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12:00

司会：三林  浩二，中島  義和　(東京医科歯科大学）

13:00-13:10 東京医科歯科大学  生体材料工学研究所  影近  弘之 所長

13:25-13:55 ポスターセッション（１）

14:00-14:30 ポスターセッション（２）

14:35-15:05 ポスターセッション（３）

15:10-15:40 ポスターセッション（４）

15:45-16:15 ポスターセッション（５）

座長：三林  浩二，中島  義和　(東京医科歯科大学）

水酸アパタイト－天然高分子系複合材料のテラヘルツ分光とイメージング
－リン酸化オリゴ糖カルシウムの加水分解過程の追跡－

板谷  清司（上智大学・名誉教授）

ガラクト脂質？なにそれ？おいしいの？

粟井  光一郎（静岡大学・准教授）

細胞機能解析プラットフォーム構築に向けたナノデバイスの開発

遠藤  達郎（大阪府立大・准教授）

液晶性を用いた近赤外線有機フォトダイオードの開発
–フレキシブル静脈センサを目指して–

飯野  裕明（東京工業大学・准教授）

乳がん検査用CMOS近接場インパルスレーダーLSIの開発

外谷  昭洋（呉工業高等専門学校・准教授）

シリコンカーバイド（SiC）極限環境エレクトロニクスの研究開発
原子炉廃炉対応から医療応用まで

黒木  伸一郎（広島大学・教授）

1型糖尿病の新規治療方法開発の基盤研究

松本  征仁（東京医科歯科大学・准教授）

変位センサによる肺機能評価手法の研究

小野木  真哉（東京医科歯科大学・准教授）

司会：三林  浩二，中島  義和　(東京医科歯科大学）

東京工業大学  未来産業技術研究所

大竹  尚登 所長
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ポスターセッション一覧



ポスター
番号

論文タイトル 講演者 所属
アブストラクト
公開の可否

P1-01 歯を切削する技能を可視化/スコア化した評価システムの開発 奥山　弥生 東北大学大学院歯学研究科 可

P1-02 Deep Learning を用いた鉗子動作推定 源　雅彦
Tokyo Metropolitan College Of
Technology 可

P1-03 活性を損なうことなく可逆的にタンパク質を PEG 化可能な変幻自在型超
分子素材の設計

東　大志 熊本大学 否

P1-04 新規1型リアノジン受容体（RyR1）阻害剤の開発 村山　尚 Juntendo University 可

P1-05 ラジオクロミズムを呈する生体等価線量計開発 越水　正典 東北大学 否

P1-06 SPRイメージングとインピーダンスセンサによる生細胞応答解析 宇野　重康 立命館大学 可

P1-07 医用画像診断への応に向けた新規ハフニウム複合酸化物シンチレータの
開発

福嶋　宏之 奈良先端科学技術大学院大学 可

P1-08 自己発電型生体情報センサのためのフレキシブル熱電発電デバイス 池田　浩也 静岡大学 否

P1-09 大気圧プラズマを用いた歯冠補綴材料の表面処理におけるガス種と 接着
強さの関係

依田　信裕 東北大学病院 可

P1-10 合金の機械特性評価に向けたマイクロ構造体検討 澤田　宗興 立命館大学 可

P1-11 新規インテリジェト繊維の高次構造解析 神野　有沙 奈良女子大学大学院 可

P1-12 新規医療用Ti-Ni-Hf高成形性形状記憶合金 のコンビナトリアル探索 井上　慎 名古屋大学 否

P1-13 人工歯周組織ユニットの創製のためのナノバイオセラミクス化表面処理法
の開発

岡田　正弘 岡山大学大学院 可

P1-14 次世代型の人工膵臓による革新的な糖尿病治療機器の開発 菅波　孝祥 名古屋大学 可

P1-15 大気圧低温プラズマの水への照射による各種活性種の生成 安西　和紀 日本薬科大学 可

P1-16 板状Ti-Ni形状記憶合金素子の座屈後特性に及ぼす熱処理の効果 長　弘基 北九州市立大学 可

P1-17 生体親和性を有するアルミナ被服の低温合成 脇谷　尚樹 静岡大学 可

P1-18 セキュリティおよび診断機器のための高分解能Cd(Zn)Te系X/ガンマ線
