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中部TLOの
知的財産移転事業

実績紹介

西山幸廣先生（名古屋大学名誉教授）
の研究成果であるC-REV(旧称HF10)
の実用化に向けた臨床開発をタカラ
バイオ(株 )が進め、2019年3月
29日に再生医療等製品の製造販売
承認申請を完了いたしました。

本研究成果は、中部TLOが発足して
2年目の2002年に出願した特許で、
実に18年間の長期に渡り西山先生と
タカラバイオ（株）の不断の努力が
実を結んだものです。

世界に先駆けて開発された本治療法が、
がんと闘っておられる患者さんの福音
となり、一日も早く医療現場に届くこと
を願っております。
尚、本特許により得られる特許収入の
一部は、西山先生のご意向もあり中部
TLOを通して大学の若手研究者の育成
や次世代を期待できる研究への研究費
として提供する予定です。

(中部 TLO機関紙「CTLO TODAY2007」より抜粋 )

( タカラバイオ (株 ) アニュアルレポート2018より )

1. 2002年に特許出願 
2. 2015年に治験開始
3. 2016年のバイオジャパンにて、
遺伝子治療実用化のフロントランナー
の一つとして紹介される。
4. 2019年 3月製造販売承認申請

＜詳細な情報はタカラバイオ社サイト
の IR情報でご確認ください＞
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名古屋大学　大学院医学系研究科　ウイルス学
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 　がんに対する早期診断法、治療法はこの四半世紀の間に著しく
進歩し、多くのがんにおいて5年生存率は大きく改善された。が
んの基礎研究も進展し、多数のがん遺伝子、がん抑制遺伝子が発
見され、発がん機構についての理解も進んだ。しかし、先進国に
おける死亡原因の約三分の一は今なお、がんによって占められる。
したがって、新たな発想に基づく癌治療法の開発が必要とされる。
　近年、ウイルスの特性を利用して癌治療法を開発するための研
究が精力的に進められてきた。とくにウイルスの増殖能を保持さ
せた形で用いる方法は “Oncolytic Virotherapy”　として、様々
なウイルスを対象に研究・開発が行われ、現在では臨床試験が実
施されているものも少なくない。我々は、単純ヘルベスウイルス
1型由来の変異株HF10の抗腫癌性について研究を進め、このウ
イルスが “がんに対する治療薬” として優れた特性をもつことを
動物実験やヒトの再発性乳癌、頭頚部癌に対するトランスレーショ
ナル・リサーチにおいて明らかにしてきた。

　Gene therapy と組み合わせることで、HF10の抗腫
癌作用を増殖することも可能であり、今後の臨床試験の
結果に期待がかかる。
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場所/　名古屋大学ベンチャー
ビジネスラボラトリー3F
（ベンチャーホール）

日時/　7月8日　
　　　  13：30～17：00

主催/　〈公財）名古屋産業科学
研究所（中部TLO）
協力機関/　名古屋商工会議所
協賛/　シミック株式会社

本イベントは、当財団が経済産業省
より受けた、令和元年度中小企業
知的財産活動支援事業　[モノ語り
プロジェクト（第二章）：産学連携
支援機関が主導する中小企業の知財
を起点とした新規産業分野参入支援
のシナリオ作り]　の支援を受けて、
名古屋商工会議所と連携し開催した
ものです。

中部TLO主催の
知的財産移転促進
セミナー開催のご紹介

「ヘルスケア・医療
機器業界新規参入支援
セミナー（第1回）」

 ＜講演1＞
講師/　株式会社五合　代表取締役社長
　　　　　　　　　　小川　宏二氏

知財を有効に使い分け、自社の強みを作り
ながら第一線で活躍されている小川社長が、
事業のための知財戦略をご自身の経験を交
えて紹介頂きました。
　

＜講演2＞
講師/　シミック株式支社　医療コンサル
ティング部　　　　　　白銀　秀樹氏

最大手の医療機器・製薬の開発受託機関
シミック㈱の医療機器コンサルタントより、
医療機器業界への参入にあたり気を付ける
ポイントを大変丁寧にレクチャして頂きま
した。

