理念・目標等

学内共同教育・研究施設
総合メディア基盤センター

総合メディア基盤センター（CIIM）
は、鳥取キャンパス内のセンターと米
子キャンパス内のサブセンターで構成し、鳥取大学の情報基盤の管理と高
度な研究や情報教育の支援を目的として平成１６年４月に設立されました。
これらのキャンパスでの種々の要望に応えるために、本センターは２つの
部門（ICT基盤研究開発部門、情報システム研究開発部門）
に専任教員を
配置して、効率的な支援を行うための研究や開発を行っています。

沿革
運営体制等
学部・大学院
学生の状況

The Center for Information Infrastructure & Multimedia was established in
April 2004 composed of two organizations: the main center in Tottori Campus
and Sub Center in Yonago Campus: to supervise the main network system of
Tottori University and to support every advanced research and the information
education in the university.
CIIM has two divisions (ICT Infrastructure Research and Development, Information Systems Research and Development) in order
to meet the various needs on the two campuses.
Full-time professors are engaged in research and development to give effective supervision and support to the university.

生命機能研究支援センター

Research Center for Bioscience and Technology
生命機能研究支援センターは、平成１５年４月に設立し、現在遺伝子探索
分野、放射線応用科学分野、動物資源開発分野、機器分析分野、動物飼養
実験分野に加え、平成２５年度には設備サポート分野を設置しました。それ
ぞれの分野では、専門的な技術支援や安全教育さらに共同利用体制の構
築などを行い、本学の生命科学、環境科学、物質科学、などの教育・研究に
貢献します。さらに、他の大学との連携を進め、さらに高度な技術を提供し
共同研究を進めるとともに、地域社会への貢献として公開講座や共同研究
なども行います。

各種施設
大学の戦略
プロジェクト等

国際交流
地域貢献
財務状況
キャンパス
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Center for Information Infrastructure & Multimedia

The Research Center for Bioscience and Technology was established in April
2003, and we added it to the field of Gene Search, Radiation Technology,
Animal Exploitation of Resources, Instrumental Analysis, Animal Breeding Experiment, and Facilities Support Field was installed
in 2013. In each field, we perform the construction of the specialized technological assistance and safety education joint use system
and contribute to education, studies such as life sciences of this school, environmental science, the materials science. Furthermore,
we push forward the cooperation with other universities and we provide a higher technique and push forward collaborative
investigation and perform an open lecture or the collaborative investigation as contribution to the communities.

染色体工学研究センター

Chromosome Engineering Research Center

染色体工学研究センターは、染色体工学技術を基盤として、学問的、社
会的に国際競争力のある研究および人材育成を実践することを目的とし
ています。全国でも他に類をみない産学官連携研究を実践している鳥取
大学の附属研究施設であり、創薬や遺伝子・細胞治療などを目指した先端
医療分野における基礎技術開発に重点を置いています。医学部生命科学
科、医学系研究科、工学研究科、農学部、生命機能研究支援センターが参
画し、分野を超えた連携体制を整え、学部生から大学院生まで本センター
の研究プロジェクトにも参画できます。
特に人工染色体ベクターは、遺伝子機能解析に加えて完全ヒト化動物
（完全ヒト化抗体産生動物やヒト型薬物代謝モデル動物等）
や稀少疾患モ
デル動物（ダウン症や筋ジストロフィー症等）の作製から次世代抗体医薬
品や治療法改善薬の評価・開発などに応用されています。

The Chromosome Engineering Research Center was established in 2009. Our main facility is located at the Yonago campus. Our
mission consists of education and research in the field of chromosome engineering technology which will be applicable to drug
discovery and development, including safety assays, with particular attention to regenerative medicine. The useful research products
(model animals, tissues, and cells) developed here will be provided to other research groups and companies around the world for
their validation and for the promotion of scientific understanding. The accumulated knowledge acquired through our research will be
directly utilized for educational purposes as well.

産学・地域連携推進機構

理念・目標等

Joint-Use Facilities for Education and Research
Organization for Regional Industrial Academic Cooperation

沿革

本学における産官学連携を中心とした地域連携業務をより機動的に展開するとともに、研究成果を社会に還元することを
目的とした事業を推進するための学内共同教育研究施設で、平成１９年４月に産官学連携推進機構を発展的に改組しました。

This is an on-campus common education and research facility established in April 2007 by reorganizing the Industry-GovernmentAcademia Cooperation Promotion Office with the objective of further improving regional cooperation activities that focus on the
university’s collaboration with local industry and government and making practical use of research findings for the betterment of
regional society.

運営体制等

知的財産管理運用部門

研究推進部門

Division of Intellectual Property
Management and Operation

Division of Research Promotion

学部・大学院

● 特許等取得支援

● 外部資金獲得調査及び企画

Support for obtaining patents

Researches into acquiring subsidies and
investment fund and planning projects

● 知財管理、運用

Intellectual property management and operation

● 学内プロジェクト、共同研究の推進

● 共同研究推進支援

Promotion of the university’s projects and
collaborative studies

Support and promotion of joint research

● 大学発ベンチャー支援

● 学内研究テーマの調査

等

学生の状況

Support for entrepreneurial ventures through the
academic technology and knowledge, etc.

Surveys of study and research themes

産学・地域連携推進機構
Organization for Regional Industrial
Academic Cooperation

地域貢献･生涯学習部門

各種施設

米子地区地域連携部門

Division of Regional Contribution and Lifelong Education

Division of Yonago Area Community
Cooperation

● 地域貢献支援事業

Regional contribution affairs

● 行政との連携

Cooperation with regional governments

● 技術相談窓口

Industry-Government-University cooperation

● 特許取得等支援

● 産官学連携

Consultation service for technical information
Support for obtaining patents

● 公開講座及び各種フォーラム等支援

Consultation service for technical information
● 全学公開講座 Open college
● 各種フォーラム 等 Forums, etc.

Support for open college and forums, etc.

大学の戦略

● 技術相談窓口

等

● 生涯学習支援事業

Lifelong education affairs

プロジェクト等

学

University

国際交流

東京オフィス Tokyo Oﬃce
所在地
〒 102-0093 東京都千代田区平河町 2-6-3
都道府県会館 10 階（鳥取県東京本部内）
電話番号
(03)6380-9470
鳥取大学東京リエゾンオフィス Tokyo Liaison Oﬃce
所在地
〒 108-0023 東京都港区芝浦 3-3-6
国立大学法人東京工業大学 キャンパス・イノベーションセンター 603 号室

地域貢献

鳥取大学大阪オフィス Osaka Oﬃce
所在地
〒 530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3-2200
大阪駅前第３ビル 22F（鳥取県関西本部内）
電話番号
(06)6341-1530

産・官

発
明
協
会

キャンパス

日
本
貿
易
振
興
機
構

Association for Inventions

農
林
水
産
業
団
体

Japan External
Trade Organization

経
済
団
体

Agriculture, Forestry and
Fisheries Organizations

︵
公
財
︶
鳥
取
県
産
業
振
興
機
構

Economic Organization

企
業
等

Organization for Tottori
Industrial Promotion

鳥
取
大
学
振
興
協
力
会

Corporations and Business

高
等
教
育
機
関

Tottori University Cooperation
Promotion Association

国
の
関
係
機
関

Institutions of Higher Education

各
市
町
村

National Organization Concerned

Cities, Towns, Municipalities

公
設
試
験
研
究
機
関

Tottori Institute of Industrial
Technology

Public Examination
Research Institutes

Tottori Prefecture

鳥
取
県

財務状況

Industry-Government
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