
平成 21 年 7 月 1 日現在

地区 支援先機関 氏名 支援先部署 支援先 e-mail アドレス

広
域

広域 谷口　邦彦 西日本地区担当 kutaniguchi@nifty.com

広域 田村　英世 東日本地区担当 htamura@kaiyodai.ac.jp

北
海
道
東
北

☆ 北海道大学 蛸島　武広 知財・産学連携本部 ttakoshi@mcip.hokudai.ac.jp

室蘭工業大学 石坂　淳二 地域共同研究開発センター isizaka@mmm.muroran-it.ac.jp

○ 小樽商科大学
佐藤　準

ビジネス創造センター hitosato@res.otaru-uc.ac.jp

○ 札幌医科大学 附属産学・地域連携センター hitosato@sapmed.ac.jp

○ 帯広畜産大学 田中　一郎 地域共同研究センター tanaka@obihiro.ac.jp

○ 苫小牧工業高等専門
学校 東藤　勇 地域共同研究センター tnct-c@offi  ce.tomakomai-ct.ac.jp

弘前大学 野呂　治 地域共同研究センター nology@cc.hirosaki-u.ac.jp

○ 岩手大学 中戸川　明広 地域連携推進センター snabe@iwate-u.ac.jp

☆ 宮城工業高等専門学
校 庄司　彰 地域共同テクノセンター ashoji@miyagi-ct.ac.jp

○ 秋田大学 仙波　日出夫 産学連携推進機構 senba@crc.akita-u.ac.jp

○ 山形大学 高橋　政幸 地域共同研究センター最上サテライト masayuki@yz.yamagata-u.ac.jp

○ 福島大学 森本　進治 地域創造支援センター morimoto-s@as1.adb.fukushima-u.ac.jp

会津大学 本杉　常治 産学イノベーションセンター motosugi@u-aizu.ac.jp

関
東
甲
信
越

茨城大学 角丸　肇 産学官連携イノベーション創成機構 kakumaru@mx.ibaraki.ac.jp

高エネルギー加速器
研究機構 小松　民邦 産学公連携室・知的財産室 tamikuni@post.kek.jp

宇都宮大学
山下　信

地域共生研究開発センター renkeicd@cc.utsunomiya-u.ac.jp

小山工業高等専門学
校 地域連携共同開発センター myama@oyama-ct.ac.jp

群馬大学 塚田　光芳 共同研究イノベーションセンター tsukada@eng.gunma-u.ac.jp

☆ 埼玉大学 永井　忠男 地域オープンイノベーションセンター tnagai@mail.saitama-u.ac.jp

新潟大学
定塚　哲夫

地域共同研究センター jozuka@ccr.niigata-u.ac.jp

長岡技術科学大学 産学官・地域連携／知的財産本部 jozuka@vos.nagaokaut.ac.jp

○ 山梨大学 菅原　幸雄 産学官連携・研究推進部 sugahara@yamanashi.ac.jp

○ 信州大学 藤井　國久 産学官連携推進本部　地域連携支援部門 kfujii@shinshu-u.ac.jp

首
都
圏

☆ 東京農工大学 保坂　真一 産官学連携・知的財産センター shosaka@cc.tuat.ac.jp

☆ 東京海洋大学 山川　紘　 産学・地域連携推進機構　　　　　　　　
水産海洋プラットフォーム事業部 yamakawa@kaiyodai.ac.jp

☆ 電気通信大学 比企　春夫 産学官連携センター hiki@crc.uec.ac.jp

☆ 慶應義塾大学 北吹　順一 知的資産センター j-kitabuki@adst.keio.ac.jp

☆ 日本大学 松岡　義人 産官学連携知財センター matsuoka.yoshihito@nihon-u.ac.jp

☆ 明治大学 北川　貞雄 社会連携促進知財本部 kitagawa@isc.meiji.ac.jp

☆ 明星大学 佐藤　矩正 連携研究センター norisato@gad.meisei-u.ac.jp

早稲田大学 水谷　隆 研究推進部　産学官研究推進センター t.mizutani2@kurenai.waseda.jp

横浜国立大学 西川　羚二 産学連携推進本部　共同研究推進センター nisikawr@ynu.ac.jp

文部科学省産学官連携コーディネーター一覧文部科学省産学官連携コーディネーター一覧
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地区 支援先機関 氏名 支援先部署 支援先 e-mail アドレス

