
富山大学 金沢大学 ＪＡＩＳＴ 福井大学

1 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

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  彦光講師  浅野  貴行
遠赤外領域開発研究センター准教授
藤井  裕 H29-H30

2 「地震災害における北陸地域に
おける安心．安全の評価」研究
グループ

大学院理工学研究部（理学）
○教授  酒井  英男助教  川崎  一雄

理工研究域環境デザイン学系
○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
H29

3 糖尿病白内障の予防を目指し
た点眼薬開発研究グループ

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）教授
細谷  健一

学際科学実験センター
○准教授  堀家  慎一助教  神村  栄吉
博士研究員  目黒  牧子

工学系部門工学領域
○准教授  沖  昌也医学系部門医学領
域
准教授  高村  佳弘助教  三宅  誠司 H28-H29

4 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

5 北陸難治性副腎疾患研究グ
ループ

医薬保健学域医学系
〇特任准教授  米田  隆
附属病院 卒後臨床研修センター助教  米谷
充弘

先端科学技術研究科 マテリアルサイエン
ス系
○助教  Phan Trong Tue教授  高村  禅

H29

6 バイオマス由来高分子の精密
高次構造制御と1分子イメージ
ングに基づく超高感度不斉識
別研究グループ

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

H29

7 ヒト由来Bリンパ球を利用した
迅速抗HLAモノクローナル抗体
作製グ ループ

大学院医学薬学研究部（医学）
○助教     小澤  龍彦准教授 岸  裕幸

医薬保健研究域医学系
○助教  高松  博幸教授  中尾  眞二

H29

8 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
〇助教  小林  正和

高エネルギー医学研究センター
教授  岡沢  秀彦 〇准教授  辻川  哲
也

H29-H30

平成29年度北陸地区国立大学学術研究連携支援  選考結果（区分Ａ_採択）
○区分A 採択課題８件

No. 研究グループ名

構成員  (○はグループ責任者）
研究期間
（予定）



富山大学 金沢大学 ＪＡＩＳＴ 福井大学

1

４大学知財・コーディ
ネート活動による産学連携
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  高橋  修
コーディネーター  岡田  哲朗コーディネー
ター  金田  佳己コーディネーター  平川
龍夫コーディネーター  牧野  士朗

先端科学・イノベーション推進機構
○准教授  目片  強司

コーディネーター  渡辺  奈津子

産学官連携総合推進センター
○教授  山本  外茂男
主任技術職員  二ツ寺  政友研究員  和田
透

産学官連携本部
○特命教授  樋口  人志 専門職員  漆
崎  行乃利

H29

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

医薬保健研究域保健学系
○教授  須釜  淳子教授  稲垣  美智子
理工研究域機械工学系准教授  渡邊  哲陽

先端科学技術研究科知識科学系
教授  小坂  満隆教授  池田  満 教授  藤波
努
教授  ﾎｰ  ﾊﾞｵ  ﾂｰ
○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-H29

3

大地震等の緊急災害時での
人・機械の安心・安全に関す
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 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  血液浄化療法部准教授  古市  賢
吾
先端科学・イノベーション推進機構教授  渡
辺  良成
理工研究域環境デザイン学系助教  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
医学系部門医学領域（附属病院部）

准教授  木村  哲也
H27-H29

4 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  坂田  博美
○教授  小柳津 英知
准教授  柳原  佐智子
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-H29

5 グリーンIoT社会を支える先
端情報技術実践教育推進機
構

理工研究域電子情報学系
○講師  深山  正幸教授  秋田  純一

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

工学系部門工学領域
○准教授  福間  慎治教授     森  眞一
郎

H28-H29

6 ICTを活用した公開講座等の
遠隔講義支援システムの開
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  日水  栄

事務局
理事・副学長  福森  義宏地域連携推進セン
ター
〇センター長・教授  市原  あかね地域連携
推進室
室長  竹田  裕一郎

〇副学長・先端科学技術学研究科知識科学
系教授  永井  由佳里
先端科学技術研究科
博士後期課程１年  門松  怜史産学官連携
総合推進センター
研究員  中田  泰子

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

H29

7 地域再生のための科学技術
コミュニケーション活用ネット
ワーク

人間発達科学部
○准教授  高橋  満彦

先端科学技術研究科知識科学系
○教授  敷田  麻実

H28-H30

8 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技術職員  西
尾  和之

先端科学・イノベーション推進機構〇教授  渡
辺  良成

ライフサイエンス支援センター〇助教
柄谷  和宏

H29-H30

9 北陸古海洋勉強会 大学院理工学研究部（理学）
○准教授  堀川  恵司

理工研究域自然システム学系教授  長谷川
卓
○助教  佐川  拓也

H29

10 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29年度北陸地区国立大学学術研究連携支援  選考結果（区分B_採択）
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