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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。
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【1】会員様からのご案内
【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
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
-------------------------------------------------------------------------------平成30年 彩都ライフサイエンスパーク 新年賀詞交歓会日程決定！
--------------------------------------------------------------------------------[日時]平成30年１月23日（火） 11：30～12：30（中締め予定）
（開始時間が変更になりました。）
[場所]彩都バイオヒルズセンター2階 会議室
（大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18）
[詳細・申込]添付のpdfファイルをご利用下さい。
締切り：平成30年1月10日（水）
ただし、定員に達し次第、申込を終了いたしますことをご了承下さい。
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆

▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】法人会員 彩都建設推進協議会様からのご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

彩都産学官連携フォーラム２０１８の開催について
彩都産学官連携事業実行委員会（大阪府、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、大阪
医薬品協会、彩都（国際文化公園都市）建設推進協議会、公益財団法人千里ライフサイエンス振興
財団）では、創薬支援の取組の一環として、次のとおり「彩都産学官連携フォーラム２０１８」を開催し
ます。
このフォーラムでは、産学官各分野から創薬最前線の情報を発信するシンポジウムのほか、国立研
究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所や、彩都に進出している企業による最先端の研究開発の状
況等、幅広い創薬に関連する取り組みを紹介します。
【日時】

平成３０年１月２４日（水曜日）午前１０時から午後４時５０分まで

【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
（豊中市新千里東町１－４－２）
最寄り駅：地下鉄御堂筋線（北大阪急行)または大阪モノレール千里中央駅

【内容(敬称略)】
◆シンポジウム「社会に理解される創薬～産学官の連携のありかた～」
座長：独立行政法人 国立病院機構 理事長
楠岡 英雄
・厚生労働省 医政局 研究開発振興課 治験推進室長

井本 昌克

・独立行政法人医薬品医療機器総合機構
審議役(次世代審査等推進・科学委員会等担当） 鹿野 真弓
・田辺三菱製薬株式会社 執行役員創薬本部長
上野 裕明
・大阪大学医学部附属病院
未来医療開発部 臨床研究センター センター長 山本 洋一
◆彩都における新たな研究開発の動き
・クリングルファーマ株式会社 代表取締役社長

安達 喜一

・富士フイルム株式会社 医薬品事業部
プロジェクトマネジャー 戸倉 雅彦
◆希少疾病に対する再生医療等製品の開発
・株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
研究開発部長 井家 益和
◆医薬基盤・健康・栄養研究所の新たな取り組み”三本の矢”
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
・難治性疾患研究開発・支援センター長

松山 晃文

・ワクチン・アジュバント研究センター長

石井 健

・創薬デザイン研究センター長

近藤 裕郷

【参加費】 無料
【申込み】 事前申し込みが必要です。
詳しいテーマや申込み方法については、彩都産学官連携フォーラム２０１８オフィシ
ャルホームページをご覧ください。⇒ http://www.dy-net.jp/2018/
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
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までご連絡下さい。
事務局 連絡先：info@saitohills.com
▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】イベント・セミナー等のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇◆◇ 会員様からのご案内 ◇◆◇◆
▼大阪大学
大阪大学 先導的学際研究機構 創薬サイエンス部門シンポジウム
「我が国が切り拓く難病治療の未来」（平成30年1月19日）
http://www.irdd.osaka-u.ac.jp/2017/11/573/
場所：グランフロント大阪北館タワーB 10階
ナレッジキャピタルカンファレンスルームタワーB Room B01 + B02
▼ アース環境サービス株式会社
・ハザード分析ワークショップ：解説と演習 【大阪開催】（1/24）
・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 【大阪開催】
（1/30～31）
・ペストコントロールに対する指摘事例と査察・監査への準備 【大阪開催】（2/2）
詳細はこちら→ http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/index.html

◆◇◆◇ その他のイベント・セミナー等 ◇◆◇◆
●「関西企業フロントライン第1回ワークショップ」の開催について ＜再掲＞
主催者：近畿経済産業局 総務企画部 中小企業政策調査課
日時：12月25日(月)
場所：りそな銀行 ビジネスプラザおおさか
URL: http://www.kansai.meti.go.jp/1-9chushoresearch/ws.html
●宮田満氏をお招きしての新春国際交流会
主催者：NPO法人近畿バイオインダストリー振興会議
日時：平成30年1月15日（月）
場所：大阪科学技術センター8F 中ホール
URL: http://kinkibio.com/
●2018 Senri Life Science International Symposium on
「A New Horizon of Cancer Immunotherapy」
主催者：千里ライフサイエンス振興財団
日時：平成30年1月19日（金）
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
URL: http://www.senri-life.or.jp/seminar/seminar-1-20180119a.html