中
部 富山大学 岩瀬　洋一 地域連携推進機構　　産学連携部門

リエゾンオフィス iwase@adm.u-toyama.ac.jp

富山県立大学 定村　茂 地域連携センター jomura@pu-toyama.ac.jp

☆ 金沢大学 小川　健一郎 イノベーション創成センター ogawa-k@staff .kanazawa-u.ac.jp

☆ 北陸先端科学技術大
学院大学 山本　外茂男 先端科学技術研究調査センター ytomoo@jaist.ac.jp

○ 金沢工業大学 松井　醇一 研究支援機構　ものづくり研究所 matsui-j@neptune.kanazawa-it.ac.jp

☆ 福井大学 中野　孝太郎 産学官連携本部 nakano@vcfukui.jp

岐阜大学 安井　秀夫 産官学融合本部　産官学連携推進室 gif025@gifu-u.ac.jp

○ 岐阜工業高等専門学校 杉山　正晴 地域技術開発・教育センター sugiyama@gifu-nct.ac.jp

静岡大学 藤田　武男 イノベーション共同研究センター
共同研究開発部門 fujita@cjr.shizuoka.ac.jp

○ 名古屋大学 野崎　彰子 産学官連携推進本部　連携推進部 nozaki@sangaku.nagoya-u.ac.jp

名古屋工業大学 山本　豊 産学官連携センター yamamoto.minoru@nitech.ac.jp

豊橋技術科学大学 河合　健 産学連携推進本部 tkawai@chizai.tut.ac.jp

○ 三重大学
上井　大輔

社会連携研究センター uei@crc.mie-u.ac.jp

○ 鈴鹿医療科学大学

鈴鹿工業高等専門学校
澄野　久生

共同研究推進センター sumino@tc.suzuka-ct.ac.jp

鳥羽商船高等専門学校 地域共同テクノセンター sumino@toba-cmt.ac.jp

関
西 滋賀医科大学 宮本　健二郎 産学連携推進機構 kmiya@belle.shiga-med.ac.jp

☆ 京都大学 樋口　修司 医学部付属病院医療開発管理部（兼）
本部産官学連携センター国際連携推進室 higuchi_sh@kuhp.kyoto-u.ac.jp

同志社大学 一井　啓良 リエゾンオフィス jt-liai7@mail.doshisha.ac.jp

☆ 立命館大学 松田　文雄 研究部　理工リサーチ・オフィス bma22013@se.ritsumei.ac.jp

☆ 大阪大学 隅田　剣生 産学連携推進本部　総合企画部 sumita@uic.osaka-u.ac.jp

大阪市立大学 中島　宏 新産業創生研究センター nakajima@ado.osaka-cu.ac.jp

☆ 大阪府立大学 阿部　敏郎 産学官連携機構　シーズ育成オフィス abe@iao.osakafu-u.ac.jp

大阪産業大学 真弓　和昭 産業研究所 k-mayumi@cnt.osaka-sandai.ac.jp

☆ 関西大学 柴山　耕三郎 社会連携部 shibayama@jm.kansai-u.ac.jp

☆ 近畿大学 松本　守 リエゾンセンター m-matsumoto@itp.kindai.ac.jp

神戸大学 大内  権一郎 連携創造本部 kohuchi@kobe-u.ac.jp

兵庫県立大学 瀧澤　精一 産学連携センター takizawa@ai.u-hyogo.ac.jp

奈良先端科学技術大
学院大学 萩原　史朗 産官学連携推進本部 hagihara@rsc.naist.jp

奈良工業高等専門学
校 芳野　公明 産学交流室 kyoshino@jimu.nara-k.ac.jp

○ 和歌山大学 湯崎　真梨子 地域共同研究センター c16d001@center.wakayama-u.ac.jp

首

都

圏
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部
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西
医学部付属病院医療開発管理部（兼）
本部産官学連携センター国際連携推進室

