
スタンプラリーも
あるよ！

よ～いどん!チップつめ競争

タンパク質を電気泳動で分けてみよう

ろ紙に花を咲かせよう!

万華鏡をつくろう！鏡の世界へようこそ。

KAGAMIクイズラリー

スーパーボールをつくろう!

“NMR”（エヌ・エム・アール）って何？～高さ3Mを超える大型の測定機器を見学しよう！～

患者さんの少ない病気を治す薬とは？～クイズに挑戦しよう～

これで君もアニメ&ゲームクリエイターだ！！～プログラミングを体験しよう～

しゅわしゅわバスボム（入浴剤）を作ろう!

ペーパークロマトグラフィーアートでオリジナルマグカップを作ろう

大阪モノレール沿線≪彩都≫リレーイベント

自分の筋肉量を当ててみよう!
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いろいろな実験器具にふれて研究を体験しよう

ヴァーチャルリアリティー（VR、仮想現実）で人体の中を覗いてみよう

キラキラのレジンアクセサリーを作ろう☆
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1.  立入禁止区域には絶対に入らないでください。

2. 研究所の館内及び敷地内は禁煙です。

3.「整理券あり」と表示されたイベントに参加するためには、整

理券が必要です。整理券は正面入口付近で9時45分から午前

の部、12時30分から午後の部を配布します（先着順）。

 悪天候の場合は、１階ロビーでの配布となります。

 整理券は各人1枚ですので、整理券配布の際にはご注意くだ

さい。なお、それぞれの整理券の取扱は券面に記載しており

ますのでご確認ください。

4. 酒気を帯びた方の入館はお断りします。

5. ペット連れでのご来場はご遠慮ください。

6. 研究所内では、走り回る、大声を出すなどの行動は慎んでく

ださい。

7. 研究所内での飲食は、定められた場所でのみお願いします。

8. 館内での事故・盗難等について研究所は責任を負いかねます。

らい   じょう  しゃ　　　　  みな　さま　　　　　　　  ねが

医薬基盤・健康・栄養研究所は、厚生労働省所管の独
立行政法人である医薬基盤研究所と国立健康・栄養研
究所が統合され、平成２７年４月に設立されました。
医薬基盤研究所では、創薬支援の中核組織として、下
記の三つの事業を行うことにより、大学や民間企業で
行われる医薬品・医療機器の開発を目指した研究を支援
しています。

大学や企業が医薬品等の開発を行う上で役に立つ共通的な
技術を開発します。

培養細胞、遺伝子、実験動物等の研究用資源を大学や企業に
供給するとともに、繁殖や保存に関する技術を開発します。

医薬品等の開発支援において培った専門性及び経験を生かし、
医薬品等の実用化を目指した指導・助言を行っています。

（１）

（２）

（３）

基盤的技術の研究及び創薬支援

生物資源に係る研究及び創薬支援

医 薬 品 等 の 開 発 振 興
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整理券の有無 参加人数 推奨年齢券 定 年

なに

たか こ おおがた そくてい けんがくき き

一般的に馴染みのない実験用測定機器は医薬基盤研究所には数多く
ありますが、その中でも特に大きな測定機器の1つであるNMRについて、
どんなことができるのかを見学しながら知っていただきます。

“NMR”（エヌ・エム・アール）って何？
～高さ3Mを超える大型の測定機器を見学しよう！～

きみ

たいけん

Viscuit（ビスケット）と呼ばれる視覚的なオブジェクトを用いて
子どもでも簡単にプログラミングができるツールを使用し、
プログラミングを体験していただきます。

これで君もアニメ&ゲームクリエイターだ！！
～プログラミングを体験しよう～

きみ じょうしき ひ   じょうしき

せ かい ぶん か し

バイオインフォマティクスプロジェクトに所属する外国人研究者との
コミュニケーションを図ると同時に、生命科学や創薬、
そしてバイオインフォマティクスについての簡単なクイズを通して、
これらの科学について身近に感じてもらうこと、興味を持ってもらうことを目指す企画です。

クイズ！君の常識、非常識？！
～世界の文化を知ろう～

かん じゃ びょうすく

ちょうせん

なお くすりき

◯ パネル展示
◯ DVD(医薬品製造の教育用教材)の常時上映
◯ くじ引き付きクイズ

患者さんの少ない病気を治す薬とは？
～クイズに挑戦しよう～
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参加型イベント
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参加型イベント

きょうそう

ラボのお仕事体験。研究で使うチップつめのお手伝いをおねがいします。
素早く詰めてくれたら、何かいいことがあるかも！？
おとなも子どもも大集合～

よ～いどん!チップつめ競争

しつ でん き えいどう わ

私たちの体はたくさんの種類のタンパク質でできています。
電気泳動でタンパク質を大きさ順に分けてみましょう。

タンパク質を電気泳動で分けてみよう

し はな さ

水性マジックペンのインクに何色のインクが入っているのか、
ろ紙と水によるクロマトグラフィーを利用して分析します。
ペーパークロマトグラフィーを利用して、
ろ紙に花の模様を描いてみましょう。

ろ紙に花を咲かせよう!

