
Eー孟白古宮崎問自由111白書輔翻!ill臨調

前 潰

報告②

リレー簡潰

閉 .d. 
~ 

ライフザイl

(慣聾中)・関西経済連合会(嗣聾中)

「健康科学推進会蟻活動概観J
堀洋(隼康科学推進会副事萄局/千里ライフサイエンス撮興財団/神戸大学)

「健康科学研究/イノベーションの現況J
〈進行〉福崎英一郎(大阪大学)・護遺敏明(兵庫県立大学)

l渡辺恭良(理研分子イメージング科学研究センター/大阪市立大学)

11清水俊雄(名古屋文理大学/フレスコ・ジャパン)

休憩

「健康科学ビジネス推進機構の設立J
野島学(健康科学ビジネス推進機構事務局/関西経済連合会)

「健康社会の実現に向けて」
〈進行〉三宅蝿実(大阪府立大学)・田中雅彰(大阪市立大学)

①中井雄治(東京大学)

②服部かおる(フラワーロード服部内科)

③藤井健志(株式会社カネカ)

④贋常啓一(新産業文化創出研究所)

⑤樽林陽一(神戸大学)

北野義幸(大阪バイオ・ヘッドクオーター/大阪府)

グローバル産学官連機鎚点 [関西バイオメディカルクラスター]

提案機関=園 (公社)関西経済連合会、大阪商工会議所、神戸商工会議所、大阪医薬品也会

園大阪大学、神戸大学、大阪府立大学、兵庫県立大学、大阪市立大学

園大阪府、兵庫県、大阪市、神戸市

調整機関=大阪バイオヘッドクオーター

協力機関=京都大学、国立循環器病センター、 (独法)医薬基鍍研究所、(公財)大阪バイオサイ

エンス研究所、(公財)千里ライフサイエンス振興財団、近畿バイオインダストリー銀

興会強、 (独法)理化学研究所、 (公財)高輝度光科学研究センター、 (公財)ひょう

屋亙神戸大学梅田インテリジェントラボラトリ

匡国大阪市北区鶴野町梅田ゲートタワー8F

ご科学銭術協会・兵庫県放射光ナノテク研究所、(公財)先錨医療振興財団、 (財)

計算科学掻興財団

関西ライフイノベーション推進協議会

梅成機関=大阪医薬品協会、大阪商工会議所、神戸商工会議所、矢阪大学、神戸大学、大阪

市立大学、大阪府、兵庫県、大阪市、神戸市、株式会社池田泉州銀行、株式会社三

井住友銀行、(公財)先端医療綴興財団、(公財)千里ライフサイエンス蜜興財団

|各沿線からのアクセス |

阪急梅田駅より徒歩3分

JR大阪駅より徒歩7分

地下鉄御堂筋線梅田駅より徒歩6分

地下鉄谷町線東梅田駅より徒歩8分

GoogleMap 

田清:回

議議



l 「第3回健康科学推進フォーラムJについて | 
「関西バイオメ デイカルクラスタ ー (KBMC)J事業は、大阪・兵庫地域の産学官が広域的な連携の仕組みを作り、医薬品 (医療)・医療機器・健康科学の

分野で世界的な市場を指向 した革新的医薬品・医療機器の開発や高付加価値健康サービスの提供を実現する こと が使命です。 r健康科学推進会議.1 (2 0 I 0 

年 2月設立)は、 これ らKBMCの使命の うち、健康科学に関する研究開発を科学的に適正な方向に先導・推進する大学や研究機関の提言集団として、地域に

おける健康科学研究開発に係わる諸課題や諸々の案件に対する方策を広範な観点から議論 し、逐次地域に発信して きま した。これまでに、 「健康科学推進の基

盤整備計画Jや「健康科学推進イノベーシ ョン基本戦略」 として公表 した会議議論の取 りまとめに沿って、健康科学に関 して“関西が一枚岩に1"なる活動を展

開 し、地域の産学官連携が、 [交流・理解]→ [協調・連携]→ [自律・ 自立]と 段階的に発展する一端を担ってき たと考えています。

本年度のフォーラムでは、昨年度実現した、健康科学に関する地域の産学官医の協働プラットフォーム 「健康科学ビジネス推進機構」の設立などの新たな展

開や、現在までに進展 した各々の大学・研究機関の健康科学に関する姿勢や取組みの結実などを含めた 『現状情報の共有」を図ると共に、 『健康科学推進会

議Jが今後提言する 『健康社会の実現』に向けたさらなる展望などを討論し ます。

日 時 2013年2月22日(金) 13 : OO~ (12 : OO~受付開始)
場 所 神戸大学梅田インテリジェン卜ラボラ卜リ (大阪市北区鶴野町梅田ゲートタワー8F)

