


























　キャッシュ・フロー計算書とは、現金主義の考え方で平成18年度の1年間に「どれだけのキャッシュを収受し、そ

して支出したか」を「業務活動」・「投資活動」・「財務活動」の３つの区分に分けて表示したものです。

　ここでは、資金の収支状況を表す観点から、収入（プラス）、支出（マイナス▲）という区分で内容が表示され、

各区分で収入額と支出額を合計した結果が各活動区分におけるキャッシュ・フローとして計上されます。

■キャッシュ・フロー計算書

※１　国立大学法人の通常の業務の実施にかかる資金の動きを表しています。
※２　固定資産の取得など、将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に かかる資金の動きを表しています。        
※３　借入・返済による収入・支出など、資金の調達及び返済による資金の動きを表 しています。
※４　本学の資金期末残高は5,334百万円となっていますが、この主なものは未払金約2,838百万円や運営交付金及び寄付金残高約2,163百万円です。

（平成18年4月1日～平成19年3月31日） （単位：百万円）

増減額平成18年度平成17年度

※1▲��������������Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

▲����▲������▲������　　　　原材料、商品又はサービスの購入による支出

▲���▲�������▲�������　　　　人件費支出

▲���▲������▲������　　　　その他の業務支出

▲����������������　　　　運営費交付金収入

������������　　　　授業料収入

▲��������　　　　入学金収入

▲��������　　　　検定料収入

���������������　　　　附属病院収入

��������　　　　受託研究等収入

�������　　　　受託事業等収入

▲�������　　　　補助金等収入

��������　　　　寄附金収入

���▲���　　　　預り科研費の増減額

�����　　　　預り金の増減額

��������　　　　その他業務収入

▲���▲���▲��　　　　承継剰余金の支払による支出

※2���▲������▲������Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

���▲���▲����　　　　有価証券の取得による支出

▲����▲������▲������　　　　有形固定資産の取得による支出

�▲��▲��　　　　特許仮勘定の取得による支出

���▲���　　　　投資等の取得による支出

▲������▲������▲���　　　　定期預金の取得による支出

�����������　　　　定期預金の払戻による収入

▲���������　　　　施設費による収入

�▲������▲������　　　　　　小計

���　　　　利息及び配当金の受取額

※3��▲������▲������Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

��▲������▲������　　　　国立大学財務・経営センター債務負担金の返済支出

▲���������　　　　長期借入金による収入

▲���▲����　　　　リース債務の返済による支出

▲���▲������▲������　　　　　　小計

��▲����▲����　　　　利息の支払額

▲���������Ⅳ　資金の増加額

�������������Ⅴ　資金期首残高

※4�������������Ⅵ　資金期末残高

注）単位未満を切り捨てており、計は必ずしも一致しません。



　国立大学法人等業務実施コスト計算書とは、国立大学法人の業務運営に対する国民の評価に資する目的で作成が

義務付けられたものであり、本学の運営上の国民負担額を示すものです。

　平成18年度本学の業務運営上、納税者たる国民の皆様に負担いただいているコストは13,924百万円となります。

■国立大学法人等業務実施コスト計算書

（平成18年4月1日～平成19年3月31日） （単位：百万円）

増減額平成18年度平成17年度

���������������Ⅰ　業務費用

���������������　（1） 損益計算書上の費用

������������　　　　業務費

����������　　　　一般管理費

������　　　　財務費用

��　　　　雑損

����　　　　臨時損失

▲����▲�������▲�������　（2） （控除）自己収入等

▲������▲������　　　　授業料収益

▲����▲����　　　　入学金収益

▲����▲����　　　　検定料収益

▲�������▲�������　　　　附属病院収益

▲����▲����　　　　受託研究等収益

▲���▲���　　　　受託事業等収益

▲����▲����　　　　寄付金収益

▲��▲��　　　　財務収益

▲����▲����　　　　雑益

▲���▲���　　　　資産見返寄付金戻入

▲��▲���　　　　臨時利益

※1▲����������Ⅱ　損益外減価償却等相当額

������　　　　損益外減価償却相当額

－�　　　　損益外固定資産除却相当額

※2������Ⅲ　損益外減損損失相当額

※3������▲����Ⅳ　引当外退職給付増加見積額
　　　　（地方公共団体からの出向職員に係るものを含む）

※4▲���������Ⅴ　機会費用

����
国又は地方公共団体の無償又は減額された使用料
による賃借取引の機会費用

������　　　　政府出資等の機会費用

���
無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引
の機会費用

�����������������Ⅵ　国立大学法人等業務実施コスト（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）

