
○区分A 採択課題8件

富山大学 金沢大学 ＪＡＩＳＴ 福井大学

1
北陸４大学知財マネジメ
ント高度化研究会

研究推進機構
産学連携推進センター
◎TLO長・特命教授　千田 晋
　知的財産マネージャー　小谷 晴美
　知的財産マネージャー　今川 昌彦
　コーディネーター　　高橋 修
　コーディネーター　牧野 士朗
　コーディネーター　小前 憲久

先端科学・イノベーション推進機構
○准教授　目片　強司
　 一般職員　喜多　健太

産学官連携推進センター
○教授　山本　外茂男
　 主任技術職員　二ツ寺　政友

産学官連携本部
知的財産・技術移転部
○特命教授　樋口　人志
 　　　　職員　漆崎　行乃利

H30

2

π共役高分子の高次構
造制御及び1分子イメー
ジングを基軸とした機能
材料研究グループ

理工研究域物質化学系
◎准教授　井改 知幸

先端科学技術研究科
マテリアルサイエンス系
○准教授　篠原 健一

H30

3

最先端医療機器の統合
型PET/MR装置における
撮像技術・研究開発グ
ループ

医薬保健研究域保健学系
　教授　宮地　利明
医薬保健研究域附属健康増進科
学センター
◎助教　小林　正和

高エネルギー医学研究セン
ター
　教授　　岡沢　秀彦
○准教授　辻川　哲也

H29-H30

4
SDGsに適応した金沢の
持続的観光研究グルー
プ

人間社会研究域人間科学系
◎助教　丸谷　耕太

先端科学技術研究科
知識科学系
○助教　坂村　圭

H30

5
「北陸地域における地
震・津波防災」研究グ
ループ

理工研究域地球社会基盤学系
○講師　池本　敏和
　助教　村田　晶

工学系部門工学領域
　教授　小嶋　啓介
附属国際原子力工学研究所
◎准教授　大堀　道広

H30

6
北陸地区先端的低温量
子計測研究グループ

大学院理工学研究部（理学）
○教授　桑井 智彦
　特命助教　松本 裕司

人間社会研究域学校教育系
○教授　辻井 宏之

工学系部門工学領域
◎教授　菊池 彦光
遠赤外領域開発研究センター
　准教授　藤井 裕
工学系部門工学領域
　准教授　浅野 貴行

H29-H30

7

網羅的数理モデルを基
盤とした特殊病態下おけ
る新しい投与設計手法
開発グループ

大学院医学薬学研究部（薬学）
　教授　　　藤　秀人
◎准教授　辻　泰弘

医薬保健研究域薬学系
　教授　　　松下　良
○准教授　菅　幸生

H30-H31

8
北陸地区情報理論とそ
の応用研究グループ

大学院理工学研究部（工学）
○講師　村山　立人

理工研究域電子情報通信学系
◎准教授　藤崎　礼志

工学系部門工学領域
○准教授　岩田　賢一

H30-H31
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○区分B　採択課題9件

富山大学 金沢大学 ＪＡＩＳＴ 福井大学

1 HOKURIKU RNA CLUB

大学院医学薬学研究部（医学）
○准教授　甲斐田　大輔
大学院医学薬学研究部（薬学）
　准教授　広瀬　豊

学際科学実験センター
○准教授　堀家　慎一
　博士研究員　目黒　牧子

先端科学技術研究科
マテリアルサイエンス系
◎教授　塚原　俊文
　研究員　盛　真友

H30-H31

2

ICTを活用した健やかな
高齢社会の共創―地域
特性を生かした北陸モ
デルの構築―

大学院医学薬学研究部（医学）
○教授　田村　須賀子
　准教授　須永　恭子
　准教授　梅村　俊彰

新学術創成研究機構
○教授　須釜　淳子
医薬保健研究域保健学系
　教授　稲垣　美智子
理工研究域地球社会基盤学系
　教授　高山　純一
理工研究域フロンティア工学系
　教授　渡邊　哲陽

名誉教授　小坂　満隆
先端科学技術研究科
知識科学系
　教授　池田　満
　教授　藤波　努
◎准教授　金井　秀明
　准教授　白肌　邦生
　准教授　ﾀﾞﾑ　ﾋｮｳ　ﾁ
情報科学系
　教授　丹　康夫

医学系部門看護学領域
○教授　長谷川　美香
工学系部門工学領域
　准教授　長宗　高樹

H28-H30

3

地域課題解決のための
オープンデータ・プラット
フォーム構築研究グ
ループ

人間発達科学部
○教授　高橋　満彦

人間社会研究域
附属地域政策研究センター
○准教授　菊地　直樹

先端科学技術研究科
知識科学系
◎教授　敷田　麻実

H30-H31

4
IoT社会を支える高信頼
性技術とグローバル人
材の育成

理工研究域電子情報通信学系
○講師　深山　正幸

情報社会基盤研究センター
◎ 教授　井口　寧
先端科学技術研究科情報科学系
　 教授　　 金子　峰雄
　准教授　田中　清史

工学系部門工学領域
○准教授　福間　慎治
　  教授　　 森　眞一郎

H30

5
生涯学習を支援する４
大学連携ポータルサイト
の開発・評価グループ

役員/地域連携推進機構
○理事・副学長/機構長　鈴木　基史
地域連携推進機構・生涯学習部門
　部門長・教授　森口　毅彦
研究振興部社会貢献課
　係長　森本　直幸

役員
　理事・副学長　福森　義宏
地域連携推進センター
◎センター長・教授　市原　あかね
総務部地域連携推進課
　課長　竹田　裕一郎

先端科学技術学研究科
知識科学系
○副学長・教授　永井　由佳里
先端科学技術研究科
　博士後期課程２年　門松　怜史
産学官連携推進センター
　研究員　中田　泰子

工学系部門工学領域
○学長補佐・教授　小嶋　啓介
　講師　本間　礼人
COC推進室
　社会連携係長　福島　三恵

H29-H30

6
遠隔実習システムによ
る実験教育と研究支援
の連携プロジェクト

研究推進機構・研究推進総合支援セン
ター
○助教　平野　哲史
　技術職員　西尾 和之

先端科学・イノベーション推進機構
○教授　渡辺 良成

ライフサイエンス支援センター・
バイオ実験機器部門
◎助教　柄谷 和宏

H29-H30

7
北陸地域政策研究
フォーラム

経済学部
　 教授　中村和之
◎教授　小柳津 英知
研究推進機構 極東地域研究センター
　 教授　酒井富夫
芸術文化学部
　 講師　安嶋　是晴

人間社会研究域経済学経営学系
○教授　佐無田　光
　 教授　武田　公子
　 教授　森山　治
地域連携推進センター
　准教授　蜂屋　大八

教育・人文社会系部門総合グ
ローバル領域
○教授　伊藤　勇
工学系部門工学領域
　准教授　川本　義海
教育・人文社会系部門総合グ
ローバル領域
　講師　田中　志敬

H28-H30

8
次世代車載システムの
検証グループ

先端科学技術研究科
情報科学系
○教授　青木 利晃
情報社会基盤研究センター
　助教　冨田 尭

工学系部門工学領域
◎講師　石井 大輔

H29-H30

9
神経活動計測技術の新
規開拓

大学院医学薬学研究部（医学）
○准教授　吉田　知之

先端科学技術研究科
マテリアルサイエンス系
◎准教授　筒井　秀和

H29-H30

平成30年度北陸地区国立大学学術研究連携支援採択グループ

No. 研究グループ名
構成員　(◎はグループ代表者、○はグループ責任者）
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