都心の利便性の高さ
徒歩圏にビジネス､文化､宿泊等の機能が集積し､都心でありながら豊かな自然も有するエリアに立地
なにわ筋線開業 (2031年春予定) に伴い､更なるエリアポテンシャルの向上が期待

未来医療国際拠点
リエゾンオフィス入居のご案内
ー 2024年春開業予定 ー
「医療機関」と「企業､スタートアップ」､「支援機関」等が
一つ屋根の下に集積する未来医療の産業化拠点

【交通アクセス】

・なにわ筋線「(仮称)中之島駅」※

隣接予定

・京阪中之島線｢中之島駅｣ ｢渡辺橋駅｣

徒歩約 5 分

・地下鉄四つ橋線｢肥後橋駅｣

徒歩約 10 分

・JR 大阪環状線｢福島駅｣ 東西線｢新福島駅｣ 徒歩約 10 分
・阪神本線｢福島駅｣
※ なにわ筋線

徒歩約 10 分

山陽新幹線

JR京都線
十三

阪急神戸線

福島

阪神本線
新福島

北新地

京阪中之島線

広域エリアに通じる新路線（開業後は関西国際空港まで約 40 分）

中之島

【近隣施設 ( 中之島エリア内 )】

渡辺橋

未来医療国際拠点

・国立国際美術館

・大阪市立科学館

・リーガロイヤルホテル

・大阪中之島美術館

・大阪府立大阪国際会議場

(グランキューブ大阪)

地下鉄御堂筋線

地下鉄四つ橋線

なにわ筋線

新大阪、うめきた、夢洲等の新しい都心エリア、関西国際空港、京都等の

・大阪大学中之島センター

阪急京都線
大阪梅田

JR神戸線

JR東西線

2031年春開業目標

東海道新幹線

新大阪

大江橋

肥後橋

なにわ橋

天満橋

淀屋橋

京阪本線
本町

地下鉄中央線
地下鉄長堀鶴見緑地線

心斎橋

外観パース

四ツ橋

※ 提案時点(2019年1月)のイメージパースであり､今後変更の可能性があります。
※ 提供：中之島4丁目用地における未来医療国際拠点整備･運営事業開発事業者

なんば

地下鉄千日前線

2Fエントランス・交流空間イメージ

■ 一般財団法人 未来医療推進機構（ 2019年11月22日 設立 ）

■ 未来医療国際拠点の特徴
運営スキーム

【役割】
医療機関、大学･研究機関、企業(ベンチャー含む)、支援機関等がオープンイノベーションの場を
中心に研究支援､起業家支援､医療の実践が有機的に連携できるよう、拠点をオーガナイズする。
【設立者 ( 五十音順 )】

産業化を図る連携･交流のための充実サポート

拠点のコンセプトに合致する
入居企業 ･ 医療法人等
テナントの貸出

テナント料

(一財)未来医療推進機構

アース環境サービス㈱、アズワン㈱、岩谷産業㈱、大阪府、㈱大林組、クオリプス㈱、

施設賃貸

㈱コングレ、サラヤ㈱、シップヘルスケアホールディングス㈱、澁谷工業㈱、

［施設整備･所有主体］開発事業者

住友ファーマ㈱、セルソース㈱、日立造船㈱、㈱日立プラントサービス、
三井住友海上火災保険(株)、㈱三井住友銀行、ヤマト運輸㈱、㈱レイメイ、レグセル㈱、
レメディ・アンド・カンパニー㈱、ロート製薬㈱、(医)渡辺医学会

借地等

施設賃料

借地料等

［土地所有者］大阪市

拠点内外での産学医連携、インキュベート等のためのハード&ソフトを用意

魅力ある研究･開発機能の集積
連携が期待される最先端かつ多彩な医療機関･再生医療関連企業等が集積

都心の利便性の高さ
徒歩圏にビジネス、文化、宿泊等の機能が集積し、都心でありながら豊かな自然も有するエリアに立地

＜お問い合わせ先＞
一般財団法人未来医療推進機構 事務局
大阪市北区梅田１－１－３ 大阪駅前第3ビル 910号
URL：https://www.miraikiko.jp
Email：jimukyoku@miraikiko.jp

2022年7月
一般財団法人 未来医療推進機構
2022.07.22

時点

産業化を図る連携・交流のための充実サポート
拠点内外での産学医連携、インキュベート等のためのハード&ソフトを用意
■産学医連携スモールオフィス･インキュベートスペース
三井不動産㈱、(一社)LINK-J ※が運営 (予定)

：

【 施設概要 】
敷地面積：8,600 ㎡
延床面積：57,075 ㎡
階数
：地上 17 階
駐車台数：134 台
運営主体：(一財)未来医療推進機構

【 未来医療の創造 】
未来医療R&Dセンター

16F
▼

【施設概要】
・大阪都心部で初となる「賃貸ウェットラボ」「コミュニケーション

魅力ある研究･開発機能の集積

開発事業者：
日本生命保険(相)
京阪ホールディングス㈱
関電不動産開発㈱
(※竣工後は建物所有者)

