
     知的財産セミナー 一覧 

 

年度 回 テーマ 講   師 日   時 場  所 

2021 

1 産学連携にかかる秘密情報管理について 
本学知的財産アドバイザー 

特任教授     中村 邦彦 

令和３年 11月 24日 

17：00～18：00 
オンライン開催 

2 

大学における安全保障輸出管理について 

～みなし輸出管理の明確化を中心に 

（令和４年５月１日外為法改正）～ 

国立大学法人佐賀大学 客員教授 輸出管理ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

経済産業省 安全輸出管理 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ兼調査員 

安全保障貿易管理（CISTEC）輸出管理ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

                    鈴木 勇次 

令和４年３月１日 

17：00～18：00 
オンライン開催 

2020 

1 

医療用サプリメント開発のための再生ファーマ

(株)と阿波藍の新産業創出のための(株)藍屋

久兵衛の設立 

徳島大学大学院社会産業理工学研究部 

教授           宇都 義浩 

令和２年 12月３日 

17：00～18：00 
オンライン開催 

2 

研究成果を最速で社会に実装するためにでき 

ること 

～大学発ヘルスケアスタートアップの道のり～ 

株式会社バックテック 

 代表取締役社長   福谷 直人 

令和３年２月２日 

17：00～18：00 
オンライン開催 

2019 

1 トラブル事例から学ぶ産学連携 
UniBridge知財コンサルティング事務所  

代表／弁理士       坪内  寛 

令和元年 11月 13日 

16：30～18：00 

大学本館2号館 

2208講義室 

2 
研究開発型スタートアップのすすめ  

～儲かる！？儲からない！？トレンドと課題～ 

一般社団法人TXアントレプレナーパート 

ナーズ 副代表理事 

筑波大学国際産学連携本部 准教授 

                尾﨑  典明 

令和２年２月 17日 

16：30～17：30 

大学本館2号館 

2201講義室 

2018 

1 
大学が企業と共同研究するにあたって気を付 

けるべきこと 

北九州市立大学  

  特任教授        中村 邦彦 

平成 30年 10月 22日 

16：30～18：00 

大学本館2号館 

2401講義室 

2 
医療分野における産学連携 

（産学連携の事例紹介と留意点） 

浜松医科大学 知財活用推進本部  

顧問             神谷 直慈 

平成 31年 1月 29日 

16：30～18：00 

大学本館2号館 

2301講義室 

2017 

1 
AMEDのミッション：データシェアリングによる 

課題解決 

国立研究開発法人日本医療研究開発 

機構（AMED） 理事長  末松 誠 

平成 29年 10月 12日 

16：30～18：00 

ラマツィーニホール 

 小ホール 

2 著作権の取扱いについて 
日本著作権教育研究会 

事務局長         内田 弘二 

平成 30年 1月 25日 

16：30～18：00 

大学本館2号館 

2201講義室 

2016 1 大学安全保障輸出管理について 
九州大学国際法務室 

研究推進専門員      佐藤 弘基 

平成 28年 10月 26日 

16：30～18：00 

大学本館2号館 

2208講義室 

2015 

1 

 （1）ＡＭＥＤの紹介 

 （2）アカデミアの特許出願戦略上の留意点 

 （3）医工連携の進め方と知財戦略 

日本医療研究開発機構 知的財産部 

知的財産コンサルタント 神谷 直慈 

    同上         深澤 憲広 

平成 27年９月８日 

16：30～18：00 

大学本館2号館 

2208講義室 

2  アカデミア発医療イノベーションと臨床試験 
九州大学 ＡＲＯ次世代医療センター長 

                中西 洋一 

平成 28年３月 24日 

16：30～18：00 

大学本館2号館 

2208講義室 

2014 

1 動き出した日本版 NIH とアカデミアの役割 

九州大学病院 副病院長 

ARO次世代医療センター長 

中西 洋一 

平成26年11月21日 

16：30～18：00 

大学本館2号館 

2208講義室 

2 
生物多様性条約と名古屋議定書 

  －遺伝資源利用研究を適切に行うために－ 

国立遺伝学研究所 知的財産室 

ABS学術対策チーム 

チームリーダー     森岡  一 

平成 27年１月 14日 

16：30～18：00 

大学本館2号館 

2401講義室 

2013 

1 高等教育行政について 
北九州市産業経済局 

新産業振興部長    鈴木 優香 

平成 25年 11月５日 

16：30～18：00 

大学本館2号館 

2208講義室 

2 

奈良先端科学技術大学院大学（NAIST）に 

おける知的財産の取り組み  

－産学連携活動におけるリスク・マネジメント－ 

奈良先端科学技術大学院大学  

産官学連携推進本部  

副本部長         久保 浩三 

平成 26年３月７日 

16：30～18：00 

大学本館2号館 

2201講義室 

2012 

1 iPS細胞技術の進展と知的財産 
京都大学 iPS細胞研究所 

知財契約管理室長   高須 直子 

平成24年11月22日 

16：30～18：30 

大学本館2号館 

2208講義室 

2 教育著作権セミナー 
放送大学 ICT活用・遠隔教育センター 

教授            尾崎 史郎 

平成25年2月21日 

16：30～18：30 

大学本館2号館 

2201講義室 

2011 

1 
特許制度の理念とその活用 

―大学における特許の取扱い－ 

産業医科大学 

知的財産アドバイザー 久保山  隆 

平成23年12月5日 

16：30～18：00 

大学本館2号館 

視聴覚室 

2 

浜松医科大学における知財の活用について 

臨床講座と知財の密な関係 

浜松医科大学の研究者が取組む産学連携・ 

地域連携 

浜松医科大学  

皮膚科学教授      戸倉 新樹 

知財コーディネーター 小野寺 雄一郎 

平成 28年１月 16日 

16：30～18：00 

大学本館2号館 

2301講義室 


