
大学連携・産学官連携，その他
対外事業に関連するFD会
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学長補佐 衛生学 大槻剛巳

ゲスト・スピーカー
岡山オルガノン大学教育連携センター コーディネータ
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月 火 水 木 金 土

5/17 18 19 20 21 22

岡山県企業誘致
推進協議会総会

岡山オルガノンe-
Learning 委員会

おかやま生体信号研究会（企
業誘致）

メディカルテクノおかやま役
員会

（岡山オルガノン地域活性化
委員会）

岡山オルガノン
代表者委員会

岡山県庁 岡山理科大学 総社→
岡山大学鹿田キャンパス

（学内[TV会議]）

岡山理科大学

24 25 26 27 28 29

大学コンソーシ
アム岡山 運営
委員会

第83回日本産業衛生学会

岡山商科大学 福井国際交流会館/フェニックスプラザ

31 6/1 2 3 4 5

おかやま生体信
号研究会第 3
回例会

岡山県産学官連
携センター運
営委員会

岡山県産業戦略プロ
ジェクト委員会

国際交流協会総会 科学・技術フェスタin京都
（産学官連携推進会議）

川崎医療福祉大
学

岡 山 テ ク ノ サ
ポート

岡山大学津島キャン
パス

倉敷市庁舎 京都国際会議場（宝が池）
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１．大学連携

（ア） 大学コンソーシアム岡山
（イ） 岡山オルガノン
（ウ） 倉敷市大学連携講座

２．産学官連携

（ア） 国：産学官連携推進会議

（イ） 医学系大学産学連携ネットワーク（東京医科歯科大学）

（ウ） 岡山県
① 岡山県産学官連携推進会議

(全体会議，産業戦略本部，産業戦略プロジェクト委員会）
（ア） 岡山TLO

② ものづくり重点４分野における産業クラスター形成に向けた取組
1.精密生産技術 （ア）ミクロものづくり岡山推進協議会
2.医療・福祉・健康 （ア）メディカルテクノおかやま

（イ）ハートフルビジネスおかやま
3.環境 （ア）中四国環境ビジネスネット
4.バイオ （ア）セルロース系バイオマス超微粉砕技術研究会

（イ）おかやまバイオマスプラスチック研究会
（ウ）おかやま食料産業クラスター協議会 3



（ウ） 岡山県

③ その他，研究会等組織
1. おかやま生体信号研究会
2. おかやまバイオアクティブ研究会
3. 水島工業地帯産官学懇談会

⑤ 岡山医用工学研究会

⑥ 岡山県企業誘致推進協議会

⑦ 岡山県中小企業応援センター

３．その他 岡山県・倉敷市の事業

（ア） 岡山県国際貢献推進協議会
① 備中地域打ち合わせ会

（イ） 倉敷市国際交流協会
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今後について

川崎医科大学は，私立単科医科大学であるとともに，日本・岡山県・倉敷市
在る大学：高等教育機関である。
→ 種々の連携事業に関しては，可能な範囲で協力する。

産学官連携に伴うイノベーションの創生など。
→ 診療・研究・教育だけではなく，これらの一つの方向性として産学官

連携とそこらの産業創生なども考えられている。
→ 種々の組織等の積極的な利用

研究・教育情報の学内周知について

 情報サイトを医大web site内の「教職員専用サイト」に充実させる。
 新着情報連絡のためのmailing list の構築

（所属長ならびに，教室代表/実験室/補助員さんなど，教室のみな
さんに周知していただける（メールの転送で結構です）アドレス
の調査を近く実施させていただきますので，ご協力よろしくお願
いいたします。）

 その他ご質問ご意見等，お気軽に大槻までお尋ねください。
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長時間，お疲れ様でした。

今後とも，ご協力等，よろしくお願いいたします。
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