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医療関連業界における産学連携の特殊性−１

何が特殊なのか、（私見）
業界全体が、医師・医学研究者（病院、医学研究機関、医学
部）を頂点として、階層化している
医療倫理の確立と共に、各機関、企業に倫理委員会が設
けられ組織としての倫理問題の明確化は行われている
各機関には、治験委員会もあるが産学連携として組織化
されていない

臨床例収集、臨床サンプル入手、臨床介入試験、全
てが医療行為であり、患者の協力と医師の意志が重要
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医療関連業界における産学連携の特殊性−２

何が特殊なのか、（私見）
業界全体が、医師・医学研究者（病院、医学研究機関、医学
部）を頂点として、階層化している
学会での権威、業界・疾患分野でのシェア、個人的なつ
ながりが優先する

地域的な結びつきは希薄である
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医療関連業界における産学連携の特殊性−３

何が特殊なのか、（私見）
厚生労働省、医薬品医療機器総合機構の許認可
承認を受けるためには、膨大なデータ収集と書類作成、
それに伴う時間とそれを支えるための資金が必要である
確実に実用化するためには、学会との協調が重要
狭い地域を限定した産学連携は成り立ちにくい

日本全体、世界展開が前提になる
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産学の新しい試み

技術研究組合
　東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合
ＡＫプロジェクト

　アステラス製薬、京都大学

医歯工連携、歯工連携
　北九州市、九州歯科大学、産業医科大学、九州工業大学、
北九州市立大学
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2位：ニューヨーク（1兆1330億ドル）-米国

3位：ロサンゼルス（6390億ドル）- 米国

4位：シカゴ（4610億ドル）- 米国

5位：パリ（4600億ドル）- フランス

6位：ロンドン（4520億ドル）- 英国

7位：大阪（3410億ドル）-日本

8位：フィラデルフィア（3120億ドル）-米国

9位：ワシントンDC（2990億ドル）-米国

10位：ボストン（2900億ドル）-米国

1位：東京（1兆1910億ドル）-日本

世界の裕福な都市TOP	  10	  GDP

福岡県

14年10月7日火曜日



東京都の医療基盤
東京都医学総合研究所、首都大学東京、東京都健康長寿医療センター、および東京都立・公社病院の
7,800床が、ほぼ都内の中心30km範囲内に位置する
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産官学医連携

技術研究組合
平成２１年に改正。大企業、中小ベチャー企業、大学・公的研究機関等により幅広く活用されることが期待されている。

産業活動において利用される技術に関して、
①組合員が自らのために共同研究を行う相互扶助組織（経産大臣認可の非営利共益法人）
②各組合員は、研究者、研究費、設備等を出しあって共同研究を行い、その成果を共同管理、 
    組合員相互で活用。
③企業からの賦課金で運営。　

東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合
Tokyo	  Biomarker	  Innova,on	  Research	  Associa,on(TOBIRA: とびら）

14年10月7日火曜日



TOBIRA事業の流れ
とびらの役割は新しいシーズをもとに開発研究を行い、企業による迅速な臨床試験、製品の早期上市に
貢献することである。（臨床試験まで）
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プロジェクト②

試験研究

倫理・利益相反・
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薬事申請

研究所
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バイオマーカー

新規診断法

測定機器

シ
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評
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外部評価
委員会

評価委託

迅速試験研究体制
委
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費

病院連携
都立・公社病院

東京都健康長寿医療センター
など分野別先端医療病院

プロジェクト編成

とびら

経済産業省
認可・指導 補助金申請（NEDO等）

プロジェクト③

企業組合員アカデミア組合員

企業組合員アカデミア組合員

企業組合員アカデミア組合員

臨床試験

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ①　次世代高速遺伝子増幅装置（RT-PCR）,開発

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ②　画像診断のための超高速カメラの改良と診断ソフトウェアの開発
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産官学医連携

　東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合設立（2011）

東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合
Tokyo Biomarker Innovation Research Association (TOBIRA:）

先進医療都市「東京」の実現による高度医療を目指す

東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合
Tokyo	  Biomarker	  Innova,on	  Research	  Associa,on	  (TOBIRA: とびら）

