ／ 問 い 合 わ せ 先  〉 

ご清聴ありがとうございました！ 

 

全国イノベーション推進機関ネットワーク 事務局 

 
 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-8-11東京YWCA会館8階 

 TEL: 03-3518-8973  FAX: 03-3518-8970 

ＵＲＬ  http://www.innovation-net.jp   E-mail: innova@jilc.or.jp 

http://www.innovation-net.jp/
http://www.innovation-net.jp/
http://www.innovation-net.jp/



