
東京理科大学 野田キャンパス カナル会館3階会議室（交流会：同会館１階食堂)

2018年11月26日（月）

本学教職員・学生 ※学外の方も参加できます
※講演会・交流会ともに参加費無料

T E L:04-7122-9151(平日8:30-17:00)
F A X:04-7123-9763
Email:risttus2-ml@tusml.tus.ac.jp
東京理科大学 野田統括部 野田研究推進課

№ 時間 研究部門・研究センター等 講演者
# 9:00～9:10 挨拶 学長 松本 洋一郎

[領域]物質・材料
1 9:10～9:20 ナノカーボン研究部門 山本 貴博
2 9:20～9:30 先端ＥＣデバイス研究部門 板垣 昌幸
3 9:30～9:40 太陽光発電技術研究部門 杉山 睦

4 9:40～9:50 ウォーターフロンティアサイエンス＆テクノロジー
研究センター 由井 宏治

5 9:50～10:00 界面科学研究部門 酒井 秀樹
6 10:00～10:10 先進農業エネルギー理工学研究部門 渡邊 康之
7 10:10～10:25 光触媒国際研究センター、光触媒研究推進拠点 藤嶋 昭
Ⅰ 10:25～10:40 [領域]物質・材料 質疑応答
# 10:40～10:50 （休憩）

[領域]創薬・バイオ
8 10:50～11:00 脳学際研究部門 古市 貞一
9 11:00～11:10 アグリ・バイオ工学研究部門 島田 浩章
10 11:10～11:20 再生医療とＤＤＳの融合研究部門 牧野 公子
11 11:20～11:30 医理工連携研究部門 青木 伸
12 11:30～11:40 アカデミック・ディテーリング・データベース部門 小茂田 昌代

13 11:40～11:50 実践的有機合成を基盤としたケミカルバイオロジー研究部門 椎名 勇

14 11:50～12:00 ヒト疾患モデル研究センター 岩倉 洋一郎
15 12:00～12:10 トランスレーショナルリサーチセンター 樋上 賀一
Ⅱ 12:10～12:25 [領域]創薬･バイオ 質疑応答
# 12:25～13:15 （昼食）

№ 時間 研究部門・研究センター等 講演者
[領域]構造材料･機械･流体･建築 および [領域]基礎･計測
16 13:15～13:25 赤外自由電子レーザー研究センター 築山 光一
17 13:25～13:35 イメージングフロンティアセンター 曽我 公平
18 13:35～13:45 数理モデリングと数学解析研究部門 加藤 圭一
19 13:45～13:55 現代代数学と異分野連携研究部門 伊藤 浩行
20 13:55～14:05 マルチスケール界面熱流体力学研究部門 元祐 昌廣
21 14:05～14:15 先進複合材料・構造CAE研究部門 荻原 慎二

Ⅲ 14:15～14:30 [領域]構造材料･機械･流体･建築 および
[領域]基礎･計測 質疑応答

# 14:30～14:45 （休憩・コーヒーブレイク）

[領域]環境・情報・社会
22 14:45～15:00 火災科学研究所、火災安全科学研究拠点 池田 憲一
23 15:00～15:10 スペース・コロニー研究センター 向井 千秋
24 15:10～15:20 大気科学研究部門 三浦 和彦
25 15:20～15:30 超分散知能システム研究部門 滝本 宗宏
26 15:30～15:40 インテリジェントシステム研究部門 兵庫 明
27 15:40～15:50 先端都市建築研究部門 宇野 求
28 15:50～16:00 ものこと双発研究部門 関 孝則
Ⅳ 16:00～16:15 [領域]環境・情報・社会 質疑応答

[総合研究院本務教員]
29 16:15～16:23 総合研究院・阿部 正彦 教授 阿部 正彦
30 16:23～16:31 総合研究院・田沼 靖一 教授 田沼 靖一
31 16:31～16:39 総合研究院・野島 雅 講師 野島 雅
32 16:39～16:47 総合研究院・山本 学 教授 山本 学
33 16:47～16:55 総合研究院・黒田 玲子 教授 黒田 玲子
Ⅴ 16:55～17:07 総合研究院・本務教員 質疑応答
# 17:07～17:17 講評 副学長・研究推進機構長 藤代 博記
# 17:17～17:32 まとめ 総合研究院長 髙柳 英明
# 17:35～19:10 （交流会）

