特別企画展示

大阪大学紹介ブース
（阪大紹介＆医工連携）
適塾創設180周年 記念展示
幕末大阪の蘭学者・医学者、緒方洪庵
（1810 -1863）によって、1838年に
創 設した適 塾。福沢諭吉、大 村 益 次
郎、長与専斎、大 鳥圭介、佐野常民、
橋本左内などをはじめ、明治を切り
開いた1,000人近い塾生を輩出した
適塾の歴史的資料を展示します。創設180周年を迎え、大阪大学には緒方
洪庵の「人のため、世のため、道のため」という精神と大阪府民の学問への
思いが受け継がれています。

大阪大学大学院医学系研究科・医学部附属病院
産学連携・クロスイノベーションイニシアティブ

10 18
特別会場で

セミナー
開催！

大阪大学大学院医学系研究科および医学部附属病院は、大学を起点とした
健康医療分野のクロス(オープン)イノベーション実現を目指し｢産学連携・
クロスイノベーションイニシアティブ｣を設置し、
1. 多様な企業・研究機関等との連携強化、事業化の加速
2. 医療・健康分野の知財戦略、ベンチャー設立と運営の支援
3. 科学的視点に立った政策の提言
4. 行政との協働による社会的課題への挑戦
に取り組んでいます。
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適塾創設180周年 記念展示

大阪大学国際医工情報センター

幕末大阪の蘭学者・医学者、緒方洪庵
（1810 -1863）によって、1838年に
創 設した適 塾。福沢諭吉、大 村 益 次
郎、長与専斎、大 鳥圭介、佐野常民、
橋本左内などをはじめ、明治を切り
開いた1,000人近い塾生を輩出した
適塾の歴史的資料を展示します。創設180周年を迎え、大阪大学には緒方
洪庵の「人のため、世のため、道のため」という精神と大阪府民の学問への
思いが受け継がれています。

大阪大学大学院医学系研究科・医学部附属病院
産学連携・クロスイノベーションイニシアティブ

10 18
開催！

大阪大学大学院医学系研究科および医学部附属病院は、大学を起点とした
健康医療分野のクロス(オープン)イノベーション実現を目指し｢産学連携・
クロスイノベーションイニシアティブ｣を設置し、
1. 多様な企業・研究機関等との連携強化、事業化の加速
2. 医療・健康分野の知財戦略、ベンチャー設立と運営の支援
3. 科学的視点に立った政策の提言
4. 行政との協働による社会的課題への挑戦
に取り組んでいます。
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10 18.20
特別会場で
開催！

大阪大学医学部附属病院に設置された未来医療開発部は、アカデミアの
医療技術シーズの実用化のための橋渡し研究や新規医薬品や医療機器の
臨床試験を通じた実用化を一元的にサポー卜しつつ、その活動をグローバ
ル展開していく業務を担うために設置されました。
大学などのアカデミアや医薬品・医療機器の企業の高度な研究が生み出す
未来の医療技術を確実に実用化に結びつけることによって、難病の克服や
わが国の喫緊の課題である高齢化社会への対策などを促し、国民の健康と
ともに「グ口ーバルヘルス」に貢献できるよう、医療イノベーションを動かす
原動力となって、医学・医療の末来を創造していくことを目指しています。

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）共催
大阪おもてなし
コーナー

東京・大阪

セミナー

大阪大学薬学研究科
創薬サイエンス研究支援拠点
展示ホール 1F
ホールA+B

開講！

社会人向けコース開催中！
『メディカルデバイスデザインコース』
〜医療機器開発のスペシャリストをめざす方へ〜
『再生医療−細胞製造設計エキスパート育成講座』
〜再生医療を理解した製造プロセスの設計ができる人材をめざす方へ〜

