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彩都ヒルズクラブ通信
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.saitohills.com/
会員様同士の活発な情報交換のために、月に 1 回お届けしております。
+-+ ＣＯＮＴＥＮＴＳ +-+
【1】理事エッセイ
【2】イベント・セミナー等のお知らせ
【3】公募・募集情報
【4】編集後記
▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】理事エッセイ:アース環境サービス株式会社 筒井正造
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
アース環境サービス株式会社を彩都ライフサイエンスパークの一員として迎えて
いただき、約１年半が経とうとしています。
アース環境サービス株式会社は、大塚グループのモノづくりの中から生まれた
技術・ノウハウを生かしし、医薬品、食品、他関連製品等の製造工場の衛生管理、
品質保証の仕組み作りのサポートを行っている会社です。現在は全国 48 箇所の
営業拠点で、約 14000 件のお客様にサービスをご提供しています。
彩都のこの研究所は、”PIC/S GMP にも準拠可能な衛生管理システムの構築・
提案”を目的として、2016 年 1 月に竣工しました。二つの立方体(CUBE)が重なって
できたフォルムから T(Twin)-CUBE と名付けています。
T-CUBE は研究開発・分析・研修の３つ機能が同居しています。
新しい技術を研究開発する場所、スタッフのスキルを磨く場所、当社の技術力
をお客様に理解していただくための場所、そしてお客様に活用していただく
場所と位置づけ、社内外の来所者は 1600 人を数えます。
今後は、研修部門では T-CUBE でしかできない体験型の研修サービスの強化、
分析部門ではよりニーズが高まっていく迅速検査の技術開発や、
お客様のお役に立てる様々なデータベースの構築、T-CUBE の高い機能性を
生かした受託試験などを積極的に拡充していきたいと考えています。
開発系部門が一堂に会し、さらに見学や研修に訪れるお客様から新しい視点や
ニーズを汲み上げるこの研究所で、新たな発想やブレイクスルーが生み出され
るシナジー効果を期待しています。また、T-CUBE に来所する全国のお客様を通
じて、「彩都」という街の魅力を発信していければと考えています。
アース環境サービス株式会社 彩都総合研究所長 筒井正造
（一般社団法人彩都ヒルズクラブ理事）

☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
会員様の活動報告を本メルマガに掲載させていただく事が可能です。
ご希望の会員様は会員企業様の宣伝広告を含めた活動内容等（事業提携の希望や
新製品の開発や販売）を 500～1,000 字程度でご紹介させていただきます。
ルールは「他社の誹謗中傷はしない」、「公序良俗には反しない」だけです。
ご希望の方は事務局（ info@saitohills.com

）までご連絡下さい。

▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】イベント・セミナー等のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇◆◇ 彩都ヒルズクラブからのご案内 ◇◆◇◆
■第 156 回彩都バイオサイエンスセミナー
介護ロボット・ICT・IoT の可能性
「骨太の方針 2017」に見る「成長分野への投資」へのシフト
【日時】 10 月 23 日(月) 14:30～17:00（名刺交換交流会 16:00～17:00）
【場所】 茨木商工会議所 会議室
（茨木市岩倉町 2-150 立命館いばらきフューチャープラザ 1F）
【詳細】 https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=10069

◆◇◆◇ 会員様からのご案内 ◇◆◇◆
▼ アース環境サービス株式会社（法人会員）
＜食品関連産業向け＞
ハザード分析ワークショップ：解説と演習【東京開催】(9/27)
日配食品における腐敗・変敗・微生物規格逸脱の防止(10/3)
FSSC22000 内部監査員養成ワークショップ(10/24)
＜医薬品関連産業向け＞
ペストコントロールに対する GMP/GDP 監査員トレーニング【東京開催】(9/26)
GMP 調査官向け研修プログラム講師が教えるペストコントロールの考え方と構築演習(10/26)
ペストコントロールに対する GMP/GDP 監査員トレーニング(10/31)
詳細はこちら→ http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/index.html

▼ 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（法人
会員）
知財セミナー開催のご案内
特許・論文分析は世界の研究開発競争を明らかに
～「人工臓器」「ゲノム編集と遺伝子関連技術」～
http://www.uic.osaka-u.ac.jp/event/1597/
日時：平成 29 年 10 月 4 日（水） 17:00 ～ 18:30
場所：大阪大学 吹田キャンパス
最先端医療イノベーションセンター棟 1F マルチメディアホール
http://www.comit.med.osaka-u.ac.jp/jp/access.html
参加費：無料
＊事前申し込みは不要です
お問合せ
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
06-6210-8204 /office@cii.med-osaka.ac.jp