主 催 健康科学推進会議 ・関西ライフイノベーション推進協議会

協 賛 健康科学ビジネス推進機構

1お申込み方法。E-mailで
件名を「健康科学フォーラム申込」として、以下をご明記の上、

下の宛先までE-mailにてお申込み下さい。

お名前、勤務先文は学校名、ご所属・役職、ご住所、連絡先 (電話番号)

E-mail 

.宛先:kbmc.hsisc.forum3@gmail.com 

。FAXで
以下に必要事項を ご記入の上、下の番号までFAXにてお申込み下さい。

.FAX: 06-6223・2257

tお問合せ先

「第3回健康科学推進フォーラム」運営事務担当デスク

(担当:福本・松林)

TEL:06-6223-2256 (北浜国際特許事務所内)

※申込〆切

2月18日(月)

必着

!「第3白健康科学推進フォーラム」参加申込書|
「第3回健康科学推進フォーラム」運営事務担当デスク(担当福本・松林)

FAX: 06・6223・2257

フリガナ

お名前

勤務先
又は学校名

所属部署
役職名

ご住所 T 

連絡先1(E-mail) 連絡先2(TEL) 

-お申込み内容の個人情報は、本フォーラム参加申込受付及び「健康科学推進会議」事業運営の目的以外では利用しません。

申込多数で会場定員を大幅に超過した場合は申込を締め切らせていただく場合があります。お早めにお申込み下さい。

-参加証の発行はありません。申込多数によりご参加いただけない場合のみ、ご連絡申します。

なお、本フォーラムは、一部、「文部科学省イノベーションシステム整備事業 平成24年度地域イノ〆ーション戦略支援プログラム(国際競争力強化地域)Jの補助により開催しています。



12:00受付開始

13:00開会
柳秀樹(関西ライフイノへやーション推進協議会/千里LS振興財団)

来賓挨拶文部科学省
健康科学産業研究会(関西経済連合会)他

13: 10報告①「健康科学推進会議の活動概説J
堀洋(健康科学推進会議事務局/千里LS振興財団/神戸大学)

13:25講演「健康科学研究/イノベーションの現況」
<進行>福崎英一郎(大阪大学)

渡遺敏明(兵庫県立大学)

1 r健康科学とは?健康科学イノへやーションの推進」
渡辺恭良(理研分子イメーシVグ科学研究センター/大阪市立大学)

1976年京都大学医学部卒、 1980年京都大学医学博士、 1981年京都大学放射性同位元素総

合センター・助手、 1984年大阪医科大学医学部医科学・講師、 1987"'2001年大阪Jl"1';tljイDス研究

所神経科学部門・研究部長、 1999年より大阪市立大学大学院医学研究科システム神経科学・教授、

2006年から独立行政法人理化学研究所分子イメーγ〉ゲ科学研究アログラム・ア日ゲラムディレクター、
2008年セ万一化に伴い同分子イメサワゲ科学研究t)9--t万一長。日本疲労学会理事長、日本分子

イメーシコゲ学会会長 (2011年まで)・運営委員、国際分子イメーデンゲ学会理事、日本生理学会評

議員、日本神経化学会評議員、日本生化学会評議員、日本tサミ〉学会評議員ほか多数学会評

議員。工J[，ウィン・フォン -f\"W~賞、文部科学大臣表彰等受貰。

II r機能性食品の審査制度の国際比較J
清水俊雄(名古屋文理大学健康生活学部)

