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1 プレアワード 続︓⼤分⼤学 科研費倍増補完計画 安部 恵祐 ⼤分⼤学 全学研究推進機構 URAチー
ム室

2 産官学⾦連携 ⼤分⼤学URAチーム室による産学官⾦連携⽀援につい
て 安部 恵祐 ⼤分⼤学 全学研究推進機構 URAチー

ム室

3 組織マネジメント NISTEP定点調査2016から⾒た⼀線級の研究者が求め
るリサーチ・アドミニストレーターの役割とは︖ 村上 昭義

⽂部科学省科学技術・学術政策研究所
（NISTEP） 科学技術・学術基盤調査
研究室

4 その他 部局URAによる研究推進マネジメント︓科研費の総合⽀
援の試みを事例として 中野 悦⼦ 北海道⼤学⼤学院⽂学研究科 研究推

進室

5 ポストアワード イノベーション⼈材育成を通じた地域－⼤学間の連携⽀
援 ⻑⽥ 直樹 同志社⼤学 研究開発推進機構

6 研究倫理・コンプライアン
ス・安全保障

⼤学・研究機関等における安全保障輸出管理の実践―
輸出管理DAY for ACADEMIAの紹介― 蔭⼭ 有⽣ 輸出管理DAY for ACADEMIA実⾏委員

会オブザーバー

7 組織マネジメント 理研のイノベーションデザイン 岸本 充 国⽴研究開発法⼈理化学研究所 経営
企画部／イノベーションデザイン準備室

8 研究倫理・コンプライアン
ス・安全保障 名古屋議定書に係る⼤学等での対応体制構築⽀援 榎本 美千⼦

⼤学共同利⽤機関法⼈ 情報・システム研
究機構 国⽴遺伝学研究所ABS学術対
策チーム

9 組織マネジメント 若⼿研究者とURAによるUEC未来研究戦略タスクフォー
スの取り組み 関⼝ 通江 国⽴⼤学法⼈電気通信⼤学 研究戦略

統括室

10 プレアワード TF-IDF法を⽤いた研究資⾦公募情報リコメンドシステム
の開発 平井 克之 新潟⼤学 研究企画室

11 研究経営・IR ⼤学への貢献を可視化︓共同利⽤・共同研究の改善に
向けた取り組み 来栖 光彦 情報・システム研究機構 国⽴遺伝学研究

所

12 産官学⾦連携 医学部における企業との共同研究推進に関する検討 樋⼝ 明弘 ⼤分⼤学 全学研究推進機構

13 その他 新潟⼤学U-go（ユーゴー）プログラムによる異分野連
携・融合研究推進 ⻑⾕川 佐知⼦ 新潟⼤学 研究企画室

14 ⼈⽂・社会系⽀援 ⼈社系の強みや特⾊、社会的役割を活かしたプレゼンスの
展開 森本 ⾏⼈

筑波⼤学
URA研究戦略推進室 ／ ⼈⽂社会国際
⽐較研究機構（ICR）

15 産官学⾦連携 京都⼤学における地区URAのネットワークによるイノベー
ション創出 加賀⽥ 博司 国⽴⼤学法⼈京都⼤学 学術研究⽀援

室

16 組織マネジメント 京都⼤学におけるURAの定着化に向けた取り組み 関 ⼆郎 京都⼤学学術研究⽀援室

17 プレアワード ＵＲＡによる分野別ワンストップ研究⽀援︓学内助成制
度から⼤型プロジェクトまで ⿊⽊ 優太郎 熊本⼤学 ⼤学院先導機構URA推進室

／国際先端科学技術研究機構

18 プレアワード 科研費研究計画調書全件チェック・２年⽬を振り返って 梶野 顕明 茨城⼤学 学術企画部企画課ＵＲＡオ
フィス

19 広報 多様なメディアを活⽤したKURAの広報活動 〜分野を超
えたユニット⽀援事例〜 斎藤 万⾥絵 京都⼤学 学術研究⽀援室 企画・広報グ

ループ

20 国際化 研究の国際化の推進〜海外拠点を活⽤した地域・⽂化
を越えた交流の創出 鈴⽊ 環 京都⼤学 学術研究⽀援室

21 研究経営・IR 学内教員の論⽂情報の把握 －正確・適切に把握するた
めの⼯夫と課題について－ ⾨⽥ 優⼦ ⻑崎⼤学 研究推進戦略本部

22 国際化 For the international brightest researchers -外
国⼈研究者のための研究活動⽀援- 吉岡 佐知⼦ 京都⼤学 学術研究⽀援室

