


　このたび、近畿経済産業局では電子ブック「Ｅ！ＫＡＮ
ＳＡＩ」を立ち上げました。
　
　世界をおそったリーマンショックの後、世界経済は大き
な構造変化を起こしているように思われます。新興国に世
界経済の重心が移りつつあり、中国の上海地域、香港・広
州地域、シンガポール、米国シリコンバレーなど、メガ・
リージョンが世界中から人、知恵を吸収しながら、激しく
競争しています。

　その一方で日本経済はふるわないように感じられます。なぜ、ものづくり大国といわれ、
技術力を持っている日本がハイテク製品の競争に勝てないのか、企業が海外に出て行く
一方で、国内立地が進まないのか。企業がコストダウン競争にさらされるなかで、どこ
で雇用を生み出せばよいのか。

　確かに、今、日本経済はいろいろな問題を抱えています。しかし、急成長するアジア
の隣にあり、日本が直面してきた「エネルギー制約」「環境問題」そして現在直面してい
る「少子高齢化」などの課題解決の知恵があります。また、「クールジャパン」といわれ
る文化もあります。

　関西は、これらのいずれについても、大きな特徴と強みを持つ地域です。「電子・エネ
ルギー技術、社会インフラ」、「バイオ、医療機器」、「デザインと感性を活かしたものづくり」、
「クリエイティブビジネス」などの分野で関西が一丸となって行動を起こすことで、世界
に伍するメガ・リージョンになることができるでしょう。近畿経済産業局では「関西メガ・
リージョン活性化構想」を策定し、経済団体、自治体などと連携しながら活動を開始し
ています。

　この「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、関西産業に関するプロジェクトなどの旬な話題や私
ども近畿経済産業局の施策などについて、迅速に情報提供させていただくこととしてお
ります。

　皆様には日頃経済産業行政につきまして、ご理解とご協力をいただいておりますこと、
この場を借りて御礼を申し上げますとともに、本誌が関西の成長を担う皆様のお取り組
みの一助になりますことを祈念いたしまして、創刊のご挨拶とさせていただきます。
　

「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」創刊にあたって

平成22年7月
近畿経済産業局　局長　深野　弘行
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○はじめに

　経済のグローバル化の進展とともに、世界各地では戦略的な域内統合や集積によ

る規模の経済効果を活用して、「メガ・リージョン」と呼ばれる、大都市を中核とし

た広域地域による地域間競争が激化しています。

　こうした中、近畿経済産業局では、平成２１年３月２６日、４６のアクションプ

ランから構成される「関西メガ・リージョン活性化構想～関西発！経済再生拠点化

計画～」を策定しました。

　本構想は、関西地域が今後激化する地域間競争に打ち勝っていくために、関西地

域が有する我が国有数の歴史と文化や、国際的にも優れた大学・研究機関、企業の

集積、産業インフラ等のポテンシャルを活かし、関係自治体や経済団体、大学、関

係省庁と協力の下、関西地域の活性化に向けて、その国際競争力強化を図るための

具体的な行動計画を提示したもので、昨年度これらアクションプランを着実に実行

してきました。

　この度、この１年間の実績と成果を評価し、更に、本構想の目指すべき方向性と

目標をより明確にするため本構想のローリングを実施した結果、１１のアクション

プランに再整理するとともに、今後３ヶ年のロードマップを策定しました。

本稿では、構想のローリングの背景や概要について説明します。

○近畿経済の概況と最近の大型投資状況

　表１に示すとおり、近畿地域は、人口比で言えば長らく全国比１７％前後で推移

してきました。域内総生産額や製造品出荷額、卸売業販売額といった経済指標の全

国シェアは、１９７０年当時２０～２２％ありましたが、現在では概ね１７％弱と

人口比と同じ程度まで縮小してきました。

　一方、特許出願数や実用新案出願数といったイノベーションに関係する知的指標

は未だ２０％以上を確保するとともに、特に感性・デザインに関連する意匠出願数

については高い率を示しており、成長の可能性を秘めていることが分かります。

「関西メガ・リージョン活性化構想」の推進
～構想発表から１年　ローリングと今後３カ年のロードマップ策定～
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　また、図１に示すとおり、近年、大阪湾ベイエリアを中心として太陽光パネルなど、