特別会場で

セミナー

11 10

10 18.19
特別会場で

セミナー
開催！

先生方の創薬研究を強力に支援します！
大阪大学薬学研究科 創薬サイエンス研究支援拠点では、AMEDBINDSと
連携し、創薬研究に関する様々な相談や技術的支援を行っています。相談
はもちろん、スクリーニング系構築、化合物ライブラリーの提供、構造展開
や薬物動態・安全性試験など、創薬研究のワンストップ支援メニューのほと
んどが一部消耗品の実費負担だけで利用できます。ブースや特別セミナー
会場で支援の説明・相談を受付中です。ぜひお立ち寄りください！！
※セミナーの開催日程・詳細は、学術集会HP（http://congress.jsco.or.jp/jsco2018）をご確認ください

電化製品販売コーナー
普段お忙しい参加者の皆様に、
電化製品販売コーナーをご用意しました！
コジマはお客様の暮らしを「より快 適に
より便利に より楽しく」
することを目指し、
暮らし応援 企業として、お客 様に最高の
サービスを提供することで社会に貢献いた
します。是非、実際に商品を手に取り、ご覧
ください。
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車両展示コーナー
テスラはこれまでのドライビング
エクスペリエンス だ けで なく 、
あなたのライフスタイルを一変
させます。この機 会に展示車へ
乗り込み、最 先端電 気自動車を
ご体感ください。

国立大ホール

車両展示コーナー
展示ホール
アネックスホール

プラザ

ヨコハマグランド
インターコンチネンタル
ホテル

会議センター

特別企画展示 セミナー 一覧
10/18（木）
11:00-11:30

創薬サイエンス研究支援拠点による創薬研究支援紹介

谷
13:00-13:30
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-18:30

10/19（金）
11:00-11:30

健康医療分野におけるイノベーションへの挑戦について（仮）
有治

大阪大学大学院医学系研究科 特任教授
（常勤）

永野

志保

大阪大学大学院医学系研究科 M/Hヘルスケア戦略室長

名井

陽

善光

龍哉

健康医療分野のイノベーションを支える知財戦略とは（仮）
大阪大学医学部附属病院未来医療開発部の展望

構造展開ユニットによる創薬研究支援紹介
BINDS ケミカルシーズ・リード 探索ユニット 構造展開領域 特任准教授

布村

BINDS バイオロジカルシーズ探索ユニット 薬学准教授

11:00-11:30

BINDS ケミカルシーズ・リード 探索ユニット 構造展開領域 特任講師

創薬サイエンス研究支援拠点による創薬研究支援紹介
一人

癌治療創薬研究のワンストップ支援の紹介
〜先生方の創薬研究の推進を強力に支援します〜
和丈

大阪大学薬学研究科 創薬センター／
化合物ライブラリー・スクリーニングセンター センター長・教授

癌治療創薬研究のワンストップ支援の紹介
〜先生方の創薬研究の推進を強力に支援します〜
和丈

大阪大学薬学研究科 創薬センター／
化合物ライブラリー・スクリーニングセンター センター長・教授

アカデミア創薬推進のためのAMEDの取り組みと
BINDS事業紹介
龍哉

日本医療研究開発機構（AMED）創薬戦略部医薬品研究課 調査役

構造展開ユニットによる創薬研究支援紹介

今泉 智禎
金光 佳世子

10/20（土）

日本医療研究開発機構（AMED）創薬戦略部医薬品研究課 調査役

安田 公助
金光 佳世子

善光
17:30-18:00

大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部 未来医療センター センター長

アカデミア創薬推進のためのAMEDの取り組みと
BINDS事業紹介

辻川
17:00-17:30

BINDS ケミカルシーズ・リード 探索ユニット
化合物ライブラリー・スクリーニング領域 薬学准教授

徳増

辻川
16:30-17:00

昭義

BINDS ケミカルシーズ・リード 探索ユニット 構造展開領域 特任研究員
BINDS ケミカルシーズ・リード 探索ユニット 構造展開領域 特任講師

大阪大学医学部附属病院未来医療開発部における
早期医薬品等開発支援について

江副

展示ホール 1F
ホールA+B

幸子

大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部 未来医療センター 製造グループ 主任
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