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令和 3 年 2 月 5 日 

報 道 各 位 

国立循環器病研究センター 

 
 
 
 
 
 

このたび、国立研究開発法人国立循環器病研究センター（理事長：小川久雄、以下「国立循環器病研究セン

ター」）、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所（理事長：米田悦啓、以下「国立医薬基盤・健康・栄養

研究所」）及び大阪商工会議所（会頭：尾崎裕）は、「国立循環器病研究センター、国立医薬基盤・健康・栄養研

究所及び大阪商工会議所との連携・協力の推進に関する協定書」を締結することとなりました。 

また、国立循環器病研究センター、吹田商工会議所（会頭：柴田仁）及び摂津市商工会（会長：中川廣司）は、

「国立循環器病研究センター、吹田商工会議所及び摂津市商工会との連携・協力の推進に関する協定書」を

締結することになりました。 

両協定とも、２月１０日（水）に調印式を行うことといたします。 

 

（１）国立循環器病研究センター、国立医薬基盤・健康・栄養研究所及び大阪商工会議所との連携・協力の推

進に関する協定 

国立循環器病研究センターは、大阪府吹田市と摂津市にまたがる北大阪健康医療都市（健都）において、

循環器疾患にかかる最先端医療・医療技術の開発を目的とした、産学官の連携によるオープンイノベーション

を展開するとともに、循環器疾患の予防と早期発見のための各種取り組みを推進しています。 

国立医薬基盤・健康・栄養研究所は、健康長寿社会の実現を目指し、医薬品技術等の向上のための基盤整

備並びに公衆衛生の向上及び増進を目的とし、医薬品等の開発に資することとなる共通的な研究、健康の保

持増進及び栄養その他国民の食生活に関する調査研究等を推進しています。 

 大阪商工会議所は、大阪・関西がアジアのイノベーションハブとなり、日本の成長を牽引することを目指し、産

業振興に注力しています。健康維持・増進から最先端医療までを含むウェルネス分野については、戦略分野

の一つに位置づけ、全国の企業や大学・研究機関等の参画を得て、産学医・産産連携によるイノベーションを

推進し、新しい豊かさの創造に取り組んでいます。 

 

三者は、医療技術の発展や健康寿命の延伸を目指して、健都における医療や健康づくりに関わる研究、人

材育成、地域連携等について、相互に協力し、双方の発展と充実に寄与する連携を推進するための枠組みに

ついて、以下のとおり連携・協力していきます。 

 

①次世代医療システム産業化フォーラム「マッチング例会（現場ニーズ等の提供）」 

②イノベーションカフェ（シーズ・ニーズ等の提供） 

国循×医薬基盤・健康・栄養研究所×大阪商工会議所 

国循×吹田商工会議所×摂津市商工会 
～連携・協力の推進に関する協定書の締結について～ 

【お問い合わせ先】 
国立医薬基盤・健康・栄養研究所 
戦略企画部戦略企画課 
TEL：072-641-9832 
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③国立循環器病研究センター、国立医薬基盤・健康・栄養研究所ツアー 

④かるしお事業の推進 

⑤ユーザー評価事業 

⑥その他、研究成果の普及啓発、共同研究、実証事業等 

 

（２）国立循環器病研究センター、吹田商工会議所及び摂津市商工会との連携・協力の推進に関する協定 

吹田商工会議所は、健都の開発に先駆けて「健康・医療まちづくりへの提言」（２０１４年１２月）を行い、医療

分野との連携を望む中小企業の橋渡しを行う、事業者の健康・医療まちづくりへの参画を促進し地域活性化に

つなげていくなどの目標を掲げています。 

 摂津市商工会は、市内中小事業者の技術力・経営力向上やビジネスマッチングの支援に取組むことで、市内

製造業の高い技術力を活かして健都と連携した事業者間交流や医療・ヘルスケア分野への進出の促進を目

指しています。 

 

 三者は、健都における医療技術の発展や健康寿命の延伸を目指して、医療や健康づくりに関わる研究、人

材育成、地域連携等について、相互に協力し、双方の発展と充実に寄与する連携を推進するための枠組みに

ついて、連携・協力していきます。 

 

①産学連携によるオープンイノベーションの積極的展開 

②オープンイノベーションに連動したエリアの産業活性化 

 

【調印式について】 

１．日 時 令和３年２月１０日（水） 

上記（１）の協定について：１０：００～１０：３０ （受付開始 ９：４５） 

上記（２）の協定について：１１：００～１１：３０ 

 