※１　国から出資された資産等に係る減価償却費であり、これについては国立大学法人のコスト（費用）とは認識せず、損益外処理を行います。し
かし、その減価償却に係るコストは、国立大学法人の業務実施コストとして認識されます。

※２　固定資産の過大な帳簿価額を適正な金額まで減額すること及び国立大学法人等の運営状況を明らかにすることを目的としてその適用が義務
付けられています。

※３　国立大学法人の常勤教職員の退職手当は、その都度国から財源が措置されるため、退職給付引当金の計上は不要とされています。しかし、退
職手当の増加分のコストは、毎年度の国立大学法人の業務実施コストとして認識されます。

※４　実際にはかかっていないが、国立大学法人であるが故に免除・軽減されているコストです。

注）単位未満を切り捨てており、計は必ずしも一致しません。





　本学の対前年度比較及び同等規模となる全国25国立大学法人（※1）との財務状況の比較を主要な財務指標毎に示

したものです。

■平成18年度　主要財務指標

指標の意味
平成１８年度
同規模大学

平成１８年度
本学

平成１７年度
本学

算　式比　率

短期的な支払能力を示す指標。【高い値が良い】������������������流動資産／流動負債流動比率

総資本に対する自己資本を示す指標。この比率

が大きいほど大学の健全性が高い。【高い値が

良い】

���������������自己資本／（負債＋自己資本）自己資本比率

年度末において支払が完了していない経費が当

年度に発生した業務費用のうちどれだけの割合

になっているかを示す指標。【低い値が良い】

���������������未払金／業務費未払金比率

経常収益に占める運営費交付金収益の割合を示

す指標。この比率が大きいことは運営費交付金

以外の収入が少ないことを意味する。【低い値

が良い】

���������������運営費交付金収益／経常収益運営費交付金比率

人件費の業務費に対する割合を示す指標。この

比率が小さいほど大学の効率性が高い。【低い

値が良い】

���������������人件費／業務費人件費比率

一般管理費の業務費に対する割合を示す指標。

この比率が小さいほど大学の効率性が高い。

【低い値が良い】

������������一般管理費／業務費一般管理費比率

外部資金収益の経常収益に占める割合を示す指

標。この比率が大きいほど外部資金への依存度

が高い。【高い値が良い】

������������

（受託研究費等収益＋受託事

業等収益＋寄附金収益）／経

常収益

外部資金比率

寄附金収益の経常収益に占める割合を示す指標。

この比率が大きいほど寄付金への依存度が高い。

【高い値が良い】

�������������寄附金収益／経常収益寄附金比率

業務費に対する研究経費を示す指標。この比率

が大きいほど研究活動に使用される経費割合が

高い。【高い値が良い】※2

������������研究経費／業務費業務費対研究経費比率

業務費に対する教育経費を示す指標。この比率

が大きいほど教育活動に使用される経費割合が

高い。【高い値が良い】※2

������������教育経費／業務費業務費対教育経費比率

業務費に対する教育研究支援経費を示す指標。

この比率が大きいほど教育研究支援活動に使用

される経費割合が高い。【高い値が良い】※2

������������教育研究支援経費／業務費
業務費対教育研究支援

経費比率

経常収益に対する大学の事業活動によって得た

利益の割合を示す指標。この比率が大きいほど

事業活動の合理性と能率性が高い。【高い値が

良い】

������������経常利益／経常収益経常利益比率

未収の学生納付金や附属病院収入という徴収債

権についてどれだけ貸倒損失が生じたかを示す

指標。【低い値が良い】

������������
貸倒引当金繰入／（学生納付

金収益＋附属病院収益）
貸倒比率

現金預金と有価証券からどれだけの財務収益を

得ているかを示す指標。【高い値が良い】
������������

（受取利息＋有価証券利息）／

（現金預金＋有価証券）
受取利息比率



※１　本学と同等規模の国立大学法人２５大学
　文部科学省により、全国の国立大学法人をその形態や規模により８グループに分類され、その中で、「医科系学部その他の学部で構成され、
学部等数が概ね１０学部未満の国立大学法人」が以下のグループ。
　弘前大学、秋田大学、山形大学、群馬大学、富山大学、金沢大学、福井大学、山梨大学、信州大学、岐阜大学、三重大学、鳥取大学
　島根大学、山口大学、徳島大学、香川大学、愛媛大学、高知大学、佐賀大学、長崎大学、熊本大学、大分大学、宮崎大学、鹿児島大学
　琉球大学

