
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 55



国の科学技術政策の目玉！
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2009.6.20-21. 第8回産学官連携推進会議 京都国際会議場（宝が池）

麻生総理（当時）の
ビデオメッセージ

野田聖子内閣府特命担当大臣（科学技術政策担当）
（当時）による基調講演

五千人を超す来場者：メインホールは満杯！

岸本忠三先生と中外による抗IL-6受容体
抗体製剤の開発 が，厚生労働大臣賞受賞

その他◆科学技術政策担当大臣賞「EBウイルスを
用いたヒトリンパ球由来抗体の大量作製技術」の
開発◆文部科学大臣賞「ダチョウによる新たな抗
体大量作製技術を用いた鳥インフルエンザ防御用
素材の開発」◆厚生労働大臣賞「「EBUS-TBNA
システム」の開発」◆経済産業大臣賞「「4次元X
線CT装置」の開発」◆日本学術会議会長賞「「大
規模糖鎖解析装置及び疾患マーカー探索技術」の
開発」・・・・＞医学医療系も多数授賞！ 57
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2009.6.20-21. 第8回産学官連携推進会議 京都国際会議場（宝が池）
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2010.6.4-5. 科学・技術フェスタin京都（第9回産学官連携推進会議） 京都国際会議場（宝が池）

本来は，首相のビデオメッセージと文部科学大臣のご挨拶がある筈でしたが，
鳩山（前）首相の突然の辞意で・・・6月４日に管直人氏が総理に指名されたばかりで・・中止！

しかし・・・高校生をたくさん招待してメインホールの前半分は高校生指定席
→ ノーベル賞受賞者４名に宇宙飛行士山崎直子氏がライブで参加
→ 講演（益川先生），高校生へのメッセージやQ&Aコーナーで和やかにご意見を話されていた。

山海嘉之（岡山大安寺高校出
身）筑波大学大学院教授（ライ
フ・イノベーション関係で介護
ロボットスーツの講演と実演。
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2010.6.4-5. 科学・技術フェスタin京都（第9回産学官連携推進会議） 京都国際会議場（宝が池）

衛生学 医用工学 腎臓･高血圧内科 60
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