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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】副理事長エッセイ 金田安史様 (大阪大学 理事・副学長)
～大阪大学の目指す研究開発エコシステム～
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大阪大学は1931年に6番目の国立大学として設立されましたが、設立を大きく
後押ししたのは、大阪府民や関西経済界です。それ以来、大阪大学には産業界や
社会と密接に結びつきながら発展するという精神が宿っています。
2013年に産学連携を担う産学連携本部が設置され、2017年にはこれを共創の
名のもとに発展的に解消して「産学共創本部」とし、さらに地域連携を担う
「社学共創本部」、そして基金獲得などを目的とした「渉外本部」を加えて
一体化して2018年に「共創機構」が発足しました。「産学連携というピン
ポイントの繋がりではなく、【組織】対【組織】で互いに課題探求や基礎研究
の段階から検討し、協調してイノベーションを生み出す組織です。現在さらに
その使命を明確にして機能的に活動できるよう、また総長のガバナンスを強化
できるよう改組を行っています。
その活動を推進する基本的な方針として「研究開発エコシステム」を導入しま
した。
大学は自由な発想で研究ができることが他の組織にはない大きな特色であり、
メリットでもあります。基礎研究の成果を蓄積していく中で応用の芽が出て
社会に実装できる成果が表れた時には、共創機構が積極的に支援し、また
倫理的・社会的・法的課題を解決するELSIの組織（大阪大学に2020年度に
発足）が援助して社会実装を実現していきます。これによって社会貢献ができる
一方、人での検証や社会での活用によって、初めて明らかになる課題も生み出さ
れます。これは研究現場ではとても考えられなかったものです。その情報を収集
・分析して、すぐにイノベーションにもっていくのではなく、いったん研究現場
に戻して基礎研究を行うことで今までの研究が深化し、あるいは新たな研究領域
が生まれたりします。
その中から出現するイノベーションは、従来のものを覆すような革新的なもので
あるはずで、破壊的イノベーションと命名されるものになる可能性も大いにあり
ます。その結果としてSDGsに代表される環境、疾患の脅威など複雑化する社会
問題を、産官民との連携、社会と大学双方の「知と力」によって解決することも
期待できます。この好循環を実現することによって、大阪大学は社会・経済シス
テムのイノベーション、研究推進、社会貢献、そして人材育成を行い、資金の
獲得をも目指しています。現在国立大学は第3期中期計画の中で大学改革を推進
していますが、この期間中に研究開発エコシステムの基盤を構築し、第4期中期
計画中には、このエコシステムをフル活用して、知・人材・資金の好循環を実現
していきます。今や研究開発エコシステムは大学改革の基本方針として全学に
浸透しております。

大阪大学のさらなる発展にご支援、ご協力をお願いします。
金田安史 (大阪大学 理事・副学長)
（彩都ヒルズクラブ副理事長）
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
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字程度でご紹介いたします。
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ください。
事務局 連絡先:info@saitohills.com
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】新型コロナウィルス感染症の影響に伴う経営支援施策について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新型コロナウイルス感染症の発生により、経営に影響を受けている
中小企業・小規模事業者向けに大阪府内で「相談窓口」や「制度融資」
が設置・創設されています。
▼新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者相談窓口の設置について
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Qe5_3RgRH_20W_hmp
▼「大阪府新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」の創設について
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Qe6_3RgRH_20W_hmp
大阪産業創造館(https://www.sansokan.jp/map/)の2階にある
「大阪府よろず支援拠点」では、相談窓口も開設されているので、必要に応じて
ご利用ください。
▼大阪府よろず支援拠点
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Qe8_3RgRH_20W_hmp
なお、経済産業省等による支援策に関するURLも下記にまとまっております
ので、適宜ご参考下さいませ。
（随時情報更新されるので動向にご注意ください）
▼経済産業省の支援策
https://www.meti.go.jp/covid-19/
・持続化給付金
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
・中小企業生産性革命推進事業
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/seisanseikakumei_pr.pdf
・資金繰り支援（セーフティーネット4号・5号）
https://www.meti.go.jp/covid-19/shikinguri.html
▼中小機構の新型コロナウィルス関連情報
https://j-net21.smrj.go.jp/support/corona.html
皆様におかれましては、大変厳しい状況だと存じますが、ぜひ施策等を
最大限活用し、難局を乗り切って頂ければと思います。
【ご参考】
▼新型コロナウイルス感染症対策について
デマ情報に惑わされず､手洗いや咳エチケット等のインフルエンザと同等の予防策
を励行し､落ち着いて行動してください｡
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona.html
▼新型コロナウイルス感染症拡大に伴う研究機関･医療機関等への｢JDreamⅢ検索ｻｰﾋﾞｽ｣
および｢JDream Expert Finder｣無償提供
[期間]2020年3月10日(火)~2020年5月29日(金)

