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国際戦略総合特区 

 

作成主体の名称：（略） 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪医薬品の研究開発促進（新たな創薬モダリティや核酸 DDS 技術を活用した新た

な創薬プロセスの研究・確立）≫別紙１－２関係 

 

名称 日本新薬株式会社 

住所 

 

〒６０１－８５５０ 

 京都市南区吉祥院西ノ庄門口町１４ 

TEL：０７５－３２１－９１０７ 

概要 設  立：１９１９年１０月１日 

業  種：医薬品・機能食品の製造及び販売業 

業務概要： 

・医薬品事業 

 未だに有効な治療法がない難治性疾患や、生活の質（QOL）の改善が強く望まれ

ている疾患に焦点を絞った医薬品の研究開発、製造および販売を手掛けている。 

・機能性食品事業 

 近年、高齢化や生活習慣病の増加に伴い、病気になる前に食生活から自分の健

康を改善・管理する「セルフメディケーション」の考え方が普及してきており、予

防医学の立場から健康づくりをサポートする機能食品の研究開発、製造および販

売を手掛けている。 

 

国際戦略総合特区 

 

作成の主体の名称：（略） 

別添３ 特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況 

対象事業名 ≪医薬品の研究開発促進（核酸医薬品の研究開発促進及び製造に係る生産技術の

確立、がん・免疫・循環器系・中枢神経系等及び希少疾患における革新的医薬品等

の研究開発）≫別紙１－２関係 

名称 日本新薬株式会社 

住所 

 

〒６０１－８５５０ 

 京都市南区吉祥院西ノ庄門口町１４ 

TEL：０７５－３２１－９１０７ 

概要 設  立：１９１９年１０月１日 

業  種：医薬品・機能食品の製造及び販売業 

業務概要： 

・医薬品事業 

 未だに有効な治療法がない難治性疾患や、生活の質（QOL）の改善が強く望まれ

ている疾患に焦点を絞った医薬品の研究開発、製造および販売を手掛けている。 

・機能性食品事業 

 近年、高齢化や生活習慣病の増加に伴い、病気になる前に食生活から自分の健

康を改善・管理する「セルフメディケーション」の考え方が普及きており、予防医

学の立場から健康づくりをサポートする機能食品の研究開発、製造および販売を

手掛けている。 
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平成２５年１２月２日～ 

 核酸医薬品の研究開発促進及び製造に係る生産技術の確立、がん・免疫・循環

器系・中枢神経系等領域及び希少疾患における革新的医薬品等の研究開発を推進。

具体的には、世界に先駆けて核酸医薬品の探索研究に着手し、国産初のアンチセ

ンス核酸医薬品であるデュシェンヌ型筋ジストロフィー治療薬 NS-065 の開発等

を実施。 

 

平成２８年８月２４日～ 

 難病である福山型筋ジストロフィー及び NS-065 では対応できないデュシェン

ヌ型筋ジストロフィーに係る核酸医薬品の開発や創薬プロセスの飛躍的効率化を

目的とした iPS 細胞を用いたスクリーニング系の実用化に向けた実証的研究等を

実施。 

 

令和元年１１月７日～ 

 低分子医薬品の NS-304、核酸医薬品の NS-065/NCNP-01 を生み出した創薬基盤

に、遺伝子治療などの新たな創薬モダリティや核酸 DDS 技術の実用化に向けた研

究・確立を目指す。 

 

 

（略） 

 

 

 

 

平成２５年１２月２日～ 

 核酸医薬品の研究開発促進及び製造に係る生産技術の確立、がん・免疫・循環

器系・中枢神経系等領域及び希少疾患における革新的医薬品等の研究開発を推進。

具体的には、世界に先駆けて核酸医薬品の探索研究に着手し、国産初のアンチセ

ンス核酸医薬品であるデュシェンヌ型筋ジストロフィー治療薬 NS-065 の開発等

を実施。 

 

平成２８年８月２４日～ 

 難病である福山型筋ジストロフィー及び NS-065 では対応できないデュシェン

ヌ型筋ジストロフィーに係る核酸医薬品の開発や創薬プロセスの飛躍的効率化を

目的とした iPS 細胞を用いたスクリーニング系の実用化に向けた実証的研究等を

実施。 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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別添６ 地域協議会の協議の概要 

