
民間等との共同研究実施件数　　　（令和2年度）　　　 受託研究実施件数� （令和2年度）

公開講座� 27講座（令和2年度）

講　座　名 回数 実施部局名

東洋染織品の移動と変容 
The Transformation of East Asian Cloth: Transnational and 
Translocal Textiles

4 人文科学研究院

深掘り国際情勢ー世界で起きている深刻な問題について考えて
みよう 1 比較社会文化研究院

ディベートで学ぶ税金入門 6 法学研究院
公開講演会「最新化学談話シリーズ」 4 

理学研究院
理学部化学科特別談話会 1 
現代物理学講座 1 
第19回 九州大学理学部生物学科公開講座（オンライン） ―
海洋の生物多様性保全の最先端－環境DNA・里海と海洋保護区 1 

工学研究院機械の動き 1 
新時代の資源循環と廃棄物処理に向けて 1 
高校生のための「フィルム写真撮影と現像」講座 2 

芸術工学研究院

高校生のための環境設計公開講座 1 
高校生のための音の実験 1 
アクティブライフのための運動教室（秋・冬期） 8 
 SPレコード・蓄音機で楽しむ昭和芸能文化〜旅と唄〜 1 
高校生のための「未来構想デザイン」講座 講義編 1 
高校生のための「未来構想デザイン」講座 続・講義編 1 
高校生のための「未来構想デザイン」演習編 1 
高校生のための「未来構想デザイン」講座 実技 （表現・対話編） 1 
高校生のためのインダストリアルデザインコースのデザイン講座

（演習編） 1 

高校生のためのインダストリアルデザインコースのデザイン講座
（体験編） 1 

中学生の化学実験教室2020（オンライン） ― システム情報科学研究院
研究者キャリアアップのための公開講座

「生物資源環境科学研究への誘い」 1 

農学研究院アグリコラボいとしまワークショップ
カイコ昆虫工場を用いた感染症対策
〜ワクチン・診断薬の開発について〜

1 

九州山地の森と樹木（椎葉の奥座敷 秋の紅葉探索ツアー） 2 農学部附属演習林宮崎演習林
Global Seminar in English 1 ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター
SDGｓソーシャル・ビジネス・ネットワーキング・ラボ 

「No Going Back- Withコロナ時代の社会課題とソーシャル・ビジネス」 1 ユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究センター

ライフサイエンス
246件（30.3%）

ライフサイエンス
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計813件 計851件

情報通信�
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� 社会基盤
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その他�
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寄附講座・寄附研究部門� 27講座1研究部門（令和3年5月1日現在）

部局名 講座・研究部門名 設置期間 寄附総額
（千円） 寄附者

法学研究院 現代社会論講座 令和3年4月1日〜令和4年3月31日 9,852 株式会社西日本新聞社
比較社会文化
研究院

ワールドスキャン地理情報解
析講座 令和3年5月1日〜令和6年3月31日 46,000 株式会社ワールドスキャンプロジェクト

医学研究院

眼病態イメージング講座 令和元年7月1日〜令和4年6月30日 60,000 株式会社ニデック

加齢病態修復学講座 令和2年12月1日〜令和6年11月30日 120,000 株式会社FBR（Fujino brain 
Research）

重症心肺不全講座 令和2年1月1日〜令和4年12月31日 72,000 
ニプロ株式会社 
アボットメディカルジャパン合同会社 
日本メドトロニック株式会社

放射線医療情報・ネットワーク
講座 令和2年4月1日〜令和4年3月31日 40,000 富士フイルム株式会社 

富士フイルムメディカル株式会社
連携病態修復内科学講座 令和3年4月1日〜令和4年3月31日 20,000 医療法人相生会
包括的腎不全治療学講座 令和2年4月1日〜令和5年3月31日 60,000 バクスター株式会社
人工関節生体材料学講座 令和3年2月1日〜令和6年1月31日 72,000 京セラ株式会社
応用病態修復学講座 平成30年10月1日〜令和3年9月30日 120,000 社会医療法人池友会

分子イメージング・診断学講座 平成31年4月1日〜令和4年3月31日 105,000 ゲルベ・ジャパン株式会社 
株式会社フィリップス・ジャパン

周産期・小児医療学講座 平成31年4月1日〜令和4年3月31日 180,000 福岡県
連携総合診療内科学講座 令和元年10月1日〜令和4年9月30日 100,000 社会医療法人原土井病院