検出器の開発

Volodymyr
Gnatyuk

The National Academy Of Sciences
Of Ukraine 可

P1-19 ソルボサーマル処理による有機修飾型リン酸八カルシウムの結晶学的特
性変化

後藤　知代 大阪大学 可

P1-20
自己組織化プロセスにもとづいた 自己組織化プロセスにもとづいた 自
己組織化プロセスにもとづいた 金属 ナノ ロッドアレイ の形成と 形成と 
SERS応

近藤　敏彰 愛知工科大学 可

P1-21 仮想環境を用いた音声関連忠実知覚の効果調査研究 Bill　Kapralos Ontario Tech University 可

P1-22 Effect Of Membrane Potential On Entry Of Lactoferricin B-Derived
Antimicrobial Peptide Into Single Bacterial Cells And Lipid Vesicles Farzana　Hossain Shizuoka University 可

P1-23 ナノ粒子を用いたアップコンバージョンによるバイオイメージングの開発 川井　秀記 静岡大学 可

P1-24 多孔性チタン膜間の細胞移動を利用した葉系幹積層培養 向阪　幸彦 東北大学 可

P1-25 高速・解像度三次元イメージングによる全神経細胞活動の一括定量技術
の開発

臼杵　深 静岡大学 可

P1-26 非鉛圧電体チタン酸ジルコン酸バリウム薄膜の電気特性に及ぼす残留応
力と組成の影響

鈴木　久男 静岡大学 可
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　　ポスターセッション一覧

ポスター
番号

論文タイトル 講演者 所属
アブストラクト
公開の可否

P2-01 高強度と高加工性を両立する生体用マグネシウム合金の開発 峯田　才寛 弘前大学 可

P2-02 医療及び生物医学用途イメージングデバイスと光符号 Michael　Vynnycky University Of Limerick 可

P2-03 系統的な相互システムとバイオメトリクスデバイスの開発統合 Paolo Bottoni Sapienza University Of Rome 可

P2-04 符号化開口化イメージセンサを用いた広視野レンズレスカメラの開発 中村　友哉 大阪大学 可

P2-05 表面プラズモンセンシング基板における周期的微小活性領域の形成法 阿部　晃成 室蘭工業大学大学院 可

P2-06 ナノ構造化PPy電極の作製と細胞の電気穿孔への応用 金子　新 東京都立大学 可

P2-07 ビタミンD活性を有するリトコール酸アミドの創製と構造活性相関 棚谷　綾 お茶の水女子大学 可

P2-08 光合成の修復におけるチラコイド膜脂質の機能 和田　元 東京大学 否

P2-09 反応性ポリマーを用いたプラズモン共鳴制御による高感度生体分子検出 石飛　秀和 大阪大学大学院 可

P2-10 可塑剤を添加したフレキシブル酸化物固体電解質複合膜の電気化学特性 鈴木　久男 静岡大学 可

欠番：P2-11

P2-12
Portable Visible And Near-Infrared Spatial Frequency Domain
Imaging System To Measure Skin Reactivity In Response To Noxious
Heating Using A Multi-Spectral Compound Eye Camera

Rolf Saager Linköping University 可

P2-13 鉄酸化物ナノロッド 鉄酸化物ナノロッド のグルコース検出性能比較 グ
ルコース検出性能比較 グ 中村　篤志 静岡大学大学院 可

P2-14 身近な糖を燃料とするバイオ バイオ 発電 デバイス デバイス の開発 三宅　丈雄 早稲田大学 可

P2-15 成体ブタと胎児脱細胞化組織の機能比較 根岸　淳 信州大学 可

P2-16 歯科臨床技能小型学習器による歯周治療の手技学修システムの開発 小関　健由
Tohoku University Graduate School
Of Dentistry 可