23 その他 京都⼤学における学際研究推進に向けた戦略的サポート ⽩井 哲哉 京都⼤学 学術研究⽀援室

24 その他 東北⼤学におけるURAによる知財推進活動と知財啓発
活動 稲穂 健市 東北⼤学 研究推進・⽀援機構 URAセン

ター
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25 プレアワード CREST・さきがけ獲得⽀援の効果的な体制構築を⽬指
す京都⼤学の取り組み 橋⽖ 寛 京都⼤学 学術研究⽀援室

26 プレアワード 東北⼤学における組織的な産学連携 佐藤 準 東北⼤学 研究推進・⽀援機構 URAセン
ター

27 ⼈材育成 ⼥性研究者のキャリア⽀援についての考察 ̶RPD取得
研究者の追跡調査̶ ⼩林 百合

国⽴遺伝学研究所 リサーチ・アドミニスト
レーター室／国⽴遺伝学研究所 男⼥共
同参画推進室

28 産官学⾦連携 産学連携における共同研究推進のための企業側研究吸
収能⼒可視化指標の開発 ⼭⼝ 光男 福井⼤学 産学官連携本部 研究企画・

管理部 研究推進課

29 組織マネジメント 東北⼤学による社会課題解決に向けた研究戦略構築へ
の取組み〜社会にインパクトのある研究〜を事例として 根本 靖久

国⽴⼤学法⼈東北⼤学 研究推進⽀援
機構ＵＲＡセンター 主席ＵＲＡ（兼任
内閣府 ＣＳＴＩ事務局 上席科学技術
政策フェロー）

30 研究経営・IR researchmap推進のための取組について（事例紹介） 藤⼭ 泰成 熊本⼤学 ⼤学院先導機構 URA推進室

31 ポストアワード 東北⼤学における⼤型産学連携事業におけるURAの役
割 松原 雄介 東北⼤学 研究推進・⽀援機構 URAセン

ター 特任助教

32 国際化 国際競争⼒のある研究環境の実現のためURAの⽀援と
課題 陳 晨 熊本⼤学 ⼤学院先導機構URA推進室

／国際先端科学技術研究機構

33 プレアワード／国際化／
⼈材育成／その他

新たな異分野融合研究創出むけた取り組み︓学内ファン
ド事業SPIRITS成果報告会の活⽤事例 笠原 のりこ 京都⼤学 学術研究⽀援室（KURA）

34 プレアワード 研究者とURAによる科研費を基軸とした『持続的研究活
動』の共創 ⽥上 款 京都⼤学 学術研究⽀援室

35 組織マネジメント 地⽅⼤学における研究拠点形成のための取組み ⽥中 久美⼦ ⼭⼝⼤学 ⼤学研究推進機構 研究推進
戦略部 URA室 URA

36 研究倫理・コンプライアン
ス・安全保障 東北⼤学URAのコンプライアンス体制における役割 ⾅澤 基紀 東北⼤学 研究推進・⽀援機構 URAセン

ター

37 研究経営・IR 新指標概念「厚み」の発想舞台裏話〜Personal 
Account〜 清家 弘史 東北⼤学

38 その他 ドイツの学術システムと最近の動向について ハンゼン・マーク 東北⼤学 研究推進・⽀援機構URAセン
ター

39 国際化 URAが⽀援する東京⼤学理学系研究科・理学部の国際
化 ハリス・ケイト 東京⼤学 ⼤学院理学系研究科研究⽀

援総括室

40 ⼈材育成 URAのプロジェクトマネジメントin 科学技術⼈材育成のコ
ンソーシアムの構築事業 ⾓村 法久 徳島⼤学 研究⽀援・産官学連携センター

41 プレアワード 京都⼤学における橋渡し研究シーズ発掘（シーズA）の
取り組み 柏崎 安男 国⽴⼤学法⼈京都⼤学 学術研究⽀援

室

42 国際化 INORMSって何︖ 三代川 典史 広島⼤学研究企画室

43 国際化 研究者向け英語論⽂執筆⽀援「リトリート」と「ライティング
グループ」︓可能性と課題 三代川 典史 広島⼤学研究企画室

44 その他 徳島⼤学総合研究⽀援センター先端医療研究部⾨にお
ける研究⽀援活動 佐々⽊ 卓也 徳島⼤学 技術⽀援部

45 その他 徳島⼤学の学外向け研究⽀援︓⽣命機能解析受託事
業のご紹介 佐々⽊ 卓也 徳島⼤学 技術⽀援部
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