冒頭の開催挨拶では、羽田野
中部TLO事業部長から、本
事業の趣旨説明と参加各社から
の積極的な参入に関する相談等
に期待を寄せる旨のコメントが
ありました。

↓㈱五合の小川社長

↓シミック㈱の白銀氏



研究部より

当財団の定期研究広報事業
として、6月28日に名古屋
大学内ＶＢＬ棟セミナールーム
にて開催しました。

●テーマ
　　「激甚化する豪雨・洪水に
　備える治水・水防災」

●講師
　辻本 哲郎　上席研究員
　

●参加者　　22名
　　　　　　（学生含む）

第36回
「産業科学フォーラム」
を開催しました

当財団の研究事業は、毎年度初に
前年度の研究活動を総括して当財団
WEBサイトで公開しています

是非ご閲覧ください

2018年（H30）
「研究年報」を発刊
しました

＜レポート＞
 　地球の温暖化に伴い、豪雨・洪水災害が続発している昨今、大規模自然災害に対して
ハード整備だけではなくソフト対応を含めた防災への意識改革が必要であることから、今回は水防災
システムの技術展開や学の役割について、辻本上席研究員に講義頂き、その後参加者とスーパー台風
の高潮による浸水被害の想定やスムースな避難への課題等の討論がなされました。

↓東海豪雨等の被害紹介スライド

↓辻本先生の講義シーン ↓参加者との討論シーン

詳細はこちら

http://www.nisri.jp/dor/
report/2018/index.html



CHCより

第1日 /　　6月 15日　
　　　　　（開講式含む）
オプション講座 /　6月 16日
会場 /　名古屋商工会議所ビル
　　　　　３階会議室

第2日　　6月 22日　
会場 /名古屋商工会議所ビル
　　　　　３階会議室

受講者 /　20名

主催 /　愛知県、当財団

　本年度も6月 15日の開講式
を皮切りに、11月までの期間で
延べ12回に渡る塾活動を開始
しました。

2019年度
「あいち環境塾」　
を開講しました

< 詳細な活動レポートの公開もしています >
本年度も毎回の塾活動を、当財団WEBのあいち環境塾サイトで「活動レポート」と題し、塾生の
生の声と写真でご紹介しています。　→　https://www.nisri.jp/chc/gathering.html

「MOT（技術経営）
セミナー2019」
＜基礎コース＞
を開講しました
第1日　7/10　10:00 ～ 17:00 
タイトル /
　「技術者・経営者のための最新MOT
　（技術経営）の考え方」

（公財）科学技術交流財団・
（公財） 名古屋産業振興公社との
3機関共催

会場 /
名古屋商工会議所ビル5階D会議室

受講者数 /　55名（第 1日）
申込み数 /　58名

第 1日講師 /
㈱テクノ・インテグレーション　
代表　　出川　通氏

↓初回オリエンテーションの様子
↓開講式での宮本塾長挨拶
　（当時の愛知県副知事）

↓グループ活動の様子↓九里教授のファシリテーション講座

↓第2回基礎講座の田中教授

　本年度の「基礎コース」は、7/10、7/31、
8/22の全 3回セミナーとして、前年度受講者
アンケートを反映し、評価の高い講義をセレクト
しました。（全4テーマ）

　近年、各企業様が新規事業開拓に注力される傾向
を反映してか、過去最高の応募数となり、会場は
ほぼ満席状態でした。

　第1日めは、新規事業を成功させる基礎と実践の
方法論と事例紹介を含めてのMOT概要講義で
した。

↓初回講師の出川氏



財団事務局より

理事12名（理事長、専務理事、常務理事含む）と監事2名の出席で開催され、
平成30年度の事業報告並びに財務諸表等を審議され、これを了承されました。

↓新理事挨拶［左 :戸塚氏(中電 )･右 :中島氏 (リンナイ)］

↓議事進行役の内田氏（名商） ↓小野木専務理事より事業報告

評議員7名と理事長、専務理事、常務理事及び監事2名の出席で開催され、
平成30年度の事業報告並びに財務諸表等を審議され、これを了承されました。

↓議事進行の内藤理事長［中央］

●2019 年 5月 31日に、当財団の
通常理事会を名古屋商工会議所ビル
内会議室にて開催しました。

2019年度通常理事会
を開催しました

●2019 年 6月 20日に、当財団の
定時評議員会を名古屋商工会議所ビル
内会議室にて開催しました。

2019年度定時評議員
会を開催しました



内容

財団外情報   （連携大学・行政・他機関発信のオススメ情報）
★このページでは、当財団外（地域大学・行政機関・他財団等）からの既発信情報から、独自にセレクトしてご案内い
たします。各企業様に有益となれば幸いです。（扱い数は不定となりますことあらかじめご了承願います）

行政/大学情報

内容

詳細はこちら

http://www.jpaa-tokai.jp/activities/seminar/index.html

今号は他機関情報をご紹介
します

「知的財産経営サロン」

主催 /
愛知県、名古屋商工会議所、
日本弁理士会東海会

募集案内について

本年は
第 1 回 （7 月 18 日）から
第 7 回 （2020 年 2 月 20
日）まで毎月開催があり、
講義と相談、勉強会形式の
場です

参加費 /　無料
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