連携が期待される最先端かつ多彩な医療機関･再生医療関連企業等が集積
■ 国内でも類を見ないメディカルコンプレックス：
病院､クリニック､高度健診センター等､複数の医療機関･医療関連企業

医療機関と企業､スタートアップ､
支援機関等が一つ屋根の下に
集積する未来医療の産業化拠点

【入居予定の医療機関等 (一部) 】
・(医) 渡辺医学会 （ 循環器系 ）

ラウンジ」「スタートアップ向けオフィス」が一体となった施設。

・(医) 社団活寿会 （ 整形外科《膝関節》）

コミュニケーションラウンジ イメージ

・交流プラットフォームの「ソフト」、ラボ＆オフィスの「ハード」

【 未来医療の実践 】
未来医療MEDセンター

が一体となることで、ワンストップにて、ベンチャーエコシステム

11F
▼

・(一社)中之島アイセンター推進協議会（眼科有床診療所)

リエゾンオフィス
ー募集中ー

を構築。
※一般社団法人ライフサイエンス･イノベーション･ネットワーク･ジャパン(LINK-J)

・(医)サラヤ健育会（顎骨･歯周組織再生先端的予防歯科)

・㈱ ハイメディック（ 会員制医療倶楽部 ）

…他

未来医療の実践イメージ

…ライフサイエンス分野の従事者に向けた、人と情報の交流プラットフォーム

病院
【 (医)渡辺医学会 】

シェアラボ イメージ

■ 中之島国際フォーラム（カンファレンスセンター等）：
㈱コングレ、未来医療推進機構等による運営

7F▼
(公財)京都大学iPS細胞研究財団(CiRA_F)
iPS細胞製造施設を運営
高度健診センター
【 ㈱ハイメディック にて
産学医連携スモールオフィス
会員制医療倶楽部を運営 】
インキュベートスペース
クリニック
【 三井不動産㈱､ (一社)LINK-J 】
【 眼科､歯科､形成外科､
整形外科･リハビリ科等 】
(一財)未来医療推進機構

【施設概要】
・未来医療の情報発信・市民への啓発活動の場となる、イベント等
の利用が可能な交流施設。吹き抜け空間等への拡張利用により、
様々なイベントの受け皿になることも期待。
・カンファレンスセンター ( 運営：㈱コングレ )
300 ㎡超の多目的ホールと中小会議室で構成予定。
国際会議、ワークショップ、配信イベント、懇親会等、あらゆる
シーンに対応できるカンファレンス施設を整備 。

コミュニティカフェ､交流・共創・発信の場等

カンファレンスセンター
【 ㈱コングレ 】

交流促進施設と連携した
イベントイメージ

病院

■ (公財)京都大学iPS細胞研究財団 (CiRA_F) ：
iPS細胞製造施設を運営
【施設概要】
・iPS細胞による再生医療の実用化に向けた拠点施設、
my iPSプロジェクトのため入居を予定。

現在
目標
細胞の培養方法
手作業
小型装置で全自動
年間作製量
1000人分
数人分
一人分の費用
100万円以下
数千万円

・患者さん自身の血液から作製したiPS細胞の全自動
製造や保管、研究開発等を実施。

診療所 ･ 薬局
iPS細胞製造施設での活動イメージ

CPC (細胞培養加工室)

【 未来医療の共有 】中之島国際フォーラム
▲拠点の施設構成（断面イメージ）

未来医療国際拠点のコンセプト

BCP と 安心･安全のサポート

・再生医療をベースに､ゲノム医療や人工知能(AI)､IoTの活用等､今後の医療技術の進歩に即応した最先端の「未来医療」の産業化を推進
・国内外の患者への「未来医療」の提供により､国際貢献を推進

多層な電源供給ルート
地冷システムによる熱融通､特高 3 回線スポットNW､太陽光発電､非常用発電機の設置

未来医療の

実践
未来医療の

創造

未来医療
国際拠点

■ コンセプト実現のための機能（検討中）

未来医療の

共有

▲ 拠点のコンセプトイメージ

未来医療技術の産業化

▷再生医療に関するワンストップサービス

未来医療の提供による
国際貢献

▷エントランスフロアを活用した交流・共創の推進

※「未来医療」の定義
医療に対するニーズの移り変わりや科学技術の革新
等、医療を取り巻く環境変化に常に即応しながら、
その次の時代に実現すべき新たな医療のこと。

停電時の 72 時間電源供給
オフィス等へ 72 時間 15 VA/㎡の電力供給が可能な非常用発電機

・細胞・組織の安定供給
・原材料・工程資材サプライチェーン
・人材育成、企業等へのコンサル
等
LINK-Jとも連携し、入居者間のコミュニケーションを
活性化する場づくりと機会づくり

耐震性の高い構造
制震構造､EVの耐震性強化､場所打ちコンクリート杭基礎の採用
3日間のトイレ等使用対応 (断水対策)
電気供給がすべてストップした場合でも､トイレ洗浄水･雑用水を確保
浸水リスクの軽減
主要設備機械室を地上階に設置
感染症対策
テナント扉接触部にステンレスプレート(抗菌､抗ウイルス)を設置