[詳細]https://www.g-search.jp/release/2020-03-10-000683.html
▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】公募・募集情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼◆◇◆◇

会員様からの求人情報

◇◆◇◆

・バイオ・サイト・キャピタル株式会社
産学官連携推進・コンサルティング・コーディネーター・テナントリーシング業務
詳細は→ http://www.bs-capital.co.jp/recruit.html
（よろしければ、お知り合いの方にもご紹介ください。）
・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、お知り合いの方にもご紹介ください。）
◆◇◆◇ 主な公的機関の公募情報 ◇◆◇◆
▼AMED
・令和2年度 ｢官民による若手研究者発掘支援事業(社会実装目的型の医療機器
創出支援プロジェクト)｣《再掲》
[期間]医療機器開発研究-1､-2: ~5月8日(金)12時00分
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/02/01/0201B_00083.html
・令和2年度｢革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST､PRIME)｣《再掲》
[期間]3月下旬から5月中旬
[主催]日本医療研究開発機構(AMED)
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/04/02/0402A_00038.html
▼NEDO
・「クリーンエネルギー分野における革新的技術の国際共同研究開発事業」《再掲》
[詳細]https://www.nedo.go.jp/koubo/AT092_100155.html     
[期間]~4月17日
▼JST
・『大学発ベンチャー表彰2020』募集のお知らせ
[期間]~5月25日(月)正午
[詳細]https://www.jst.go.jp/aas/summary.html
・第2回 輝く女性研究者賞(ｼﾞｭﾝ ｱｼﾀﾞ賞)公募
[期間]~6月30日
[詳細]https://www.jst.go.jp/diversity/about/award/index.html
・AJ-CORE (Africa-Japan Collaborative Research) 第1回公募
[期間]~4月30日
[詳細]https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_aj-core_1st.html
・ACT-X 2020年度研究提案募集(第1期)
[期間]~5月12日
[詳細]https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
・さきがけ 2020年度研究提案募集(第1期)
[期間]~5月12日
[詳細]https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
・社会還元加速プログラム(SCORE)チーム推進型 2020年度公募
[期間]~5月13日
[詳細]https://www.jst.go.jp/start/score/r2/index.html
・CREST 2020年度研究提案募集(第1期)

