
旭化成ファーマ株式会社
共同研究公募事業紹介

2022/10/12

医薬研究センター

オープンイノベーション部

落合 剛大

2022/10/19 1



本日の内容

2022/10/19 2
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３．本年度公募テーマ紹介



旭化成株式会社
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事業機能

環境ソリューション事業

モビリティ＆
インダストリアル事業

ライフイノベーション事業

旭化成エレクトロニクス㈱

マテリアル領域

旭化成ホームズ㈱
住宅事業

旭化成建材㈱
建材事業

住宅領域

旭化成ファーマ㈱
医薬事業

旭化成メディカル㈱
医療事業

ZOLL Medical
クリティカルケア事業

ヘルスケア領域

Veloxis Pharmaceuticals
医薬事業

旭化成株式会社 持株機能

2022年3月現在

創業: 1922年

代表取締役社長:工藤幸四郎

売上高: 2兆4,613億円

営業利益: 2,026億円

従業員数: 46,751人

グループ
理念



4

取締役会長
坂本修一

代表取締役社長
青木喜和

2021年度売上高：753億円

旭化成ファーマ株式会社概要

創業: 1920年 (東洋醸造)

取締役会長： 坂本 修一

代表取締役社長: 青木 喜和

従業員数: 約1,650人

うちR&D 約300人 2022年3月現在

自己免疫疾患
・ケブザラ
・プラケニル

救急
・リコモジュリン

骨粗鬆症
・テリボン
・リクラスト

2022/10/19



医薬研究センター
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医薬研究センター
創薬研究拠点： 静岡県伊豆の国市

自社研究およびオープンイノベーションのアプローチを組み合わせた研究戦略

 オープンイノベーション

• インライセンスや戦略的提携

• 革新的創薬技術や創薬シーズに関する共同研究や研究支援
2022/10/19

研究開発注力領域

神経性領域自己免疫領域 救急領域 筋骨格系領域 希少疾患



本日の内容
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２．公募概要
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弊社研究公募プログラム/A-COMPASS
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創薬研究における共同研究の機会創出のために、
毎年１月に募集を受け付けています。

www.asahikasei-pharma.co.jp/a-compass/jp/
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弊社研究公募プログラム/A-COMPASS

旭化成ファーマオープンイノベーション

・ 研究資金

・ 医薬品開発

・ 実用化研究

・ アイデア

・ テクノロジー

・ 知見、ノウハウ

アカデミア、研究機関、
ベンチャー企業等

応募者

革新的医薬品

2022/10/19
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A-COMPASSのコラボレーション形態の例

リンク：コラボレーション形態の例｜オープンイノベーション｜旭化成ファーマ株式会社 (ASAHIKASEI -PHARM A.CO.JP)

共同研究期間に得られた成果に基づいて、共同研究の継続やライ
センス導入などの次のステップについてご相談、検討をいたします。

https://www.asahikasei-pharma.co.jp/a-compass/jp/about.html
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A-COMPASSのコラボレーション形態の例

リンク：コラボレーション形態の例｜オープンイノベーション｜旭化成ファーマ株式会社 (ASAHIKASEI -PHARM A.CO.JP)

弊社の注力領域にマッチする独創的な研究プロジェクトについては、
資金およびアイデアを提供し研究を支援します。

https://www.asahikasei-pharma.co.jp/a-compass/jp/about.html
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A-COMPASSのコラボレーション形態の例

リンク：コラボレーション形態の例｜オープンイノベーション｜旭化成ファーマ株式会社 (ASAHIKASEI -PHARM A.CO.JP)

創薬基盤技術の共同研究においては、共同研究期間中に
技術移管の実施をご相談することもあります。

https://www.asahikasei-pharma.co.jp/a-compass/jp/about.html
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これまでの実績

