
特別講演①
10：30～11：30

［アグリ］ ［ライフサイエンス］ 水圏生物, 生物多様性, 遺伝的多様性, DNA分析, イメージング, fMRI, 脳, 心, 精神, 自己, 意識, 加速度センサ, 気圧センサ, エネルギー消費量, 歩幅, 衝撃波, 血管新生, 再生医療, 狭心症, 心筋梗塞, 末梢動脈疾患, リンパ浮腫, 分子イメージング, がん, 認知症, 超早期診断, 超音波, 動態計測, 
粘弾性, 心臓, 血管, 循環器, 低侵襲治療, 内視鏡, レーザ治療, 中空光ファイバ, 赤外レーザ, アルツハイマー病, 分子イメージング, バイオマーカー, アミロイド, タウ, 超音波, 高血圧, 疲労, ストレス, 自律神経, 睡眠, 鎮痛, 予防医療, 統合医療, 補完代替医療, 音響, 波動, 微細エネルギー, PVA,動脈瘤, ステント, 血流, コンピュータ
シミュレーション, 低侵襲治療, マイクロマシニング, MEMS, カテーテル, 内視鏡, ヘルスケア, 高齢者, 肺炎, 喘息, COPD, 認知症, ACE阻害薬, 老年医学, 呼吸器病学, トランスジェニックフィッシュ, iPS細胞, GFP, メダカ, ゼブラフィッシュ, 食中毒, 下痢性貝毒, オカダ酸, ディノフィシストキン, オカダ酸結合タンパク質, 定量キット, 顕微
計測, 生体分子計測, 乳がん, ホルモン, エストロゲン, 免疫組織化学, アロマターゼ, 応答遺伝子, ステロイド, がん, 腫瘍, 化学療法, がん遺伝子, がん抑制遺伝子, 分子診断, 分子標的治療, バイオマーカー, ノビレチン, シネンセチン, 内在性標的分子, 抗アルツハイマー病作用, アミロイドベータ, 記憶障害改善, イネ, アブラナ, 種子生
産向上, 受粉反応, 環境ストレス耐性作物, 健康長寿, 脳機能イメージング, 認知介入, 栄養介入, 運動介入, 生殖補助医療, ゲノムインプリンティング, DNAメチル化, PCR-Luminex法, ヒト精子, 網膜, 眼疾患, デバイス, ドラッグデリバリーシステム, 組織幹細胞, 肺, 再生医療, 臓器間ネットワーク, 肥満, 基礎代謝, 食欲, バイオデバ
イス,  バイオLSI, マイクロアレイ, 血小板, 造血系, 骨髄抑制, がん, リンパ節, 転移, 超音波, 診断, 治療, ナノバブル, PET, 分子イメージング, レーザー, 予防, 判定, ウェアラブルセンサ, 歩行, 関節角度, 運動, 健康, 触覚・触感, センサ, センサシステム, 信号処理, 多機能化, 組換えタンパク質設計, 分子進化工学, ペプチド, 抗体, バ
イオミネラリゼーション, バイオリファイナリー, 超音波, 集束, 治療, マイクロバブル, 標的組織, 医用イメージング, 超音波, 生体組織, 細胞, 超音波顕微鏡, 皮膚, エイジング, アレイ, 薄膜, 半導体集積回路, 生体信号処理, ヘルスケア, 三次元集積化技術, 神経プローブ, 人工網膜, マルチセンシングバイオFET, 自然免疫, 創薬, 天然
化合物, 構造活性相関, ショウジョウバエ, 自然免疫, 感染症, 炎症, TSLP, 恒常的産生細胞, ケラチノサイト株, 認知症, 脳科学, 生体材料, リン酸カルシウムセラミックス, 高分子, 骨再生, 再生医療, リン酸オクタカルシウム, 生体情報, モニター, 口腔, 歯科補綴装置, CAD/CAM, 咬合, 咬合の精度, Targeted Absolute 
Proteomics, Transporter, Enzyme, Receptor, Drug discovery, Pharmacoproteomics, 質量分析, 蛋白質絶対定量, バイオマーカー, 低温プラズマ, ナノカーボン, ナノ粒子, 遺伝子導入, プラズマアグリ, インタフェース, ユーザビリティ, 脳機能イメージング, fMRI, NIRS, 麹菌, 酵母, 異種タンパク質, 分泌生産, プロテアーゼ, 
植物病原体, 病害抵抗性, プラントアクティベーター, 農薬, オキシトシン, オキシトシン受容体, 自閉症, 社会行動, ブレインサイエンス, 植物育種, 一塩基多型, DNAマーカー選抜, 低コスト分析, 肥満, 脂質代謝, 食品, 動脈硬化予防, イムノバイオティクス, イムノジェニクス, 腸管免疫評価系, パターン認識受容体, ブタ, 神経再生, 神経
変性, 神経栄養因子, 運動ニューロン, 筋萎縮性側索硬化症, ALS, 肝細胞増殖因子, HGF, 分子イメージング, PET, 分子プローブ, 自動合成, マイクロリアクター合成, 膵島移植, 異分野融合, トランスレーショナルリサーチ, 細胞治療, 遠隔医療, モバイル通信, 電子診療鞄, 自律神経機能センサ, ストレス評価, 感覚モダリティ, 感