●脳研究の成果が生み出す新しいAI技術とビジネスチャンス-----＜再掲＞
主催者：大阪国際サイエンスクラブ
日時：平成30年1月19（金）・平成30年1月26日（金）・平成30年2月2日（金）・平成30年2月9日（金）
場所：大阪科学技術センタービル6F600号室
URL：http://www.isco.gr.jp/pdf/monthly2018_01_01.pdf
●製薬企業の海外進出に関する講演会の開催について
～海外進出プロジェクトを成功させるグローバル経営の秘訣～
主催者：大阪医薬品協会
日時：平成30年1月22日（月）
場所：：大阪薬業クラブ２階ホール
URL：http://www.dy-net.or.jp/osirase/20171206.html
●「第11回次世代アジュバント研究会」
主催者：国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所
ワクチン・アジュバント研究会ほか
日時：平成30年1月23日（火）
場所：千里ライフサイエンスセンター
URL: http://www.nibiohn.go.jp/information/nibio/2017/12/005352.html
●大阪工業大学セミナー『IoTによって加速される社会変革』～中小企業はいかにIoTと付き合うべき
か？～
主催者：大阪工業大学
日時：平成30年1月23日（火）
場所：クリエイション・コア東大阪 南館 3階 研修室BC
URL: http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail/001354.html
●日本政策金融公庫に聴く！資金調達のポイントと事業計画の立て方
主催者：大阪産業創造館
日時：平成30年1月29日（月）
場所：大阪産業創造館 17階
URL:https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=24863&utm_source=mm_so_171215&ut
m_medium=mailmag&utm_campaign=sogyo
●KRICネットワーキングイベント ＜再掲＞
主催者：近畿経済産業局 関西再生産業コンソーシアム（KRIC）
日時：平成30年1月30日（火）
場所：臨床研究情報センター（TRI）
URL: http://www.kansai.meti.go.jp/2-4bio/KRIC/KRICnetworking2018.html
●「大阪・関西ＩｏＴ活用推進フォーラム」第６回例会
主催者：大阪商工会議所
日時：平成30年1月31日（水）

場所：大阪商工会議所 地下１階 １号会議室
URL: http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201711/D22180131015.html
●『大阪立地プロモーションセミナー』を開催 【東京開催】
主催者：大阪府、大阪市、一般財団法人大阪国際経済振興センター（IBPC大阪）
日時：平成30年1月31日（水）
場所： ソラシティカンファレンスセンター
URL: http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/moyo/detail.php?recid=18811
●関西バイオビジネスマッチング ＜再掲＞
主催者：NPO法人近畿バイオインダストリー振興会議
日時：平成30年2月16日（金）
場所：千里阪急ホテル 「仙寿の間」
URL：https://www.kinkibio-matching.biz/
▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【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 … 研究員及び研究補助員
・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
（よろしければ、お知り合いにもご紹介ください。）
◆◇◆◇ 主な機関の公募 ◇◆◇◆
▼ ＡＭＥＤ
・平成30年度 「統合医療」に係る医療の質向上・科学的根拠収集研究事業 に係る公募について
（公募締切り：平成30年1月12日（金）正午締切り ）
URL: https://www.amed.go.jp/koubo/05/01/0501B_00004.htmlｓ
・平成30年度 「ゲノム研究バイオバンク事業」に係る公募について
（公募締切り：平成30年1月12日（金）正午締切り ）
URL: https://www.amed.go.jp/koubo/04/01/0401B_00002.html

▼ JST
・科学技術コミュニケーション推進事業未来共創イノベーション活動支援の平成30年度募集開始のお
知らせ
募集期間：平成30年１月22日（月）正午
URL: http://www.jst.go.jp/csc/support/2017/11/post-30.html
▼ 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）

URL:http://www.smrj.go.jp/kinki/consulting/098532.html
・軽減税率対策補助金（～2018/1/31）
URL:http://kzt-hojo.jp/
▼特許庁
・特許料等の減免制度 （随時）
URL:http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm
・知財総合支援窓口 （随時）
URL:http://chizai-portal.inpit.go.jp/about/
◆◇◆◇ その他の公募 ◇◆◇◆
厚生労働省
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金（随時）
URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanc
hi.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今週末は、待ちに待ったクリスマスです。
皆様、どのようにしてお過ごしのご予定でしょうか。
クリスマスプレゼントは、もうご購入されましたか。
また、1年間頑張ったご自身へのプレゼントもお忘れなく。
本年も大変お世話になりました。
来たる新年が皆様にとって良いお年となりますように。
どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。
※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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