実施年 応募総数 研究カテゴリー コラボレーション形態

2018*1 36
創薬シーズ

共同研究：1

技術移管：1

創薬基盤技術 共同研究：4

2019 104

創薬シーズ

共同研究：1

研究支援：1

化合物供与：1

創薬基盤技術
共同研究：5

研究支援：2

2020 87
創薬シーズ 研究支援：3

創薬基盤技術 共同研究：3

2021*2 70 創薬シーズ 研究支援：1

2022 59
創薬シーズ

検討中
創薬基盤技術

*1 2018年は国内のみ, *2 2021年は創薬基盤技術の募集なし

【海外】
シンガポール／ICES（研究機関）
スペイン／バルセロナ大学
スペイン／CSIC（研究機関）
インド／FNDR（研究機関）
オランダ／TNO（研究機関）

京都大学
大阪大学

長崎大学
熊本大学
鹿児島大学

名古屋大

順天堂大学
東京工業大学
横浜市立大学
慶應義塾大学

富山大学

北海道大学

【国内研究機関】
国立精神・神経医療研究センター
理化学研究所
産業技術総合研究所
東京都医学総合研究所



◆研究費：200～2,000万円／年 で個別に決定

◆研究期間：1～3年間

◆募集期間 ：2023年1月5日(木) 14:00 ～ 2月9日(木）17:00

◆応募方法：ダウンロードした所定の様式に記入しホームページより応募してください。

◆選考期間

➢ 1次選考：公募締め切り後1.5カ月間

➢ 2次選考：秘密保持契約締結後2カ月間

◆ 詳細は弊社公募ホームページをご覧ください。

https://www.asahikasei-pharma.co.jp/a-compass/jp/recruit.html
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A-COMPASS in 2023の募集概要

https://www.asahikasei-pharma.co.jp/a-compass/jp/recruit.html


本日の内容
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１．会社概要

２．公募概要

３．本年度公募テーマ紹介



A-COMPASS in 2023 募集テーマ

リンク：オープンイノベーション｜旭化成ファーマ株式会社
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５つの疾患領域についての創薬シーズおよび
新規創薬技術と、

創薬活動を支える基盤技術における共同研究
機会を探しております。

http://10.31.31.13/a-compass/jp/#concept


各募集テーマの概要
自己免疫疾患領域

対象疾患：シェーグレン症候群、全身性エリテマトーデス／ループス腎炎、全身性強皮症に伴う間質性肺炎や特発性肺線維症

腎疾患領域

対象疾患：遺伝性腎疾患、免疫性腎疾患

神経変性疾患領域

対象疾患：ポリグルタミン病、シヌクレオパチー、タウオパチー、TDP-43プロテイノパチー

骨疾患領域

対象疾患：後縦靭帯骨化症（OPLL）、黄色靭帯骨化症（OLF）などの難治性骨化症

疼痛領域

対象疾患：神経障害性疼痛、侵害性疼などの難治性疼痛

創薬基盤技術

製剤技術、解析技術、有機合成技術 2022/10/19 16

https://www.asahikasei-pharma.co.jp/a-compass/jp/theme01.html
https://www.asahikasei-pharma.co.jp/a-compass/jp/theme02.html
https://www.asahikasei-pharma.co.jp/a-compass/jp/theme03.html
https://www.asahikasei-pharma.co.jp/a-compass/jp/theme04.html
https://www.asahikasei-pharma.co.jp/a-compass/jp/theme05.html


Contact
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旭化成ファーマ株式会社
医薬研究センター オープンイノベーション部

落合 剛大
ochiai.ts@om.asahi-kasei.co.jp

www.asahikasei-pharma.co.jp/a-compass/jp/

旭化成 オープンイノベーション





各募集テーマの概要

創薬基盤技術

⚫ 製剤技術

• 抗体医薬品を皮下に高用量投与可能な技術

• 肺での薬物滞留性向上技術

• ペプチドの経口投与を可能にする技術

⚫ 解析技術

• タンパク質への低分子の結合ポーズを推定する分子動力学的手法

• 長鎖RNA構造解析の手法

• 中分子の構造解析技術

• 創薬標的の生体高分子（タンパク質や核酸）と医薬品候補物質との相互作用の運動性情報を得られる溶液NMR法

⚫ 有機合成技術

• DNA Encoded Library合成に応用可能なOn-DNAでの有機合成反応技術
2022/10/19 19

対象技術ごとに
興味のある研究内容や条件を設定しております。
詳細はホームページをご覧ください

https://www.asahikasei-pharma.co.jp/a-compass/jp/theme05.html