地域協議会の名称 関西国際戦略特別区域地域協議会 

地域協議会の設置日 平成２３年９月２８日 

地域協議会の構成員 別紙のとおり 

協議を行った日 
令和元年１０月３０日 

関西国際戦略特別区域地域協議会 幹事会を書面開催 

協議会の意見の概要 総合特別区域計画の変更について承認。 

意見に対する対応 なし 
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（順不同）

アース環境サービス株式会社 日航関西エアカーゴ・システム株式会社

株式会社iTest 日新電機株式会社

アステラス製薬株式会社 ニプロ株式会社

アスビオファーマ株式会社 日本アイ・ビー・エム株式会社

株式会社アテックス 日本イーライリリー株式会社

伊藤忠商事株式会社 ＪＣＲファーマ株式会社

岩谷産業株式会社 日本新薬株式会社

エア・ウォーター株式会社 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

ＡＩＵ損害保険株式会社 日本ユニシス株式会社

ＡＮＡロジスティクサービス株式会社 パナソニック株式会社

株式会社エム・システム技研 浜理薬品工業株式会社

大阪ガス株式会社 阪急電鉄株式会社

大阪港埠頭株式会社 阪神国際港湾株式会社

大阪重粒子線施設管理株式会社 阪神電気鉄道株式会社

小野薬品工業株式会社 日立造船株式会社　

オムロン株式会社 富士電機株式会社

鹿島リース株式会社 富士フイルム富山化学株式会社

株式会社上組 古河電気工業株式会社

川崎重工業株式会社 古河電池株式会社

株式会社カン研究所 株式会社ペプチド研究所

関西エアポート株式会社 ミズノ株式会社

関西電力株式会社 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

株式会社ＫＭＯ 三井物産株式会社

キヤノン株式会社 三菱自動車工業株式会社

京セラ株式会社 三菱重工業株式会社

京セラコミュニケーションシステム株式会社 三菱地所株式会社

株式会社けいはんな 三菱電機株式会社

神戸港埠頭株式会社 株式会社明電舎

神戸天然物化学株式会社 株式会社池田泉州銀行

株式会社コングレ 株式会社関西アーバン銀行

山九株式会社 株式会社京都銀行

参天製薬株式会社 株式会社近畿大阪銀行

株式会社サンブリッジ グローバル ベンチャーズ 株式会社山陰合同銀行

ＣＫＴＳ株式会社 株式会社滋賀銀行

ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 株式会社新生銀行

株式会社ジーンデザイン 株式会社大正銀行

株式会社ジェイテックコーポレーション 株式会社南都銀行

塩野義製薬株式会社 株式会社日本政策投資銀行

株式会社資生堂 株式会社みずほ銀行

シスメックス株式会社 株式会社三井住友銀行

株式会社島津製作所 株式会社三菱UFJ銀行

シャープ株式会社 株式会社みなと銀行

商船港運株式会社 株式会社りそな銀行

新関西国際空港株式会社 京都信用金庫

スイスポートジャパン株式会社 京都中央信用金庫

ステラケミファ株式会社 播州信用金庫

ステラファーマ株式会社

住友化学株式会社 株式会社工販

住友商事株式会社 山科精器株式会社

住友電気工業株式会社 トクセン工業株式会社

千寿製薬株式会社 トップ株式会社

ダイキン工業株式会社 富士フイルム株式会社

大研医器株式会社

大日本住友製薬株式会社 フォルテグロウメディカル株式会社

武田薬品工業株式会社 東レ・メディカル株式会社

田辺三菱製薬株式会社 帝人ファーマ株式会社

TAOヘルスライフファーマ株式会社 株式会社カネカ

株式会社東芝 グンゼ株式会社

富山産業株式会社 村中医療器株式会社

トヨタ自動車株式会社

株式会社豊田自動織機 国立大学法人京都大学

株式会社豊田中央研究所 国立大学法人大阪大学

豊田通商株式会社 国立大学法人神戸大学

株式会社ナード研究所 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学

ニチコン株式会社

（別紙）

関西国際戦略総合特別区域地域協議会構成員名簿
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京都大学原子炉実験所 京都府

大阪大学微生物病研究所 大阪府

公立大学法人京都府立大学 兵庫県

公立大学法人京都府立医科大学 京都市

公立大学法人大阪府立大学 大阪市

公立大学法人大阪市立大学 神戸市

公立大学法人兵庫県立大学 奈良県

公立大学法人兵庫県立大学放射光ナノテクセンター 奈良市

関西大学 京田辺市

同志社大学 木津川市

学校法人森ノ宮医療学園　森ノ宮医療大学 精華町

甲南大学先端生命工学研究所 吹田市

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 枚方市

国立研究開発法人国立循環器病研究センター 茨木市

国立研究開発法人産業技術総合研究所関西センター 箕面市

国立研究開発法人情報通信研究機構ユニバーサルコミュニケーション研究所 四條畷市

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構関西光科学研究所 交野市

国立研究開発法人理化学研究所計算科学研究機構 熊取町

国立研究開発法人理化学研究所神戸研究所 生駒市

国立研究開発法人理化学研究所放射光科学総合研究センター

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター

独立行政法人都市再生機構

地方独立行政法人神戸市民病院機構中央市民病院

公益財団法人千里ライフサイエンス振興財団

公益財団法人神戸国際医療交流財団

公益財団法人都市活力研究所

公益財団法人大阪バイオサイエンス研究所

公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構

公益財団法人京都高度技術研究所

公益財団法人高輝度光科学研究センター

公益財団法人地球環境産業技術研究機構

公益財団法人先端医療振興財団

公益財団法人神戸市産業振興財団

一般財団法人阪大微生物病研究会

公益財団法人計算科学振興財団

公益財団法人大阪国際がん治療財団

財団法人国際高等研究所

株式会社国際電気通信基礎技術研究所

神戸がん医療推進合同会社

一般社団法人ナレッジキャピタル

一般社団法人日本血液製剤機構

一般社団法人京都府医師会

一般社団法人兵庫県医師会

一般社団法人神戸市医師会

社団法人大阪府医師会

関西国際空港全体構想促進協議会

内航フィーダー協議会

兵庫県港運協会

大阪港運協会

大阪医薬品協会

医療法人康雄会

医療法人仁寿会

医療法人社団神戸低侵襲がん医療センター

組込みシステム産業振興機構

SPring-8 利用推進協議会

神戸医療産業都市推進協議会

公益社団法人関西経済連合会

一般社団法人関西経済同友会

京都商工会議所

大阪商工会議所

神戸商工会議所

奈良商工会議所

以上207団体（2019年10月30日現在）
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