
北陸地域における
ライフサイエンス産業のポテンシャル



　北陸地域のライフサイエンス産業を県別に見ると、富山県が医薬品産業、石川県が精密機械

等のものづくり基盤を活かした医療機器産業、福井県が精密金属加工等のものづくり基盤を活

かした医療器具や健康産業に強みがある。

　北陸ライフサイエンスクラスター事業においては、これらのライフサイエンス分野の産業技

術ポテンシャルを調査し、テクノセレクションとしてまとめた。

　ここでは、各分野の技術ポテンシャルを紹介するとともに、代表的な事例について技術を保

有する企業の概要を合わせて紹介する。

石川県

福井県

富山県

  人口（千人） 面積（㎢） 総生産額（億円）

 富山県  1,066 4,248 43,566

 石川県  1,154 4,186 45,449

 福井県  787 4,190 31,271

地域の概要
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北陸地域におけるライフサイエンス産業のポテンシャル 

（テクノセレクション） 

 

富山県には、新薬開発メーカー、ジェネリックメーカー、大衆薬メーカー、配置薬メーカ

ーなど、メーカー約８０社が集積しており、２００５年の薬事法改正による医薬品製造のアウト

ソーシングの完全自由化や国のジェネリック医薬品の使用促進策などを背景に、近年、医薬品生産金

額は増加し、医薬品生産金額は全国 2位となっている。このほか、医薬品関係の製材、プラス

チック容器、パッケージ印刷等の関連産業が集積し、医薬品産業を中心とした独自の集積を

形成している点が特徴である。 

特に、経皮吸収や口腔内フィルム等の特殊剤形については、独自の技術を活用している。

なお、歴史のある配置薬販売業もあり、医薬品に関する多様な取組みを可能としている。 

ライフサイエンス産業に係る施策としては、富山ものづくり産業未来戦略（２０１４年）の中

で、「医薬・バイオ」分野として、①簡易・低コストの診断薬キットや診断機器の開発、②機能性食品

の開発（予防用）、③バイオ医薬品等の開発、④生薬を活用した漢方薬、機能性食品の開発が挙げられ

ている。 

石川県は繊維産業と機械産業を中心に産業が発展し、建設機械や工作機械を製造する大手

企業が存在し、またそれらを支える鋳造や鍛造、機械加工、組立など幅広い分野にわたる高

度で層の厚いものづくり産業が集積してきた。 

ライフサイエンス産業に係る施策については、石川県成長戦略（２０１４年）の７つの柱

のひとつに位置づけられており、具体的には、石川次世代産業創造ファンドと石川産業資源

活用推進ファンドの対象としている。なお、医商工連携促進協議会による医療機器参入促進

の取組もある。さらに、伝統的な食文化を反映した発酵技術による機能性食品の開発なども

ある。 

 福井県は、眼鏡と繊維の産地であり、ライフサイエンス分野への活用が期待される。眼鏡

生産における接合や精密加工の技術を用いてチタン合金による脳外科手術用具の開発など、

医療機器分野への参入は活発化している。また、繊維技術を活用した医用材料への参入もあ

る。 

ライフサイエンス産業に係る施策については、福井経済新戦略（改訂版）（２０１５年４

月）に位置づけられている。具体的には、「ふくいオープンイノベーション推進機構（仮称）」

の設置が予定されており、その中の主要５プロジェクトに挙げられている。 

 

１．医薬品産業のポテンシャル 

 北陸地域におけるライフサイエンス産業のポテンシャルについては、北陸ライフサイエン

スクラスター推進室では北陸地域における特色のある多様で独自のライフサイエンス産業の

技術を幅広く調査し、医薬品産業を、医薬品開発、特殊剤形、後発医薬品／受託製造、配置

薬一般用医薬品、検査・診断薬の５つに分類してテクノセレクションとしてリストアップし

ている。 
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１－１ 医薬品開発 

新薬の開発は、医薬品候補物質を探索する基礎研究から、開発研究、臨床試験を経て医薬

品としての有効性や安全性が確認され、製造・販売の許可を受けて商品化される。さらには、

発売後の安全性や使用法のチェックに至る一連の過程であり、１０年以上の長い期間と多額

に費用を要するもので、北陸地域では、感染症薬としての抗菌剤、抗ウイルス剤、抗真菌剤、

抗炎症薬として抗リウマチ剤などが開発、製造されている。 

 

１－２ 特殊剤形 

医薬品には、注射・点滴剤や一般的な錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤といった経口投与

剤、軟膏剤、ハップ剤などの経皮吸収剤、経鼻・経肺吸収剤、点眼・点鼻剤、等の多様なも

のがあるが、北陸地域には、経皮吸収型貼付剤、微粉末薬の経鼻・経肺吸収剤、軟膏点眼剤、

口腔内フィルム製剤、口腔内崩壊錠などの特殊な剤形に特化した技術の集積がある。 

具体的には、患部に直接貼り付けることによって、皮膚の血管を通じて薬剤の有効成分を

体に吸収させる経皮吸収剤に特化したものの他にも、伸縮性を持たせるなどの独自の機能を

付与した各種の経皮吸収剤の開発、製造がある。 

また、薄さ数十ミクロンの有効成分を含んだ口腔内速溶性フィルム製剤や口の中で素早く

溶け、水なしで服用できる口腔内崩壊錠も製品化されている。 

 

 テクノセレクション事例紹介：リ-ドケミカル株式会社、救急薬品工業株式会社、 

  テイカ製薬株式会社、東亜薬品株式会社 

 

１－３ 後発医薬品／受託製造 

北陸地域には、ジェネリック医薬品から一般用医薬品、配置薬、原薬、さらには医薬品の

受託製造まで多種多様な医薬品メーカーが存在しており、特に、富山地域には世界でも他に

類を見ない医薬品製造の集積がある。（医薬品製造業者数７９社、製造所数９９カ所：平成２

８年現在） 

ジェネリック医薬品では、国内トップクラスの企業もあり、これらの企業は製剤の有効成

分の含有量、均一性、溶出性、崩壊性、温度・湿度・光に対する安定性など管理技術などの

高度な開発製造の技術を有している。急速に拡大している医薬品の受託製造については、有

力企業が最先端の製造設備を導入して高度な技術を駆使した生産活動を展開している。薬の

基となる原薬についても天然物系、合成系原薬など多種多様な原薬の製造技術が展開されて

いる。なお、近年、先行して開発・販売されたバイオ医薬品の 特許切れに伴いバイオシミラ

ーに取り組む製薬企業が徐々に増加しているが、高度な品質管理技術が要求され、設備に多

額の投資を要するなどの要因からその動きは緩慢である。 

 

１－４ 配置薬／一般用医薬品 

北陸地域、特に富山の薬のルーツは、３００年程前から発展してきた売薬であり、明治以

降は配置薬を主力とした製薬企業等によって受け継がれ、配置薬としても用いられる漢方薬、
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一般用医薬品（OTC）も種々の医薬品が製品化されてきている。 

医師による処方箋を必要とせず、薬局などで購入できる一般用医薬品についても、有力企

業が種々の医薬品を製造している。植物や動物、鉱物などの自然界に存在する天然物をその

まま使う薬を生薬と呼ぶが、漢方薬は種々の生薬を組み合わせることにより薬理効果を高め

たもので、医師の漢方的な診察（腹診、脈診、舌診など）で、体力の強弱や体質などを判断

することによって処方する医薬品で漢方方剤として製品化されている。 

 