所謂、「低炭素型社会実現関連産業」分野の工場立地が進んでいます。

　中でも次世代エネルギーの代表格であるリチウムイオンバッテリーの約３０％は

関西地域で製造されています。さらに、平成２１年度「低炭素型雇用創出産業立地

推進事業費補助金」採択案件の５割以上が関西地区案件である等、今後、益々、同

産業分野におけるポテンシャルが高まることが期待されています。

近畿経済は１７％経済

対全国シェアは１９７０年代以降、工場立地件数は持ち直しているも対全国シ アは ９ ０年代以降、 場立地件数は持ち直しているも
のの、生産・販売額に加え中枢機能を表す各指標で徐々に低下。

近畿の全国シェア推移

対全国ｼｪｱ
人 口

域 内
総生産

製造品
出荷額

卸売業
販売額

普通法人
数 工場立地

件 数
特 許
出願数

実用新案
出願数

意 匠
出願数

（％）
(資本金1億
円以上)

（％）
円以上)

１９７０年 17.5 21.6 22.9 26.0 22.6 15.1
29.8 29.4 29.1

（1965年） （1965年） （1965年）

１９８０年 17.4 18.0 19.7
22.3

20.7 11.9
26.4 30.3 29.9

）年5791（）年5791（）年5791（）年9791（

年
19.5 23.2 23.8 26.1

１９９０年 17.2 17.6 18.4
9 5

17.6 10.3
3 3 8 6

）年5891（）年5891（）年5891（）年1991(

２０００年 17.1 16.7 17.0
17.5

16.1 11.3
22.5 21.6 30.3

（1999年） （1995年） （1995年） （1995年）（1999年） （1995年） （1995年） （1995年）

直近年

16.9 16.4 16.6 16.6 14.7 16.8 21.2 20.2 29.9

（2147万人）
(922,833億 (554,650億 (684,540億

（5 603件） （274件） (70 011件) (1 561件) (8 865件)直近年 （2147万人）
円) 円) 円)

（5,603件） （274件） (70,011件) (1,561件) (8,865件)

（09年3月
末）

（06年度） （08年速報） （2007年） （2007年） （2008年） （2008年） （2008年） （2008年）
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○「関西メガ・リージョン活性化構想」のローリング