性情報処理, 情緒障害, 心の健康, 神経幹細胞, 神経前駆細胞, ドーパミン神経, パーキンソン病, 脳梗塞, MRIモニタリング, ドラッグデリバリーシステム, 中枢神経系, 脳腫瘍, 天然物合成, 固相合成, コンビナトリアル合成, 化合物ライブラリー, イメージング, 蛍光, ナノ, 粒子, がん, DDS, 診断, 糖尿病, 骨格筋, 培養細胞, 運動, イ
メージング, 血圧反射機能, メタボリックシンドローム, 高血圧症, 生活習慣病, 非侵襲, 歯科用磁性アタッチメント, 窒素固溶体, ニッケルフリー, 磁気回路, ステンレス鋼, プロバイオティクス, 乳酸菌, ヒト腸管付着性, 細胞表層レクチン, 炎症性腸疾患, 有機化学, 合成化学, 天然有機化合物, 不斉合成, 有機触媒, モノクローナル抗体, 
腫瘍特異的, 糖鎖, エピトープ, 立体構造, 抗体医薬, 腫瘍マーカー, 不斉合成, 光学活性化合物, 有機分子触媒, 触媒, 医薬品合成, 骨代替材料, 骨再生, リン酸オクタカルシウム, コラーゲン, 再生医療, 医療, バイオ関連機器, 高血圧, 先端機能デバイス, 創薬, 臨床開発, 虚血性疾患, 酸素センサー, 化合物最適化, プロリル
水酸化酵素, PHD, 低酸素誘導因子, HIF-a, がん, 微小球, 放射線治療, 低侵襲治療, β線, オプトジェネティクス, 光遺伝学, チャネルロドプシン, 神経細胞, ゼブラフィッシュ, 脳卒中, 片麻痺, 経頭蓋磁気刺激, 経頭蓋直流電気刺激, 血管新生, がん, 眼内血管新生病, バゾヒビン, 生体リズム, 生体信号, 睡眠, 神経生理学, デジ
タル信号処理, PET, SPECT, 脳, MRI, 発達, 加齢, 生活習慣, 遺伝子, イネ, オオムギ, コムギ, 低温障害, 冷害, 高温障害, 花粉形成, 雄性不稔, ビタミンＫ, ビオチン, 亜鉛, 米糠, 味覚受容体, 一塩基多型, 味覚生理学, 炭酸脱水酵素, 味覚障害の診断, ヒト腫瘍, 放射線耐性, 治療, ポジトロン断層法, PET, 画像診断, 薬物
作用, 神経科学, 運動生理学, 健康科学, モーションキャプチャ, リアルタイム, 三次元運動, 運動解析, 動作解析, がん治療, 低酸素, PET, 放射線治療, FRP170, バイオフィルム, 齲蝕, 歯周病, 口臭, 誤嚥性肺炎, 細菌性劣化, ゲノミクス, メタボロミクス, バイオマテリアル, 嫌気実験, 成育限界, 早産, 後遺症なき生存, 胎盤循環, 体
外式補助循環, ポンプレス, 内皮細胞, 透過性, 特異摂動論, 均質化法, ドラッグスクリーニング, iPS細胞, 口腔粘膜, 歯肉, 再生医療, iPS細胞, 腫瘍化抑制, 骨組織再生, 細胞移植治療, 再生医療, 骨吸収抑制, 破骨細胞, 骨粗鬆症, 骨再生, 増養殖種苗生産, 発生, 遺伝子, 概日リズム, 栄養素, 蛍光顕微鏡, 行動と神経活
動の自動記録, ROI設定自動化, 動く細胞の静止化, ビジュアルサーボ, クリプトスポリジウム, 原虫, 腸管細胞培養, 感染性, 薬剤評価, 神経再生, 末梢神経障害, 脊髄損傷, 多発性硬化症, ミエリン, 髄鞘, 筋衛星細胞, 筋幹細胞, 筋ジストロフィー, 骨格筋再建, 乳がん検診, 超音波, マンモグラフィ, ランダム化比較試験, breast 
cancer screening, ultrasonography, mammography, RCT, 機能的電気刺激, FES, 運動機能, 運動麻痺, 自立, ウェアラブルセンサ, Ｘ線, 画像診断, 位相, がん, リウマチ, ＣＴ, ユビキチン化, 発がん, タンパク質分解, HIV, anti-viral agent （抗ウイルス剤）, resistance (耐性）, 縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー, DMRV, 
N-アセチルノイラミン酸, N-acetylneuraminic acid, 魚, 鮮度, 安全性, K値, 鮮度チェッカー, ヒスタミン, ジゼロシン, V-1, 分子標的治療薬, molecularly targeted drugs, がん細胞の増殖・転移, proliferation and metastasis of malignant cancer cells, ヒスタミン, histamine, 遺伝子ノックアウト, gene knockout, 抗ヒスタミン, 