[期間]~5月19日
[詳細]https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
・研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)ﾄﾗｲｱｳﾄ 令和2年度公募
[期間]~5月21日
[詳細]https://www.jst.go.jp/a-step/koubo/index.html
・研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)産学共同(育成型/本格型)令和2年度公募
[期間]~5月28日
[詳細]https://www.jst.go.jp/a-step/koubo/index.html
・社会還元加速プログラム(SCORE)大学推進型 2020年度公募
[期間]~6月04日
[詳細]https://www.jst.go.jp/start/score-u/r2/index.html
・ムーンショット型研究開発事業 公募《再掲》
[期間]~ 5月12日12:00(正午)
[詳細]https://www.jst.go.jp/moonshot/koubo/index.html
・産学共同実用化開発事業(NexTEP)2019年度公募《再掲》
[期間]7月末､11月末､2020年3月末の3回
[詳細]https://www.jst.go.jp/jitsuyoka/bosyu_2019.html
・大学発新産業創出プログラム(START)プロジェクト支援型 2020年度公募《再掲》
[期間]~4月17日
[詳細]https://www.jst.go.jp/start/support/r2/index.html
・e-ASIA共同研究プログラム 令和2年度採択
｢イノベーションのための先端融合(インテリジェントインフラストラクチャー)｣
｢環境｣分野 共同研究課題募集《再掲》
[期間]~4月23日
[詳細]https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_easia_jrp_9th.html
・さくらサイエンスプラン 2020年度交流計画募集《再掲》
[期間]3/2･6/1･9/1･11/5の4回
[詳細]https://ssp.jst.go.jp/form/index.html
▼内閣府
・｢地方大学･地域産業創生交付金｣事業の令和2年度新規公募開始《再掲》
[詳細]https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/about/daigaku_kouhukin/koubo_r02-01-17.html
[期間]~ 4月17日(金)正午
▼経済産業省
・令和元年度補正予算「事業承継トライアル実証事業(後継者教育実施企業)」
[詳細] https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2020/200401jigyoshoukei.html
[期間]～5月29日(金)
・令和2年度｢地域中小企業人材確保支援等事業(氷河期世代人材活用促進等事業)｣
[詳細] https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2020/200331chiikijinzai.html
[期間]～4月22日(水)
▼大阪府
・令和2年度 新ｴﾈﾙｷﾞｰ産業(電池関連)創出事業補助金
蓄電池､燃料電池等に関連する研究開発等を支援
[期間] 令和2年4月30日(木曜日)午後6時まで
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/energy/denchihozyo-saitaku/
・医薬品医療機器開発機構（ＰＭＤＡ）関西支部支援体制確立事業《再掲》
[詳細]https://osaka-bio.jp/support/pmda_kansai/
・PMDA関西支部の利用について《再掲》

[詳細]http://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/0002.html
▼茨木市
・起業家教育協力事業所の募集《再掲》
[詳細]https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyouiku/list.html
[詳細]茨木市産業環境部商工労政課
電話:072-620-1620 住所:〒567-8505 茨木市駅前三丁目8番13号
メール:syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
◆◇◆◇ その他の公募など ◇◆◇◆
▼厚生労働省
・事業主の方のための雇用関係助成金《再掲》
[詳細]https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金（随時）《再掲》
[詳細]http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html
▼大阪府団体中央会
・令和元年度補正｢ものづくり･商業･ｻｰﾋﾞｽ生産性向上促進補助金｣(一般型､2次締切)
[期間]令和2年5月20日(水) 17時
[詳細]http://portal.monodukuri-hojo.jp/
▼大阪商工会議所
第5回大阪サクヤヒメ表彰 ご応募受付中! 《再掲》
[期間]5月22日
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/osakasakuyahime/
▼バイオインダストリー協会
・第4回｢バイオインダストリー大賞｣｢バイオインダストリー奨励賞｣候補者募集《再掲》
[期間]2020年4月20日(月)まで
[詳細]https://www.jba.or.jp/jba/osirase/1164.php
▼三菱UFJ技術育成財団
・研究開発助成金公募のご案内 三菱UFJ技術育成財団
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=8277&m=14070&v=1c739416
[期間] 随時
▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】イベント・セミナーのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇◆◇

彩都ヒルズクラブ事務局からのご案内

◇◆◇◆

▼【中止】彩都ライフサイエンスパーク親睦ソフトボール大会
毎年ご好評頂いている当クラブ主催のソフトボール大会につきまして、新型
コロナウイルス感染症の影響によりイベントの自粛・延期が多数予想される
ことから、誠に遺憾でございますが今年度の開催は中止いたします。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
◆◇◆◇

会員様からのご案内

◇◆◇◆

▼大阪大学様
********************************************************
「メディカルデバイスデザインコース2020」受講受付開始！
********************************************************
大阪大学MEIセンターでは、医療機器開発のスペシャリストを養成する社会人向けコース
『メディカルデバイスデザインコース（MDDコース）』の募集を開始いたします。5月から
開講するこのコースは、
① 医学生向けの臨床講義を医療機器にフォーカスして 1ヶ月に凝縮した「臨床医学編」、