P2-17 和窒素固溶により安定化したΓ相を磁気回路に利用した磁性アタッチメント
の開発

髙田　雄京 東北大学 可

P2-18 試作Ti-20%Ag合金鋳造体の表面解析 高橋　正敏 東北大学 可

P2-19 医療用排ガスの大量処理を目的とした多層型誘電体バリヤ放電処理装置
の開発

森　結登 東京工業大学 可

P2-20 LED照明用途に向けた回折樹脂レンズにおける温度依存が回折効率に
与える影響評価

志智　亘 静岡県工業技術研究所 否

P2-21 新規プロセスおよび表面処理による高耐食ステンレス鋼の開発 堤　祐介 物質・材料研究機構 可

P2-22 電気抵抗率の精密測定による医療用Ti合金の組織解析 上田　正人 関西大学 可

P2-23 Injection Molding を用いたコアモルファス製剤の設計 :分子間相互作用
と結晶化傾向の解析

田仲　涼眞 武蔵野大学 可

P2-24 バイオメディカル応用に向けた微小光源の検討 荻原　光彦 株式会社フィルネックス 可

P2-25 Au基およびAg基マルテンサイト合金の不安定化に関する研究 松岡　由貴 奈良女子大学 可
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ポスター
番号

論文タイトル 講演者 所属
アブストラクト
公開の可否

P3-01 電子顕微鏡による含水サンプルの観察のためのDLC薄膜の開発 上月　具挙 広島国際大学 可

P3-02 レーザ加熱焦電結晶を用いた中性子源の開発 阿保　智 大阪大学 否

P3-03 緑茶由来フラボノイド により誘起される 巨大単一膜ベシクル の 破裂張
 力による 力による 力による 力による阻害

丹波　之宏 鈴鹿工業高等専門学校 否

P3-04 円偏光散乱によるがん識別の検証 西沢　望 東京工業大学 可

P3-05 生体応用のための卓越した機能を有するセラミックプロセッシングに関す
る研究

坂元　尚紀 静岡大学 可

P3-06 マウス脳深部での狙い撃ち光操作に向けた超高速空間光変調器の開発 渋川　敦史 岡山大学 否

P3-07 オンチップ細胞機能制御プラットフォーム 日比野　直也 豊橋技術科学大学 可

P3-08 仮想環境を用いた音声関連忠実知覚の効果調査研究 金武　佳明 静岡大学 可

P3-09 疎水効果による折りたたみを利用する種重合 大城　宗一郎 名古屋大学 可

P3-10 運動器再生を指向した脱細胞化心膜の再細胞化 鈴木　美加 東京医科歯科大学 可

P3-11 脱細胞化血管上での内皮細胞、平滑筋細胞の挙動 小林　真子 東京医科歯科大学 可

P3-12 深層学習による脱細胞化組織の分類と評価に関する研究 木村　剛 東京医科歯科大学 可

P3-13 機能性高分子ヒドロゲル表面の細胞接着特性評価 岸田　明泉那 宇都宮大学 可

P3-14 医薬品・生体分析への適用を目指した有機非線形光学結晶の低温THz
分光による評価 2 里園　浩 浜松ホトニクス株式会社 可

P3-15 生体ガスの分布計測を目指したイメージングシステムの開発 飯谷　健太 早稲田大学 否

P3-16 多層HfNxゲート絶縁膜を用いたMISFETに関する研究 井原　爽生 東京工業大学 可

P3-17 生体表面を均一処理するための大気圧面照射型プラズマ装置の開発 野口　剛 東京工業大学 可

P3-18 生体試料への親和性向上に向けた表面プラズモンセンシング基板のプラ
ズマ表面処理

加野　裕 室蘭工業大学大学院 可

P3-19 内視鏡用止血デバイスのための小型プラズマジェットの開発と血液凝固実
験

石川　雄大 東京工業大学 可

P3-20 口腔内マルチイオン計測に向けた全固体イオン選択電極の開発 大久保　信吾 東京工業大学 可

P3-21 生命科学応用のための高速温度制御マルチガスプラズマジェットの開発 相澤　駿輝 東京工業大学 可

P3-22 超音波を用いた骨吸収抑制薬関連顎骨壊死治療法 西村　壽晃 東北大学 可

P3-23 無損失フィードバックを用いた増幅器の設計理論 天川　修平 広島大学 可

P3-24 EMS 用太陽電池SPICE モデリングの温度因子の検討 小熊　博 富山高専 可

P3-25 生体模倣チタンナノ表面によるヒト歯根膜細胞の石灰化過程の制御 山田　将博 東北大学 否
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　　ポスターセッション一覧