　政府においては、昨年１２月に「新成長戦略（基本方針）～輝きある日本へ～」

を閣議決定し６つの戦略分野の基本方針が示されました＊。

　近畿経済産業局としては、上述の政府の新成長戦略の基本的な考え方を踏まえ、「関

西メガ・リージョン活性化構想」の基本理念を再整理するとともに、今後、取り組

むべき重点分野として以下の５分野と１１のプロジェクトに再構成し、本年４月２

０日に公表したところです。
　＊「新成長戦略（基本方針）」は、その後、検討が重ねられ、本年６月１８日、『新成長戦略～「元

　　気な日本」復活のシナリオ～』として閣議決定され、７つの戦略分野の基本方針と目標

　　とする成果が決定された。

【関西メガ・リージョン活性化構想の基本理念】

　図２に示すとおり、「電子・エネルギー技術、社会インフラ」「医療・健康」「デザ

インと感性を活かしたものづくり、クリエイティブビジネス」という３つの戦略的

分野で我が国の第二極となり、成長するアジア経済を取り込み世界のハブとなるこ

とを目指すことを基本理念としました。
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図 1

大阪湾ベイエリアなどでは太陽光パネルなど、低炭素分野の工場が集積。

また、次世代エネルギーの代表格であるリチウムイオンバッテリーの約３０％は関
西で製造。

近畿経済産業局調べ

大型設備投資の集積 設備投資計画調査

高砂市 旭硝子／大型ガラス基盤

神戸市 川崎重工業／ニッケル水素電池

尼崎市 パナソニック／プラズマＴＶ用パネル
（第３、第４工場）

堺市 シャープ／ＴＶ用液晶パネル
大日本印刷／液晶用カラーフィルター
凸版印刷／液晶用カラーフィルター
コーニング／液晶用大型ガラス基盤

南あわじ市三洋電機／リチウムイオン電池

洲本市 三洋電機／リチウムイオン電池

東近江市 京セラ／太陽電池

草津市 パナソニック／燃料電池
リチウムエナジージャパン／

リチウムイオン電池

大津市 三洋電機／太陽電池（モジュール化）

京都市 ＧＳユアサパワーサプライ／鉛蓄電池

大山崎町 日立マクセル／リチウムイオン電池

茨木市 パナソニック／プラズマＴＶ用パネル

守口市 パナソニック／リチウムイオン電池

大阪市 旭硝子／ＰＤＰ用大型ガラス基盤

葛城市 シャープ／太陽電池

貝塚市 三洋電機／
太陽電池、リチウムイオン電池

紀の川市 パナソニック／リチウムイオン電池

福知山市 ブルーエナジー／リチウムイオン
2010年秋稼働予定

尼崎市 パナソニック／プラズマＴＶ用パネル
（第５工場）2010年4月稼働予定

大阪市 パナソニック／リチウムイオン電池
2010年３月稼働

堺市 シャープ／太陽電池
2010年3月稼働

加西市 三洋電機／リチウムイオン電池
（第２号ライン）2011年稼働予定

姫路市 ＩＰＳアルファテクノロジ
／ＴＶ用液晶パネル

2010年４月稼働
大日本印刷

／液晶用カラーフィルター

2010年４月稼働

◆最近の大型投資案件と主な研究開発拠点

・京都大学
・京都工芸繊維大学
・民間企業研究所　等

・(独)理化学研究所 播磨研究所
　SPring-８

●彩都
・大阪大学
・国立循環器病センター
・(独)産業技術総合研究所 関西センター
・民間企業研究所　等

・大阪市立大学
・民間企業研究所　等

京都市内

大阪市内神戸市内

大阪北摂

播磨地域

●神戸医療産業都市
・(独)理化学研究所
　神戸研究所
　次世代スーパーコンピュータ
・神戸大学
・(独)情報通信研究機構 関西先端研究センター
・民間企業研究所　　等

・㈱国際電気通信基礎技術研究所(ATR) 
・（財）地球環境産業技術研究機構（RITE）
・奈良先端科学技術大学院大学 
・民間企業研究所　等

学研都市（けいはんな）

【最近の大型投資案件】 【主な研究開発拠点】

平成２１年度「低炭素型雇用創出産業立地推進事業費補助採択一覧

福井県 田中化学研究所 リチウムイオン電池関連部材

滋賀県 旭化成イーマテリアルズ リチウムイオン電池関連部材

新神戸電機 リチウムイオン電池

リチウムエナジージャパン リチウムイオン電池

京都府 日立マクセル リチウムイオン電池

星和電機 ＬＥＤ照明器具

ニチコン亀岡 電気自動車用部品

大阪府 三洋電機 リチウムイオン電池

兵庫県 三洋電機 リチウムイオン電池

ユミコアジャパン リチウムイオン電池関連部材

冨士発條 リチウムイオン電池関連部材

住友金属工業 先進的原子力発電関連部材

和歌山県 恵和 ＬＥＤ関連部材
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　更に、経済産業局という枠に捕らわれず産学官各セクターの取組を網羅し、事業

の大括り化と分かり易い目標設定をし、今後３年程度を見渡したロードマップを策

定するとともに、それらを毎年、評価・見直し、公表することを行動指針と定め、

継続的な取組として責任ある姿勢を明確にしました。

【１１のアクションプラン】

　今後、重点的に取り組む、５分野・１１のアクションプランを、図３に示します。

なお、各アクションプランの内容はホームページ

（http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/21FY_MEGA/mega_rolling21.html）に 掲 載