１－５ 検査／診断薬 

診断薬は、健康状態をチェックする時や治療の効果について確認する時に用いられ、特に

血液や尿の検査に用いる臨床検査薬では、病気の有無、病名、重篤度、治療効果や病気の予

測において客観的な情報を得ることができる。また、特定の医薬品についての効果や副作用

を予知するコンパニオン診断薬が重要な医薬品となりつつある。 

北陸地域には、これらの臨床検査薬のほか、各種診断薬を開発、製造する企業の集積があ

る。検査薬、診断薬では、先端的なゲノム創薬や抗体医薬、遺伝子診断薬などの最先端の医

療技術研究を通じて、臨床検査用試薬・酵素、バイオ関連研究試薬の開発、製造を、細胞融

合法、遺伝子組み換え技術やペプチド合成技術を用いて有用試薬、診断薬の開発、製造、バ

イオテクノロジーを活用して遺伝子工学研究用試薬、体外診断用医薬品の開発・製造、ホル

モン測定キットや感染症の診断用培地などの産婦人科で使用される体外診断用医薬品開発、

製造販売、抗原抗体反応を用いた体外診断薬の製造がある。 

 

２．医療機器産業のポテンシャル 

 テクノセレクションでは、医療機器産業を、検査・診断機器、治療機器、医療用具、医用

材料・加工、バイオ観察・測定機器装置、バイオ機器・素材の６つに分類してリストアップ

している。 

 

２－１ 検査・診断機器 

治療や健康診断の機器としては、Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴ装置、核医学診断装置、ＭＲＩ

装置、超音波診断装置といった画像診断装置、生化学検査、血液計数検査、免疫検査、血液

凝固検査、尿検査、検査システム等の検査機器、生体モニタを行う心電計、血圧計等がある。 

北陸地域には、このような機器を製作する企業は少ないが、脳磁計（ＭＥＧ）、脊磁計、骨

密度計、肌解析装置の開発、製品化を展開する企業も増えつつあり、他地域からの医療機器

製造部門の誘致活動を展開されており、今後は、検査・診断機器の開発、製造を展開する企

業が増えていくと予測されている。 

脳磁計（ＭＥＧ）は、音声や映像などの刺激による脳の神経活動に伴う微小な磁力変化を

超伝導量子干渉素子センサー（ＳＱＵＩＤ）を用いて測定することによって、認知症や広汎

性発達障害などの脳の診断を行うもので大手医療機器メーカーが開発・製造を行っている。

脊磁計（ＭＳＧ）は、ＳＱＵＩＤセンサーを用いて頚部や腰部の脊髄神経から発生する磁場

を捉えることで、脊髄の異常を診断することのできる装置で、金沢工業大学発ベンチャーが



5 

開発を行い、臨床試験を進めている。 

骨密度計は、骨を構成しているカルシウムをはじめとするミネラル類から骨密度を測定す

るもので、超音波骨密度測定装置が開発・製造されている。 

 

２－２ 治療機器 

治療用機器には、家庭用も含めて多種多様な機器が製品化されているが、北陸地域ではレ

ーザー治療器、ＵＶ治療器、人工透析装置に加えて、陽子線がん治療器についての研究や病

院での治療が行われている。 

レーザー治療器には、レーザー光によって手術や疾病部分の細胞を焼却、破壊する高出力

レーザー治療、血行を促進させたり、筋肉の緊張を和らげたり、免疫力を強化したり、生体

を活性化する低出力レーザー治療が行われているが、炭酸ガスレーザー手術装置、皮膚疾患

用レーザー治療器のほか、パルスホルミウムＹＡＧレーザーが開発・製造販売されている。 

ＵＶ治療器は、紫外線が持つ免疫抑制作用を利用して、乾癬や白斑、円形脱毛症、アトピ

ー性皮膚炎、結節性痒疹などの皮膚疾患を治療する医療機器で、中紫外線領域の安全性の高

く狭い領域の波長（212mm）の紫外線を照射することにより、乾癬、白斑、アトピー性皮膚炎

などの皮膚疾患の治療に用いるものが開発・製品化されている。 

人工透析装置は、血液透析器を通じて、血液を体内から取り出して血液中の老廃物や余分

な水分を取り除き、体内に戻す治療法で、透析患者は、国内で２０万人弱とされており、Ａ

ＳＥＡＮでも増加傾向にあり、透析装置の需要は高まると予測され、各種の人工透析装置、

腹膜透析装置を開発、製品化、中空糸型透析器等の製造が行われている。 

陽子線がん治療は、体内に入っても表面近くではエネルギーを放出せず、停止する直前に

エネルギーを放出して大きな線量を組織に与える陽子線により、がんの病巣の深さや大きさ

に合わせての深さや幅を広げることができる先端的治療装置であり、若狭湾エネルギー研究

センターでは、陽子線がん治療の研究を進めてきており、福井県立病院において治療が行わ

れている。 
 

 テクノセレクション事例紹介：澁谷工業株式会社 

 

２－３ 医療用具 

医療用具には、手術用具、カテーテル、人工血管などがあり、手術用具としては、眼鏡枠

の開発で培ったチタンなどの精密加工技術を展開している企業では、脳神経外科用マイクロ

剪刀、眼科用吸引式開瞼器を開発、製品化している。これらの用具は、独自のチタン材料や

レーザー微細接合技術を駆使しており、耐久性に優れ、軽量で操作性に優れるという特徴を

持っている。このほか、脳手術用のスズ製“へら”を開発、製品化した企業もある。 

カテーテルとしては、消化管、尿管、血管などに挿入して体液の排出や薬液造影剤の注入、

点滴に用いられる栄養系、消化器系、循環器系の製品を開発、製品化がある。人工血管とし

ては、柔軟性と弾性を有し、血液が漏れず、生体血管に類似したものを実現するため、独自

の繊維技術を展開し、原糸設計から製品までの人工血管基材の一貫生産体制を構築し、大手

医療機器メーカーと共同で医療機器としての人工血管が製品化されており、この他にも軟水
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化・排水処理・分離精製・ウイルス除去・選択吸着できるフィルター関連資材も製品化され

ている。 
 

テクノセレクション事例紹介：株式会社シャルマン、株式会社能作、株式会社西村金属 

 

２－４ 医用材料・加工 

医療関連の材料としては、チタン、ステンレスといった金属材料、更にはプラスチックス、

セラミックス、繊維、化学・バイオ等があり、北陸地域の企業が得意としている材料も多い。

また、このような材料の加工技術も３Ｄプリンターによる成形、切削加工、レーザー加工、

表面処理、さらには組立・制御技術を伴う医療機器製造を行う産業集積がある。チタン等の

金属材料については、レーザー加工や表面処理、エッチング加工、さらには撥水性などの機

能を持たせるナノめっき技術が展開されている。 

北陸地域に実績のある繊維材料については、消臭機能を持った繊維素材を製品化、高伸縮

ニット素材で湿布剤を製造、さらには、バイオマスナノファイバーが開発製造されている。

化学・バイオ材料としては、細胞培養にも活用されている機能性天然素材を商品化、手術器

具などの特殊洗浄剤を商品化され、医療機器・器具の加工としては、急速に発展している金

属３Ｄプリンターと切削加工を組み合わせた複合加工機、人工骨等の切削加工機、冷間圧造

技術による注射針加工などが行われている。 
 

テクノセレクション事例紹介：日華化学株式会社、セーレン株式会社 

 

