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北大阪健康医療都市（健都）のアウトライン 
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 ○ 健都は、各ゾーンにおいて「健康・医療」の要素を散りばめた事業を展開。 

 ○ 相互に協力・連携・支援することで、まち全体として、相乗的な付加価値が向上。 

＜ JR東海道本線沿線で、総計約30haの大規模プロジェクト ＞ 

2018年度（H30） 2019年度（H31） 2020年度 2021年度 

●2018.11～12 
 市民病院Open 
 駅ビルOpen 

●2019.7 
 国循Open 

●2020.11 
 ライブラリ 
 Open 

●2019年度中 
 健栄研 移転開始 

●2021年度中 
 ニプロOpen 

2017年度（H29） 

●2018春 
 ﾚｰﾙｻｲﾄﾞ公園 
 Open 

スケジュール 

健都レール 
サイド公園 

●2019.12 
 ｳｪﾙﾈｽ住宅 
 順次入居開始 



① 地域に密着しつつ、ナショナルセンターと
してのミッションである「循環器病の予防
と制圧」の拠点を目指す。 

② オープンイノベーションにより、最先端医
療・医療技術の開発で世界をリードする。 

③ オープンイノベーションに連動したエリア
の産業活性化により、国際級の複合医療産
業拠点（医療クラスター）を形成する。 

 国立循環器病研究センターの吹田操
車場跡地への移転等を見据え、医療費
の多くを占め 、重度の要介護状態に直
結しやすい循環器病について、予防医
療や健康づくりの推進、市民参加型の
取組のモデルの創成など、様々な取組

を推進。 

「健康・医療のまちづくり」 
基本方針（平成26年５月策定）     
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国立循環器病研究センターを核とした 
医療クラスター形成に関する基本的な考え方

（平成26年5月医療クラスター形成会議で合意）     

まちのコンセプト 



⇒健康への意識を変え 
 新しいライフスタイルを創造 

「健都」が生み出す価値 

⇒医療イノベーションにより 
 「循環器病の予防と制圧」を実現 

● 健康・医療のまちづくり 
 「健都モデル」 

  ● 医療クラスター形成 
    医療イノベーション 

実証フィールド 
健康データを提供 

助言指導 
研究成果の還元 

健康づくりと医療イノベーションの好循環で 
地域の活力を創出 
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国立循環器病研究センター（新センター） 

○ 循環器病克服のための拠点として設置された、「循環器」を対象とする唯一の高度専門医療研究セン
ター（ナショナルセンター）。 ※我が国２番目、西日本唯一 

○  「病院」「研究所」「研究開発基盤センター」の３部門からなり、これら３部門を一体として運営。 

〇 平成31年(2019年)７月 新センター運用開始予定 
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＜新センター（イメージ）＞ 
 ・病床数：550床 
 ・階 数：地上10階、塔屋２階、地下２階 

↓エントランス棟 

↓病棟 
↓研究棟 



市立吹田市民病院（新病院） 
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北 側 

南 側 
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＜新病院（イメージ）＞ 
 ・病床数：431床（変更なし） 
 ・階 数：地上８階 

〇 急性期医療や高度医療、救急医療を中心に、吹田市の中核病院としての役割を担う。 

〇 救急医療の充実のため、救急病棟8床を新設し、ICUを2床→4床に増床。また、一般病床の一部を
回復期リハビリテーション病棟(45床)に転換し、急性期から回復期までの手厚いリハビリテーションを実施。 

〇 平成30年（2018年）12月1日病院移転、同月4日外来診療開始予定。 



駅前複合商業施設＜VIERRA岸辺健都＞（JR西日本） 

＜想定サービス（現時点のもの）＞ 
・６Ｆ～：宿泊特化型ホテル（カンデオホテルズ） 
・５Ｆ ：フィットネス（グンゼスポーツ） 
     通所介護施設、屋外交流スペース等 
・４Ｆ ：駐車場 
・３Ｆ ：駐車場 
・２Ｆ ：物販店、飲食店、クリニックモール 
     調剤薬局等 
・１Ｆ ：スーパーマーケット（平和堂） 
     物販店、調剤薬局等 

〇 駅前にふさわしい魅力的な生活利便機能等や医療・健康増進機能を有する、まちの「トータルライフサ
ポートステーション」として複合商業施設を建設。 

〇 自然と楽しく来訪者に対し健康に関して行動変容を促すとともに、「住まい・医療・介護・予防・生活支援
が一体的に提供される地域包括ケアシステム」の構築に資する（平成30年(2018年)秋頃開業予定）。 

市民 
病院 
← JR岸辺駅→ 
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高齢者向けウェルネス住宅（パナソニックホームズ株式会社ほか） 
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〇 居住者が、できる限り健康の保持・増進に努め、生きがいを持ち、自分らしく、安心安全で豊かな生活
を送ることができるという基本的な考え方の下、超高齢化社会における住宅環境のモデルケースとして整備。 

〇 ①生活習慣病予防や介護予防、②医療・介護の一体的な提供、③健都内外との連携による付加価
値といった３つの機能を有する。（平成31年(2019年)12月以降 順次入居開始予定）。 

＜想定サービス（現時点のもの）＞ 

 ・6,7階：一般賃貸（42戸） 

 ・4,5階：サービス付き高齢者住宅（54戸） 

 ・3階 ：小規模多機能施設、交流施設 

     認知症デイサービス 

 ・2階 ：診療所、病児保育、小規模保育 

     交流施設、児童発達支援施設 等 

 ・1階 ：物販店、駐車場 



健都レールサイド公園（健康増進広場） 
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（仮称）健都 

ライブラリー 

〇 健康増進広場は、市民自ら予防医療を実践できる場として、国循・市民病院の監修の下、27基の健
康遊具を配置するとともに、複数のウォーキングコースを設置（平成30年(2018年)春 供用開始）。 