しておりますので、そちらをご参照ください。

目標の設定とＰＤＣＡを回す。
各プロジェクト毎に目標と当面３ヶ年のロードマップを策定し、毎年、実績を評価しつつ実行。

◆関西メガ・リージョン活性化構想の基本理念

エネルギー
社会インフラ 医療・健康

デザインと感性
を活かしたもの

づくり

• 関西の産学官が一体となり、
 電子・エネルギー技術、社会インフラ
 医療・健康
 デザインと感性を活かしたものづくり、クリエイティブビジネス

の各分野で、我が国の第二極・世界のハブを目指す。

重点分野を支える多様な集積

【産】 電気機器：
産業機器：
エネルギー：
医療関係：
デザインと感性：
ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ：

重電～家電・情報機器
社会インフラ～機器・部材
原子力～電池
創薬～医療・分析・診断機器
耐久消費財、生活用品、デザイナー
映画、映像ソフト

幅広い裾野を構成する中小・ベンチャー群
金融： メガバンク、地方金融機関、ベンチャーファンド

【学】 大学：
研究機関：

国際的総合大学～特徴的単科大
世界的研究機関～公設試

【官】 各種支援機関、インキュベーション施設

図 2
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【ＰＤＣＡサイクルを回す】

　アクションプラン「１１．関西メガ・リージョン活性化構想の具体的推進・フォロー

アップ」と題し、今回のようなローリング作業を継続的に実施し、成果のとりまと

めと各アクションプラン内容の見直し結果を定期的に公表していくこととしていま

す。

○平成２１年度の主な実績

　以下に３つの重点分野に関する昨年度の主な実績を記載します。

【Ⅳ．ハード・ソフト面からの基盤整備】
９．イノベーション創出を支える環境の整備

１０．関西地域におけるインフラの整備・支援

【Ⅲ．事業創造からアジアをにらんだ販路拡大】
５．個性的な中小企業製品の事業化から（国内外の）販路開拓までの一貫した支援体制の整備
６．関西広域投資交流・集客プロモーションの推進
７．関西国際航空機市場参入等支援事業の展開
８．環境・省エネビジネスのアジア展開支援

【Ⅱ．低炭素社会の実現】
４．低炭素社会に向けた都市・産業・環境モデル創出と普及

【再掲】次世代電子・エネルギー技術産業」ナンバーワン戦略プロジェクト

【Ⅰ．成長産業支援】
１．デザインと感性を活かしたものづくりの活性化とクリエイティブビジネスの新たな市場形成
２．世界屈指の創薬・医療機器拠点の形成と発信
３．「次世代電子・エネルギー技術産業」ナンバーワン戦略プロジェクト

【Ⅴ．ＰＤＣＡの取組】
１１．関西メガ・リージョン活性化構想の具体的推進・フォローアップ

①強い分野をよ
り強く

②協創する関
西

③エコで装備す
る関西

④つながる関
西

⑤世界にひらく
関西

５つの戦略

＜平成22年度以降の重点取組分野＞
～今後3年間に取り組む分野～

図 3
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　ものづくり産業支援室では、管内のものづくり企業の情報発信に取り組んでいます。
　今回は、高強度・耐熱マグネシウム合金ネジによる締結技術の開発に取り組む、
株式会社丸ヱム製作所（本社：大東市）をご紹介します。

　昭和 2年に創業し、今年で 83年になる丸ヱ
ム製作所。丸ヱムのMには「人（MAN）」「材
料（MATERIAL）」「機械（MACHINE）」「お金
（MONEY）」「ものづくりにこだわる（MAKER）」
「販売させていただく（MARKET）」と会社の事
業活動の全てがMに集約されているという思い
が、また、ロゴマークのブルドッグは「一度噛
みついたら離さない」⇒喰いつきの良いねじ、
「主人に対して忠実な気質」⇒お客様や取引先様
に対しては誠実に感謝の気持ちをお届けする、
という思いが込められているそうだ。

　設立者の田島喜代次氏が昭和 32年に日本で
初めてステンレスねじの量産化に成功したのだ
が、まだその頃は材料となるステンレス線材そ
のものが存在せず、素材の開発から行なわれた。線材工場や特殊鋼メーカーと協力
してやっと素材ができ上がったのだが、素材ができると今度はステンレスの硬さに
対応できる工具が無い。結局工具や金型は自社開発し、やっと、実現することがで
きたそうである。「『人のやらないことをやる』という強い信念があればこそできた
わけですが、現在でもこれが会社の開発理念であり、丸ヱム製作所の基礎になって
います。」80年を超える歴史も会社の強みの一つである。
　昨年 4月、大阪府より認可を受けて医療機器製造業の許可を取り、本年 6月より、