◆◇◆◇ その他のイベント・セミナー等 ◇◆◇◆
●第 23 回バイオメディカル研究会
「1 細胞から多器官ネットワークへ～生命システムの階層縦断的理解への最新アプローチ～」
日時：9 月 21 日(木) 13 時 30 分～17 時 30 分（懇親会 17 時 45 分～19 時 15 分）
場所：ナレッジキャピタル カンファレンスルーム Room C05
主催：日本バイオインフォマティクス学会・関西地域部会
詳細：http://urban-ii.or.jp/events/detail.php?event_id=237
●国の行政機関による 平成 29 年度 産学公連携支援事業説明会
日時：9 月 25 日（月）14:00～17:15（交流会 17:30～18:30）
場所：京都リサーチパーク西地区 4 号館 2 階 ルーム 1
主催：京都産学公連携機構
詳細：https://sangakukou.kyoto.jp/event/h29_1shienjigyo/
●千里ライフサイエンスフォーラム

「人工光合成の歴史・現状・将来への展望」
日時：9 月 25 日(月)１８：００～１９：００（懇親会：１９：００～２０：００）
場所：千里ライフサイエンスセンタービル内 会議室
主催：千里ライフサイエンス振興財団
詳細：http://www.senri-life.or.jp/forum/forum.html
●再生医療ビジネスシンポジウム in KRP Part Ⅹ
日時：9 月 26 日（火） 9:50～18:40（交流会 18:50～20:00）
場所：京都リサーチパーク 4 号館バズホール
主催：京都リサーチパーク株式会社
詳細：https://rikamo.jp/news/krp-part-x
●まずは押さえておきたい！知的財産権制度の基本
日時：9 月 27 日（水）13：30～17：00
場所：大阪工業大学梅田キャンパス 常翔ホール
主催：工業所有権情報・研修館、特許庁、各経済産業局知的財産室、内閣府沖縄総合事務局知
的財産室
詳細：http://www.jiii.or.jp/h29_shoshinsha/index.html
●セミナー L3 神経変性疾患の最前線（グリア細胞と神経疾患）
日時：9 月 29 日 10:00～15:40
場所：千里ライフサイエンスセンター ５階 山村雄一記念ライフホール
主催：千里ライフサイエンス振興財団
詳細：http://www.senri-life.or.jp/seminar/seminar-1-20170929a.html
●第 4 回 PMDA 戦略相談連携センターセミナー
「医薬品・医療機器・再生医療製品等の開発と戦略相談の有効活用」
日時：9 月 29 日（金）午後 1 時から
場所：神戸臨床研究情報センター（TRI）2 階 第 1 研修室
主催：先端医療振興財団
詳細：http://www.ibri-kobe.org/event/#09
●第 76 回 千里ライフサイエンス市民公開講座
「“頭痛とめまい” を知ろう～その症状、原因は？どう治す？～」
日時：9 月 30 日(土) 13:30～16:20
場所：千里ライフサイエンスセンタービル ５階 山村雄一記念ライフホール
主催：千里ライフサイエンス振興財団
詳細：http://www.senri-life.or.jp/citizen/citizen-1.html

●「大阪産業技術研究所との産官技術交流会（新チャレンジ大阪 1）」
日時：10 月 6 日（金）14：00～18：30
場所：大阪商工会議所 地下 1 階「1 号会議室」
主催：大阪商工会議所、（地独）大阪産業技術研究所、（一社）生産技術振興協会
詳細：http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201707/D22171006018.html
●バイオマスイノベーション研究会 平成 29 年度公開セミナー
～バイオベース高分子材料の現状と新展開～
日時：10 月 6 日（金） 13:00～16:40（交流会 17：00～）
場所:大阪大学 中之島センター 3F 304 号室
主催：近畿バイオインダストリー振興会議
詳細：http://www.kinkibio.com/
●ビジネス×知財フォーラム in KANSAI（INPIT 事業）
日時：10 月 11 日（水）13：00～17：40
会場：ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター ホール A
主催：(独)工業所有権情報・研修館（INPIT）
詳細：http://www.inpit.go.jp/kinki/event/29joinforumkansai.html
●カナダのバイオ産業の最新状況に関する講演会
日時：10 月 13 日（金）14 時～16 時
場所：大阪商工会議所 地下２号会議室
主催：大阪医薬品協会、カナダ政府大阪通商事務所
詳細：http://www.dy-net.or.jp/osirase/20170907.html
●Innovators’ Talk#3「僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。」
日時：10 月 20 日
場所：大阪大学吹田キャンパス U3-211
主催：大阪大学産学共創本部 & 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社
詳細：http://www.uic.osaka-u.ac.jp/event/1489/
●薬事規制当局サミットシンポジウム
日時：10 月 27 日（金） 10:00～17:45
場所：国立京都国際会館
主催：厚労省、医薬品医療機器総合機構、京都府 ほか
詳細：http://www.c-linkage.co.jp/12th-summit-symposium/ja/index.html
●新適塾 未来創薬への誘い「海洋天然物の魅力と創薬研究への応用」
日時：10 月 30 日(月) 18:00～20:30

