
○区分Ａ　採択課題（8件）

富山大学 金沢大学 ＪＡＩＳＴ 福井大学

1 北陸地区再生医療研究
推進グループ

先端ライフサイエンス拠点
○特命助教　中路　正
大学院理工学研究部物質生命システム工
学専攻
　教授 北野　博巳

医薬保健研究域医学系
◯准教授 酒井　佳夫

マテリアルサイエンス研究科
◯准教授 松村　和明

大学院工学研究科
繊維先端工学専攻
◯准教授　藤田　聡
　教授　末　信一朗
生物応用化学専攻
　准教授　里村　武範

H24-H25

2 高効率・多機能な有機
EL素子の開発

大学院理工学研究部(工学)
○准教授 中　茂樹

理工研究域電子情報学系
○准教授 丸山武男

マテリアルサイエンス研究科
○教授 村田英幸 H23-H25

3 北陸地区新規PET薬剤
開発研究グループ

医薬保健研究域薬学系
○准教授　小川　数馬
学際科学実験センター
　 教授　   柴　和弘

高エネルギー医学研究センター
○教授　清野　泰 H25-H26

4 北陸量子スピン磁性研
究グループ

人間社会研究域学校教育系
○准教授　辻井　宏之

大学院工学研究科
物理工学専攻
○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

H25-H26

5
ウイルス病原性発現の分
子機能解析研究グル―
プ

大学院医学薬学研究部
○教授　白木　公康
　准教授　大黒　徹

医学部
○教授　定　清直
　学内講師　竹内　健司

H25

6
針状磁気センサプローブ
の理工学計測への応用
に関する連携研究

大学院理工学研究部
○教授　酒井　英男
　助教　川崎　一雄

環日本海域環境研究センター
○教授　  山田　外史
　 研究員 村田　裕章
 　技術専門職員 池畑　芳雄

教育地域科学部
理数教育講座
○助手　藤井　純子 H25-H26

7 細胞診用新規検体作成
方法開発グループ

大学院医学薬学研究部病理診断学講座
〇教授　井村穣二
　准教授　常山幸一

マテリアルサイエンス研究科
○准教授　松村　和明 H25

8 情報セキュリティ研究
会（HISS）

情報科学研究科
○教授 宮地充子
　准教授 面和成
　助教 陳嘉耕

大学院工学研究科
○教授 廣瀬勝一 H25

研究期間
（予定）
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研究グループ名
構成員　(○はグループ責任者）



○区分Ｂ　採択課題（10件）

富山大学 金沢大学 ＪＡＩＳＴ 福井大学

1
北陸地区音声・音響・
超音波連携研究コン
ソーシアム

大学院理工学研究部（工学）
○教授　佐藤　雅弘
　准教授　参沢　匡将

理工研究域 電子情報学系
○教授  三好　正人
   助教  齋藤　毅

情報科学研究科
　教授　赤木　正人
○助教　宮内　良太
　助教　川本　真一

工学研究科
　准教授　森川　博由
○准教授　谷口　秀次
　准教授　森　幹男

H24-H25

2 北陸地区国立大学知財
戦略研究会

地域連携推進機構/産学連携部門
○特命教授・TLO長　千田　晋
　知的財産ﾏﾈｼﾞｬｰ　金田　佳己
　知的財産ﾏﾈｼﾞｬｰ　小谷　晴美

先端科学・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構
○准教授　分部　博
    研究員　澤村　奏絵
    研究員　渡辺　奈津子

産学官連携総合推進センター
○特任教授　山本　外茂男
　教授　稲本　康

産学官連携本部知的財産部
○副部長・准教授　法木　左近
　　　　　　高岡　勉
　　　　　　玉村　安沙美

H23-H25

3
ユビキタス・コン
ピューティング社会を
支える次世代計算機構

理工研究域電子情報学系
○講師  深山 正幸

情報科学研究科
○教授 金子 峰雄
情報社会基盤研究センター
　教授 井口 寧
情報科学研究科
　准教授 田中 清史

大学院工学研究科 情報・メディア工学専攻
○教授 森 眞一郎
　准教授 福間 慎治

H24-H25

4 大学間連携による人材
育成プログラムの共創

大学教育支援センター
○教授（副センター長）佐藤　裕
　教授　　　　　　　　橋本　勝

大学教育開発・支援センター
　 教授（センター長）西山　宣昭
○教授　　　　　　     青野　透

大学院教育イニシアティブセンター
○教授（センター長）浅野　哲夫
　特任准教授　　　　林　透

高等教育推進センター
理事・副学長
  （センター長）　○寺岡　英男
特命助教山崎　智子

H25-H26

5 がん患者と家族への支
援に対する研究デザイン

医学部看護学科
○教授　八塚　美樹

医薬保健研究域保健学系
○教授　天野　良平
　 助教　正源寺　美穂

医学部看護学科
○教授　上野　栄一

H24-H25

6
ＩＣＦを用いた知識共有
による不登校診断・治療
支援システムの改善～
コード化とその解析～

保健管理センター
○教授、センター長　齋藤　清二

理工学域電子情報学系
○講師　南保　英孝

大学院工学研究科
知能システム工学専攻
　○准教授　小越　康宏
教育地域科学部
　　教授　三橋　美典
　　准教授　廣澤　愛子

H25-H26

7 プロスタグランジン動態・
生理作用探索グループ

医学薬学研究部薬学系
○教授　細谷　健一
　助教　赤沼　伸乙

医薬保健研究域薬学系
○准教授　中西　猛夫
   教授　   玉井　郁巳

H25-H26

8 北陸地域政策研究
フォーラム

経済学部
○教授　小柳津　英知
地域連携推進機構
　教授　金岡　省吾

人間社会研究域
  経済学経営学系／附属地域政策研究センター
   ○教授／地域政策研究センター長　武田　公子
  経済学経営学系
　    教授　平田　透
　    准教授　佐無田　光
　    助教　安嶋　是晴
  人間科学系
　    教授　神谷　浩夫
  附属地域政策研究センター
　    助教　小熊　仁

H24-H25

9 地震による被害の低減に
関する研究

理工学研究部(工学）
○教授　木村　弘之

理工研究域機械工学系
○教授　岩田　佳雄
医薬保健研究域医学系
　 教授　和田　隆志
附属病院血液浄化療法部
　 部長　古市　賢吾

大学院工学研究科機械工学専攻
○准教授　新谷　真功

H25

10
北陸地区情報理論的乱
数生成とその応用研究グ
ループ

理工研究域電子情報学系
○准教授　藤崎　礼志

大学院工学研究科
情報・メディア工学専攻
○准教授　岩田　賢一

H25-H26
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