「人のやらないことをやる」
という信念を 80年経った今でも

株式会社　丸ヱム製作所　代表取締役社長　松元　収さん

「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、管内の特色ある企業を紹介するコーナーを設けました。

今回は株式会社丸ヱム製作所、トラストメディカル株式会社をご紹介します。

担当課室：ものづくり産業支援室
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<企業紹介のコーナー>



ゴムメタルを使った新しい
タイプの歯科矯正用ワイヤ
の製造を開始した。「将来
的には人工関節、インプラ
ントなどへも参入していき
たいと考えています。ただ
単にねじを作るのではな
く、『人のやらないことを
やる』という信念で、成功
させていきたいと思ってい
ます。」自信に満ちた言葉
の裏側に熱い思いが感じら
れた。
　また、「平成 19年度から
21年度にかけて戦略的基
盤技術高度化支援事業に採択していただき、高強度・耐熱マグネシウム合金ねじに
よる締結技術の開発を行ってきました。事業も無事終了し、あとは事業化に向けた
プロセスを検討しています。こうやって会社が成長してこれたのは、国を始めとし

た様々な支援があったことも大きな要因の
一つです。」というありがたい言葉もいた
だいた。
　今後について伺うと「私たちはこれまで、
一貫して研究開発型企業として新しくオリ
ジナルで高度なものづくりをするための体
制構築に取り組んできました。それは、設
立者から脈々と受け継がれてきた丸ヱムの
DNAであり、今後も変わることはありま

せん。時代の変化に素早く順応し、新たなニーズを製品という形に変えて、進化を
続けていきたいと考えています。」とのこと。強い信念と柔軟な発想、素早い行動力
でこれからも関西のものづくりを牽引していくだろう。

会社名：株式会社　丸ヱム製作所　
所在地：大阪府大東市野崎４－７－12
電話番号：０７２－８６３－０１０３
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軽くて強く環境に優しい
マグネシウム合金ねじ

http://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/sapoin/sapoin_top.html
http://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/sapoin/sapoin_top.html


　バイオ・医療機器技術振興課では、独自のものづくり加工技術を活かし、医療機器
分野に参入しようとされる中小・ベンチャー企業のビジネス展開を支援しております。
今回は、遺伝子検査に使われる高性能な遺伝子増幅装置（ＰＣＲ装置）の開発に成功
したトラストメディカル株式会社（本社：加西市）をご紹介させていただきます。

　トラストメディカル株式会社は、遺伝子検査などの臨床検査分野において、遺伝
子増幅装置（ＰＣＲ装置）などの臨床診断機器開発や診断薬製造事業を行う企業と
して、平成２１年１０月に金型業を主業とする株式会社トラストから分離・独立し
ました。
　遺伝子検査とは、誰もが身体に持っている遺伝子を分析することによって、腫瘍（ガ
ンなど）が悪性かを調べたり、将来かかりやすい病気を知って予防につなげるなど、
私たちの健康に深く関係する技術です。
　例えば、昨年に新型インフルエンザが流行したことは、記憶に新しいところですが、
従来のインフルエンザウイルスと新型インフルエンザウイルスのどちらであるかを
判定する時にはこの技術が使われました。
　遺伝子検査を実施するにあたっては、髪の毛や口腔の細胞などから採取した微量
なＤＮＡを、検査が十分できる量に増やす必要があり、このＤＮＡを増やす時に、Ｐ
ＣＲ（Polymerase Chain Reaction）と呼ばれる遺伝子を増幅する技術が使われます。
従来は、ＰＣＲの処理に 1時間程度かかり、遺伝子検査全体では３時間もかかること
が普通でしたが、それを当社は、ＰＣＲの処理を従来の６分の 1となる１０分程度で
可能にする超高速ＰＣＲ装置を開発しました。