ポスター
番号

論文タイトル 講演者 所属
アブストラクト
公開の可否

P4-01 構造ベース創薬に基づくCOVID-19治療薬候補化合物の探索研究 辻　一徳 分子機能研究所 可

P4-02 大気圧プラズマの照射によるマグネシウム合金の溶出特性の制御–第2
報

上本　道久 明星大学 可

P4-03 TiNi形状記憶合金におけるマルテンサイト変態初期の応力緩和挙動の解
析

寺本　武司 神戸大学 可

P4-04 プラズマによる紙幣付着細菌の殺菌およびウイルス不活化 大澤　泰樹 東京工業大学 可

P4-05 液胞輸送経路の膜交通因子のトランスゴルジ網への局在化 西村　浩二 島根大学 可

P4-06 金属ナノ粒子を用いた単電子整流デバイスの高周波特性評価 岩田　賢明 静岡大学 否

P4-07 TiO2-X熱電材料の単結晶化による高性能バルク熱電材料の作製 田中　克志 神戸大学 可

P4-08 流通医薬品の品質確保に向けたテラヘルツ分光法を用いた医薬品の品
質評価手法の開発

坂本　知昭
厚生労働省
国立医薬品食品衛生研究所

可

P4-09 薄膜デバイスを用いた人工網膜の研究 木村　睦 龍谷大学 可

P4-10 放射線によるDNA損傷とトランジスタ特性変動の相関解明 吉田　一輝 兵庫県立大学大学院 可

P4-11 単一細胞分析のための近赤外線脱溶媒ドロプレット ICP 分析装置の開
発

柳井　優作 東京工業大学 可

P4-12 生体内細胞環境計測に向けたデジタル周波数領域蛍光寿命イメージング

へのPCAの適用
小寺　美月 静岡大学 可

P4-13 生体応用へ向けた細胞機能評価スクリーニング用マイクロ・ナノパターン
の試作

宮内　昭浩 東京医科歯科大学 否

P4-14 半導体製造原料ガスのテラヘルツ分光による分析～人体への影響の観点
から～

安田　新 鶴岡工業高等専門学校 可

P4-15 ガラス、アクリル、フッ素樹脂上への模擬バイオフィルム濡れ挙動評価 平井　信充 鈴鹿工業高等専門学校 可

P4-16 CaSi2をテンプレートとしたMg2SiO4及びCaF2ナノシート束の作製 立岡　浩一 Shizuoka University 可

P4-17 非侵襲的評価のための脱細胞化組織のマーキング技術の確立 大家　渓 工学院大学 可

P4-18 Ti-Ni超弾性合金を用いた介護等補助具の形状最適化に関する研究 北村　一浩 愛知教育大学 可

P4-19 生体適合性を目指した3d遷移金属深赤色蛍光体の開発 松嶋　雄太 山形大学 可

P4-20 体外循環で利用可能な細胞捕集デバイスの開発 中村　奈緒子 芝浦工業大学 可

P4-21 埋込み層成長条件によるInAs量子ドットの発光波長制御および近赤外広
帯域光源への応用

尾崎　信彦 和歌山大学 否

P4-22 ３次元VR空間を利用した運動関連疾患の診断補助：予備的研究 李　鍾昊 公立小松大学 否

P4-23 電子線励起電流を用いた高空間分解能イオンイメージングシステム 居波　渉 静岡大学 可

P4-24 蛍光時間相関分光システム用超伝導ナノワイヤ集中定数型KID 光子検
出器の設計

明連　広昭 埼玉大学 可

  セッション4   15:10-15:40



　　生体医歯工学共同研究拠点　令和2年度成果報告会 (オンライン開催)