２．会 場 大阪商工会議所 6階 「白鳳の間」 

       （〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2番 8号 TEL：06-6944-6484） 

 

  

【お問い合わせ先】 

国立医薬基盤・健康・栄養研究所 

戦略企画部戦略企画課 

TEL：072-641-9832 



 

3 

 

３．出席者 

（１） 国立循環器病研究センター 理事長 小川 久雄 

 オープンイノベーションセンター長 宮本 恵宏 

 国立医薬基盤・健康・栄養研

究所 

理事長 米田 悦啓 

 理事 阿部 圭一 

 大阪商工会議所 会頭 尾崎 裕 

 専務理事 宮城 勉 

 

（２） 国立循環器病研究センター 理事長 小川 久雄 

 産学連携本部長 浅野 滋啓 

 吹田商工会議所 会頭 柴田 仁 

 摂津市商工会 会長 中川 廣司 

 

４．次 第 

上記（１）の協定 

 ①大阪商工会議所代表挨拶／会頭 尾崎 裕 

 ②国立医薬基盤・健康・栄養研究所代表挨拶／理事長 米田 悦啓 

 ③国立循環器病研究センター代表挨拶／理事長 小川 久雄 

 ④連携事業内容説明 

 ⑤協定書への署名、写真撮影 

 ※終了後、質疑応答の時間を設けさせていただきます。 

 

上記（２）の協定 

 ①吹田商工会議所代表挨拶／会頭 柴田 仁 

 ②摂津市商工会代表挨拶／会長 中川 廣司 

 ③国立循環器病研究センター代表挨拶／理事長 小川 久雄 

 ④協定書への署名、写真撮影 

 ※終了後、質疑応答の時間を設けさせていただきます。 

 

 

 

※この報道資料は、大阪科学・大学記者クラブ、大阪府薬業記者クラブその他報道関係者の皆様にお届けしています。 

 

 

 

 

 

【報道機関からの問い合わせ先】 

国立循環器病研究センター 総務課広報係 木下・福田 代表：06-6170-1070（内線番号 31120） 

（（１）の国立医薬基盤・健康・栄養研究所に関する部分について） 

国立医薬基盤・健康・栄養研究所 戦略企画部戦略企画課 072-641-9832 

【お問い合わせ先】 

国立医薬基盤・健康・栄養研究所 

戦略企画部戦略企画課 

TEL：072-641-9832 



下記事業につき、実施並びに検討を行う。

○次世代医療システム産業化フォーラム（医工連携マッチング例会）in 国循

企業等に対し医療現場の課題を発表いただく医工連携マッチング例会（次世代医療システム産業化
フォーラム）を国立循環器病研究センターにて開催する。

○イノベーションカフェ（オープンイノベーションの促進）
医療従事者や研究者から企業へのシーズの発表に加え、企業から医療従事者や研究者へ技術やサービス
などを発表していただき新たなイノベーションを創出する。

○国立循環器病研究センター／国立医薬基盤・健康・栄養研究所見学会
次世代医療システム産業化フォーラム参加企業等を中心に、国立循環器病研究センター（病院、研究
所等）や国立医薬基盤・健康・栄養研究所を職員の解説付きで見学ツアーを実施し、現場の実情を紹
介する。※国立健康・栄養研究所については「健都」移転後に実施検討。

○かるしお事業
循環器疾患の予防と治療予後へ向けて、美味しい減塩食「かるしお」の普及・啓発を進めており、かるしお
認定・レシピコンテストなど様々な取り組みを行なっている。国立健康・栄養・研究所や大阪商工会議所と
連携を強化することで、循環器疾患にも奏功する取り組みへと展開する。

○製品等評価事業
企業が研究開発中の製品やコンセプトに対し、医療従事者や研究者から意見収集（ユーザー評価）を
行う。

○共同研究や実証・実装
医療・健康分野における共同研究を促進し、研究成果の社会実証・実装につなげることで、信頼あるエビ
デンスに基づく製品・サービスを創出する。

国立循環器病研究センター、国立医薬基盤・健康・栄養研究所、大阪商工会議所
具体的な連携事業（例）
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【 創 設 】 平成２７年４月１日
【本部所在地】大阪府茨木市 彩都ライフサイエンスパーク
【 主な組織 】理事長、理事、監事（非常勤２名）
【職員数（常勤） 】 １１６人（令和３年１月１日現在）
【令和２年度予算】 ３，８９４百万円