２－５ バイオ観察・測定装置 

バイオイメージングの分野では、光学顕微鏡に加えて、蛍光顕微鏡、偏光顕微鏡、位相差

顕微鏡、微分干渉顕微鏡、共焦点レーザー顕微鏡などの種々のものがあるが、原子間力顕微

鏡についても高速スキャンを実現することによって、細胞等の動きの観察も可能となってき

ている。バイオ研究の分野においては、分光光度計，ガスクロマトグラフ、電気泳動装置な

どの測定機器、さらにはセルソーターや細胞培養など多種多様な装置が用いられている。 

バイオイメージング装置では、金沢大学において原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）について微小

カンチレバー、高速スキャナーなどの開発による高速化を図り、細胞やタンパク質分子が動

作する様子を動画として捉えることのできる高速ＡＦＭが開発され、企業において製品化さ

れている。また、共焦点スキャナユニットを光学顕微鏡に取り付けて細胞の動き等をそのま

ま観察できる装置が開発され、共焦点顕微鏡を構成する一連機器が製品化されている。 

バイオ分野で重要性が高まっている遺伝子診断については、生まれながらに持っている体

質、成長するにしたがって生じたＤＮＡの変化を調べて予防・治療に生かすもので、種々の

遺伝子解析法があるが、ＰＣＲ法による全自動遺伝子解析装置が開発、製品化されている。

病院で、感染症・病原性の微生物に対し、設定した温度条件下の庫内で検体を培養し、吸光、

蛍光または発光等の測定法を用いて、感染性・病原性の微生物を同定するための微生物感受

性測定装置も開発、製品化されている。 
 

テクノセレクション事例紹介： 横河電機株式会社、東洋紡株式会社 
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２－６ バイオ機器・素材 

バイオ医薬に関連しては、ＤＮＡ、アミノ酸、タンパク、糖鎖、細胞などの抽出、増幅、

分離、解析を行う機器、さらにその周辺機器がある。また、バイオの素材も微生物を応用し

た発酵食品などの生物由来の天然のものや先端的な遺伝子組み換え技術を展開して合成され

たものなど多岐にわたる素材がある。北陸地域においては、種々の取り組みがなされており、

医薬、医療関連の先端的な開発事例もある。 

再生医療分野では、細胞培養システムや細胞培養アイソレーターを開発、製品化し、細胞

の塊を積み上げて立体的な組織を作成するバイオ３Ｄプリンターの製品化も行われている。

医療やバイオ研究の場で用いられる超純水を得るための超純水製造装置が開発、製品化され

ている。バイオ分野においては、ＤＮＡチップや酵素・免疫センサー等のバイオセンサーや

細胞チップなどのバイオチップが用いられ、マイクロアレイによる遺伝子発現の受託解析等

を行っている金沢大学発ベンチャー、各種バイオセンサーの受託開発を行っている北陸先端

科学技術大学院大学発ベンチャーがある。 

また、タンパク質やペプチドの吸着の少ないプラスチック素材を用いた細胞チップやマイ

クロ流路チップの受託生産も行われている。遺伝子工学分野の研究試薬や検査・診断試薬の

開発、製品化、繭から生まれた天然タンパク質で細胞培養にも用いられるセリシンや人工血

管等に用いられる素材の開発、製造もある。 
 

テクノセレクション事例紹介：株式会社キュービクス 

 

３．健康産業のポテンシャル 

 テクノセレクションでは、健康産業を、福祉・介護・健康機器、健康食品、医療関連設備・

機器３つに分類してリストアップいる。 

 

３－１ 福祉・介護・健康機器 

福祉関連機器には、車椅子、杖、歩行器、リフト、車両といった移動補助、ベッド、トイ

レでの補助、補聴器、義肢などの装具、歩行訓練などのリハビリ機器のほか、スロープ、手

すりなどの住宅設備など幅広い機器が含まれる。また、健康関連機器には、トレッドミル、

エルゴメーター、ストレッチボールといったトレーニング機器のほか、マッサージ器、温熱

治療器などの健康機器が数多く製品化されている。 

北陸地域においても各種の機器・器具が製品化されている。福祉機器の代表的なものとし

ては、車椅子があり、個々人に合わせることのできる車椅子シリーズのほか、立ち上がり補

助具が開発、製品化されている。 

障害者用の機器としては、義足用具シリコーンゴムライナー、健康機器分野では、家庭用

電位治療器を、筋肉の活動を測定する筋活動センサー、体圧分散と通気性に優れた高機能マ

ットが開発、製品化されている。また、眼鏡も医療機器であり、福井県には数多くの企業が

あり、花粉症対策などのアイケアグラスをエリカオプチカルが製品化している。繊維分野に

おいては、全身を適切な着圧で加圧することで運動効率を高めるコンプレッションウエア、
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高機能消臭素材、マイクロカプセルの付着による静電防止、紫外線カット、消臭などの様々

な加工が実現されている。 

 

３－２ 健康食品 

健康食品には、法律上の定義はなく、広く健康の保持増資に資する食品として販売・利用

されるもの全般を指しており、そのうち、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満た

したものとして特定保健用食品（トクホ）、栄養機能食品があり、合わせて保健機能食品とさ

れている。また、機能性表示食品制度も始まり、健康食品とともに、健康の維持・増進が期

待できることが科学的に根拠に基づいて表示できるようになっている。 

北陸地域では、特定保健用食品を含めて種々の健康食品が製造販売されている。健康食品

素材としては、抗酸化素材アスタキサンチン、α-リポ酸、繭から生まれたタンパク質、しょ

うがエキスなどがサプリメントとして用いられている。各種健康食品シリーズや発酵栄養食

品などが生産されている。また、健康食品の受託開発・製造を行っている企業もある。 
 

テクノセレクション事例紹介：バイホロン株式会社 

 

３－３ 医療機関、在宅医療関連設備・機器 

医療に関する設備・機器としては、病院・施設用として診療室、手術室、病室等で用いら

れる映像機器、さらには、食事、入浴等の生活に関するものなど多岐にわたっている。また、

在宅医療も増加傾向にあり、家庭用として用いられるものも増加傾向にある。北陸地域には、

種々の設備・機器を製品化している企業があり、看護現場のニーズを把握することで新たな

機器等を開発する取組も進められている。 
 

 テクノセレクション事例紹介：ＥＩＺＯ株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、これらの技術に関しての照会がございましたら、一般財団法人北陸産業活性化

センターの北陸ライフサイエンスクラスター推進室へお問い合わせください。 
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4.テクノセレクション事例紹介 ① 

企業情報 

法人名 リードケミカル株式会社 

住所 富山県富山市日俣 77-3 

代表者 代表取締役社長 森 � 明 

設立 1969年 6月 23日 

資本金 4 億 5,867万円 

従業者数 469名 

売上高 207億 490万円 

ホームページ http://www.lead-chemical.co.jp/ 

会社概要 

 

事業内容：  医薬品の製造販売 

事業所： 富山市/本社、研究所、本社工場 

 上市町/久金工場  

 東京都/東京事務所 

製品・技術の概要 

 