関節炎症・免疫病態学講座 令和元年11月1日〜令和4年10月31日 42,500 医療法人近藤リウマチ・整形外科クリ
ニック

消化器代謝学講座 令和元年12月1日〜令和4年11月30日 54,000 

小野薬品工業株式会社 
ミヤリサン製薬株式会社 
株式会社三和化学研究所 
株式会社大塚製薬工場 
富士フイルムメディカル株式会社 
テルモ株式会社 
株式会社ファンケル 
株式会社大賀薬局

大動脈先進治療学講座 令和2年5月1日〜令和5年4月30日 60,000 日本メドトロニック株式会社 
日本ライフライン株式会社

視機能再生講座 令和3年4月1日〜令和6年3月31日 30,000 千寿製薬株式会社
循環器病免疫制御学講座 令和3年4月1日〜令和5年3月31日 18,000 株式会社メディネット

神経画像解析学講座 令和3年5月1日〜令和5年4月30日 24,000 

鮫島病院 
医療法人社団うら梅の郷会　朝倉記
念病院 
医療法人緑心会　福岡保養院 
医療法人社団豊永会　飯塚記念病院 
医療法人清陵会　南が丘病院 
医療法人至誠会　帆秋病院

医学研究院 
工学研究院 医工連携・健康長寿学講座 令和2年4月1日〜令和5年3月31日 123,000 社会医療法人原土井病院

歯学研究院 歯科先端医療評価・開発学講座 令和3年4月1日〜令和5年3月31日 40,000 株式会社ジーシー
薬学研究院 革新的バイオ医薬創成学講座 令和2年4月1日〜令和5年3月31日 60,000 EPSホールディングス株式会社

工学研究院
造船中核人材育成講座 平成28年10月1日〜令和3年9月30日 105,000 

ジャパンマリンユナイティッド株式会社 
三井E&S造船株式会社 
川崎重工株式会社

船舶海洋人材育成講座 平成29年12月1日〜令和4年11月30日 105,000 株式会社大島造船所

システム情報科学
研究院 味覚センサ講座 令和3年4月1日〜令和6年3月31日 45,000 

株式会社味香り戦略研究所 
株式会社インテリジェントセンサーテク
ノロジー

農学研究院

機能水・機能性食品・エネル
ギー講座 令和2年10月1日〜令和5年3月31日 64,500 

ヘルスホールディングス株式会社 
第一産業株式会社 
株式会社日田天領水 
株式会社野口総合研究所

食品免疫機能分析学講座 令和3年4月1日〜令和8年3月31日 60,500 
株式会社ヴェントゥ－ノ 
特定非営利活動法人NPOフコイダン
研究所

応用力学研究所 数値流体力学研究部門 令和2年4月1日〜令和4年3月31日 14,000 株式会社新来島どっく
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共同研究部門� 11部門（令和3年5月1日現在）

部　局　名 部　門　名 設　置　期　間 相　手　先

医学研究院 先進がんゲノム検査共同研究部門 2020年6月1日〜2023年3月31日 デンカ株式会社

薬学研究院 抗がん剤育薬共同研究部門 2017年4月1日〜2020年3月31日
2020年4月1日〜2023年3月31日 大鵬薬品工業株式会社

工学研究院 海域港湾環境防災共同研究部門
2011年7月16日〜2014年3月31日
2014年4月  1日〜2017年3月31日
2017年4月  1日〜2020年3月31日
2020年4月  1日〜2023年3月31日

国土交通省九州地方整備局

一般財団法人港湾空港総合技術センター

博多港ふ頭株式会社

株式会社三井E&Sマシナリー

一般社団法人港湾荷役機械システム協会

株式会社ヤマウ

システム情報科学研究
院

ギガフォトンNext GLP共同研究部門
2011年9月1日〜2013年3月31日
2013年4月1日〜2016年3月31日
2016年4月1日〜2019年3月31日
2019年4月1日〜2022年3月31日