※２　教育経費、研究経費は現金ベースではなく非消費支出である施設設備にかかる減価償却費を含んでおり、各大学の保有する施設設備等の規
模により、収支構造に差が生じる事に留意する必要があります。

※３　「学生実員」とは、学部生、修士、博士、専門職学位を指す。
※４　「教員実員」とは、常勤の教員（任期付き教員を含む）を指す。

指標の意味
平成１８年度
同規模大学

平成１８年度
本学

平成１７年度
本学

算　式比　率

学生1人当たりの教育規模を示す指標。この数

値が高いほど学生1人当りの教育に要する経費

が大きい。【高い値が良い】※2

���千円���千円���千円
教育経費／学生実員（修士・

博士含む※3）
学生当教育経費

教員1人当たりの研究活動規模を示す指標。こ

の数値が高いほど研究活動で使用される経費が

大きい。【高い値が良い】※2

�����千円�����千円�����千円研究経費／教員実員（※4）教員当研究経費

外部資金を含んだ教員1人当たりの研究活動規

模を示す指標。この数値が高いほど研究活動で

使用される経費が大きい。【高い値が良い】※2

�����千円�����千円�����千円

（研究経費＋受託研究費等＋

科学研究費補助金等）／教員

実員（※4）

教員当広義研究経費

教員1人当たりの教育研究支援規模を示す指標。

この数値が高いほど教育、研究で使用される経

費が大きい。【高い値が良い】

���千円���千円���千円
教育研究支援経費／教員実員

（※4）
教員当教育研究支援経費

学生1人当たりに係る業務コストを示す指標。

この数値が高いほど学生1人当たりに要する業

務コストが大きい。【低い値が良い】

�����千円�����千円�����千円
業務コスト／学生実員（修士・

博士含む※3）
学生当業務コスト

病院収益に対する診療経費の割合を示す指標。

この比率が低いほど病院の収益性が高い。【低

い値が良い】

���������������診療経費／附属病院収益診療経費比率

病院収入に対する借入金の割合を示す指標。こ

の比率が低いほど病院の健全性が高い。【低い

値が良い】

���������������

（長期借入金返済＋財務・経営

センター納付金）／附属病院

収入

附属病院収入対長期借

入金返済比率

1病床当たりの病院収益を示す指標。この数値

が高いほど病院の収益性が高い。【高い値が良

い】

������千円������千円������千円附属病院収益／病床数病床当附属病院収益







琉球大学の社会貢献について

■「体験！バイオサイエンス」の実施
　平成18年7月22日に琉球大学農学部において、中学生・高校生を対象に「体験！バイオサイエンス」が開催されました。

　このプログラムは、本学農学部が一昨年度から取り組んできたもので、今回は、科学研究費補助金による成果を社会に還

元・普及することを目的とする日本学術振興会の「ひらめき☆ときめきサ

イエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI」との共催企画として、

開催しました。

　農学部の教員を中心に、農学部学生・大学院生によって運営され、

バイオサイエンスという最も身近な科学を通して、理科や自然科学の

面白さを感じて貰うため、3つの実験テーマ『あなたの体に共生する大

腸菌のDNAを見よう！』、『あなたの体を維持する食品の成分を見よう！』

および『あなたの体を外敵から守る抗原―抗体反応を見よう！』を用意し

て企画しました。中学生・高校生51人に、引率教員1人、保護者1人が

加わり総勢53人が参加しました。 体験実習の様子

■ヘリコプター添乗医師等確保事業
　沖縄県及び自衛隊と連携し、本院を含む11の県立病院等の医師が

搬送用ヘリコプターに添乗し、沖縄全域の離島からの救急患者の搬

送及び受け入れを行っています。宮古島、石垣島は本院医師が救急

患者の搬送を行い、平成18年度には76回の医師の添乗がありました。

■離島医療人養成教育プログラム
　本プログラムは、沖縄県の離島医療で極度に少ない専門医（プライ

マリ・ケア、産科婦人科、脳神経外科、麻酔科）を養成することを目的

とした卒前教育です。本学では、沖縄離島医療の現状を考慮し、永続

的にプログラムの主旨に沿った教育を行い、平成18年度は102名の学

生が実習を行った。

搬送用ヘリコプターと添乗医師

沖縄県立宮古病院での様子

■シニア短期留学プログラムの実施
　琉球大学では、社会貢献に寄与することを目的に、平成17年度に