「経皮吸収治療システム」 

必要なときに、必要な量を、必要な部位へ到達させる…これは、

薬の理想といえるかもしれません。この理想の実現を目指す「薬物

送達システム」（DDS/Drug Delivery System）の中でも、とりわけ有

効で利便性や安全性に優れているのが「経皮吸収治療システム」（TTS

／Transdermal Therapeutic System）です。TTS は薬物を皮膚から

吸収・浸透させることにより、消化管での吸収や肝臓での代謝の影

響を受けずに患部へ届けることができます。 

消化管への副作用を軽減し、長時間安定した薬効が得られ、投薬

管理が容易です。また、飲み込むことが困難な高齢者やお子さんに

投与しやすく、注射剤のような痛みも伴いません。 

アピールポイント 

リードケミカルが「経皮吸収」に着目したのは 40 年以上前のこと

です。私たちは長年に渡って研究と検証を重ね、独自に製剤技術を

開発し、日本で初めて経皮吸収技術を用いた貼付剤（非ステロイド

性鎮静消炎剤）の製造・販売承認を得ました。その後、鎮痛消炎効

果に優れた経口薬の経皮吸収剤への投与経路変更を果たし、患者さ

んのメリットがより豊富な製剤として、医療の現場へ提供していま

す。局所作用型から全身性医療品へ、様々な疾病領域での応用へ、

経皮吸収剤は進化し続けています。 

私たちはこれからも経皮吸収の可能性を生かす新たな医薬品の開

発に挑み、病気と闘う患者さんの QOL（Quality of Life）の向上、

そして医療の前進に貢献してまいります。 

問い合わせ先 

部署名 総務部 

担当者 貴堂 崇 

住所 富山県富山市日俣 77-3 

電話／FAX 電話 076-425-1973／FAX 076-423-8652 

メールアドレス kido@lead-chemical.co.jp 

mailto:kido@lead-chemical.co.jp
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② 

企業情報 

法人名 救急薬品工業株式会社 

住所 富山県射水市戸破 32-7 

代表者 稲田 裕彦 

設立 1963年 

資本金 95 百万円 

従業者数 226名 

売上高 52 億円 

ホームページ www.qqp.co.jp/ 

会社概要 

医薬品製造販売業 

当社は、一般的に「湿布薬」といわれる消炎鎮痛貼付剤の開発・

製造から医薬品メーカーとしてスタートしている。ここから培った

技術・ノウハウを進化させて、薬の成分を皮膚から吸収させ全身の

患部に到達させる「全身型経皮吸収貼付剤」の開発・製造を行って

います。 

さらに製造の精度と医薬品製造に関わる品質管理を向上させ、従

来の薬には無い形状の「フィルム製剤」の開発に成功し、世界に先

駆けて多くのフィルム製剤を世の中に提供している。 

製品・技術の概要 

「フィルム製剤」 

 

「フィルム製剤」は、現在医療用医薬品として 8 製品、一般用医

薬品として４製品を上市し、輸出も 1製品行っている。 

「フィルム製剤」には、口の中ですぐに溶け、患者さんの薬の服

用を容易にする「速溶型口腔内フィルム製剤（OD フィルム）」と口

腔内粘膜に貼付して薬の成分をコントロールして放出する「貼付型

口腔内フィルム（AD フィルム）」の 2 つのタイプがあり、それぞれ

の特性を生かした医薬品の開発に取り組んでいる。 

アピールポイント 

 

 

 

 

当社の持っている製剤技術は、世界的に見ても限られた製薬メー

カーしか持っていない製剤技術である。 

この製剤技術を利用した新しい製剤を開発すべく海外も含めた

様々な製薬企業と共同開発を行っている。 

問い合わせ先 

部署名 事業企画部 

担当者 北山 勉 

住所 富山県射水市戸破 32-7 

電話／FAX 電話 0766-56-9901／FAX 0766-56-9911 

メールアドレス t-kitayama@qqp.co.jp 

mailto:t-kitayama@qqp.co.jp
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③ 

企業情報 

法人名 テイカ製薬株式会社 

住所 富山県富山市荒川一丁目 3番 27 号 

代表者 代表取締役社長  松井 竹史 

設立 1945年 

資本金 １億円 

従業者数 359名 

売上高 98億 7百万円（平成 28年 3 月） 

ホームページ http://www.teika.co.jp/ 

会社概要 

創業以来、“優れた医薬品を世の中に提供する”を信条に、研究・

開発に積極的に取り組み、点眼剤、貼付剤、軟膏剤、内服液剤、内

服固形剤の医療用・一般用医薬品及び医薬部外品の品揃えを持つ総

合医薬品メーカーとして、お客様のニーズにお応えするために日々、

製剤技術の向上並びに独自の新薬研究に励み、積極的に企画提案も

行う提案型企業としてチャレンジし続けています。 

製品・技術の概要 

 

「口腔内崩壊錠製剤技術」 

テイカ製薬は、これまで外用剤(点眼剤、貼付剤、軟膏剤)を中心

に、また最近では内服剤も含めて、独自の技術を用いて製品を開発

してきました。点眼剤では、医療用後発医薬品について、更なる利

便性や安全性を目指し、先発医薬品との差別化を実施しております。

また、最近では内服剤においては、テイカ製薬独自の技術である

「howatt」を用い、口腔内崩壊錠(OD錠)を製品化し販売しておりま

す。本技術を用いれば、錠剤を作る設備があれば、硬度を確保して

速崩性のある OD錠を簡単に作ることが出来ます。現在、本技術につ

いては海外企業と技術提携を実施済みです。 

アピールポイント 

テイカ製薬の研究・開発部門では、より使いやすく、さらに価値

ある医薬品の開発を目標に様々な研究に取り組んでいます。製剤研

究では、新製剤の技術開発、特に新規配合検討、難溶性化合物の可

溶化、製剤安定性の改善、均一性検討、利便性改善及び基礎研究に

取り組んでいます。薬理研究では、各種動物で病態モデルを作製し、

種々の薬物の各種評価(生化学値、組織所見、体内動態、他)を実施

しています。創薬研究では外部研究機関とも協力し、免疫・バイオ

関連研究を推進しています。 

問い合わせ先 

部署名 総務人事部 

担当者 東出 充志     板坂 千果 

住所 富山県富山市荒川一丁目 3番 27 号 

電話／FAX 電話 076－456－2602／FAX 076－441－6736 

メールアドレス tssougou@teika.co.jp 

mailto:tssougou@teika.co.jp
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④ 

企業情報 

法人名 東亜薬品株式会社 

住所 富山県富山市三郷 26 

代表者 代表取締役社長 中井 敏郎 

設立 1940年 9月 10日 

資本金 5 億 6,100万円 

従業者数 410名 

売上高 165億円 

ホームページ http://www.toayakuhin.co.jp 

 

会社概要 

 

医薬品製造販売業。1940年 9月に富山化学工業(株)の関連会社と

して設立した。戦後、配置家庭薬の製造販売を開始したがその後、

大手製薬企業との業務提携により高いレベルの製剤技術力を培って

きており、受託業務を通して取引先の信頼は厚い。製造設備も充実

しており、小ロットから大量生産に至るまで、また医療用からＯＴ

Ｃまで、剤形も幅広く対応することが可能である。また当社の特徴

として医薬品研究開発にも取り組み、特に点眼剤及びＤＰＩ製剤な

ど特殊な分野に於いても成果を上げている。 

製品・技術の概要 

「DPI製剤」 

 

吸入粉末剤（DPI）はデバイスから空気を吸い込むことによって有

効成分が数μmの微粒子へと解砕されながら空気とともに肺（患部）

に到達し効果を発揮する、という特徴の製剤である。 

有効成分を含んだ吸入粉末とデバイスで構成され、1 回の吸入操

作で 1 回分の有効成分を吸入することができる。特に喘息において

は DPI を含めた吸入剤が開発されたことで、血液を介さず肺へ直接

有効成分を送達できるようになり、経口剤や注射剤でみられる全身

性の副作用が大幅に減少した。その結果、継続投与が可能となり発

作が起きない状態を維持することができ、ひいては喘息死の大幅な

減少につながっている。近年では COPD の治療においても重要な製剤

である。 

アピールポイント 

 

