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１０．財政 

① センターの財政状況 

 

平成２４年度（２０１２年度）の支出決算額（運営費交付金）の概要 

〔単位：千円〕 

区分 決算額 

  

備考 
うち、国立大学法人運営費交

付金（特別経費（全国共同利

用・共同実施分）） 

支出合計 59,067  28,946    

  

うち、運営委員会経費 378  378    

うち、共同研究費 4,073  4,073    

うち、共同研究旅費 1,427  1,427    

計 5,878  5,878    

 

② 科学研究費補助金採択状況 

平成２４年度 

研究種目 研究課題番号 新規・継続 職名・代表者 金額（直接経費） 

（単位：千円） 

基盤研究(B)（一般） 22380154 継続 教授・横山 直明 4,400 

基盤研究(B)（一般） 22380155 継続 准教授・福本 晋也 4,000 

基盤研究(B)（海外） 22405038 継続 准教授・福本 晋也 3,300 

若手研究（B） 22780258 継続 AGH助教・山岸 潤也 1,000 

基盤研究(B)（一般） 23390098 継続 教授・河津 信一郎 4,300 

基盤研究(B)（海外） 23405041 継続 教授・横山 直明 4,700 

挑戦的萌芽研究 23658235 継続 准教授・福本 晋也 1,000 

挑戦的萌芽研究 23659767 継続 教授・鈴木 宏志 1,000 

基盤研究(B)（海外） 24405044 新規 教授・河津 信一郎 4,900 

挑戦的萌芽研究 24658242 新規 教授・河津 信一郎 1,600 

若手研究（B） 24780295 新規 研究員・正谷 達謄 1,800 

研究活動スタート支援 24880006 新規 研究員・田中 沙智 1,300 
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科学研究費補助金採択状況・続き 

 

研究種目 研究課題番号 新規・継続 職名・代表者 金額（直接経費） 

（単位：千円） 

文部科学省 グローバル COE

プログラム J02 

継続 教授・河津 信一郎 105,324 

日本学術振興会 最先端・次世代

研究開発支援プ

ログラム LS003 

継続 准教授・西川 義文 41,478 

 

 

③ その他の外部資金獲得状況 

平成２４年度 

予算種目 番号 新規・継続 職名・代表者 金額（直接経費） 

（単位：千円） 

（独）科学技術振興機構 J12002 新規 教授・井上 昇 600 

（独）科学技術振興機構 J12006 新規 研究員・正谷 達謄 610 

（独）科学技術振興機構 J12022 新規 教授・鈴木 宏志 2,500 

（独）科学技術振興機構 J12028 新規 教授・井上 昇 310 

（独）科学技術振興機構 J12029 新規 教授・横山 直明 350 

（独）科学技術振興機構 J12030 新規 研究員・麻田 正仁 500 

（独）科学技術振興機構 J12031 新規 研究員・正谷 達謄 510 

フマキラー㈱ J12033 新規 助教・白藤 梨可 450 

大阪大学微生物病研究所 K12005 継続 教授・鈴木 宏志 5,000 

共立製薬㈱先端技術開発セ

ンター 

K12056 新規 教授・横山 直明 2,000 

OIE Twinning Project G12204 継続 教授・五十嵐 郁男 2,807 

ノーステック財団 - 新規 研究員・岡田 只士 400 

日本科学協会 笹川科学研

究助成 
- 

新規 研究員・正谷 達謄 780 

秋山記念生命科学振興財団 - 新規 研究員・麻田 正仁 500 

フマキラー㈱ - 新規 助教・白藤 梨可 479 

㈱白寿生化学研究所 - 新規 教授・鈴木 宏志 20,000 
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１１．管理運営 

 

施設の正式名称：共同利用・共同研究拠点 原虫病研究センター 

 

共同利用・共同研究拠点の名称：原虫病制圧に向けた国際的共同研究拠点 

 

センター長：鈴木 宏志・教授 

 

人員：教授６名、准教授３名、特任准教授１名、助教１名、技術職員１名、事務職員２

名 

 

帯広畜産大学原虫病研究センター運営委員会の開催実績：２回 

 

運営委員名簿 

 委員長 狩野 繁之（独立行政法人国立国際医療センター研究所・部長） 

  鈴木 宏志（原虫病研究センター・センター長・教授） 

  五十嵐 郁男（原虫病研究センター・教授） 

  玄 学南（原虫病研究センター・教授） 

  河津 信一郎（原虫病研究センター・教授） 

  横山 直明（原虫病研究センター・教授） 

  井上 昇（原虫病研究センター・教授） 

  片倉 賢（北海道大学大学院獣医学研究科・教授） 

  木下 タロウ（大阪大学免疫学フロンティア研究センター・教授） 

  平山 謙二（長崎大学熱帯医学研究所・教授） 

  藤田 陽偉（財団法人畜産技術協会・参与） 

  野本 明男（財団法人微生物化学研究所・理事長） 

 

原虫病研究センター定例専任教員会議 

毎月一回センター専任教員による定例会議を開催し、センターの運営等に関する事

項を審議している。 
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原虫病研究センター各種委員会 

 

総務：運営に関すること、事業計画・事業報告に関すること、定例センター会議に関す

ること、教育研究評議会・運営連絡会議出席、予算管理・執行に関すること、その他

の庶務・雑務を担当する。 

 

人事・人事考課：非常勤講師・職員の雇用に関すること、博士研究員の業績評価に

関することを担当する。 

 

研究連携・ＪＩＣＡ：共同研究の公募・研究成果発表会に関すること、ＪＩＣＡ集団研修に

関することを担当する。 

 

セミナー：新入生オリエンテーションの開催、学部・大学院生・ポスドク・外国人研究員

等のゼミ開催に関することを担当する。 

 

共通研究テーマ推進：原虫病研究センター共通研究テーマの企画、推進に関するこ

とを担当する。 

 

施設管理・消耗品：施設の管理、共同利用機器の管理、消耗品等の管理に関するこ

とを担当する。 

 

広報・外部評価：施設見学者等案内・対応、ホームページの管理運営、パンフレット等

の作成、自己点検評価書・外部評価に関することを担当する。 

 

バイオセーフティー：実験動物、組換え体、病原体を用いた実験に関すること、セルバ

ンクの管理、動物実験室の管理に関することを担当する。 

 

安全・衛生：緊急災害、耐震、安全対策に関すること、安全衛生点検、学内清掃、毒

劇物等の管理に関することを担当する。 

 

ＯＩＥ国際連携：国際獣疫事務局（ＯＩＥ）関連の業務、施設の国際認証に関することを

担当する。 

 

社会貢献：社会実装・アウトリーチ活動、オープンキャンパス、社会貢献、原虫病診断

業務等に関することを担当する。 
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ジャーナル：ジャーナル編集を担当する。 

 

テニュアトラック：テニュアトラック制度の推進に関することを担当する。 