antihistamine, アジドチミジン(AZT), ミトコンドリア機能不全症, 酸化ストレス検討モデル, 多剤耐性, 緑膿菌, 抗生物質, antibiotics, multi-antibiotic resistance, Pseudomonas aeruginosa, 血管内治療, Interventional Radiology, カテーテル, Catheter, ステント, Stent, アルツハイマー病, ポジトロンエミッショントモグラフィ
（PET）, 光イメージング, アルツハイマー病, 微小管, 薬剤, ノックアウトマウス, 結晶, Prolyl isomerase, Pin1, Cancer, Alzheimer, Diabetes, Immunity, Drug Discovery, Diagnosis, プラズマ殺菌, 大気圧プラズマ, 輸送, 化学種, 滅菌, 不活化, 生体反応, 細菌, ウイルス, 細胞, 医療機器開発, 外科, 低侵襲機器, トランス
レーショナルリサーチ, 脳卒中, 脳梗塞, 薬物療法, apoplexy, cerebral infarction, medical therapy, アンチセンス, antisense, 核酸医薬, 遺伝子発現制御, オリゴヌクレオチド, oligonucleotide, 傾斜遠心顕微鏡, Inclined Centrifuge Microscope, 血球, Blood Cells, 摩擦, Friction, 抗病性, 育種改良, 飼料添加物, ブタ, 
マウス, 海藻, 甘草, disease resistance, animal breeding, antibiotic, pig, mice, seaweed, licorice, 養殖, ヒラメ, トラフグ, 発生工学, 多能性, 種苗, 多成分拡散, タンパク質, 結晶成長, Multicomponent diffusion, Protein, Crystal Growth, 食品機能性, 抗菌剤, antibiotics, 抗真菌剤, antifungal, ゲノム, genome, 
探索, screening, 三次元細胞培養, 3D cell culture, スフェロイド, spheroid, 培養装置, culture device, 幹細胞, stem cell, 再生医療, tissue engineering, 人工タンパク質設計, 抗体医薬, 材料認識, バイオインターフェイス分子, artificial protein design, therapeutic antibody, material recognition, bio-interface 
molecule, 臓器間ネットワーク, inter-organ communication, 糖尿病, diabetes, 膵β細胞, pancreatic beta cells, インスリン, insulin, 膜透過性ペプチド, Cell-penetrating peptides, CPP, 一分子ナノイメージング, Single molecular nano-imaging, 膜透過性ペプチド受容体, CPP-receptor, 代謝解析装置, 脂肪組織, 酸
素消費量, エネルギー産生量, 肥満, Metabolic analyzer, adipose tissue, oxygen consumption, energy expenditure, obesity, energy metabolism, 糖尿病, メタボ, 生活習慣病, ジェネリック, 薬剤決定支援, システム, プログラム, ソフトウエア, Diabetes, Metabolic syndrome, drug design, software, program, 
generic, 組織幹細胞, 再生医療, 細胞治療, 保存液, 細胞培養, 歯科用合金, 生体材料, 抗菌性, バイオフィルム, dental alloy, biomaterial, antibacterial, biofilm, 応用脳科学, Advanced Brain Science, 脳機能マッピング, Functional Brain Mapping, 認知介入, Cognitive Intervention, 発達認知神経科学, 
Developmental Cognitive Neuroscience, 脳健康科学, Brain Health Science, ソフト水熱プロセス, soft-hydrothermal processing, 内毒素, Endotoxin, Lipopolysaccharides, 失活, inactivation, 高圧蒸気滅菌法, autoclave sterilization, ソフト水熱プロセス, soft-hydrothermal processing, RNase, 
