
福岡バイオコミュニティ

地域バイオコミュニティ（令和3年6⽉認定）

令和4年7月

福岡バイオコミュニティ推進会議

（活動報告︓令和3年6⽉〜令和4年6⽉）



新たなネットワーク機関の構築による推進体制の強化
【実施状況・現状分析】
スタートアップ企業をはじめ、バイオ関連企業の増加、企業の成⻑を実現するた
め、コミュニティの中核となるネットワーク機関の⾒直しを⾏い、体制強化に向けた
取り組みに着⼿。
 新たな推進組織の設⽴
・令和3年度中、新組織体制について協議
・令和４年６⽉、企画運営委員会を開催し会⻑を含めた組織を⼤幅に⾒直
した新体制設⽴を決定。
・会員数668会員(前組織から継承)→700会員。⾷品関連企業増加中。
 ベンチャー育成
・インキュベーション施設、専⾨⼈材によるベンチャー⽀援
・⼤学シーズからベンチャー起業を⽀援し、6社起業。
 異分野融合、地域間連携
・グローバルバイオコミュニティ、他地域バイオコミュニティとの意⾒交換実施。
具体的な連携内容、⽅法についての調整が必要。
・令和4年5⽉、インキュベーション施設のオープンスペースをオープンイノベーショ
ン促進の場としてリニューアル。

 情報発信強化
・広報の専⾨家を招聘し、効果的な情報発信⽅策について検討。
ブランド⼒を⾼めるため、戦略的な広報活動が必要。

 情報⼀元化
・関係機関がそれぞれに管理する情報を整理。
 ⼈材育成・⼈材確保
・⼈材確保の課題に関する戦略的取組みについて検討。
実施可能な⽀援策とあわせて企業側採⽤⼒の向上が必要。
・講習会、講演会等によるバイオ⼈材育成（開催10回、延302名参加）
 専⾨⼈材配置
・企業の成⻑ステージ、事業内容に応じた⽀援が可能となるよう、様々な専⾨
⼈材(アドバイザー)を設置。

【今後の取組⽅針】

 令和４年７⽉、新組織である「福岡バイオコミュニティ推進会議」
の設⽴総会を開催。研究開発⽀援に加え、資⾦調達、⼈材確保、情
報発信などの分野に強くコミットできる組織、⼈材を推進会議に取
り込む。
分科会を設置し、マスタープランに即した個々の取り組みを加速さ
せる。

 起業から事業化まで切れ⽬のないベンチャー⽀援に取組みスタート
アップ企業の増加を図る。

 グローバルバイオコミュニティ、他地域バイオコミュニティとの具体的な連携につい
て、担当者会議等を実施し、検討する。
オープンスペースで企業交流イベントやセミナーを実施することにより、企業間の
交流を深め、オープンイノベーションを促進する。

 ホームページのリニューアルを実施し、福岡バイオコミュニティの魅⼒発信や企
業情報発信などに取り組む。引き続き、専⾨家を交え、効果的なプロモーショ
ンなど、域外の企業・投資家等に向けた情報発信の在り⽅を検討する。

 将来的なビッグデータとしての活⽤を⾒据え関係機関が有する情報の整理統
合を進める。

 ⼈材確保に関する相談窓⼝を設置。⼈材採⽤⼿法等についてアドバイスを
⾏う。

 コミュニティの成⻑を推進する各分野における専⾨⼈材(アドバイザー)配置を
進める。

主な活動実績（令和3年6月～令和4年6月）と今後の方向性①
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対象市場領域の拡⼤のための研究開発、実証事業等の推進
【実施状況・現状分析】
対象とする市場規模の拡⼤を⽬指し、研究開発や実証事業等の⽀援を実施。
 機能性表⽰⾷品等開発⽀援事業（市場領域③⑤）
・年間を通じて、機能性表⽰⾷品届出に向けた研究会をはじめ、届出相談、
⽬利き調査から届出資料のチェックまでの⽀援を実施。
（機能性表⽰⾷品︓14件の届出受理）
・地場産の農作物の⾼付加価値化、ブランディングのための研究会を実施。
 リーディングプロジェクト
・対象とする市場領域の拡⼤及び地域の活性化を図るため、コミュニティの中
核を担い、コミュニティ内における波及効果が⾒込まれる企業や事業の研究
開発・実証の加速に向けた⽀援を実施。
令和3年度内容 機能性表⽰⾷品（市場領域③、⑤）︓3テーマ
全17テーマ 創薬・再⽣医療関連（市場領域⑥）︓13テーマ

