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• 民間のノウハウ
ネットワークの活用

• 大阪大学等の
公的研究機関との
連携促進

• 総合的な
インキュベーション支援

北大阪バイオクラスターの中核を担うリサーチパーク
「彩都ライフサイエンスパーク」

• 医薬基盤・健康・栄養研究所
• ペプチド研究所
• エムジーファーマ
• 八洲薬品
• 日本食品分析センター
• 彩都友紘会病院
• トーヨーポリマー
• 大阪保険医療大学
• 日本生命データセンター
• 日本品質保証機構
• 日本赤十字社
• ジーンデザイン
• クマリフト
• アース環境サービス
• 富士フイルム富山化学
• 彩都バイオインキュベータ
• 彩都バイオヒルズセンター
• 彩都バイオイノベーション

センター

彩都ライフサイエンスパーク 彩都バイオインキュベーション施設

• 情報交流、人的交流、
研究交流

• 研究開発活動の
利便性の向上

• 会員の福利厚生

彩都周辺の主な大学・研究機関など
大阪大学吹田キャンパス・大阪大学医学部付属病院・国立循環器病研究センター・産業技術総合研究所関西センター・理化学研究所



彩都バイオインキュベーション施設は、
公（中小機構・大阪府・茨木市）と民間との共同事業

現在、上記の3施設には、創薬・再生医療・試薬や検査・診断・解析機器、機能性素材などの
研究開発を行っている企業が、約30数社入居しています。

整 備 ：八洲薬品㈱
(＊大阪府認定)

彩都
バイオインキュベータ

彩都
バイオイノベーションセンター

彩都
バイオヒルズセンター

事業要請者：大阪府と茨木市
整 備 ：中小企業基盤整備機構

公設民営方式 民設公認方式
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彩都バイオインキュベーション施設は、
高機能レンタルラボ

彩都バイオ
インキュベータ

彩都バイオ
ヒルズセンター

彩都バイオ
イノベーションセンター

部屋サイズ 1～3階
（66.25㎡×29室、
137.5㎡×2室、
106.5㎡×1室 計32室）
4階は2フロア貸

69.2～76.4㎡ ×10室 1～3階
（68.56～70.95㎡×18室）
4階は1フロア貸

給排水 給水：天井バルブ止め、排水：内壁にキャップ止め

床・壁・天井 耐薬性長尺ビニル床シート、ケイカル板+水生反応軟化性アクリル樹脂塗装

空調 パッケージエアコン2基 ・ 全熱交換器1基 （標準仕様）

賃料他
月額3,000円/㎡（共益費500円・消費税別）、敷金３ヶ月。
賃料補助・設備補助有。
電気代、水道代は使用量に応じて請求。ガス、電話、通信などは個別契約。

その他
事業系一般廃棄物は施設。
産業廃棄物（医療用廃棄物・有機溶媒等を含む）は入居者が業者と契約。

 機能/仕様

 遺伝子組換え実験はP2レベル対応の施設

 病原体等微生物取り扱いはクラス２まで

 小動物（マウス・ラット）の飼育と実験が可能

 行政との環境協定、安全委員会を

施設で運営して入居企業の負担を軽減

 ベンチャーの育成・支援プログラムを用意

 入居企業には、地元行政による

5年間の公的支援制度



＊利用条件有り

＊最大５年間

◆茨木市に本社あり

１㎡当たり1,250円

（年間上限150万円）

◆茨木市に本社なし

１㎡当たり1,000円

（年間上限120万円）

＊最大５年間

◆研究設備経費の1/2

（年間上限100万円）

◆無料

・超純水製造装置

・遠心分離機

・オートクレーブ

・製氷機

◆実費負担

・大型プリンター

・１ケージ

日額760円（税別）

・餌代・飼育管理費込

・SPFマウス、ラットのみ

・P1Aまで、対応可

彩都バイオインキュベーション施設は、
様々な支援でコスト削減が可能

賃料補助
（茨木市）

設備費補助
（大阪府）

共同機器室
完備

共同利用
動物舎



彩都ヒルズクラブ
～北大阪バイオクラスターの形成に貢献～

http://www.saitohills.com/

【2006．6設立】
主な活動内容

①情報交流、人的交流、研究交流の促進
②研究、開発活動の利便性向上
③インキュベーション支援
④福利厚生への貢献
⑤地域社会の啓蒙と他のクラスターとの交流など

相 談 役 山西弘一（医薬基盤研究所前理事長）

後 援 中小企業基盤整備機構、近畿ﾊﾞｲｵｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ振興会議
助言機関 近畿経済産業局、大阪府、茨木市

 彩都バイオサイエンスセミナーの開催、彩都ヒルズクラブ通信などによ
る情報提供、ソフトボール、テニスコート・フットサルなどによる交流、納
涼親睦交流会、健康診断、賀詞交歓会などの人的交流や情報交換、
研究交流の促進を図るために設立。

 ネットワーク交流組織とエリアマネジメントには、ハード（施設）だけでは
なく、ソフト（“血が通うような仕組み”ネットワーク）が必要不可欠！！
彩都は、民間が官と緊密に連携して、その機能を発揮！！