JR山手線 東武野田線
約5分 約10分

JR総武線 東武野田線
約14分 約10分

つくばエクスプレス
約26分

東武野田線
約52分

千葉駅 船橋駅 運河駅

大宮駅 運河駅

JR総武線
約15分

アクセス
〒278-8510　千葉県野田市山崎2641
■東武野田線（東武アーバンパークライン）「運河」駅下車、徒歩5分

つくばエクスプレス
約26分

東武野田線
約45分

東京駅 秋葉原駅
流山おおた
かの森駅 運河駅

新宿駅 秋葉原駅
流山おおた
かの森駅 運河駅

東京理科大学総合研究院は、本学における分野横断的横型研究の活性化、学内・外の壁を取り払っ
た共同研究の推進、並びに社会との連携の強化等を実現することを目的として設置されました。
本フォーラムでは、各研究センター、研究部門、共同利用・共同研究拠点および総合研究院の本務教
員が最新の研究成果を発表します。これについて徹底した意見交換を行い、更なる連携の可能性を探り、
「日本の理科大から世界の理科大へ」躍進を始めた大学の研究組織としてグローバルな視点に立ち、意欲
的な研究活動の発展を目指します。


Sheet2

				アクセス
〒278-8510　千葉県野田市山崎2641
■東武野田線（東武アーバンパークライン）「運河」駅下車、徒歩5分

				東京駅		JR山手線		秋葉原駅		つくばエクスプレス				流山おおたかの森駅		東武野田線		運河駅

						約5分				約26分						約10分



				新宿駅		JR総武線		秋葉原駅		つくばエクスプレス				流山おおたかの森駅		東武野田線		運河駅

						約14分				約26分						約10分



				千葉駅		JR総武線				船橋駅		東武野田線						運河駅

						約15分						約45分



				大宮駅		東武野田線												運河駅

						約52分 ヤク フン







Sheet1

		№		時間 ジカン		研究部門・研究センター等 ケンキュウ ブモン ケンキュウ トウ		講演者 コウエン シャ				№		時間 ジカン		研究部門・研究センター等 ケンキュウ ブモン ケンキュウ トウ		講演者 コウエン シャ

		#		9:00～9:10		挨拶　　学長 アイサツ ガクチョウ		　藤嶋　昭 フジシマ アキラ				[領域：創薬・バイオ] リョウイキ ソウヤク

		[領域：物質･材料] リョウイキ ブッシツ ザイリョウ										17		13:30～13:40		アグリ・バイオ工学研究部門 コウガク ケンキュウ ブモン		島田　浩章 シマダ ヒロアキ

		1		9:10～9:20		先端ＥＣデバイス研究部門 センタン ケンキュウ ブモン		板垣　昌幸				18		13:40～13:50		再生医療とＤＤＳの融合研究部門		牧野　公子

		2		9:20～9:30		太陽光発電技術研究部門 タイヨウコウ ハツデン ギジュツ ケンキュウ ブモン		杉山　睦				19		13:50～14:00		医理工連携研究部門 イ リコウ レンケイ ケンキュウ ブモン		早瀬　仁則

		3		9:30～9:40		ウォーターフロンティアサイエンス研究部門 ケンキュウ ブモン		本間　芳和				20		14:00～14:10		アカデミック・ディテーリング・データベース部門 ブモン		小茂田　昌代

		4		9:40～9:50		分子連関相乗系研究部門		宮村　一夫 ミヤムラ カズオ				21		14:10～14:20		バイオオルガノメタリクス研究部門		鍜冶　利幸

		5		9:50～10:00		界面科学研究部門 ブモン		河合　武司				22		14:20～14:30		創薬フロンティア研究部門		田沼　靖一

		6		10:00～10:10		未利用熱エネルギー変換研究部門		西尾　圭史				23		14:30～14:40		トランスレーショナルリサーチセンター		樋上　賀一