研究開発の主体はヨーロッパにあり、吸入粉末とデバイスの両方

に高度な機能が要求されることなど開発の困難さから、日本国内で

は DPI を開発する企業は極めて少ない。しかし、上述のとおり医療

への貢献度が非常に高い製剤であることから、東亜薬品は早くから

DPIに注目し、DPIの研究開発を行うとともに DPI 専用工場を建設し

受託製造を行ってきた。また、現在行っている後発医薬品開発によ

り吸入粉末の開発・製造技術を磨き、且つデバイス開発を行う会社

と連携・共同研究することでデバイスの開発範囲を広げ、日本国内

の DPI全般の開発、製造を担うことを目指している。 

問い合わせ先 

部署名 研究開発本部 

担当者 平本 文隆 

住所 富山県富山市水橋開発 277－10 

電話／FAX 電話 076－478－5101／FAX 076－478－5161 

メールアドレス hiramoto@toayakuhin.co.jp 
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⑤ 

企業情報 

法人名 澁谷工業株式会社 

住所 石川県金沢市大豆田本町甲 58 

代表者 代表取締役社長 澁谷 弘利 

設立 1949年 6 月（創業：1931年 3月） 

資本金 113億 9,201 万円 

従業者数 約 3,200 名（シブヤグループ） 

売上高 836億円（連結：平成 28年 6月期） 

ホームページ http://www.shibuya.co.jp/ 

会社概要 

当社は、大きく分けてパッケージングプラント事業、メカトロシ

ステム事業、再生医療システム事業の３つの事業があり、各事業製

品の製造・販売を行っています。パッケージングプラント事業製品

には、容器に液を充填包装するボトリングシステムを主力として、

医薬品の充填包装などを行う製薬設備システムなどがあります。メ

カトロシステム事業製品には、レーザ治療器、ＵＶ治療器、人工透

析装置などの医療機器、レーザ加工機などの切断加工システム、半

導体製造システムなどがあり、再生医療システム事業製品には、細

胞培養や細胞加工のためのアイソレータや細胞培養の自動化を図る

ロボット細胞培養システムなどがあります。 

製品・技術の概要 

「UV治療器」  

“TARNAB（ターナブ） 

UV 治療器 “TARNAB（ターナブ）” 

“TARNAB”は、ナローバンド UVB により皮膚疾患の治療を行うハ

ンディタイプのターゲット照射型ＵＶ治療器です。世界で初めての

持ち運びできる小型軽量タイプで、場所を選ばずに治療が行えます。 

アピールポイント

 

・ナローバンド UVB（312nm）治療器では世界で唯一のハンディ型で

す。 

・治療部位へ正確に照射できるターゲット型治療器です。 

・平面発光方式により、高輝度で均一な照射が可能です。 

・小型で軽量なため、院内診療だけでなく往診にも活用できます。 

・人間工学に基づいた円形デザインを採用し、手首への負担を軽く

しています。 

・エキシマの波長（308nm）よりも紅斑が生じにくいため、低侵襲

な治療が行えます。 

・MED（最小紅斑量）アタッチメントが付属しています。 

・新開発の蛍光体の採用により、水銀を使用しない安全な装置です。 

問い合わせ先 

部署名 メカトロ事業部 医療機本部 ＳＰ部 

担当者 坂野 勝利 

住所 石川県金沢市若宮 2-72 

電話／FAX 電話 076-262-2226／FAX 076-262-2236 

メールアドレス k-sakano@shibuya.co.jp 
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⑥ 

企業情報 

法人名 株式会社シャルマン 

住所 福井県鯖江市川去町 6－1 

代表者 代表取締役社長 宮地 正雄 

設立 1968年 

資本金 6 億 1,700万円 

従業者数 578人（単体） 1948 人（グループ総人員） 

売上高 207億円（2015 年グループ連結実績） 

ホームページ http://www.charmant.co.jp/company 

会社概要 

＜業種＞ 
眼鏡フレームの企画・製造・販売 / 医療器具の開発・製造・販売 

＜沿革＞ 
1956年  堀川製作所として創業 
1975年  販売会社シャルマン設立 
1982年  ニューヨークに販社設立 
1987年  ミュンヘンに販社設立 
1992年  東莞（中国）に工場設立 
2010年 （株）ホリカワと合併 
2012年  医療機器分野へ参入（メディカル事業部） 
現在眼鏡フレームとともに、眼科・脳神経外科・血管外科・消火
器外科等の先進的な手術器具を製造・販売 

製品・技術の概要 

「チタン等の精密加工技術」 

 

（眼科・脳神経外科・血管外科 

等の手術器具） 

・エクセレンスチタンによる眼鏡フレーム 
東北大学金属材料研究所との共同開発による Ni フリーのチタン
系形状記憶合金（エクセレンスチタン）を使用した眼鏡フレーム
は、しなやかなバネ性とソフトなかけ心地を提供し、国内高付加
価値市場ではトップシェアを誇る。 

・上記眼鏡フレーム・医療機器製造を可能にしたレーザ微細接合技
術 
大阪大学接合科学研究所との共同研究により、最先端の光加工技
術（レーザ微細接合技術）を実用化しました。これにより、小さ
な部品に対しても接合部分に熱の悪影響を与えず、しかも高い強
度で綺麗な溶接が可能になり、同技術は眼鏡フレームはもとより、
医療機器開発の異種材接合にも活かされています。 

アピールポイント 

掛けた瞬間に掛け心地の違いが分かる眼鏡の開発や、どんなデザ

インのフレームでも作ってしまう非常に幅の広い保有加工技術を活

かし、2012年から医療機器分野に参入。低侵襲手術を可能にする、

今までにない手術器具を短期間で多数開発。特に生体安全性、耐食

性、比強度が高く非磁性特性を持つチタン系素材への冷間鍛造、精

密切削、接合、研磨加工などを一貫してこなし、その製品性能の高

さや加工技術力・開発力は、医師やディーラーからも高い評価を得

ている。今後もさらに低侵襲治療や患者様の QOL 向上につながる革

新的医療機器開発に注力します。 

問い合わせ先 

部署名 メディカル事業部 

担当者 加藤 栄治 

住所 福井県鯖江市川去町 6－8 

電話／FAX 電話 0778-52-4141／FAX 0778-25-3114 

メールアドレス e.kato@charmant.co.jp 

mailto:e.kato@charmant.co.jp
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⑦ 

企業情報 

法人名 株式会社能作 

住所 富山県高岡市戸出栄町 46-1 

代表者 取締役社長 能作 克治 

設立 1967年（創業 1916年） 

資本金 3,000 万円 

従業者数 117名（2016年 9月） 

売上高 約 11.5（億円） 

ホームページ www.nousaku.co.jp 

会社概要 

当社は大正 5年(1916)創業の鋳物メーカーであり、富山県高岡市

に 400年伝わる鋳造技術を用いて、創業当時は仏具、茶道具、花器

を中心に、近年では錫製の食器やインテリア雑貨に始まり、真鍮製

のインテリアなどを全国 10 店舗の直営店舗で販売しております。 

製品・技術の概要 

 