バイオ⽣産システム（市場領域⑦） ︓1テーマ
 プラットフォーム事業
・オーファンドラッグプラットフォーム
医療上必要性が⾼いオーファンドラッグのリーディングカンパニーの育成を⽬指
し、オーファンドラッグの開発から、指定までのプロセスを⽀援する基盤を構築。

【今後の取組⽅針】

 地元農業の持続可能性確保のため、地場産農作物の⾼付加価値化に向
けた、機能性表⽰⾷品届出⽀援等は継続して実施。
製品開発後の販売促進に向け、ブランディング検討や海外需要の獲得による
輸出拡⼤等に向けた情報発信の強化を図る。

 引き続き、対象とする市場領域の拡⼤及び地域の活性化を図るため、コミュ
ニティの中核を担い、コミュニティ内における波及効果が⾒込まれる企業や事
業の研究開発・実証の加速に向けた⽀援を実施する。
令和4年度テーマ︓全19テーマ

 新たなプラットフォーム形成事業として、「ゲノム編集産業化プラットフォーム」を
構築。⽣物機能(微⽣物や植物細胞など）を、ゲノム編集等で改変し、新た
な材料の開発や⽣産量の増量といったバイオ技術を活⽤したものづくりの基盤
を形成する。

国内外から投資を呼び込む環境の整備
【実施状況・現状分析】
バイオエコシステムを実現するための資⾦調達環境の構築を実施。
 ローカルアクセラレータープログラム構築
・令和4年4⽉、⼤学やベンチャー企業のシーズの社会実装を⽀援する福岡バ
イオコミュニティ・アクセラレーションプログラムを始動。
 地域連携マッチングイベント開催
・令和4年5⽉、つくば・柏 ×久留⽶ライフサイエンスベンチャーMeetUpを共催
（福岡バイコミュニティから３社登壇）
 企業情報発信
・専⾨家を招聘し企業情報の発信・プロモーション⽅法等、今後の⽅針を検討。

【今後の取組⽅針】

 アクセラレーションプログラムを活⽤して起業から資⾦調達まで伴⾛⽀援を⾏
い⼤学やベンチャー企業の有望なシーズの早期事業化を推進する。

 地域ベンチャー企業の資⾦調達や企業交流に繋がるマッチングイベントの開
催に向け他団体との連携を推進する。

 福岡バイオコミュニティウェブサイトのリニューアル後、地域バイオコミュニティとして
のプロモーションと併せて、域内企業の情報発信に取り組む。

主な活動実績（令和3年6月～令和4年6月）と今後の方向性②
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産業基盤