わたし

けんこう ちょうじゅ ひ けつ

免疫老化プロジェクトでは、「免疫老化」について一般の方にもわかりやすく、
パネルを用いて説明を行い、免疫老化研究が将来の創薬や健康寿命延長につながることを
理解していただきます。また、クイズに正解された方には素敵な景品を差し上げます。

私がオバあちゃんになっても
～健康長寿の秘訣とは～

なんびょう くすり

難病の新しい薬づくりに役立てるため、薬がどの遺伝子に
関係するのかを調べて、データベースを公開しています。
また、難病患者さんの検体を研究に使えるようにする、バイオバンクも紹介します。

難病の薬づくりをサポートする
データベースとバイオバンク

まん げ きょう かがみ せ かい

オリジナルの万華鏡をつくって、模様をのぞいてみよう！
KAGAMIプロジェクトの研究テーマである「キラル」を
実際に万華鏡で観察します。

万華鏡をつくろう！鏡の世界へようこそ。

にゅうよくざい つく

重曹とクエン酸を用いてバスボムを作ります。
しゅわしゅわバスボム（入浴剤）を作ろう!

かんせん

展示パネルを用いてインフルエンザウイルスが感染した際に、
体内でなにが起こり、どのような変化をもたらすのかについて
わかりやすく説明します。最後に、簡単なクイズに答えていただきます。

インフルエンザウイルスに感染したらどうなるの？

じっけん き ぐ けんきゅう たいけん

研究に使う実験器具は特殊なものばかり。
普段、なかなかふれる機会のない実験器具を使って研究を体験してみよう。

いろいろな実験器具にふれて研究を体験しよう

つく

市販のUV硬化レジンを用いてアクセサリー作りを体験し、
どのような仕組みでアクセサリーが出来上がるのかを簡単に説明し、
理解していただきます。
最後に参加賞のお菓子を差し上げます。

キラキラのレジンアクセサリーを作ろう☆

つく

ペーパークロマトグラフィーできれいな模様を作って、
オリジナルマグカップを作っていただく企画です。

ペーパークロマトグラフィーアートで
オリジナルマグカップを作ろう

か

じん たい なか のぞ

そう げんじつ

VR（ヴァーチャルリアリティー）技術を使って、人体の中に入り込んで、人体の中の様子をのぞく
仮想現実体験をしてみよう。（整理券の無い方も、モニターを見て体験してもらうことができます！）

ヴァーチャルリアリティー（VR、仮想現実）で
人体の中を覗いてみよう

さい ぼう へん

かん さい ぼう

か

パネルを用いて、幹細胞と幹細胞を利用した医療応用について
分かりやすく解説します。また、希望者には幹細胞および幹細胞由来の
分化細胞を顕微鏡で観察してもらいます。

いろいろな細胞に変化する
“幹細胞”ってなあに？

前半はキラルと研究の説明、
後半はクイズラリーを行います。

KAGAMIクイズラリー
PVA洗濯のり、食塩水など身近な材料を使って、
自分だけのオリジナルスーパーボールをつくってみよう。

スーパーボールをつくろう!

み ぢか

ワクチンアジュバントの役割、どのような化合物が
使われているかなどポスターを展示しています。
お土産として化粧品サンプルを差し上げます。

身近なワクチン・アジュバント

にほん きんき けつえきせきじゅうじ しゃ

日本赤十字社　近畿ブロック血液センターで
同日開催しているイベントを紹介

日本赤十字社　近畿ブロック血液センター

さいえんおおさか せん と

ぼうしをかぶって車掌気分♪撮影ブース

6 大阪モノレール沿線≪彩都≫
リレーイベント

じ ぶん きん にくりょう あ

メタボリックシンドロームやフレイルは体脂肪量と骨格筋量が深く関係します。
骨格筋量に着目し、自分の筋肉量を予想してもらってから体組成計で測定し、
正解の人には景品を差し上げます。また、男女別に年齢を横軸にしたパネルに、
自分の筋肉量を小さなシールでプロットしてもらい、分布図を完成させます。

自分の筋肉量を当ててみよう!
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けん び みきょう

人の体を作っている細胞について､ポスターや動画を使って知って
もらうとともに、顕微鏡を使って実際の染色体を観察してみよう。

いろいろなものを顕微鏡で見てみよう

展示型イベント

展示型イベント

参加型イベント

展示型イベント

参加型イベント

展示型イベント