三浦工業株式会社 積水化学工業株式会社

14年10月7日火曜日



TOBIRA事業

TOBIRAプロジェクト
バイオマーカー実用化に関するプロジェクト
のマネジメントと独自の試験研究推進

試験研究受託（公的資金）TOBIRA研究フォーラム
研究交流を通じた最先端研究
の還元

TOBIRA研究助成
有用バイオマーカーシーズの発掘と若手研

究者支援 ・他企業との連携促進
・病院連携によるトランスレー
　　ショナルリサーチの支援　等

TOBIRA

大学・公的機関・財団、病院等
共同研究の実施委託、再委託

企業組合員アカデミア組合員

賦課金知財・機器・
場所等の提供

イノベーション推進事業

イノベーション支援事業

事業者・パブリックとの連携

TOBIRA パートナーズ
（2013年6月設立）

協賛法人会員

一般会員

マネージメントサポート

・ 研究部会の設置
・ 講演会・メーリングリスト等による情報共有
・ 企業視点からの産官学連携の立ち上げ
・ 研究成果のビジネス機会の提供
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・マウス・ウサギ抗体作製 
・特異性 
・高親和性　(＞KD=10-10) 

・倫理委員会 
・治験委員会 
・利益相反委員会 
・臨床プロトコール作製 

・基礎評価 
・動物実験 
・小規模臨床研究 
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主力事業と今後の展望

  第7期～（2017年～）  第4～6期（2014年～）第1～3期  (2011年～)

組織確立
フェーズ 大規模プロジェクト

フェーズ 創薬支援
ベンチャー化
フェーズ

確実性のある診断機器
の開発・上市を目指しな
がら、組織の確立を進
める 次世代医療に貢献でき

る大規模プロジェクトを
進める

創薬支援やバイオベンチャーの起業化等
への幅広い活動を行う。組合の企業化も
検討

東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合
Tokyo	  Biomarker	  Innova,on	  Research	  Associa,on(TOBIRA: とびら）

14年10月7日火曜日
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診断薬・機器開発

TOBIRAの体外診断薬・機器の開発状況

対象疾患 2011 2012 2013 2014
高病原性インフルエンザ
①高感度イムノクロマト機器

　　　季節性A/B型イムノ

　　　H5型（2種類）イムノ
②高速遺伝子増幅装置
　　　（第二世代）
がん
膀胱癌早期診断キット
子宮頸癌ワクチン効果判定

その他

筋萎縮リハビリの効果判定
遺伝病（Fabry病）

研究開発 臨床試験

申請

研究開発

性能評価

申請

研究開発 臨床試験

薬事申請

薬事申請中

研究開発

臨床研究＆試験

申請

研究開発

研究開発 臨床研究

研究開発 臨床研究 臨床試験 申請

臨床試験

臨床研究＆試験研究開発

東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合
Tokyo	  Biomarker	  Innova,on	  Research	  Associa,on(TOBIRA: とびら）

14年10月7日火曜日



東京から関東、関東から日本、日本から世界へ

東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合
Tokyo	  Biomarker	  Innova,on	  Research	  Associa,on(TOBIRA: とびら）

14年10月7日火曜日



           　　　　TOBIRA活動展開：  
        トビラ・バイオテクノロジー・パートナーズ設立（2013）                            

平成２７年２月２日
ソラシティー
（御茶ノ水）

14年10月7日火曜日



第２回ＴＯＢＩＲＡ研究助成最優秀賞

東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合
Tokyo	  Biomarker	  Innova,on	  Research	  Associa,on(TOBIRA: とびら）

羊土社：「実験医学」掲載記事抜粋
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予防医学

次世代の診断

　　　　　TOBIRAの最終目標

東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合
Tokyo	  Biomarker	  Innova,on	  Research	  Associa,on(TOBIRA: とびら）

先進医療都市「東京」の実現：2020年までに高度医療体制構築を目指す

適切な治療

次世代の診断
予防医学の推進

14年10月7日火曜日