⽀援基盤

研究開発基盤 投資（⾦融）基盤

福岡バイオコミュニティ推進会議
－ ネットワーク機関 －

参考資料①：福岡バイオコミュニティのVision



バイオクラスターの確立

福岡県バイオ産業拠点推進会議

福岡バイオバレープロジェクト

 新規バイオベンチャー、リードベンチャー企業の創出
 バイオ企業・研究機関の誘致・集積
 産学官研究開発プロジェクトの実施

プロジェクトの支援 対象産業分野

研究開発⽀援

ベンチャー育成

事業化⽀援

専⾨⼈材の配置

連携・交流

インフラ整備

医薬品
診断薬

治験サービス

【創薬】

DNA・プロテインチップ
試薬

計測技術

【バイオツール】

機能性表⽰⾷品
特定保健⽤⾷品
栄養機能⾷品

【機能性⾷品】

バイオエタノール
バイオマス

【環境バイオ】

バイオベンチャー企
業
地域バイオ関連産業

産 福岡県、久留⽶市
九州経済産業局
他

官
九州⼤学、久留⽶⼤学、
九州⼯業⼤学、福岡⼤
学、産業医科⼤学

学

連携

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進

バイオコミュニティの確立

福岡バイオコミュニティ推進会議

企業、ベンチャー、
企業農事組合法⼈、
病院 等

産 福岡県、久留⽶市
九州経済産業局 他官

九州⼤学、久留⽶⼤
学、福岡⼤学、産業
医科⼤学 他

学 銀⾏、投資ファンド
など⾦

連携

福岡バイオバレープロジェクト

 バイオ関連企業集積・成⻑、市場拡⼤、雇⽤機会の確保
 スマートセル実⽤化による脱炭素、持続可能な⽣産
 創薬、機能性表⽰⾷品実⽤化による健康⻑寿、⽣育
 社会課題の解決⽅法としてバイオファースト発想の向上

ネットワーク機関の充実

研究開発・実証事業等

ベンチャー育成

異分野融合、地域間連携

⼈材育成・⼈材確保

投資環境等整備

機能性⾷品を活⽤した⼀次⽣産の持続
可能性確保

【持続的⼀次⽣産システム】

機能性⾷品プラットフォーム活⽤事業

【⽣活習慣改善ヘルスケア、機能性⾷品、
デンタルヘルス】

地域バイオ医薬拠点化事業
新興感染症治療薬等開発ｺﾝｿｰｼｱﾑ構築

【バイオ医薬品・再⽣医療、細胞治療、
遺伝⼦治療関連産業】

醸造産業における機能性材料事業

【バイオ⽣産システム】

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進

情報発信

ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝの構築・強化

参考資料②：福岡バイオコミュニティ推進会議

連携

具体的⽅策 対象とする市場領域
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参考資料③：オーファンドラッグプラットフォーム

厚⽣労働省／AMED／PMDA

製薬企業
原材料製造企業
検査・診断企業
その他関連企業

オーファンドラッグ開発基盤

国内ベンチャー／中⼩企業

医学部⼩児科

久留⽶⼤学

臨床研究
センター

動物実験
施設

九州⼤学
福岡⼤学

九州産業医科⼤学
その他 病院連携

国内シーズ

IPO

ベンチャーキャピタル

・医療上必要性が⾼い希少疾病医薬品研究開発による
リーディングカンパ⼆ーの育成

・オーファンドラッグの指定までのプロセスを⽀援
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参考資料④：ゲノム編集産業化プラットフォーム

業務委託

事業運営

KRP

国内ゲノム編集技術

九州⼤学

⼤企業

共同研究費
研究委託費

ゲノム編集産業化基盤
（オープンラボ活⽤）

新材料開発
（化粧品・アルコール・燃料など）

バイオベンチャー
地域中⼩企業

共同研究費
研究委託費

研究機関 ⽀援

・⽣物機能を利⽤した新材料の⽣産性の向上
・⾰新的な素材や燃料など異分野事業者との共同開発の推進
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参考資料⑤：福岡バイオコミュニティ・アクセラレーションプログラム

福岡県内の⼤学/研究機関や企業においてライフサイエンス分野での研究成果の社会
実装を⽬指している⽅や、これから社会実装を検討される⽅に向け、以下のプログラ
ムを提供します。

社会実装の
教育プログラム

研究成果やビジネス
プランのレビュー ピッチコンテスト

o研究者やスタートアップ/ベン
チャー、更に社会実装/知財
関連部⾨に向けた講義やセミ
ナーの提供（原則、ビデオ・オ
ンデマンド形式）

o専⾨家による研究成果/ビ
ジネスプランのレビュー。技術
⾯の評価に加え、ビジネスプ
ランのアドバイスを提供（随
時開催）

o 社会実装を⽬指す研究者やス
タートアップ/ベンチャーによる研
究成果/ビジネスプランのプレゼ
ンテーション（2023年Q1の開
催を予定）

この他、ネットワークを活⽤した、ベンチャーキャピタルや製薬企業等へのアクセス⽀援

“スタートアップの流れを理解” “ビジネスプランをブラッシュアップ” “投資家に向けビジネスプランをアピール”

有望な技術シーズの早期の社会実装を⽀援