「CEAリング」 

（リング型手術用開創器） 

錫の持つ特性に着目し研究を進めたところ、古くから知られる柔

軟性や抗菌性に加えて、殺菌性を持つことが分かり医療器具の開発

に着手し 2014年医療機器製造業許可を取得しました。 

錫が人体に影響を及ぼさない研究結果を踏まえ、手術時に切開し

た部分を固定するリング型開創器は、錫の柔らかな特徴を活かしな

がら、患部に応じて容易に変形出来るため、医療現場では重宝され

ている。 

アピールポイント 

錫の特性はこれまで世に無かった製品を生み出す可能性を秘めて

おり、現在当社では外科医療器具や入れ歯やマウスピースの洗浄ポ

ットを製造・販売している。またこれらの製造を支えるのが当社独

自の鋳造技術であるシリコーン鋳造であり、伝統的な技術とともに

革新的な技術革新を含めて製品開発を続けています。 

問い合わせ先 

部署名 メディカル事業部 

担当者 新夛 謙三 

住所 富山県高岡市戸出栄町 46-1 

電話番号 0766-63-5510 

メールアドレス nitta@nousaku.co.jp 
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⑧ 

企業情報 

法人名 株式会社 西村金属 

住所 福井県鯖江市 丸山町 3丁目 5-18 

代表者 西村 憲治 

設立 1968年 4月 

資本金 1500万円 

従業者数 30 名 

売上高 400,000,000 円 

ホームページ http://www.nsmr.jp/ 

会社概要 

西村金属は複合ＮＣ旋盤加工を中心としたチタン加工/ステンレ

ス加工専門工場です！20 台をこえる複合ＮＣ旋盤 加工による精密

切削加工にも、5 軸マシニングによる精密機械加工や、順送プレス

加工、ヘッダー加工、転造加工、スウェージング加工といった鍛造/

圧造加工技術等まで豊富な要素技術を保有しております。また、放

電加工やワイヤーカット加工/平面研磨等の設備もあり、機械加工に

必要なマシニング加工冶具、プレス金型などもすべて社内で一環製

作していること も当社の強みです。 

製品・技術の概要 

「金属加工 チタン微細加工」 

 
主な加工品目は眼鏡部品で培ったチタン加工技術を駆使し、主に

光センサー部品、精密機械部品、計測機器部品、医療機器部品、電

解装置用チタン電極、半導体製造装置部品、真空装置部 品等などの

小径/微細の精密部品機械加工を得意としております。 

アピールポイント 

 

「私どもの会社は、何でも出来る会社では有りません。」私もまだ

まだ、製造業の「せ」の字もわからない若輩者です。 この選択され

る時代の中で、弊社のような町工場で目指す技術開発スタンスは「チ

タンの微細精密加工技術で、どこまで高精度加工追求できる

か？？」です。つまり弊社独自の得意技術を追求し、その特化した

技術を中心にお客様からの信頼を得ることが基本スタンスであると

考えております。 

問い合わせ先 

部署名 管理 

担当者 西村 憲治 

住所 福井県鯖江市丸山町 3 丁目 5-18 

電話／FAX 電話 0778-51-2348／FAX  0778-52-6946 

メールアドレス nk@nsmr.jp 
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⑨ 

企業情報 

法人名 日華化学株式会社 Ⅰ 

住所 福井県福井市文京 4丁目 23－1 

代表者 代表取締役社長 江守 康昌 

設立 1941年 9 月 

資本金 2,898,545,000 円 

従業者数 1,418 名(連結・2016年 12月 31 日現在) 

売上高 44,222百万円（2016年 12月期） 

ホームページ http://www.nicca.co.jp 

会社概要 

私たち日華化学(NICCA)は、界面活性剤・高分子を中心とする界面

科学と、毛髪科学を基盤とし、アジアを中心に国内外併せて９つの

国と地域に営業・生産・研究拠点を有し、様々な分野でお客様のニ

ーズにお応えしております。 

「製品を売るにあらずして技術を売る」。私たちが創業以来大切に

している信条です。これからもこの信条のもと、創業以来 75年間培

った技術・ノウハウを活かして新たな価値を次々と生み出し、皆様

の輝く未来・暮らしを支えてまいります。 

製品・技術の概要 

 

「界面活性剤」 

界面活性剤は、界面(物質の境の面）に作用して、性質を変化させ

る物質の総称で、洗剤や医薬品、化粧品などの成分としても広く使

われています。当社では、繊維加工用薬剤をはじめ、金属加工、樹

脂、紙・パルプ、クリーニングの各業界向け薬剤、化粧品など、様々

な分野に製品を製造販売しています。７５年培った顧客対応力と技

術力を元に、産官学での技術提携等により、さまざまなフィールド

に活躍の場を広げています。 

アピールポイント 

～光架橋性人工核酸～  

当社では、長年培った有機合成技術をもとに、遺伝子工学に技術

革新をもたらす「DNA 光操作システム」の事業化に取り組んでいま

す。従来、DNA の編集・操作は煩雑な酵素法や化学反応で行われて

いましたが、北陸先端科学技術大学院大学 藤本教授が発明した CNV

シリーズ(CNV-K および CNV-D)を DNAに組み込むことで、光を用いて

自由自在に DNA を操作することができ、先端医療だけでなく、ケミ

カルバイオロジー、ナノテクノロジー、環境分野などへの応用が可

能です。今後成長が期待されるライフサイエンス分野において、さ

らなる貢献を果たすことを目的に CNVシリーズを DNA/RNA合成試薬、

および修飾オリゴ核酸として販売しております。 

問い合わせ先 

部署名 グループ経営企画室 広報担当 

担当者 吉田 里美 

住所 福井県福井市文京 4丁目 23－1 

電話／FAX 電話 0776-25-8551／FAX 0776-21-9227 

メールアドレス info@niccachemical.com 

mailto:info@niccachemical.com
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⑩ 

企業情報 

法人名 日華化学株式会社 Ⅱ 

住所 福井県福井市文京 4丁目 23－1 

代表者 代表取締役社長 江守 康昌 

設立 1941年 9 月 

資本金 2,898,545,000 円 

従業者数 1,418 名(連結・2016年 12月 31 日現在) 

売上高 44,222百万円（2016年 12月期） 

ホームページ http://www.nicca.co.jp 

会社概要 

私たち日華化学(NICCA)は、界面活性剤・高分子を中心とする界面

科学と、毛髪科学を基盤とし、アジアを中心に国内外併せて９つの

国と地域に営業・生産・研究拠点を有し、様々な分野でお客様のニ

ーズにお応えしております。 

「製品を売るにあらずして技術を売る」。私たちが創業以来大切に

している信条です。これからもこの信条のもと、創業以来 75年間培

った技術・ノウハウを活かして新たな価値を次々と生み出し、皆様

の輝く未来・暮らしを支えてまいります。 

製品・技術の概要 

 

「デミコスメティクス」 

日華化学が研究してきた界面科学のノウハウをベースに、繊維加

工分野で培った、「洗う」「滑りをよくする」「染める」などの技術を

応用して開発した美容室向けのヘアコスメブランド「デミ コスメテ

ィクス」を展開。ヘアケアシリーズ「フローディア」や、ヘアカラ

ーシリーズ「アソートアリア」など、美しさと髪と肌への優しさを

徹底的に追求したサロン品質の製品をリリースしています。また、

1984年に設立した「デミ毛髪科学研究所」では、30 年以上にわたっ

て毛髪科学と皮膚科学に基づいた研究開発を続けており、その成果

は革新的な製品作りへと活かされています。 

アピールポイント 

・美容室用ヘアカラー（染毛）剤「アソート アリア C」シリーズ － 
独自開発の高浸透オキシスタビライザー処方の採用により低ダメ
ージ・低刺激臭を実現し、その美しい艶感と豊かなカラーバリエ
ーションによって多くの美容室にお選びいただいています。 