② 法規制・薬事・保険償還戦略などを含む「プロジェクトマネージメント編」、
③ 医療機器を実際に操作して学ぶ「機器実習編」、
④ 開発責任者の経験から学ぶ「実践編」
という４つのモジュールで構成され、講義とグループワーキングを計96時間、延べ5ヶ月間
にわたって提供いたします。
また、アドバンストプログラムとしまして病院実習も実施いたします。
医療機器開発に携わる企業の方や、今後医療機器業界に参入を検討されている方の参加を
お待ちしています。
【日
程】2020年5月30日（土）～10月17日（土）
【開催場所】東京会場（日本橋）・大阪会場（中之島）・福岡会場（博多）
【問合せ先】大阪大学MEIプロフェッショナルコース事務局
E-mail：mailto:mei-pro@mei.osaka-u.ac.jp
TEL：06-6879-3384 FAX：06-6879-3386
詳細はこちら
https://mei.osaka-u.ac.jp/mdd
◆◇◆◇ その他のイベント・セミナー等 ◇◆◇◆
※いずれのイベントも今後の状況によっては中止・延期となる可能性がございますので、予めご了承
ください。
●~大和ハウス工業が｢デジタル技術で実現する未来の家｣を
テーマにビジネスプランの提案を募集します~
ビジネスミートアップ×大和ハウス工業
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/666795/Hcoi04H7ci0D_161039/0424D22190529017.html
[期間] 4月24日(金)17:00必着
●新任管理者の果たすべき役割と仕事講座《再掲》
[日時]5月12日
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201912/D27200512027.html
●パワハラにならない叱り方《再掲》
[日時]5月13日
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201912/D27200513048.html
●下請け工場でも価格競争に負けない営業戦略を学ぶ!《再掲》
[日時]5月13日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Q8S_3QIxc_20Q_hmp
●~元アナウンサーが伝授する､今までの半分の時間でしっかりと伝わる話し方~
簡潔で要点をまとめた伝え方講座《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/665214/04BicdH7ci0D_161039/0514D27200514021.html
[日時] 5月14日(木)13:00~17:00
●労働･社会保険実務の基礎講座 実践編･春〈全2回〉《再掲》
[日時]5月14･21日
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201910/D27200514014.html
●<出展企業募集>【機能性ﾌｨﾙﾑ展2020】
[日時]5月22日締切
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Qmk_3SYXv_21q_hmp
●来場募集スタート【金属加工技術展2020】《再掲》
[日時]5月22日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Q8Q_3QIxc_20Q_hmp
●~｢知っていること｣｢できること｣を人に教えるための秘訣を伝授~
社内講師をする人のための教え方講座
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/665865/20wicAH7ci0D_161039/0526D27200526024.html
[日時] 5月26日(火)10:00~17:00

[場所]本町センタービル
●~自ら考え､自ら動く､自立した社員を育てる~
人を育てるための実践心理学入門講座
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/665997/b9C_28H7ci0D_161039/0527D27200527014.html
[日時] 5月27日(水)13:00~17:00
[場所]大阪商工会議所 北支部 会議室
[主催]大阪商工会議所
●小さな工場のための営業戦略実践塾《再掲》
[日時]6月3日〆
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Q8T_3QIxc_20Q_hmp
●~相手にわかりやすく伝えるための秘訣を伝授~
技術者･研究者向け 伝わる報告･発表の技術
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/667286/DGDMedH7ci0D_161039/0611D27200611027.html
[日時] 6月11日(木)10:00~17:00
[場所]本町センタービル
[主催]大阪商工会議所
●大手メーカー･技術系商社対象【製造業の逆見本市2020】
[日時]6月26日締切
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Qmm_3SYXv_21q_hmp
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【5】編集後記
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3月以降の大阪府からのイベント自粛要請、そして現在の緊急事態宣言を受けて、
彩都バイオサイエンスセミナーの開催が中止・延期になっています。当セミナー
は、セミナーのみならず、開催後の交流会による人的コミュニケーションも
大きなポイントとなりますため、現状自粛を継続しておりますが、先の見通しが
不透明な状況下で当クラブとしてどう会員様同士の交流を深めていけるか思案
しているところです。
ぜひ良いアイデア等ございましたら事務局までお声を寄せて頂きますよう
お願い申し上げます。
※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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