続いて平成18年6月18日から6月30日の間、「シニア短期留学プログ

ラム」を実施しました。

　今年度は県外者16名、県内者3名、計19名が参加し、琉球・沖縄の

歴史など地域性豊かな17の講義を開講しました。

シニア短期留学閉講式



■開放施設
附属図書館

　本学附属図書館は、中央図書館制度を採り入れ県内最大の蔵書数を誇っています。設立当初から、地域教育・研究を

積極的に支援するため沖縄関係資料の収集に力を入れております。この収集された沖縄関係資料を県民に広く公開す

るため毎年、貴重書展を開催しています。

　また、国際連合（UN）の寄託図書館及び欧州連合（EU）の資料センターに指定されていることから、附属図書館の

なかに国際資料室を設置し、地域の方々に一般公開をしています。

平成18年度平成17年度
区　分

金額件数金額件数

��������件�������件施設使用料収入

問い合わせ先：財務部　財務企画課　資産管理産係　TEL　098-895-8050

施設使用料収入 （単位：千円）

■琉球大学の施設利用

　本学では、教育・研究・診療・事務事業等に支障のない

限りにおいて、試験及び学会開催等の目的で教室を利用し

たい、あるいは、スポーツ大会開催等の目的で体育施設（運

動場・体育館・プール）を利用したい等の要望に積極的に

応える目的で、学外の皆様に施設を有料にて開放していま

す。平成18年度においては100件の使用実績がありました。

資料館（風樹館）

　資料館(風樹館)には、学内の研究者が教育や研究活動の

一環として収集したものを中心に、約2万点あまりの標本・

試料が収蔵されています。また中央展示ホールには県内最

巨木松などの樹木円盤標本等が展示されています。

　さらに、美術工芸資料室には、金城次郎や濱田庄司らの

著名な陶芸作家の作品約800点を展示し、考古資料室には、

約2100点の考古資料が展示されています。

※学校及び学級単位の見学会等要望がありましたら、事前に問い合わせ願います。 

問い合わせ先：資料館（担当：佐々木）TEL 098-895-8841

増加数平成18年度平成17年度区　分

������冊�������冊�������冊蔵書数

�������人�������人�������人利用者数

問い合わせ先：附属図書館情報サービス課　TEL　098-895-8167

蔵書数及び利用者数



平成18年度平成17年度
区　分

金額件数金額件数

��������件��������件公開講座講習料収入

問い合わせ先：学術国際部　地域連携推進室　TEL　098-895-8019

講習料収入 （単位：千円）■公開講座等

　本学生涯学習教育研究センターが取り組む大学開放事業と

して毎年「一般公開講座」を開催しており、平成18年度の開催

は22件となります。この外、「公開授業」67件、「高校・大学連携

講座」72件等を開催しており、平成18年度は、1,375人の受講

者に対して琉球大学の知的資源を開放しました。

平成18年度一般公開講座実施一覧

受講料募集人員講　　座　　名主任担当教員提供学部

�������暮らしを向上させるインターネット活用術李　 好 根法文学部

�������世界に発信！　ホームページ作成術李　 好 根法文学部

一般・学生������
高校生　無料��琉球・アジア研究入門狩 俣 繁 久法文学部

�������次世代型マーケティング講座平 敷 徹 男法文学部

無料���小・中学生のためのハンドボール教室三 輪 一 義教育学部

無料���親父のための健康サッカー講座真栄城　　　勉教育学部

無料��高校生のためのカウンセラー講座富 永 大 介教育学部

�������交流分析理論による学級経営・カウンセリング新 里 里 春教育学部

�������分子の世界をのぞいてみる国 吉 正 之理学部

�������私にもできる看護研究：はじめての研究発表にむけて（A組）小 笹 美 子医学部

�������私にもできる看護研究：はじめての研究発表にむけて（B組）小 笹 美 子医学部

無料��ここが知りたい更年期の泌尿器科（阿嘉島）小 川 由 英医学部

無料��ここが知りたい更年期の泌尿器科（座間味島）小 川 由 英医学部

無料���がん患者・家族を癒す緩和ケアの実際砂 川 洋 子医学部

無料��母と子の月経教室仲　村　美津枝医学部

無料��心がつくる人生（理論道徳実行の大切さを学び、豊かな人生を実現しよう）和 田 知 久工学部

無料��沖縄における土地開発と保全宜 保 清 一農学部