〇 グループでも健康づくりに取り組める場であり、年間を通じて運動イベントなどを開催。（国循・市民病
院の医師による健康講座、行政以外の団体によるリレーマラソンや健康教室を実施済） 

土の広場 
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   健都レールサイド公園（（仮称）健都ライブラリー） 

〇 （仮称）健都ライブラリーは、①健都レールサイド公園における積極的かつ継続的な健康づくりを支援
する拠点、②多世代が身近に利用でき、図書館機能を更に多機能化させた施設として整備。 

〇 健康に、①気づき ②楽しみ ③学べる の３つの柱による多世代が集い、交流し、健康寿命延伸（生
涯活躍）につながる場を目指す（2020年11月オープン予定）。 
○ 公園と一体的な運営による、民間のノウハウを生かした運動プログラムや健康づくりイベントの継続的な
実施に向けて、指定管理者制度の導入を検討中。 
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※イメージ 

※今後変更あり 



健都イノベーションパーク 
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〇 「健康と医療」をキーワードに、先端的な研究開発を行う企業等の研究施設を集積させ、 
 国循を中心とする複合医療産業拠点の形成を図る。 

〇 フラッグシップとなる企業としてニプロ株式会社を選定（2021年度 操業開始予定）。国立健康栄養
研究所の移転に向けて準備中（2019年度中 移転開始予定）。残り画地は今後公募予定。 

2,550㎡ 

1,660㎡ 

1,660㎡ 

4,040㎡ 3,660㎡ 

4,430㎡ 

面積は概算 

（写真は現在の建物） 

【アライアンス棟の整備・運営】 

 ● アライアンス棟は民間事業者が整備・運営 

 ● 健栄研以外にも、レンタルラボ・オフィス 

  を整備する予定 

 ● 入居企業の交流促進の場も提供 

（鳥瞰パースイメージ） 

平成29年3月、連携協定
を締結。具体的な内容は
調整中。 



 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 国立健康・栄養研究所の健都で期待される役割(イメージ) 

クラスター形成に向けた取組 

○健康・栄養に関する情報の発信・啓発 

健栄研主催セミナー、公開講座、施設見学などの開
催。市内小・中学生の施設見学の受け入れ。 

○健康づくり、栄養等に関する市施策への助言 

検討会等への参画、研究成果の活用などにより、健
康づくり、生活習慣病予防、介護予防、食・栄養と
いった観点からエビデンスに基づく助言・提案。 

市民の健康寿命の延伸 
様々な取組を通じ健康寿命延伸への貢献 

○商品開発等への支援 

市内企業向けのセミナー等の実施。幅広い業種との共
同研究、製品開発への指導、助言。 

○保有施設・データの活用を通じた指導・助言 

健栄研が所有する設備や、健康食品のデータベースの
活用等に当たって指導や助言。 

○国立循環器病研究センターなど健都各地権者と
の連携 

循環器病予防のための研究に、運動、栄養の観点
から連携。 

○広がりのあるクラスター形成 

健都イノベーションパークに進出する企業等の分野
の広がりを促進。 

 

 

市民の健康づくり等への取組 地元企業との連携に向けた取組 

○健都イノベーションパークへの企業誘致の支援 

食や健康関連の企業等の誘致の協力。 

○オープンイノベーションの場の創出 

健都ならではの多様な研究機関、企業等とのコラボレー
ションの体制を確立。中堅・中小企業の成長も支援。 

 

 



方向性①：地域と共生し、さまざまな交流・連携を生む拠点としてPR 
（キーワード例）各施設の認知度向上／現地の認知度向上／健康を体験・実感／憩い・潤いを楽し
む／まちとしての一体感／安全・安心／福利厚生／満足度向上／イベント… 

健都の今後の展望 
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方向性②：国内、世界へ、健康・医療まちづくりのモデル拠点としてPR 
（キーワード例）ナショナルセンター／最先端・モデル（健康・医療、環境・低炭素、エリアマネジメント）
／全国初、世界／ブランド／高付加価値・価値創造… 

国立循環器病 
研究センター 

市立吹田 
市民病院 

ＪＲ西日本 
ＪＲ貨物 

イノベーション 
パーク立地企業 

居住者 
（管理組合） 

吹田市 摂津市 

＜地権者等＞ 

大学 

ＵＲ 
都市機構 

交通事業者 

自治会 
小中学校など 

＜大学・事業者等＞ 

複合商業施設 
テナント事業者 

エネルギー 
事業者 

まちづくりを推進 

公園・広場・緑の遊
歩道を管理 

土地を所有 

貨物ターミナル駅と
隣接 

急性期医療や高度
医療、救急医療を
担うマグネットホス
ピタル 

医療クラスター支
援施設を運営 
交通事業者 

循環器病の予防と制
圧を掲げるナショナ
ルセンター 

医療機器・製薬関係
企業等の集積 健康まちづくりを 

体感できる住民 土地区画整理事業
コーディネート 

まちづくりを推進 

公園・広場・緑の遊歩
道を管理 

高齢者向け 
ウェルネス住宅 

在宅医療、福祉関係
事業等 



（参考）北大阪健康医療都市 主要項目スケジュール 
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