		7		10:10～10:20		ナノカーボン研究部門		山本　貴博				24		14:40～14:50		キラリティー研究センター		椎名　勇

		8		10:20～10:35		光触媒国際研究センター、光触媒研究推進拠点 ヒカリ ショクバイ ケンキュウ スイシン キョテン		藤嶋　昭 アキラ				25		14:50～15:00		戦略的環境次世代健康科学研究基盤センター		武田　健

		Ⅰ		10:35～10:50		領域[物質･材料]　　質疑応答 リョウイキ シツギ オウトウ						Ⅲ		15:00～15:15		領域[創薬・バイオ]　　質疑応答 リョウイキ シツギ オウトウ

		[領域：環境･情報･社会] リョウイキ カンキョウ ジョウホウ シャカイ										#		15:15～15:30		（休憩）

		9		10:50～11:05		火災科学研究センター、火災安全科学研究拠点 カサイ アンゼン カガク ケンキュウ キョテン		辻本　誠				[領域：構造材料･機械･流体･建築]および[領域：基礎･計測] リョウイキ コウゾウ ザイリョウ キカイ リュウタイ ケンチク

		10		11:05～11:15		次世代データマイニング研究部門		西山　裕之				26		15:30～15:40		マイクロ・ナノ界面熱流体力学国際研究部門		元祐　昌廣

		11		11:15～11:25		山岳大気研究部門		三浦　和彦				27		15:40～15:40		赤外自由電子レーザー研究センター		築山　光一

		12		11:25～11:35		インテリジェントシステム研究部門		兵庫　明				28		15:50～15:50		先端ホログラフィ技術研究開発センター		山本　学

		13		11:35～11:45		長万部地域社会研究部門		友岡　康弘				29		16:00～16:00		量子生命情報研究部門		渡邉　昇

		14		11:45～11:55		先端情報通信研究部門		伊丹　誠				30		16:10～16:10		イメージングフロンティアセンター		須田　亮

		15		11:55～12:05		先端都市建築研究部門 センタン トシ ケンチク ケンキュウ ブモン		宇野　求				31		16:20～16:20		数理モデリングと数学解析研究部門		太田　雅人

		16		12:05～12:15		ものこと双発研究部門		田中　芳夫				Ⅳ		16:30～16:45		領域[構造材料･機械･流体･建築]および領域[基礎･計測]質疑応答 リョウイキ シツギ オウトウ

		Ⅱ		12:15～12:30		領域[環境･情報･社会]　　質疑応答 リョウイキ シツギ オウトウ						[総合研究院専任教員] ソウケン センニン キョウイン

		#		12:30～13:30		（昼食）						32		16:45～16:53		総合研究院・阿部正彦教授 ソウゴウ ケンキュウ イン アベ マサヒコ キョウジュ		阿部　正彦 アベ マサヒコ

												33		16:53～17:01		総合研究院・坂口謙吾教授 ソウゴウ ケンキュウ イン サカグチ ケンゴ キョウジュ		坂口　謙吾

												34		17:01～17:09		総合研究院・髙柳英明教授 ソウゴウ ケンキュウ イン タカヤナギ ヒデアキ キョウジュ		髙柳　英明

												35		17:09～17:17		総合研究院・渡部俊太郎教授 ソウゴウ ケンキュウ イン ワタナベ シュンタロウ キョウジュ		渡部　俊太郎

												36		17:17～17:25		総合研究院・野島雅講師 ソウゴウ ケンキュウ イン ノジマ ミヤビ コウシ		野島　雅

												37		17:25～17:33		総合研究院・黒田玲子教授 ソウゴウ ケンキュウ イン クロダ レイコ キョウジュ		黒田　玲子 クロダ

												Ⅴ		17:33～17:46		総合研究院・専任教員　　質疑応答 ソウケン センニン キョウイン シツギ オウトウ

												#		17:46～17:56		講評　　　副学長・研究推進機構長 コウヒョウ フクガクチョウ ケンキュウ スイシン キコウ チョウ		　森口　泰孝 モリグチ ヤスタカ

												#		17:56～18:10		まとめ　  総合研究院長 ソウケン チョウ		　福山　秀敏 フクヤマ ヒデトシ

												#		　 18:15～		交流会
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