　当社の起源は、当社代表取締役である児玉が、大手化学メーカーから独立後にプ
ラスチック成形の会社を設立した昭和６１年までさかのぼります。その後、金型業
を主業とする株式会社トラストが設立されました。そして創業２０年目を迎えたと
き、医療分野に参入しました。
　医療分野参入にあたっては、５年間で結果を出すことを目標に資金を投入しまし
た。当初は、医療機器関連の講演会や研究会に出席して勉強を重ね、最初の 1年半
は主に市場調査を行いました。当時は人脈も無く、企業訪問のアポイントさえ取れ
ませんでしたが、大阪商工会議所が実施する「新現役チャレンジ支援事業」を利用

異分野から医療分野に参入し革新的医療機器を開発
トラストメディカル株式会社　バイオ開発部　坪井　邦雄さん

<企業紹介のコーナー>

担当課室：バイオ・医療機器技術振興課
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http://www.osaka.cci.or.jp/


することにより、製薬企
業ＯＢの方の人脈を活用
し、多くの企業を紹介し
ていただきました。また、
大阪商工会議所が主催し、
医療機関、大学研究機関、
大手医療機器企業との共
同開発、協業を推進する
「次世代医療システム産業
化フォーラム」を利用し
て、企業や大学との連携
を深めていきました。
　その後、遺伝子増幅を
行うＰＣＲ処理装置の処
理速度が遅い点に着目し、産学官連携によって、新型ＰＣＲ装置を開発していくこ
ととなりました。研究開発には膨大な資金が必要でしたが、平成１６年に近畿経済
産業局が事業化に直結する技術開発を支援する「地域新生コンソーシアム研究開発
事業」と呼ばれる支援制度を活用し、開発は順調に進みました。その後も、近畿経
済産業局が産学官連携による実用化技術開発を支援する「地域イノベーション創出
研究開発事業」などの支援制度を積極的に活用し、次第に開発のスピードは増して
いきました。

　今後については、遺伝子検査の他の工程で使用する機器も自社開発し、更なる検
査の高速化と装置の小型化を図る予定です。これにより、例えば、検査部門を持た
ない小さな病院でも迅速な遺伝子検査が可能となり、テーラーメード医療が促進さ
れることなどが期待されます。また、さらなる遺伝子検査市場の拡大に合わせて、
トラストメディカル株式会社は、最適な検査・診断装置と診断キットをトータルで
提供していく予定です。

会社名：トラストメディカル株式会社　
所在地：兵庫県加西市朝妻町１０４４番地
電話番号：０７９０－４７－９００９
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http://www.meti.go.jp/policy/economic_industrial/press/0005448/index.html
http://www.meti.go.jp/policy/economic_industrial/press/0005448/index.html
http://www.kansai.meti.go.jp/5gisin/kobo22/h22kouboi.html
http://www.kansai.meti.go.jp/5gisin/kobo22/h22kouboi.html
http://www.osaka.cci.or.jp/Jigyou/med-device/2010/
http://www.osaka.cci.or.jp/Jigyou/med-device/2010/


　景気に左右されにくい高成長分野である医療機器市場への新規参入を促す仕組み
として注目される、大阪商工会議所の「次世代医療システム産業化フォーラム」の
取り組みを紹介します。
　同フォーラムは、２００３年の設置以降、全国の医療機関、大学・研究機関、経
済産業局等と連携した、日本最大級の医療・バイオ機器開発のプラットフォームと
して、数多くの研究開発プロジェクトを立ち上げてきました。毎月開催される定例
会では、機器開発に役立つ最新情報が提供されるとともに、全国の医療関係者や研
究者から直接企業に対し現場の課題や研究の事業化などに関する共同開発が提案さ
れます。その後は、共同開発を希望する企業との個別の検討会議＝「ワーキンググルー
プ」を開催し、双方のニーズをすり合わせた上で開発に取り組む仕組みで、産学官
医が連携した成功事例を次々と生み出しています。
　また、産学医のマッチングに加えて、国内外の大手医療機器企業が自社の製品開
発の動向や研究開発に関するニーズ情報を提示し、他社との協業を呼びかける企業
間連携の支援にも注力し、新たなビジネスチャンスの創出に取り組んでおります。
　本フォーラムは、今後ともこうした全国ベースでの活動を更に発展させ、数多く
の成功事例の創出を目指し、より多くの企業、機関の参加を求めています。
　当事業へ関心をお持ちの方は以下の問い合わせ先までご連絡ください。