ribonuclease, 不可逆的熱失活, Irreversible thermoinactivation, 高圧蒸気滅菌法, autoclave sterilization　［情報通信］ eラーニング, 遠隔教育, 成長型教授設計, インストラクショナルデザイン, 対話型授業, マルチメディア教材, 三次元集積回路, 光電子集積システム, バイオ融合集積システム, スピントロニクス, 論理集積
回路, 省エネルギー, MANET, DTN, アドホック, スマートフォン, リレー, M2M, テラヘルツ, グラフェン, プラズモン, トランジスタ, レーザー, ナノ・ヘテロ構造, 変復調, 適応等化, 多重, 分散アンテナネットワーク, 画像処理, 画像認識, コンピュータビジョン, 生体認証, 暗号, サイドチャネル攻撃, 情報セキュリティ, 不揮発ロジック, バラつき補
正, 再構成可能回路, 視覚情報処理, 量子情報, 量子通信, 量子暗号, 量子もつれ, 磁性材料, 磁気異方性, 磁歪(磁気ひずみ), 磁性薄膜, 磁気センサ, 磁気アクチュエータ, ワイヤレスセンサ, マイクロマシン, 医用ロボット, 情報ストレージ, 磁気記録, ハードディスク装置, データセンター, プログラミング言語, 言語とデータベースの連
携, 高信頼ソフトウェア, 超高速光通信, コヒーレント光通信, 光ファイバ, 超短光パルス, 超高速レーザ, 聴覚ディスプレイ, 音響, 音空間, バーチャルリアリティ, 音像定位, 知能システム, リアルワールド応用, 新概念リコンフィギャラブルVLSI, 最適アルゴリズムの適応選択, 信号処理, 画像処理, 映像処理, 線形システム理論, 回路網理
論, コンピュータアーキテクチャ, 高性能計算, スーパーコンピュータ, スーパーコンピュータ応用, シミュレーション, プログラミング言語, 関数型言語, 並行プロセス計算, "集積エレクトロニクス, 集積回路, 先端メモリ, 300mm対応クリーンルーム施設, 省エネデバイス", 認証応用, 無線LANローミング, WiFi, アクセス制御, eduroam, 計算
理論, アルゴリズム理論, ビッグデータ科学, データマイニング, 幾何学情報処理, 離散数学, 最適化理論, ネットワーク理論, イメージセンサ, CMOSデバイス, 半導体プロセス, 計測・評価, 製造技術, 自然言語処理, 情報分析, 意見分析, テキストマイニング, ビッグデータ, ソーシャルメディア, 情報信頼性, 衛星通信, マイクロ波, 無線通
信, 携帯電話, RFIC, ビデオストリーム, コンテンツ配信, ストリーミング, トラヒック観測, ネットワークセキュリティ, パターンマッチング, 電流モード回路, 非同期式, NoC, ディペンダブル・エア, 無線通信, 無線LAN, 三次元実装, ヘテロジニアスネットワーク, dependable air, 音声認識, Speech recognition, 音声処理, Speech 
processing, 音楽情報処理, Music information processing, 音声符号化, Speech coding, 音声通信, Speech communication, ヒューマンインタフェース, バーチャルリアリティ, 立体ディスプレイ, 3次元, デジタルコンテンツ, インタラクション, エンタテインメントコンピューティング, ミリ波, イメージング, パッシブ, センサー, アンテナ, CGM, 
UGC, コンピュータビジョン, コンテンツ検索, コンテンツ流通, 人間の知覚, Human Perception, 図と地, Figure and Ground, 多義的表現, ambiguous representation, 社会的メッセージ, Social Message, 表示デザイン, Display Design, アナログ回路設計, ディジタル回路設計, Mixed-Signal集積回路, System on a Chip 
(SoC), 設計生産性, CMOS集積回路, 液晶ディスプレイ, Liquid Crystal Display, 偏光制御技術, Polarization Control Technology, 反射型ディスプレイ, Reflective Display, 低消費電力, Low Power, 三次元立体ディスプレイ, 3D Display, 高臨場感コミュニケーション, ultra-realistic communication, 脳型計算機, 量