��������大学と産業振興照 屋 輝 一地域共同研究センター

��������心理リハビリテイション　ー障害者のための生涯発達援助法の実践A一古 川　 卓保健管理センター

��������心理リハビリテイション　ー障害者のための生涯発達援助法の実践B－古 川　 卓保健管理センター

�������心理リハビリティション　ー障害者のための生涯発達援助法の集中実践講座－古 川　 卓保健管理センター

�������教員のための教育統計講座～統計ソフトSPSSを用いた学校調査西 本 裕 輝大学教育センター

一般公開講座等の授業風景① 一般公開講座等の授業風景②









■琉球大学医学部附属病院
　本院は、沖縄県内唯一の特定機能病院として、高度で先進的な治療法の確立と臨床実践を目指すとともに、沖縄県内の他の

医療機関と連携しつつ、地域完結型医療の確立に貢献できるよう鋭意取り組んでいます。

　本院は、17の診療科と光学医療診療部など12の特殊診療部門および検査部など5中央診療部門等からなる「総合病院」で、各

診療科間のカンファレンスや各専門医に検査技師やレントゲン技師、薬剤師、看護師等を加えたチーム医療を実践しています。緩

和医療チームによる疼痛管理や化学療法と放射線治療の併用治療法の確立などがその例です。

■琉球大学医学部附属病院の規模等

■琉球大学医学部附属病院の財務状況及び手術件数、臨床検査件数等統計
財務状況（平成17年度～18年度） （単位：千円）

業　務　収　益業　務　費　用

増　減18年度17年度区　分増　減18年度17年度区　分

���������������������������業務収益���������������������������業務費用

������������������������　運営費交付金���������������������������　業務費

���������������������������　附属病院収益�������������������������　　診療経費

▲�������������������　受託研究等収益▲�������������������　　受託研究費

���������������　受託事業等収益���������������　　受託事業費

▲����������������　寄附金収益�������������������������　　人件費

▲����������������������　その他▲���������������������　一般管理費

▲���������������������　その他

患者数等統計（平成17年度と18年度比較）

増　減18年度17年度
区　　　分

1日平均年間1日平均年間1日平均年間

▲��▲������������������������入院患者延べ数　（人）

▲���������������　　病床稼働率（年平均）（％）

▲���������������　　平均在院日数

�����������������������������外来患者数

※病院収入額は、当該年度間に収納された現金の合計である。

診療費用請求額（平成17年度と18年度比較）

増　減18年度17年度区　　　分

���������������������������診療費用請求額　　（千円）

�����円／人日������円／人日������円／人日　　診療単価（入院）（円）

���円／人日�����円／人日�����円／人日　　　　〃　　（外来）（円）

���������������������������病院収入額　　　　（千円）

病床数と入院・外来患者数

外来患者数（１日平均外来患者数）入院患者数（病床稼働率）病床数

�������人（�����人）�������人（����％）���床 ※入院患者数及び外来患者数は平成１８年度年間延べ数です。

医療技術職員看護師歯科医師医　師区　分

�����������員数（人）
※看護師員数には、助産師１２人が含まれています。
※平成１９年７月現在で非常勤職員を含みます。

病院を支えるスタッフ数

手術件数（平成17年度と18年度比較）

増　減18年度17年度年　度

▲��������������件　数



放射線治療件数（平成17年度と18年度比較）

増　減18年度17年度年　度

������������������件　数

■患者サービスの向上
セカンドオピニオン外来制度の導入
※セカンドオピニオンとは、診断や治療方針について主治医以外の医師の意見を聞くことです。主治医から治療法の説明を受