地域連携推進機構　産学連携部門
リエゾンオフィス

イノベーション共同研究センター
共同研究開発部門

地区 支援先機関 氏名 支援先部署 支援先e-mailアドレス

大学事務局 研究振興課 uei@suzuka-u.ac.jp



地区 支援先機関 氏名 支援先部署 支援先 e-mail アドレス

中
国
四
国

鳥取大学 伊藤　邦夫 産学・地域連携推進機構 ito@cjrd.tottori-u.ac.jp

島根大学 宮崎　稔 産学連携センター　地域医学共同研究部門 m-miya@med.shimane-u.ac.jp

岡山大学 梶谷　浩一 研究推進産学官連携機構　産学官連携本部 kajix@crc.okayama-u.ac.jp

○ 広島大学 松井　亨景 産学連携センター mmatsui@hiroshima-u.ac.jp

○ 山口大学 杉浦　文彦 産学公連携・イノベーション推進機構 sugiura@crc.yamaguchi-u.ac.jp

☆ 徳山工業高等専門学
校 加治　哲徳 テクノ ･リフレッシュ教育センター kaji@tokuyama.ac.jp

徳島大学 大塩　誠二 知的財産本部　産学連携研究企画部 ohshio@ccr.tokushima-u.ac.jp

☆ 香川大学 倉増　敬三郎 産学官連携推進機構
社会連携・知的財産センター kuramasu@eng.kagawa-u.ac.jp

愛媛大学 尾賀　忠 社会連携推進機構 oga@ccr.ehime-u.ac.jp

新居浜工業高等専門
学校 今井　正三郎 高度技術教育研究センター s-imai@sup.niihama-nct.ac.jp

○ 高知大学 北添　英矩 国際・地域連携センター kt04@kochi-u.ac.jp

九
州
沖
縄

○ 九州国際大学 岡本　久人 社会文化研究所 his-okamoto-ex@dinos.kiu.ac.jp

○ 長崎大学 森　紅美子 共同研究交流センター mori-k@nagasaki-u.ac.jp

熊本電波工業高等専
門学校 瀬戸　英昭 地域共同テクノセンター seto@knct.ac.jp

○ 大分大学 森岡　勝彦 地域共同研究センター kmorioka@cc.oita-u.ac.jp

○ 鹿児島大学
遠矢　良太郎

産学官連携推進機構　産学官連携部門 toya@rdc.kagoshima-u.ac.jp

○ 鹿児島工業高等専門
学校 地域共同テクノセンター ryo-toya@kagoshima-ct.ac.jp

○ 琉球大学 宮里　大八 産学官連携推進機構 daiya@lab.u-ryukyu.ac.jp

注　：「○は地域の知の拠点再生、☆は目利き・制度間つなぎ」担当コーディネーター

旧支援先機関 氏名　 旧支援先機関 氏名 旧支援先機関 氏名

横浜市立大学 今井　絋 金沢大学 平野　武嗣 名古屋工業大学 岩間　紀男

豊橋技術科学大学 村田　勝英 三重大学 松井　純 同志社大学 永田　和彦

大阪市立大学 間　健一 奈良工業高等専門学
校 梅原　忠 山口大学 大高　聰

愛媛大学 神野　俊太郎

文部科学省産学官連携コーディネーターOB（執筆者）

関
西

神戸大学 大内  権一郎 連携創造本部 kohuchi@kobe-u.ac.jp

兵庫県立大学 瀧澤　精一 産学連携センター takizawa@ai.u-hyogo.ac.jp

奈良先端科学技術大学院大学 萩原　史朗 産官学連携推進本部 hagihara@rsc.naist.jp

奈良工業高等専門学校 芳野　公明 産学交流室 kyoshino@jimu.nara-k.ac.jp

○ 和歌山大学 湯崎　真梨子 地域共同研究センター c16d001@center.wakayama-u.ac.jp

鳥取大学 伊藤　邦夫 産学・地域連携推進機構 ito@cjrd.tottori-u.ac.jp

島根大学 宮崎　稔 産学連携センター　地域医学共同研究部門 m-miya@med.shimane-u.ac.jp

岡山大学 梶谷　浩一 研究推進産学官連携機構　産学官連携本部 kajix@crc.okayama-u.ac.jp

○ 広島大学 松井　亨景 産学連携センター mmatsui@hiroshima-u.ac.jp

○ 山口大学 杉浦　文彦 産学公連携・イノベーション推進機構 sugiura@crc.yamaguchi-u.ac.jp

☆ 徳山工業高等専門学校 加治　哲徳 テクノ･リフレッシュ教育センター kaji@tokuyama.ac.jp

徳島大学 大塩　誠二 知的財産本部　産学連携研究企画部 ohshio@ccr.tokushima-u.ac.jp

☆ 香川大学 倉増　敬三郎
産学官連携推進機構　
社会連携・知的財産センター kuramasu@eng.kagawa-u.ac.jp

愛媛大学 尾賀　忠 社会連携推進機構 oga@ccr.ehime-u.ac.jp

新居浜工業高等専門学校 今井　正三郎 高度技術教育研究センター s-imai@sup.niihama-nct.ac.jp

○ 高知大学 北添　英矩 国際・地域連携センター kt04@kochi-u.ac.jp

○ 九州国際大学 岡本　久人 社会文化研究所 his-okamoto-ex@dinos.kiu.ac.jp

○ 長崎大学 森　紅美子 共同研究交流センター mori-k@nagasaki-u.ac.jp

熊本電波工業高等専門学校 瀬戸　英昭 地域共同テクノセンター seto@knct.ac.jp

○ 大分大学 森岡　勝彦 地域共同研究センター kmorioka@cc.oita-u.ac.jp

○ 鹿児島大学
遠矢　良太郎

産学官連携推進機構　産学官連携部門 toya@rdc.kagoshima-u.ac.jp

○ 鹿児島工業高等専門学校 地域共同テクノセンター ryo-toya@kagoshima-ct.ac.jp

○ 琉球大学 宮里　大八 産学官連携推進機構 daiya@lab.u-ryukyu.ac.jp

注　：「○は地域の知の拠点再生、☆は目利き・制度間つなぎ」担当コーディネーター　　　

氏名　 旧支援先機関 氏名 旧支援先機関 氏名

今井　絃 金沢大学 平野　武嗣 名古屋工業大学 岩間　紀男

豊橋技術科学大学 村田　勝英 三重大学 松井　純 同志社大学 永田　和彦

大阪市立大学 間　健一 奈良工業高等専門学校 梅原　忠 山口大学 大高　聰

神野　俊太郎愛媛大学

旧支援先機関

横浜市立大学

文部科学省産学官連携コーディネーターOB（執筆者）

中
国
四
国

九
州
沖
縄

地区 支援先機関 氏名 支援先部署 支援先e-mailアドレス
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