場所：千里ライフサイエンスセンタービル内 会議室
主催：千里ライフサイエンス振興財団
詳細：http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shintekijuku-miraisouyaku.html
●第 14 回 日本たまご研究会
日時：11 月 1 日(水)

13：20～17：10

場所：京都女子大学 B 校舎 501 教室
主催：日本たまご研究会
詳細：http://takakis.la.coocan.jp/tamaken14.pdf
▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】公募・募集情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇◆◇ 会員様からの求人情報 ◇◆◇◆
・バイオアカデミア株式会社 … 研究員
・Repertoire Genesis 株式会社 … 契約研究員、技術補佐員
詳細は→ http://www.saitohills.com/recruit.html
（お知り合いにもご紹介ください。）
◆◇◆◇ 主な機関の公募 ◇◆◇◆
▼ ＡＭＥＤ
●平成 29 年度「開発途上国・新興国等における医療技術等実用化研究事業
／開発初期段階プロジェクト・開発後期段階プロジェクト」
（公募締め切り：平成 29 年 9 月 28 日）
詳細：http://www.amed.go.jp/koubo/020120170825-02.html
●平成 29 年度「ロボット介護機器開発・導入促進事業（開発補助事業）
ロボット介護機器の効果測定事業」
http://www.amed.go.jp/koubo/020120170825.html
公募締切：平成 29 年 10 月 5 日
▼ ＮＥＤＯ
●国際研究開発／コファンド事業／日本－ドイツ研究開発協力事業（CORNET）
http://www.nedo.go.jp/koubo/AT092_100114.html
公募締切：平成 29 年 9 月 28 日
▼ ＪＳＴ
●研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)ステージⅢNexTEP-A タイプ

http://www.jst.go.jp/a-step/koubo/h29nextep-a-1.html
第二回締切：平成 29 年 11 月 30 日（木）正午
第三回締切：平成 30 年 3 月 30 日（金）正午
●産学共同実用化開発事業（NexTEP）
http://www.jst.go.jp/jitsuyoka/bosyu.html
第二回締切：平成 29 年 11 月 30 日（木）正午
第三回締切：平成 30 年 3 月 30 日（金）正午
▼ 中小機構
●マッチングサイト【J-GoodTech】登録掲載企業募集中 （随時）
http://www.smrj.go.jp/kinki/consulting/098532.html
●軽減税率対策補助金（2018/1/31 までに申請）
http://kzt-hojo.jp/

◆◇◆◇ その他の公募 ◇◆◇◆
●公益財団法人三菱 UFJ 技術育成財団（MU-TECH）
平成 29 年度研究開発助成金
http://www.mutech.or.jp/whatsnew/index.html
第 2 回締切：10 月 31 日（火）

▼大阪健康寿命延伸産業創出プラットフォーム
「健康産業有望プラン発掘コンテスト」
http://kenko-osaka.jp/contest.html
応募締切：10 月 23 日(月)
▼厚生労働省
特定求職者雇用開発助成金（発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース）（随時）
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi
.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

台風 18 号が過ぎ去り皆様、ご自宅やご親戚等大丈夫でしたでしょうか。
私の身近では、被害は特になかったようでした。
台風にいつも名前が付いているのですが、今回の 18 号は『タリム』でした。
”鋭い刃先”という意味だそうです。
台風の名前は、「台風委員会」（日本ほかアジア地域 14 カ国等が加盟）などが
提案した名前が、あらかじめ 140 個用意されていて、発生順につけられるそうです。
皆様、ご存じでしたか？
ちなみに、台風 19 号は『トクスリ』で、韓国語で”鷲”を意味するようです。
これから台風は来て欲しくはありませんが、台風が発生した際に、
ちょっと名前に興味をお持ち頂いても良いのではないでしょうか。

※皆様からのメルマガ掲載記事の投稿・応募、ご意見ご要望などもお待ち申し
上げております。
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