東京大学農学部農芸化学科生物化学研究室卒業。農学博士。旭化成(樹入社後、 20年に亘り機

能性食品とjγイオテクノ0:;"-食品の開発研究を実施。 2000年に旭化成闘を退社し、食品の健康と

安全に関するJ)ljJ[，Jインゲを実施するルス3うやり¥0)(有)を設立。 2006年より名古屋文理大学健

康生活学部教授。日本臨床栄養学会協会連合大会会長(名古屋・2010年)、日本臨床栄養協
会理事、切。リメン卜-1ドJ¥"イザー認定機構・教育企画認定委員長、農林水産省委託研究[食品ナノテク

ア日γdトJ1トワドイずー委員、(独)国立健康栄養研究所・栄養情報担当者(NR)認定委員会・委員、
(独)科学技術振興機構産学共同シ-A"イノザ一泊〉化事業・技術Yト")¥"1'lj"-、(財)医療経済研究・社

会保険福祉協会社会保険福祉協会「健康食品素材の科学的実証DBJ編集執筆委員。

14:25'"'"'14:55 <<休憩および名刺交換・展示観覧>>



14:55報告②「健康科学t"~" +ス推進機構の設立」
野島学(健康科学ピγネス推進機構事務局/関西経済連合会)

15: 10リレー講演「健康社会の実現に向けて」
<進行>三宅員実(大阪府立大学)

田中雅彰(大阪市立大学)

①「食に対するからだの応答を探るーコートリケソミクスJ
中井雄治(東京大学院農生命科学・ILSI Japan寄付講座)
1989年東京大学農学部卒、 1991年同大学院農学系研究科修了、 1996年同大学院農学生命科学系研究科修

了博士(農学)取得、 1996年国立衛生試験所流動研究員、200年金沢大学薬学部助手、 2004年同大学院自

然科学研究科助手、 2005年東京大学大学院農学生命科学研究科・特任助教授/特任准教授、 2009年同ILSI
Japan寄付講座機能性食品ゲノミクス・特任准教授。

②「統合医療がわが国の医療に貢献できること

~自然治癒力と病の予防を目指して~J

服部かおる(フラワーロード服部内科)
1983年神戸大学医学部卒、神戸大学付属病院・研修医、 1984年六甲病院・研修医、 1985年公立日高病院・

内科医員、 1987年神戸大学医学部第一内科・医局員、 1990年医学博士取得(神戸大学)、市立三木市民病院・
内科医員、 1991年間・内科医長兼緩和り委員長、 1998年健康管理増進室長兼務、 1999年同・内科主任医長
兼人間ト、、W室長、2001"'03年Yリリ、、ナ大学統合医学講座AssociateFellowship課程取得、 2004年フラワー自ード服
部内科開院・院長、 2007年神戸市立看護大学・非常勤講師。

③ flピキノール(還元型J1ンザイムQl0)の生理活性」

藤井健志(株式会社カネ力QOL事業部)
1986年金沢大学大学院理学研究科修了、鐘淵化学工業(現'h~h) 入社、生物化学研究所配属・新薬の開発
研究(糖尿病・高脂血症・感染症など)に従事。1998年学位取得(金沢大学)01999年からCoQ10の生理活性

に関する研究に従事・還元型CoQ10を開発。 2005年から現職'QOL事業部機能性食品ゲルーア技術チーム・幹部職。
2008年より東京本社勤務。

④「異分野連携による健康科学t"~" ~ス創出の仕掛け
~食と健康科学によるまちづくり(ドクタース、、キッチンなど)を例に"，J

贋常啓一(新産業文化創出研究所)
1960年大阪府堺市生まれ。立命館大学(文学部・産業社会学部)卒業後、日本経済新聞ゲJ~-ア・日経広告にて
ト好インゲやクリIイティアディレクターや70

日]'''1サーを経て2005年、新産業文化創出研究所(通称ICIC)を設立、代表。

新たな産業・文化の創出を目的とした汐クタンク兼その実現のためのア日]'"]-ス機関でそのためのアラット万ーム機能
やそのための知の拠点施設(秋葉原UDX)なども企画運嘗する。他に、公益財団法人りそな乃γォEYこY財団・
理事、公益社団法人全日本司士協会・理事、一般社団法人氷温協会・常任理事、 OHS協議会事務局運営など。