けても、情報も知識もない患者や家族にとっては不安を覚える場合もあります。このような時に、知識をもっている人＝主治医以

外の専門医に意見を聞いたうえで、治療法を決定していただくためのものです。

　　セカンドオピニオン外来の相談時間は1時間以内15,750円で全額自費となります。（健康保険は適用されません）

医療設備の近代化
　医療の変革や技術向上等に対応するため、計画的に医療用設備の

更新を図っています。

　平成１８年度は、ＭＲＩ装置（磁気共鳴断層撮影装置）１台と、６４列

マルチスライスＣＴ装置１台を更新しました。

※Ｘ線検査件数には超音波検査を含む。

臨床検査、Ｘ線検査件数（平成17年度と18年度比較）

Ｘ線検査件数臨床検査件数区　分

増　減18年度17年度増　減18年度17年度年　度

��������������������������������������������件　数

※セカンドオピニオン外来は平成17年11月から実施。

セカンドオピニオン外来相談件数（平成17年度と18年度比較） （単位：件）

計321121110987654月
年度

��������������17年度

���������������18年度

リハビリテーション件数（平成17年度と18年度比較）

増　減18年度17年度年　度

������������������件　数

※1単位を1件として、年間延べ件数である。

リハビリテーション部の拡充
　超高齢化社会の到来など、リハビリテーションの社会的需要の高まりに対応し、あるいは、術後早期リハビリテーションによる早

期回復に寄与するなどの医療上の必要から、平成18年度に、理学療法士および作業療法士を、それぞれ1名増員しました。

　　　理学療法士　5人→6人　　　作業療法士　2人→3人

外来化学療法室の拡充
　本院は、がん治療推進のため外来化学療法室を平成17年度に設置（3床）しました。

　その後、平成18年度に1床増やし4床としましたが、それでもなお需要が多いため19年度にさらに4床増やします。

平成18年度　外来化学療法室利用状況

合計3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月区分

����������������������������利用患者数





■平成１８年度　産学官連携関係取り組み状況

発表・出展
以外の本学
関係者の参
加者員数

琉球大学からの

発表・出展等
事　業　概　要開催期日開催場所会議等事業名

琉球大学　１０人工学部からパネル出展
産学官連携に関する研究成果発表のための全国規

模のイベント

６月１０日～

６月１１日

国立京都国

際会議
第５回産学官連携推進会議

医学部、工学部及び農

学部から成果発表とパ

ネル出展

沖縄県内で産学官が連携しながら進めている事業

の成果発表会
９月１日

沖縄産業支

援センター

イノベーション沖縄２００６

－沖縄産学官共同研究開発

成果合同発表会－

琉球大学　１０人農学部からパネル出展
大学の研究成果と企業のニーズをマッチングさせ

るための全国規模のイベント

９月１３日～

９月１５日

東 京 国 際

フォーラム

イノベーション・ジャパン

２００６

地域共同研究センター

他から７人の教員がパ

ネル出展。また沖縄

TLO、APITTからパネ

ル出展

産学官共同技術開発展内にて琉球大学ブースを設置
１０月２７日～

１０月２９日
奥武山公園第３０回沖縄産業まつり

理学部教員が講演

沖縄県内の産学官関係者が研究成果等のトピック

を講演するなど、産学官関係者の交流を図るため

のイベント

毎月１回開

催する。２

月２０日は本

学開催

琉球大学理

学部
産学官交流サロン

琉球大学２５人
８テーマ発表１４テーマ

パネル出展

民間に移転して活用することで、新たな商品や

サービスを生み出す可能性を秘めた大学の「研究

シーズ」を発表あるいはパネル出展を行なうイベ

ント

３月１９日
沖縄産業支

援センター

第２回沖縄産学官連携推進

フォーラム



（株）沖縄ＴＬＯの事業概要

事　　業　　概　　要委　託　者事 業 区 分事　業　名

琉球大学との技術移転契約を締結し、発明の評価、技術
シーズの発掘と評価

琉球大学琉球大学技術移転支援事業

ライセンシング事業
琉球大学が保有する公開済み特許について、平易に解説し
たシーズ集を作成

（財）南西地域産業活性
化センター

大学等研究・技術シーズ発掘事業

県内大学の教員が有する情報分野の技術シーズをとりまと
めた。

琉球大学
先進・実践型ＩＴ産業人材育成
シーズ調査

平成18年度含蜜糖企業経営体質強化促進事業の管理法人
として提案し、採択・事業の実施

沖縄県黒砂糖共同組合
沖縄県産黒糖機能性科学的分析評
価事業

リエゾン事業

平成18年度高専等を活用した中小企業人材育成事業の管
理法人として提案し、採択・事業の実施

内閣府沖縄総合事務局
沖縄健康ブランド確立を目指した
生産・管理技術者育成事業

平成18年度地域研究開発技術シーズ育成調査事業の管理
法人として提案し、採択・事業の実施

ＮＥＤＯ
亜熱帯天然資源を用いた伝承療法
の医療技術の確立

自治体職員の研修（参加者20名）
中部広域市町村圏事務
組合

政策形成上級研修

北海道、近畿地域のバイオ企業と沖縄地域の企業との連携
構築のための支援

日本バイオ産業ネット
ワーク協会

全国バイオ産業ネットワーク形成
事業

沖縄県における知的財産戦略策定に向けた調査を実施沖縄県コンサルティング事業