近畿地域における医工連携の取り組み 
「次世代医療システム産業化フォーラム 2010」

フォーラムの模様
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TOPICS

http://www.osaka.cci.or.jp/Jigyou/med-device/2010/


【実績（２０１０年３月現在 ) ）
　　■参加状況：60機関 159 社 (2009 年度 )、53 機関 130 社 (2008 年度 ) 
　　　　　　　　35機関 142 社 (2007 年度 )、38 機関 147 社 (2006 年度 ) 
　　　　　　　　38機関 114 社 (2005 年度 )、27 機関 118 社 (2004 年度 ) 
　　　　　　　　23機関 114 社 (2003 年度 ) 
　　■共同開発案件提示組織：６４機関 
　　■「ワーキンググループ」設置：２４４案件 
　　■具体的進行案件：８０件
　　( 事業化案件 6件、試作品開発案件 26件、共同研究・開発案件 48件 ) 

［問い合わせ先］
大阪商工会議所
経済産業部 ライフサイエンス振興担当 松山・根来 ( ねごろ ) TEL.06-6944-6484　
E-mail：bio@osaka.cci.or.jp

当局担当課室：バイオ・医療機器技術振興課
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具体的開発事例の一つ、「内視鏡手術支援ロボット」
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詳しくはこちらをクリック！

http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/01.html


　近畿経済産業局は、平成22年7月1日付けをもって、以下の組織改正を実施します。
　１．「バイオ・医療機器技術振興課」の設置による、創薬・医療機器開発拠点形成 
　　　支援機能の強化
　２．「産業技術課」の設置による、産業技術施策の一元化

　地域経済部に「バイオ・医療機器技術振興課」を設置します。
　創薬をはじめとするバイオ関連分野のベンチャー創出、共同研究プロジェクト支
援に加え、関西に集積するものづくり中小企業の医療機器分野へのビジネス参入支
援、海外拠点との連携促進等の一層の強化に取り組みます。

　　地域経済部　バイオ・医療機器技術振興課
　　TEL：０６－６９６６－６１６３　　　FAX：０６－６９６６－６０７９
　　■場所：大阪合同庁舎１号館本館３階

　地域経済部に「産業技術課」を設置します。
　これまで工業標準化及び研究開発関連支援に関する業務を行ってきた「技術課」と、
産学官連携支援、知的財産施策の推進を行ってきた「産学官連携推進課」を統合し、
産業技術関連業務を一元化することにより、効果的・効率的に産業技術施策を展開
していきます。
　これに伴い、「技術課」及び「産学官連携推進課」を廃止し、「産業技術課」に「産
学官連携推進室」及び「特許室」を設置します。

　　地域経済部　産業技術課
　　TEL：０６－６９６６－６０１７　　FAX：０６－６９６６－６０８０
　　■場所：大阪合同庁舎１号館本館３階

平成 22年 7月の組織改正について

１．「バイオ・医療機器技術振興課」の設置による、創薬・医療
　　機器開発拠点形成支援機能の強化

２．「産業技術課」の設置による、産業技術施策の一元化

担当課室：総務企画部　総務課
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近畿経済産業局からのお知らせ
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当電子ブックのタイトルである「E!KANSAI」は「いいかんさい」と読み、文字通り今後の関西が
良い地域に発展してほしいとの願いを込めています。
また、「E」は「ECONOMY」、「ENERGY」や「ECOLOGY」などの頭文字であり、今後当局として
重点的に取り組むべき大きなテーマを包含しています。

この冊子に対するご意見・ご要望は下記までご連絡下さい。

近畿経済産業局　広報・情報システム室

Tel : 06-6966-6009（直通）　Fax : 06-6966-6071　E-mail : kin-soumu@meti.go.jp 
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