・美容室向けスキャルプ＆ヘアケアブランドの「ビオーブ」シリー
ズ － 当社独自の基礎研究の成果に基づいた多様な植物抽出成
分と薬用有効成分を配合した製品をラインナップしており、美容
師ならではのプロの施術によるケアとご自宅でのセルフケアとの
組み合わせによるアプローチで、自然の力によって頭皮にうるお
いを与え、美髪へと導くスキャルプエイジングケアを提案してい
ます。 

問い合わせ先 

部署名 グループ経営企画室 広報担当 

担当者 吉田 里美 

住所 福井県福井市文京 4丁目 23－1 

電話／FAX 電話 0776-25-8551／FAX 0776-21-9227 

メールアドレス info@niccachemical.com 

mailto:info@niccachemical.com
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⑪ 

企業情報 

法人名 セーレン株式会社 

住所 福井県福井市毛矢 1丁目 10－1 

代表者 代表取締役会長 兼 最高経営責任者 川田 達男 

設立 1889年 

資本金 175億 2,025 万円 

従業者数 1,520 名（2016 年 3月末） 

※出向者を含み、嘱託・臨時工等は含まず 

売上高 連結：107,211百万円（2016 年 3 月期） 

ホームページ http://www.seiren.com/ 

会社概要 

総合繊維メーカーのセーレンは、1889 年の創業以来培った繊維加

工技術に、新たに進化した技術で、「車輌資材」「スポーツ・ファッ

ション」「ビスコテックス（Viscotecs）」「環境・生活資材」「エレク

トロニクス」「メディカル」と、多彩な分野で活躍のステージを広げ

続けている。 

セーレンは、各種繊維の企画・製造・販売の「流通一貫機能」に

加え、2005 年には、旧カネボウから繊維事業を買収し、「原糸」か

ら「最終製品までの「一貫生産体制」を構築し、世界初の繊維一貫

ビジネスモデルを完成させた。 

製品・技術の概要 

「人工血管」 

 

ダブルラッセル編成技術を駆使して、自動車のシート表皮材に代

表されるような厚みのある三次元繊維集合体を製造することができ

る。この技術を応用することによりシームレスな筒状構造の管状体

を製造することもできる。繊維構造体ならではの柔軟性、伸縮性、

軽量、ほつれにくい、などの特長があり、Ｙ字など枝分かれ構造に

することも可能。医療機器分野の商品としては、ポリエステル繊維

を使った人工血管用基材が採用される。 

アピールポイント － 

問い合わせ先 

部署名 総務部 

担当者 森口 さゆり 

住所 福井県福井市毛矢 1-10-1 

電話／FAX 電話 0776-35-2111／FAX 0776-35-2114 

メールアドレス sayuri.moriguchi@seiren.com 
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⑫ 

企業情報 

法人名 横河電機株式会社 

住所 東京都武蔵野市中町 2-9-32 

代表者 代表取締役社長 西島 剛志 

設立 1915年 

資本金 43,401百万円 

従業者数 18,646名（連結、2016年 3 月末） 

売上高 413,732 百万円 

ホームページ 
和：http://www.yokogawa.co.jp 
英：http://www.yokogawa.com 

会社概要 

横河電機は 1915 年に設立されました。YOKOGAWA グループとして
世界 59 カ国に 92 社を展開しており、連結売上高は約 4,140 億円で
す（平成 28 年 3 月期）。制御事業、計測事業、航機およびその他事
業のセグメントで最先端技術の研究と技術革新に取り組み、活躍を
しています。 主たる事業セグメントである、IA セグメントでは、
石油、化学、天然ガス、電力、鉄鋼、紙・パルプ、医薬品、食品な
どの幅広い業界で重要な役割を果たしています。 
ライフサイエンス分野では、細胞を蛍光染色し生きたまま観察で

きる共焦点スキャナユニットや、非染色画像解析ソフトウェアによ
り、新薬開発・再生医療や iPS 細胞分野などの基礎研究に貢献して
きました。 

製品・技術の概要 

「マイクロレンズ付ニポウディスク」 

 

ニポウディスクは、多数のピンホールを螺旋状に配置し回転させ
ることによって画像化する、映像伝送用技術として 1884 年にニポウ
博士によって発明されました。しかし、共焦点顕微鏡としては照明
光のほとんどがピンホールで遮られるため透過効率が悪く、サンプ
ルが暗い生物用としては普及しませんでした。 
横河電機は、もう 1 枚同じ螺旋状にマイクロレンズを配置したマ

イクロレンズアレイディスクをピンホールアレイディスクの上方に
配置し、マイクロレンズでレーザ光を集光することでピンホールを
通し、照明光の透過効率を劇的に向上させることができました。こ
の発明により、細胞を生きたまま、明るく、高速に、観察すること
が出来るようになりました。 

アピールポイント 

共焦点スキャナユニット（CSU）は、蛍光染色した細胞を生きたま
ま観察でき、再生医療や iPS 細胞分野などの基礎研究に貢献してき
ました。新たに非染色細胞画像を解析する技術（CellActivision）
を取得し、より実用段階に近い、前臨床・臨床段階でも生きた細胞
の観察を可能とし、先端医療の発展に貢献していきます。また、新
薬候補となる化合物のテストを高速に自動化する創薬支援システム
（CellVoyager、CQ1）により、新薬開発の効率化と高精度化に貢献
しています。 
更に創薬のコストダウンとスピードアップを実現する次世代創薬

手法として注目されている「一細胞質量分析」について理化学研究
所と共同研究を進めており、新たな市場を開くサービスを今後提供
していきます。 

問い合わせ先 

部署名 計測事業本部 ライフサイエンスセンター PMK課 

担当者 笛木 学 

住所 石川県金沢市北陽台 2－3 

電話／FAX 電話 076－258－7028／FAX 076－258－7029 

メールアドレス manabu.fueki@jp.yokogawa.com 

http://www.yokogawa.co.jp/
http://www.yokogawa.com/
mailto:manabu.fueki@jp.yokogawa.com
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⑬ 

企業情報 

法人名 東洋紡株式会社 

住所 大阪府大阪市北区堂島浜二丁目 2番 8号 

代表者 取締役社長 楢原 誠慈 

設立 1914年 

資本金 517億円 

従業者数 9,827 名(連結) 

売上高 3,478 億円(連結) 

ホームページ http://www.toyobo.co.jp/ 

会社概要 

「日本近代産業の父」と呼ばれる実業家・渋沢栄一の尽力により、

1882年、東洋紡の源流のひとつである大阪紡が誕生しました。わが

国近代資本主義経済の先駆となる大規模な紡績会社が立ち上げられ

たのです。それから 135 年。時代が求めるもの、社会に役立つもの

を創り続けてきた結果、綿紡績から化学繊維、樹脂、バイオなど、

事業の領域も広がっています。 

製品・技術の概要 

「遺伝子解析装置」 

 

 

 GENECUBE○R  

 

 