ギガフォトン株式会社

タマリ工業共同研究部門 2021年4月1日〜2023年3月31日 株式会社タマリ工業

総合理工学研究院 革新的高機能構造鉄鋼材料共同研究部門 2020年4月1日〜2025年3月31日 日本製鉄株式会社

カーボンニュートラル・
エネルギー
国際研究所

マツダ次世代エネルギー貯蔵共同研究部門 2017年8月1日〜2020年3月31日 
2020年4月1日〜2023年3月31日 マツダ株式会社

グローバルイノベーショ
ンセンター ANtech車載先端材料共同研究部門

2015年4月1日〜2017年3月31日
2017年4月1日〜2019年3月31日
2019年4月1日〜2021年3月31日
2021年4月1日〜2023年3月31日

株式会社オートネットワーク技術研究所

鉄鋼リサーチセンター イノベイティブ鉄鋼材料共同研究部門 2014年4月1日〜2019年3月31日
2019年4月1日〜2024年3月31日 日本製鉄株式会社

先端医療オープンイノ
ベーションセンター

創薬アセット応用共同研究部門 2018年6月1日〜2021年5月31日
2021年6月1日〜2024年3月31日 持田製薬株式会社

がん免疫共同研究部門 2019年4月1日〜2022年3月31日 株式会社新日本科学

�
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その他の社会連携事業� 25事業（令和2年度）

事　業　名 実施主体部局等 学外連携自治体等

福岡市将来の森づくりのあり方検討 共創学部 福岡市

福岡市および近郊地域における新たな地域日本語教育体制を構築する
ための基盤づくりに関する勉強会 比較社会文化研究院

NPO多文化共生プロジェクト，
福岡市国際部，福岡よかトピア国際交流財団，
福岡市教育委員会

福岡県行政書士会「司法研修講座」

法学研究院

福岡県行政書士会

福岡県司法書士会「司法研修講座」 福岡県司法書士会

太宰府市五条地区の自主防災組織行動計画の策定援助 太宰府市五条地区

福岡県弁護士会における講演 福岡県弁護士会

「六本松法学継続教育オフィス」企業法務セミナー

法務学府

九州経済産業局，福岡経営者協会

福岡県社会保険労務士会との教育連携 福岡県社会保険労務士会

福岡少年院との教育連携 福岡少年院

糸島市行政改革推進委員会
経済学研究院

糸島市

大野城市公共サービス改革委員会 大野城市

糸島市内重要遺跡の地中レーダ探査について 工学研究院 糸島市

高大連携SDGsデザインスクールプロジェクト

芸術工学研究院

福岡市立福翔高等学校

福津市子育てサービスマップ 福津市

今宿姪浜線乗合バスの利用促進のためのデザイン研究 福岡市西区

平成29年7月九州北部豪雨後の朝倉市志波地区平榎集落における復興
支援

芸術工学研究院，農学研究院，
工学研究院

平榎復興委員会，
公益社団法人国土緑化推進機構

市民公開シンポジウム 
① 「地球温暖化：暑熱ストレスによる家畜・家禽の生産性低下の科学的

理解と対応策の展望」
②「畜産王国・九州のブランド確立を支える試験研究の取組」

農学研究院

日本畜産学会，福岡県教育委員会，
福岡県内の農業高校，
九州各県の農業団体等

令和2年度研究交流推進事業 
「竹CNFの実用化研究と今後の展望」 鹿児島県工業技術センター

昆虫科学・新産業創生研究センター　市民公開シンポジウム 
「昆虫科学の今後の展望」

日本昆虫学会，日本衛生動物学会，
日本昆虫科学連合

宮崎演習林を活用した初等教育連携事業 農学部附属演習林（宮崎演習林） 椎葉村立大河内小学校

北海道演習林を活用した初等および中等教育連携事業 農学部附属演習林（北海道演習林） 北海道足寄町立足寄小学校，
北海道立足寄高等学校

国内草資源高度活用型の安全で良質な牛肉生産システム構築による地
域活性

農学部附属農場
(高原農業実験実習場)

大分県農林水産研究指導センター，
株式会社トゥルーバーアグリ，大分銀行，
NPO法人放牧応援隊

大分県農林水産研究指導センターとの連携協議会 大分県農林水産研究指導センター

黒毛和種メス仔牛の初産分娩月齢早期化
みらいグローバルファーム(株)，
伊藤ハム(株)，日本農産工業(株)，
理化学研究所，千葉大学大学院

チャレンジMy農場 大分県立久住高原農業高等学校
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