
フィラデルフィア大都市圏
－アメリカトップのライフサイエンス研究地域－



フィラデルフィア大都市圏の地理的位置



3州11郡にまたがる東海岸きっての巨大ビジネスエリア



立地条件の素晴らしさ

 NYとワシントンDCの中間に位置

Trenton



一流の地域の証し

2009 年 全米ランキング

雇用数 300万件 5位
人口 610万人 5位
地域総生産 3548億ドル 7位
個人所得 2940億ドル 5位

Sources: Global Insight - Spring 2009 



アメリカのヘルスケア発祥の地

アメリカで最初の…
• 公立病院

 
1751年

• 解剖学の学校

 
1762年

• メディカルスクール

 
1765年

• 薬科大学

 
1812年

• 小児病院

 
1855年

• 民間のバイオメディカル研究

 所

 
1892年



ライフサイエンス分野

• トップクラスの製薬会社15社
• 製薬会社11社の本社

• 56,300人がライフサイエンス分野に従事

• 60,187人が裾野産業に従事

• 283,026人が公共医療サービスに従事

• 一人当たり$428.4と、最も高額なライフサイエンス分野の研

 究開発費

Source:Milken Institute 2009



主なライフサイエンス企業

• アストラゼネカ

• ブリストル・マイヤーズ スクイブ

• セントコア

• セファロン

• グラクソ・スミスクライン

• ジョンソン＆ジョンソン

• メルク

• マクネイル

• ノボ ノルディスク

• サノフィ・アベンティス

• ワイス



バイオサイエンス業界の循環

世界に誇る研究機関

ドレクセル大学.
トマス・ジェファソン大学

ペンシルベニア大学
ウィスター研究所
コリエル医学研究所

等など…

先端産業、バイオテック、デバ

 

イス、診断

Avid Radiopharmaceuticals社
NuPathe社
Protez社

Tengion社
ViroPharma社

Yaupon Therapeutics社
等など…

北京医療薬学
セントコア社

富士レビオ株式会社
等など…

グローバルな製薬会社

ブリストル・マイヤーズスクイブ
グラクソスミスクライン、

 

メルク、シャイア
ジョンソン & ジョンソン、

 

サノフィ・アベンティス
ノボノルディスク、

 

ワイス、アストラゼネカ、

 

セファロン

商業化

ペンシルベニアライフサイエンス・

 

グリーンハウス
ベン・フランクリンテクノロジー

 

パートナーズ

Early-stage risk capital

Pre-seed/seed funding

VC funding

成熟産業：バイオテック、

 

デバイス、診断
Business Climate, 
business support, tax 
policy, access to bio- 
pharmaceuticals experts

Basic research 
funding (i.e. NIH)

Courtesy of Pennsylvania Bio 



フィラデルフィア大都市圏のライフサイエンス分野ランキング

ミルケン研究所 (シンクタンク) (2009年5月)
• 全国総合指数第2位

BIO/Battelle レポート(2008年6月)
• 全国第2位の製薬業界雇用者数を誇る

• 全国第3位の調査、実験、医療研究所での雇用者数を誇る

ビジネス・ファシリティーズ誌 (2008年７月) 
• ペンシルバニアは第全国1位のバイオ全般分野での強さが

 ある



• 5 つの医大と、２つの整骨療法学校
• 歯学部、眼科、３つの薬科大学
• 国立癌研究所指定の５つの癌センター
• 120の病院
• 100,000人あたり414床の病院のベッド
• トップクラスの小児科病院
• 100,000人あたり496.8人の医師

ヘルスケアの充実



医学部のある大学

• ドレクセル大学
• テンプル大学
• トマス・ジェファソン大学
• ニュージャージー医科歯科大学
• ペンシルベニア大学



ライフサイエンスとヘルスケア分野の研究機関

• フィラデルフィア小児科病院
•

 

コリエル医学研究所
• フォックスチェイス癌センター
• フラウンホーファー分子バイオテクノロジーセン

 ター
• トマス・ジェファソン大学
• ペンシルベニア大学
• ウィスター研究所



• ナノテクノロジー関係の特許とリサーチにおいて第2位
•

 

国立科学財団（NSF）からのナノテク関連補助金額、第3位

• 国立衛生研究所（NIH）からのナノテク関連補助金額、第4位

• 100以上のナノテク関連企業

• 150以上のIP資産、7つのテクノロジーの特許と援助を受けた13の会

 社をプロデュースした、ナノテクノロジー協会（NTI）

• 5つの大学が研究開発に携わっている。

ナノテクノロジーの分野



• ライフサイエンス関連の卒業生は、2004～2006年で３０％増

 （3,860人増）

• 241 のライフサイエンスプログラム

 
(一般的な生物学と化学プログ

 ラムを含まない)

• 全てのライフサイエンス工業労働者を代表する科学関連の労

 働者は、2008年の52%から、2013年までに62%上昇する。

持続可能なライフサイエンス労働人口



生活費の都市別比較

都市名都市名 生活費指数生活費指数

ニューヨーク 153.2

サンフランシスコ 148.9

ロサンゼルス 143

ワシントン 136.6

ボストン 129.5

フィラデルフィア 119.7

シカゴ 113.5

マイアミ 113.4

デトロイト 100.1

アトランタ 94.9

ダラス 92.1

ヒューストン 89.2

Source: National Association of Home Builders and Wells Fargo Bank 2009.



商業コストの優位性

62.02

40.88 40.82 40.29
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2008年、アメリカ大都市のA級スペースの平方フィートあたりの賃貸料比較



国際色の豊かさ

• 37地域にまたがる634の外国企業

• 33 の領事館

• 10 の両国間商工会議所

• 574,313 人の外国生まれの居住者（フィラデルフィア大都市圏

 内）

• 16 の国際バカロレア資格を持つ学校



素晴らしい生活環境

• ゴールドの評価を受けた35学区と、239,400人の生徒たち

• 毎日150、年間

 
56,000のイベントが開催

• 9 のプロスポーツチーム、573の NCAA（全米大学競技協会 ）

 所属のチーム

• 86,456エーカーの土地

• ビーチや山といったリゾート地にも近い

• 193のゴルフコース



Thank You!
200 South Broad Street

Suite 700
Philadelphia, PA 19102-3896

P: 215.790.3777 or 1.800.221.0774
F: 215.790.3720

www.selectgreaterphiladelphia.com
日本語訳：フィラデルフィア日米協会（Japan America Society of Greater Philadelphia）

http://jasgp.org/

http://www.selectgreaterphiladelphia.com/
http://jasgp.org/
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