⑤「健康社会への展望」
専林陽一(神戸大学)
1979年東京農工大学農学研究科修士、 1986年農学博士。 1979年第一製薬中央研究所入社後、 Stoke
Court Research， Bayer plc. (London)主席研究員、Guy'sand St. Thomas Hospital (London， UK)客
員研究員、 J¥"1H薬品(株)Yレwt"-研究所長、 7rイザ"-(株)探索研究所長を経て、 2007年より現職・神戸大
学 教授・連携創造本部盲目本部長、 2009同大学院医学研究科・教授併任。 主な研究活動:消化管薬理学お

よび医薬品の研究開発における生産性評価、健康評価科学。

17:40閉会
北野義幸(大阪八1 ・ヘットサォサー/大阪府商工労働部)



|閲回健康科学推進万一刻について I 

rr羽罷バイ オ〆デイカルクラスター (KsMC} J事祭iふ大$:-兵定地域の産学宵が仏主主釣伝送畿の仕穏みを作り 、医ifiA(藍.a).医銀協官官 d事l:.9i均学の

分野で世界的な1t~を!Éi均した!!!.1l詩的霊祭 f)?)~~祭儀~の開発やæ;付tO~面~ftlfサー ピスの箆供を笑現世るニとが依命で 哲 也 T健康料字経主主会蕊J{20 I 0 

f手 UH:量立 よ . 二れら KBMCの使命のうち‘鐘滋見学に却する研究震予告を科?的 ，-通豆な方向に先議. 1(よ迭する太'Tやm究控室!l('の~ Ë l;tE!lと し て‘ l宝ほiι

おける健康fI学研究段交に係わる若渓ii'iや着々の案件 l二次喧る JJ~長を蕊絡な観点から議論 し .窓荻:北l!<! (二~をしてきました ， 二 れまでに. r従』量判学推進の~

欝~\Ji計ãJ や f健康~"学後進イ ノベーシ 3 ン祭本戦略 ! と して公表した会治議誌の取り まと めに沿って、位脱斜!T '':'OO して ・関西が一枚~，ゴ か る活動を皮

肉し.地主主のi庁学宮逮浪が、 [ ~主・ 環解] 寸 {管長寄・主l!J:!lJ叶 (liH章・自立!と段階的!こ発展する一銭を鈍って苦たと考えていま す.

本年度のフ才 個ラムでは、静年度実現しん‘健康私学に高唱する地主まのま学京区の第働プラ ットフす ・ム「依厳科学ビジネス推進軽量拐jの設立などの布たな反

問や、j}i，1f:までに違反 した各々の大学 a研究聖堂側の健康科学iこ銘ずる愛発や司主総みの結実などを含めた n見伏情報の災企 を肉るとよ主に、 r~~科学Jìf選会

jが今後提言する f鐙簿社会の笑E兄 にi叱りたさらなる星鐙本どを討議しますで
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健廠科学推進フ方自ラム

|会場!神戸大学侮函インテリジヱントラボラトリ

i 住所!大阪市北区鶴野町梅田ゲートタワー8F
竹町J脚 色副曲b&u品.plo回出制 加融制見!I胃時閣

|各沿線からのアクセス G/刈鮪岬

緩急復関紙より徒歩3分
国抽;回

JR大蔽駅より徒歩7分 ;.)~園

地下鉄御盤筋書重傷図駅より徒歩6分 面事民
地下鉄谷町線東梅閏lfRより徒歩8分 一一・ャ

なお，本フ才ーでまム位、 -dt. rJt~科学ti;イノベーシ習ンシステL宅金銭 '成24年度地主義イノベF シ宮ン滋縫支援プログラム(T1符髭争力強化.I!主主主)Jの事dtJIAII:.]:t)別自1¥していますz



Health Science Innovation Steering Committee 

科学推進会

第 3回

健康科学推進フォーラム
Forum for Health Science Innovation in KANSAI 2013 

2013.02.22. Fri 神戸大学梅田イ万~~" 1)トラホヲトリ
13:00"" (12:00'"受付開始)17:45終了予定

主催健康科学推進会議・関西ライフイノペーシヨシ推進協議会
協賛健康科学ビラネス推進機構
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