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参考資料３ 大学知的財産アドバイザー派遣先大学一覧 
 

大学知的財産アドバイザー派遣先大学について、知的財産管理部署の名称、住所及び電話番号を以

下に示す。 

 
知的財産管理部署

部署名 住所 電話番号

1 （国）旭川医科大学 知的財産センター 旭川市緑が丘東２条1-1-1 0166-68-2197

2 （国）帯広畜産大学 教育研究協力部　研究協力課 帯広市稲田町西２線11 0155-49-5286

3 （国）北見工業大学 地域連携・研究戦略室　知的財産本部 北見市公園町165 0157-26-9178

4 （公）札幌医科大学 附属産学・地域連携センター 札幌市中央区南１条西17-291 011-611-2111（内線2159）

5 （公）はこだて未来大学 共同研究センター 函館市亀田中野町116-2 0138-34-6549

6 （公）会津大学 産学イノベーションセンター 会津若松市一箕町鶴賀字上居合90 0242-37-2511

7 （公）青森県立保健大学 研究推進・知的財産センター　事務局　地域連携推進課 青森市大字浜館字間瀬58-1 017-765-4085

8 （国）弘前大学 知的財産本部 弘前市文京町3 0172-39-3913

9 （私）八戸工業大学 社会連携学術推進室 八戸市大字妙字大開88-1 0178-25-8005

10 （国）秋田大学 産学連携推進機構　知的財産部門 秋田市手形学園町1-1 018-889-3011

11 （公）秋田県立大学 地域貢献・研究推進センター 秋田市下新城中野字街道端西241-438 018-872-1557

12 （国）山形大学 国際事業化研究センター 米沢市城南4-3-16 0238-26-3600

13 （私）麻布大学 研究推進・支援本部　事務局教務部学術支援課 相模原市中央区淵野辺1-17-71 042-754-7111

14 （国）宇都宮大学 学術研究部産学連携課知的財産センター 宇都宮市陽東7-1-2 028-689-6324

15 （国）お茶の水女子大学 産学連携チーム 文京区大塚2-1-1 03-5978-5162

16 （私）埼玉医科大学 医学研究センター　知財戦略研究推進部門 日高市山根1397-1 042-984-4948

17 （公）静岡県立大学 産学連携室 静岡市駿河区谷田52-1 054-264-5124

18 （私）芝浦工業大学 産学官連携課　複合領域産学官民連携推進本部 江東区豊洲3-7-5 03-5859-7180

19 （公）首都大学東京 産学公連携センター 八王子市南大沢1-1 042-677-2726

20 （私）中央大学 産学官連携・知的財産戦略本部 文京区春日1-13-27 03-3817-1603

21 （私）東京工芸大学 教育研究推進部教育研究支援課 厚木市飯山1583 046-242-9964(直通)

22 （私）東京理科大学 科学技術交流センター　産学官連携課 新宿区神楽坂1-3 03-5225-1365

23 （私）新潟薬科大学 事務部庶務課研究支援係 新潟市秋葉区東島265-1 0250-25-1120

24 （国）浜松医科大学 知財活用推進本部 浜松市東区半田山1-20-1 053-435-2230

25 （私）愛知学院大学 総務部知財課 名古屋市千種区楠元町1-100 052-751-2561（代）

26 （公）愛知県立大学 地域連携センター　産学連携推進室 愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間1522-3 0561-64-1111（内線6132）

27 （公）愛知医科大学 総務部　産学連携事務室 愛知郡長久手町大字岩作字雁又21 0561-63-1652

28 （公）岐阜薬科大学 事務局庶務会計課 岐阜市大学西1-25-4 058-230-8100

29 （国）富山大学 地域連携推進機構　産学連携部門 富山市五福3190 076-445-6394

30 （公）名古屋市立大学 リエゾン・センター 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 052-853-8041

31 （国）三重大学 知識財産統括室 津市栗真町1577 059-231-5495

32 （公）大阪市立大学 大学運営本部研究支援課 大阪市住吉区杉本3-3-138 06-6605-3452

33 （私）大阪産業大学 産業研究所 大阪市中垣内3-1-1 072-875-3001

34 （私）関西医科大学 産学連携知的財産統括課 守口市文園町10-15 06-6993-9872

35 （私）関西学院大学 研究推進社会連携機構　知的財産支援センター 三田市学園2-1 079-565-9052

36 （私）関西大学 社会連携部　知財センター 吹田市山手町3-3-35 06-6368-1245

37 （国）京都工芸繊維大学 研究協力課知的財産係、知的財産センター 京都市左京区松ヶ崎橋上町1番地 075-724-7039

38 （私）甲南大学 フロンティア研究推進機構 神戸市東灘区岡本8-9-1 078-435-2754

39 （私）神戸学院大学 研究支援グループ 神戸市西区伊川谷町有瀬518 078-974-4279

40 （公）奈良県立医科大学 研究推進課　産学連携推進係 橿原市四条町840 0744-22-3051

41 （国）和歌山大学 地域創造支援機構 和歌山市栄谷930 073-457-7584

42 （私）兵庫医科大学 法務・知識財産室 西宮市武庫川町1-1 0798-45-6488

43 （国）福井大学 総合戦略部門　研究推進課 福井市文京3-9-1 0776-27-9725

44 （私）龍谷大学 知的財産センター事務部 大津市瀬田大江町横谷1-5 077-544-7270

45 （国）島根大学 産学連携センター 松江市北陵町2 0852-60-2290

46 （国）鳥取大学 研究・国際協力部　研究・地域連携課 鳥取市湖山町南4-101 0857-31-5541

47 （公）広島市立大学 社会連携センター 広島市安佐南区大塚東3-4-1 082-830-1666

48 （国）香川大学 産学官連携推進機構　社会連携・知的財産センター 高松市林町2217-20 087-864-2542

49 （国）高知大学 国際・地域連携センター 高知市曙町2-5-1 088-844-8418

50 （国）大分大学 研究・社会連携部社会連携推進課 大分市大字旦野原700 097-554-8517

51 （国）鹿児島大学 産学官連携推進機構　知的財産部門 鹿児島市郡元1-21-24 099-285-3881

52 （私）久留米大学 知的財産本部管理室 久留米市旭町67 0942-31-7916

53 （私）久留米工業大学 地球連携推進室 久留米市上津町2228-66 0942-22-2345

54 （国）佐賀大学 学術研究協力部　研究協力課 佐賀市本庄町1 0952-28-8400

55 （私）産業医科大学 産学連携・研究助成課 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 093-280-0532

56 （私）長崎総合科学大学 産官学連携センター　研究助成推進課 長崎市網場町536 095-838-5200

57 （国）長崎大学 知的財産本部 長崎市文教町1-14 095-819-2187

58 （私）福岡大学 知的財産センター 福岡市城南区七隈8-19-1 092-871-6631

59 （国）鹿屋体育大学 学術図書情報課 産学連携・知的財産係 鹿屋市白水町1 0994-46-4820

60 （国）琉球大学 産学官連携推進機構　学術国際部地域連携推進課地域連携推進係 中頭郡西原町字千原1 098-895-8598

大学名

 
（注）「知的財産管理体制及び運営管理に関するアンケート調査」より作成。 
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