　　ポスターセッション一覧

ポスター
番号

論文タイトル 講演者 所属
アブストラクト
公開の可否

P5-01 微生物を利用した半導体の合成 富永　依里子 広島大学 否

P5-02 導電性高分子からなる紙製アンモニアガスセンサの開発 藤枝　俊宣 東京工業大学 可

P5-03 医学的応用のための乾燥血液スポットの老化の研究 Kateryna Zelenska Shizuoka University 可

P5-04 Amorphous Se Superlattice Structures For Future X-Ray Detectors ジョシュア D ジョン International Christian University 可

P5-05 A型ゼオライト基質のバルク状材料の開発 亀島　欣一 岡山大学 可

P5-06 大腸がんリアルタイム診断支援のためのJNET 所見分類に基づく画像
解析

道田　竜一 広島大学 可

P5-07 マイクロニードル穿刺解析用の振動支援ナノ圧子の開発 マニガネシュクマル Tokai University 可

P5-08 ワイヤレスPHセンサモジュールの高感度化 石原　昇 東京工業大学 可

P5-09 Time-Of-Flight PETに向けたMPPCのクロストーク確率評価 中森　健之 山形大学 可

P5-10 ハンクス液中のMg合金のトライボコロージョン機構 三浦　永理 兵庫県立大学 可

P5-11 機能化オーサイトの電気生理学的解析 中尾　賢治 株式会社アクパリエ 可

P5-12 特定の環境で機能する光分解性保護基の開発 平野　智也 大阪薬科大学 可

P5-13 表現形質計測システムによるシロイヌナズナの生育調査–大気圧プラズマ

処理による植物の生育促進機構の解明を目指して– 柳川　由紀 理化学研究所 否

P5-14 眼内内視鏡保持ロボットを用いた眼底のリアルタイム 3 次元復元 武山　隼人 東京工業大学 可

P5-15 生育に依存したシアノバクテリアの窒素欠乏応答 小林　康一 大阪府立大学 可

P5-16 マルチモダリティプローブによるてんかん発作の病態性脳活動計測 山川　俊貴 熊本大学 否

P5-17 細胞不均一性のリアルタイムセンシング技術の開発 寺薗　英之 鹿児島大学 可

P5-18 走査型イオン伝導顕微鏡による生体組織イメージング法の高精度化 ～帯
電試料表面の形状イメージングの影響～

岩田　太 静岡大学 可

P5-19 Inhomogeneous Microscale Acoustofluidics And Its Application For
Separation Of Bacteria From Blood Lysate Wei Qiu Lund University 否

P5-20 環境半導体Mg 2 Si結晶の自由キャリア過渡吸収 北浦　守 山形大学 否

P5-21 IPS細胞におけるウイルス感染抵抗性機序の解析の試みーナノスーツ法
と走査型イオン伝導顕微鏡を用いて

河崎 秀陽 浜松医科大学 可

P5-22 SPアンテナ付SOIフォトダイオードを用いた生体分子間相互作用の観測
における光照射系の簡素化

佐藤　弘明 静岡大学 可

P5-23 医用超音波トランスデューサへの応用に向けた水熱合成KNbO3圧電膜
とそのアドミタンス特性評価

石河　睦生 桐蔭横浜大学 可

P5-24 速度–応力時間領域差分法を用いた組織表面近傍の剪断波伝搬シミュ
レーション

田原　麻梨江 東京工業大学 可

P5-25
The Characterisation Of Tetrahydroxysubstituted Zinc Phthalocyanine
Derivative Assembled With (3R)-3-Hydroxy-4-(Trimethylamino)
Butanoic Acid For Use In Photodynamic Therapy

Tamara Potlog Moldova State University 可

P5-26 架橋 グラフェン グラフェン を用いた共振質量センサ 共振質量センサ 共
振質量センサ によるウイルス イルス の非標識検出

高橋　一浩 豊橋技術科学大学 可
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