専用試薬  

＜特徴＞ 

これまで検査結果報告に半日かかり、再診以降の治療にしか役立

たなかった遺伝子検査が初診でも役立つ。この夢を叶えたのが

GENECUBE○R。血液などの試料および試薬･消耗品類を装置にセットし

てスタートキーを押せば最短 40 分で結果を報告。これなら結核やマ

イコプラズマ肺炎、MRSA感染症など迅速な診断、治療が必要な病気

でも、すぐに効くクスリを選択して投薬開始。治療に大きな威力を

発揮します。東洋紡が開発した独自の技術が活きています。 

アピールポイント 

体外診断薬用酵素 

ノロウィルス遺伝子検査試薬 

東洋紡のコア技術は重合、変性、装置化、バイオテクノロジー。

この 4 つのコア技術をベースとして主にフィルム・機能樹脂、産業

マテリアル、ヘルスケア分野で事業を行っています。東洋紡のヘル

スケア事業は世間にはあまり知られていませんが、体外診断用酵素

分野では世界のトップ 3、特にグルコースセンサー用の酵素は世界

ナンバーワンです。またこの冬大流行しているノロウィルスの遺伝

子検査試薬でも日本で 30%以上のシェアがあります。目立たないと

ころで人々の健康に貢献しています。 

問い合わせ先 

部署名 敦賀バイオ研究所 

担当者 種部 勝 

住所 福井県敦賀市東洋町 10番 24 号 

電話／FAX 電話 0770-22-7643／FAX 0770-22-7671 

メールアドレス Masaru_Tanebe@toyobo.jp 

mailto:Masaru_Tanebe@toyobo.jp
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⑭ 

企業情報 

法人名 株式会社キュービクス 

住所 石川県野々市市末松 3-570いしかわ大学連携ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ 203 

代表者 代表取締役社社長 丹野 博 

設立 2004年 

資本金 5,730 万円 

従業者数 16 名 

売上高 －  

ホームページ www.kubix.co.jp/ 

会社概要 

＜業許可＞ 

体外診断用医薬品製造販売業、医療機器製造業、衛生検査所 

＜沿革＞ 

2004年 金沢大学発医療系ベンチャー企業として設立 

2007年 革新的ベンチャービジネス大賞 

2011年 第二種医薬品製造販売業 

2014年 がんばる中小企業 300社に認定 

2015年 内閣府産学官連携経済産業大臣賞  

製品・技術の概要 

 

「遺伝子受託解析」 

金沢大学医学部との共同研究による発明が基盤となっている。血

液細胞のがんに対する反応を遺伝子レベルで測定することにより消

化器系がんの有無を判定するサービスを展開中。臨床研究結果では

がんに対する感度、特異度は 90％以上を示すことがわかり論文で発

表した（Differential gene expression profiling in blood from 

patients with digestive system cancers；BBRC, Volume400, 

Issue1, 10 Sep 2010, p7-15）。 

アピールポイント 

全国約 450 の医療機関と契約し、年間 3,000 例以上のスクリーン

数となっている。本検査にてがんの有無が「陽性」と判定され精密

検査の結果がんが発見された人も出てきている。    

問い合わせ先 

部署名 代表取締役社長 

担当者 丹野 博 

住所 石川県野々市市末松 3-570いしかわ大学連携ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ 203 

電話／FAX 電話 076-201-8821／FAX 076-248-8832 

メールアドレス hiroshi.tanno.kubix@icloud.com 
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⑮ 

企業情報 

法人名 バイホロン株式会社 

住所 富山県富山市南央町 37－10 

代表者 代表取締役 高田 浩 

設立 1975年 10月 25 日 

資本金 9,800 万円 

従業者数 310名 

売上高 50 億円（2015年度） 

ホームページ http://www.biholon.co.jp 

会社概要 

産業分類的には、食料品製造業、その他の食品となり、主幹業務

は健康食品の製造。 

1992 年から 2005 年に掛けて大沢野地区に工場を増設し、施設の

延面積は 19,545 ㎡となる。2008年に国内初の NPA-GMP 認証の取得、

2015 年には FSSC22000 認証も取得し、品質管理体制を強化。2016

年には本社工場を改修し、日本海側初のソフトカプセル製造を開始。 

製品・技術の概要 

「サプリメント」 

 

内服固形剤（粉末、錠剤、カプセル剤）を中心に健康食品の製造

を行っており、製剤から包装までの一貫生産が可能。100％OEM とい

うこともあり、設備投資に資本集中を行い製造設備が充実している。

中でも打錠機の保有台数（種類）は国内でもトップクラス。他社で

は商品化が難しかった製品を商品化した実績もあり。    

アピールポイント 

日本海側最大級の生産能力を誇る『製造力』と NPA-GMP や

FSSC22000 などに裏づけされる品質管理体制で大手企業を始めとす

る多数の企業の製品を手掛けている。昨年からはソフトカプセル製

造も開始したこともあり、粉末、液体、何れの素材の原料であって

も取り扱いやすい錠剤やカプセル剤のサプリメントに加工できる様

になった。 

問い合わせ先 

部署名 総務部 

担当者 笹岡 

住所 富山県富山市中大久保 357-1 

電話／FAX 電話 076-468-7500／FAX 076-468-7511 

メールアドレス sasaoka@biholon.co.jp 
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⑯ 

企業情報 

法人名 EIZO 株式会社 

住所 石川県白山市下柏野町 153番地 

代表者 実盛 祥隆 

設立 1968年 

資本金 4,425,745,500 円 

従業者数 2,258 名（グループ連結 2016 年 9月末日） 

売上高 748億円（グループ連結 2016 年 3月期） 

ホームページ www.eizo.co.jp 

会社概要 

EIZO株式会社は 1968年の創業以来一貫して「映像」にこだわり、

「Visual Technology Company」として、高品質・高機能の映像機器

やその他ソリューションをビジネス、ヘルスケア、クリエイティブ

ワーク、インダストリー、アミューズメントなどの幅広い市場に提

供している。 

製品・技術の概要 

「CuratOR Surgical Panel」   

 

CuratOR Surgical Panel は液晶モニターと抗菌キーボード、マウ

ス等から構成され、手術室の壁面に埋め込んで使用する情報集約操

作システムである。顕微鏡や内視鏡などの術野映像や生体情報、

HIS・PACS などの医療情報を統合表示することができ、執刀医とチ

ームスタッフが手術室内のどこからでも映像や画像が読み取れる環

境を実現できる。 

前面を覆うガラスが衝撃やキズ、さらに汚れや水分の侵入からモ

ニター画面を保護し、手術室を安全かつ清潔に保ちます。使用用途

に応じて液晶モニターの画面サイズを 55型、49 型および 24型から

選択可能。 

アピールポイント 

当社の手掛ける手術室向け映像ソリューション「CuratOR」は、お

客様の手術室に安心・安全・清潔な環境を創るために、計画暖気の

コンサルティングから設置後の運営までワンストップで対応しま

す。医療施設のお客様のコンサルティングを行い、個々の要望に合

わせた手術室内の映像環境を従来当社が得意としてきたハードウェ

アのみならず、新たにソフトウェアやネットワークも含め総合的に

提案します。 

問い合わせ先 

部署名 － 

担当者 － 

住所 石川県白山市下柏野町 153番地 

電話／FAX 電話 076-275-4121／FAX 076-275-4125 

メールアドレス － 
 





一般財団法人　北陸産業活性化センター
北陸ライフサイエンスクラスター推進室
〒920-0981　金沢市片町2-2-15　北国ビルディング５階
TEL（076）210-7400　FAX（076）210-7450
URL  http://hiac.or.jp/cluster2/


