
採択課題（６件）

富山大学 金沢大学 ＪＡＩＳＴ 福井大学 他機関

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
知財・リエゾンオフィス（富山大TLO）
〇特命教授・TLO長　 千田　晋
　知財マネージャー　小谷　晴美
　知財マネージャー　今川　昌彦
　コーディネーター　 小前　憲久

先端科学・社会共創推進機構
◎准教授　目片　強司
　特任助教　野村　綾子
　職員　喜多　健太

産学官連携推進センター
○教授・知財部門長　山本　外茂男
　 技術専門職員　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
 　　　　主査　中山　淑恵

北陸産業活性化センター
大阪府商工労働部
ものづくり支援課
　産学官連携CD　常山　知広
　課長補佐　田中　純也

2年
（2年目）

2
運動神経変性疾患の治
療を目指した創薬研究
グループ

大学院医学薬学研究部（薬学）
◎助教　歌　　大介
　教授　久米　利明

医薬保健研究域薬学系
○教授　　　金田　勝幸

岐阜薬科大学
　教授　檜井　栄一

2年

3 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

2年
（2年目）

4 北陸地区先端的極低温
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

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

2年

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

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

2年
（2年目）

6
新規バソプレシン受容
体特異的拮抗剤による
眼圧下降効果の検討

子どものこころの発達研究センター
○特任准教授　辻　知陽
　博士研究員 Stanislav M. Cheranov

医学系部門医学領域
◎助教　辻 隆宏
医学系研究科博士課程
大学院生　岩崎健太郎

2年

平成31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） 研究

期間
（予定）

（審査区分Ａ：科研費等の外部資金の獲得を目指した研究活動）



採択課題（９件）

富山大学 金沢大学 ＪＡＩＳＴ 福井大学 他機関

1
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
○准教授　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

2年
（2年目）

2 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

2年
（2年目）

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

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

金沢星稜大学経済学部
　教授　新 広昭
小松大学国際文化交流学部
　准教授　中子 富貴子
一般財団　地域振興研究所
　地域連携担当　前 松伸

2年
（2年目）

4 遺伝医療学グループ
附属病院遺伝子診療部
○部長・准教授　仁井見　英樹

附属病院遺伝診療部
◎部長・特任教授　渡邉　淳

医学部附属病院遺伝診療部
○副部長・講師　井川 正道

1年

5

北陸地域政策の情報共
有のための研究フォーラ
ム(北陸地域政策研究
フォーラム)

経済学部
◯教授　小柳津 英知
　教授　中村和之
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
　准教授　安嶋　是晴

地域政策研究センター
◎准教授　菊地　直樹
経済学経営学系
　教授　佐無田　光
　教授　武田　公子
　教授　森山　治
先端科学・社会共創推進機構
　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
　講師　田中　志敬
工学系部門工学領域
　教授　川本　義海

福井県立大学
　経済学部　教授　北川  太一
　地域経済研究所　教授　南保　勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他7名
福井工業大学
　経営情報学科　教授　杉原　一臣
　電気電子工学科　教授　中城　智之
　スポーツ健康科　講師　前川　剛輝
金沢学院大学
　経営情報学部　准教授　大野　尚弘

1年

6

安全・快適な生活環境を
構築するための耐震・免
震・制振技術に関する研
究

大学院理工学研究部（工学）
○教授　木村　弘之

理工研究域 ﾌﾛﾝﾃｨｱ工学系
○教授 小松崎俊彦
医薬保健研究域医学系
　教授　和田隆志
先端科学・社会共創推進機構
　教授　渡辺良成
理工研究域地球社会基盤学系
　助教　村田晶

工学系部門工学領域
◎准教授　新谷　真功
医学系部門医学領域
　准教授　北井　隆平
　准教授　木村　哲也
附属国際原子力工学研究所
　准教授　大堀道広
工学系部門工学領域
　講師　川崎大介

2年

7 北陸難治性副腎疾患研
究グループ

附属病院
◎助教　米谷充弘
国際基幹教育院GS教育系
　教授　米田　隆

先端科学技術研究科
マテリアルサイエンス系
〇教授　高村　禅

2年

8
ダイヤモンドNV中心ピ
ラープローブの作成と評
価

ナノマテリアル研究所
○教授　徳田　規夫
　助教　松本　翼

先端科学技術研究科
マテリアルサイエンス系
◎准教授　安　東秀
先端科学技術研究科
　博士後期課程一年　貝沼　雄太

1年

9
北陸地域のグリーンイン
フラの推進に向けた研
究グループ

人間社会研究域人間科学系
〇助教　丸谷　耕太

先端科学技術研究科知識科学系
◎助教　坂村　圭

国連大学OUIK
　研究員
　フアン・パストール・イヴァルース

2年

平成31年度北陸地区国立大学学術研究連携支援採択グループ
（審査区分B： 区分A以外の大学間連携事業に関わる研究活動）

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） 研究

期間
（予定）
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