氏　　名 主な役職

米田　悦啓 医薬基盤・健康・栄養研究所　理事長

金田　安史 大阪大学　理事・副学長

森下　竜一 大阪大学大学院　医学系研究科　教授

アース環境サービス
専務執行役員　彩都総合研究所長

駒村　純一 森下仁丹　特別顧問

ジュネジャ・

　レカ・ラジュ

廣岡　祥弘 八洲薬品　代表取締役

吉田　員則 日本食品分析センター理事　研究所長

中森　亘 北浜法律事務所　パートナー弁護士

大阪大学 共創機構 産学共創・渉外本部
 副本部長 渉外部門長 教授

正城　敏博

勝藤　良輔

エムジーファーマ　代表取締役社長

谷　正之 バイオ・サイト・キャピタル　代表取締役



Confidential

MEA（微小平面電極アレイ）による多点細胞外電位計測を活用した

創薬スクリーニング技術

アルファメッドサイエンティフィック株式会社



Confidential

MEAとは ？

細胞外（フィールド）電位を多点で長期間計測できる電気生理用計測デバイス

MED64 system Basic

MED Probe

特長
1. 難しい電気生理実験を簡単に
2. 多点計測でネットワーク解析
3. 非侵襲で長期間計測が可能



Confidential

沿革 と 現在の会社概要

1996 松下電器産業（株）(現パナソニック株式会社）の研究所でMED64システムの原型を開発
1997 研究所で、MED64システムのテストマーケティング開始
1998 オーディオ事業部で事業化
2002 社内ベンチャー制度でアルファメッドサイエンス（株）を設立、オーディオ事業部から事業を移転

2009 松下電器産業（株）でアルファメッドサイエンス（株） の会社清算が決定される
アルファメッドサイエンテフィック（株）を設立、MED64システムの事業譲渡を受け、彩都バイオインキュベータに入居

2010 現行MED64システム発売
2016 株式会社SCREENホールディングスのグループ会社となる
2017 384ch MEAシステム MED64 Presto発売

Panasonic製MED64システム

MED64 Presto

24Well Plate

【会社概要】

設立 ： 2009年9月18日

所在地 ： 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目7-15

彩都バイオインキュベータ209号室

資本金 ： 7百万円

従業員数 ： 6名

年商 ： 約2億円



Confidential

当社はハードウエアのメーカー

彩都バイオインキュベータでの開発の中心は、
ユーザーとのコラボレーションによるアプリケーション開発

今、最も力を入れているのが、
ヒトiPS細胞を用いた創薬スクリーニング

しかしながら

そして
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ヒトiPS細胞を活用した創薬スクリーニング

MED64 Presto
及び MED64

計測プラットホーム

心毒性評価

神経毒性評価 神経薬効評価

危険化学物質
神経毒性評価

感覚神経細胞に
よる副作用評価



Confidential

心毒性評価
FPD (field potential duration) の化合物応答評価

TdP (Torsades de Pointes) のリスク因子であるQT間隔延長を、ヒトiPS細胞を使用したMEA計測によるFPD延長で評価する

CDI社iCell2 心筋細胞のE4031に対するFPD延長の事例

FPD 延長

EAD

本評価法は、オールジャパン体制で評価法の検証が行われてきた
2014年度JiCSA (Japan iPS Cardiac Safety Assessment) が発足、JiCSA 60化合物を設定してデータ計測を実施
結果、TdPリスクの臨床リスクカテゴリーとの一致率は、80%以上を示し、本評価方法の有用性が確認された

0nM 1nM 3nM 10nM
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神経毒性評価（１）

臨床試験で毒性が判明するのが、中枢神経系が 34% で最も高い

 非臨床試験での中枢神経系の有効な毒性評価が確立されていない
 iPS細胞の出現により、この非臨床試験でのIn-Vitro試験での毒性評価に期待されている
 2017年HESI Neu ToxチームでMEAによるデータ取得がスタート、12化合物を選定、各参加者からデータ収集

（ラット細胞のデータが中心）したが、現在解析に行き詰まった状態
 2017年日本製薬工業会のタスクフォースCSAHi (Consortium for Safety Assessment using Human iPS cells)

神経チームでもiPS神経細胞を使ったMEA（MED64)データの取得が4施設で実施されたが、施設間でデータが大
きくばらついた

 しかしながら、HESI 12化合物、及びCSAHiデータ東北工業大学鈴木准教授が独自の解析方法を見出し、有効な
解析結果を導き出すことに成功した



Confidential

神経毒性評価（２）

2.5sec
神経細胞フィールドポテンシャル波形
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神経毒性評価（３）

Spike イベント解析
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神経毒性評価（4）

作用分類 Dendrogram
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iPS感覚神経細胞（１）
刺激物応答



Confidential

iPS感覚神経細胞（２）
抗がん剤冷感作用



Confidential

 MEA計測システムで、今後最も期待されるのが、iPS神経細胞を使用した神経薬効評価の分野である

 中枢神経系医薬品は、薬効予測が困難で、臨床テストで覆るケースが極めて高く、中枢系医薬品開発の遅れを招いている
 これは、前臨床開発段階において、リード化合物の神経ネットワークに対する作用機序が評価出来ていないことに起因する
 MEA計測システムによるiPS神経細胞のネットワーク計測は、リード化合物の神経ネットワークに対する作用機序を明確にし、

invitroに於ける薬効予測精度を向上させる可能性がある

 更に、疾患由来iPS細胞の活用で、疾患の作用機序解明から、新規医薬品の薬効評価に繋がっていく期待がもてる

今後の展望

当社MEA計測システムが、今後益々重要になる中枢神経系医薬品開発の一助となるよう、開発を進めていきたい
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