沿革・組織

目 的

○ 医薬品等及び生物資源の開発に資することとなる共通的な研究、民間等において行われる研究及
び開発の振興等の業務を行うことにより、医薬品技術等の向上のための基盤の整備を図り、もって、
国民の保健の向上を図る。

○ 国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並びに国民の栄養その他国民の食生活に関
する調査及び研究等を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進を図る。

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所について

① 医薬品等の開発に資する基盤的技術の研究開発及び創薬支援
② 医薬品等の開発に必要な生物資源の研究開発及び供給
③ 希少疾病用医薬品等の開発振興
④ 国民の健康の保持及び増進に関する調査・研究
⑤ 国民の栄養その他国民の食生活の調査・研究
⑥ 食品についての栄養生理学上の試験

業務内容

創る、挑む、かなえる



業務内容 具体的な取組

医薬品等の開発に資する基盤的技術の研究
開発及び創薬支援

・ 難病に対する治療法や医薬品等の研究開発
・ 新興・再興感染症に対応するワクチン等の研究開発
・ 医薬品等の安全性等評価系構築に向けた研究開発
・ 抗体・核酸医薬品の開発を推進するため、抗体・核酸の
スクリーニング、デザイン等に関する技術の研究開発

・ 新規創薬のターゲットを探索する人工知能（AI）の開発

研究に必要な生物資源の研究開発及び供給 ・ JCRB細胞バンク事業、実験動物研究資源バンク、難病研究資源
バンク等で、研究用試料の収集・分譲及び研究用資源の開発等

・ 霊長類医科学研究センターにおいて、高品質な実験用サル類
の供給及び研究開発

・ 薬用植物資源研究センターにおいて、薬用植物の栽培、収集、
種の保存及び供給

希少疾病用医薬品等の開発振興 ・ 希少疾病用医薬品等に対する、助成金交付、指導・助言等の実
施

国民の栄養その他国民の食生活の調査・研

究

・ 国民健康・栄養調査の集計・解析

・ 食生活・栄養の健康への影響に関する栄養疫学的研究

国民の健康の保持及び増進に関する調査・

研究
・ 「健康づくりのための身体活動基準・指針」の改定に資する研究
・ エネルギー代謝、主要栄養素の適切な摂取に関する調査研究
・ 運動と食事の相互作用に関する研究

食品についての栄養生理学上の試験 ・ 特別用途食品等の表示許可等に係る試験業務
・ 食品成分の安全性・有効性に関する調査研究

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の具体的な取組



SDGsに関連する主な取組み

各種疾患の診療情報・オミックスデータ（生
体分子情報）を活用し、創薬ターゲット分子の
発見・同定に繋げるための高精度解析
ツール（AI）を開発実装することによ
り、特に難病などの「創薬標的の枯渇
問題」を解決し、優れた医薬品の創出
に貢献する。

健常人と糖尿病患者の腸内細菌叢や生活習慣等
のビッグデータを収集し、糖尿病を改善する腸内
細菌や代謝物を解明するなど、個別化/層別化ヘル
スケア・栄養システム、創薬のための公開DB・AI
の機能強化を図り、腸内環境を基軸
にした健康科学の発展に貢献する。

新薬創出を加速するAIの開発
【PRISM】

健常人を対象とした生活環境と
マイクロバイオームに関する研究【PRISM】

難治性心血管疾患・難治性がん・認知症・新興
再興ウイルス感染症を克服できるレジリエント社
会の実現のため、健康医療情報に対するAI解析ス
キルを活用し、循環器病研究セン
ターと連携して、健康⻑寿社会を
目指す住⺠参加型バイオコミュニ
ティを形成する。

住⺠参加型バイオコ
ミュニティーの形成【共創の場形成支援プログラム】

創る、挑む、かなえる

○医薬基盤・健康・栄養研究所は、企業の取り組みが難しい難病や感染症の研究をはじめと
した最先端の創薬科学研究、健康・栄養に関する研究に取り組んでいます。

○以下に、SDGsに関連する主な取組みを紹介します。

栄養政策の共同研究と
国際協力事業を実施【国際栄養協力事業】

アジア太平洋地域を中心に、栄養に関連した
政策研究を実施するとともに、「栄養と身体活
動に関するWHO協力センター」として国際シン
ポジウムの開催や海外からの研修生の受け入れ
を実施することにより、日本の優れた栄養政策
の発信に努めている。