子コンピュータ, 超伝導SFQコンピュータ, 強磁性半導体, スピントロニクス, 論理集積回路　［ナノテク］ 電子ビーム積層造形, 金属積層造形, Additive manufacturing, 3Dプリンター, 素形材製造技術, 多孔質炭化ケイ素, SiC多孔質セラミックス, 結晶, 半導体, 欠陥, 不完全性, 原子構造, 軟X線, 顕微鏡, 高分解能, 広視野, 
窒化物半導体, 窒化ガリウム, 有機金属気相成長, 太陽電池, 半導体レーザ, 発光ダイオード, 光通信, 強磁場, 磁場配向, 強磁場中熱処理プロセス, 非破壊評価, 超音波, 閉じたき裂, サブハーモニック波, 映像化, ナノ粒子, 微粒子, 液相合成, ゲル-ゾル法, ハイブリッドナノ粒子, 半導体レーザ, ナノイメージング, バイオフォトニクス, 
スピントロニクス, 磁気抵抗素子, 磁性材料, テラヘルツ, スピンダイナミクス, パルスレーザー, 磁気光学効果, X線, 非破壊検査, 位相, 小角散乱, イメージング, 断層撮影, トモグラフィ, CT, シンチレータ, 圧電結晶, 単結晶成長, 透明セラミックス作製, 酸化物結晶, ハロゲン化物単結晶, 放射線検出器, 圧電センサー, 医療画像装置, 
破壊予知, 破壊制御, 物性の設計と評価, 信頼性, 非破壊検査, 金属錯体, 量子効果, 磁性, 伝導性, 光物性, 半導体ソフトエラー, 放射線損傷, Radiation damage, 粒子, 膜, 機能, 単分散, 複合, スピントロニクス, カーボンナノチューブ, アルミナ, 複合材料, 耐摩耗, 潤滑, 電磁波吸収, 電気伝導性, フォトセラミックス, 環境調和
プロセス, 蛍光体, 光触媒, 水溶液プロセス, 径偏光ビーム, レーザー加工, ナノイメージング, 有機・高分子材料, 有機ナノ結晶, 高分子ハイブリッドナノ結晶, 非線形光学材料, ナノフォトニクス材料, 共役高分子, ポリジアセチレン, 電子顕微鏡, 電子線ホログラフィー, 電磁場解析, 局所導電性評価, 電子顕微鏡, 収束電子回折, 電
子エネルギー損失分光, 軟X線発光分光, 金属・合金材料系, 組成組織制御金属素材, スピントロニクス, スピン流, エレクトロニクス, 材料創製, ナノ磁性, 低環境負荷ワイドギャップ半導体, 窒化物半導体, 酸化亜鉛, 先端計測技術, 励起反応場, ナノデバイス要素, 界面創成, 光触媒, 環境浄化, 省エネルギー, チタン, 可視光応
答性, 生体材料, 磁性材料, ナノ結晶合金, アモルファス合金, 非平衡材料, MEMS, マイクロ光学, レーザー計測, 光センサ, 形状記憶合金, 超弾性材料, 光デバイス, ナノフォトニクス, 光フィルタ, ナノインプリント, 微細加工, メタマテリアル, 原子間力顕微鏡, ナノ力学物性, 高分子, 生体分子, 相変化メモリ, 不揮発性メモリ, phase 
change memory, 欠陥, 不純物クラスター, 三次元アトムプローブ, 陽電子, ナノ, 材料分析, 顕微鏡, 脱成分法, ナノポーラス・多孔質材料, 電極, 触媒, フィルター, 生体材料, 金属系バイオマテリアル, レーザーCVD, セラミックスコーティング, アルミナ, Hard coating, Alumina, マイクロ波, 材料プロセッシング, 窒化物コーティング, セ
ラミックス, 粉末冶金, 焼結, 金属ナノ粒子, 金属極細線, ジュール熱, 溶接, 切断, 機能性素子, 粒界工学, 粒界性格分布, 対応粒界, ステンレス鋼, 腐食, 応力腐食割れ, クリープ寿命, 溶接, 酸化物ナノチューブ, 赤外分光計測, 陽極酸化, 有機分子, センサ, トランジスタ, 有機デバイス, バイオアッセイ, グラフェン, CMOS, トランジス
タ, テラヘルツ, SiC, epitaxy, gas-source MBE, 表面力測定, 分子組織化学, 固-液界面, ナノ構造, 高分子, 束縛液体, マクロクラスター, ナノレオロジー, ナノトライボロジー, 電気化学表面力装置, 放射線検出器, 臭化タリウム, TlBr, PET, SPECT, 化合物半導体, 結晶成長, コンプトンカメラ, 超臨界, ナノ粒子, 有機修飾, ハイ
ブリッド, 多孔質金属, 触媒, 酸化, MEMS, 半導体, センサ, マイクロシステム, アクチュエータ, ナノカーボン, グラフェン, 水素貯蔵材料, 二次電池, 電気二重層キャパシタ, 電極材料, ナノインプリント, ナノファブリケーション, フォトポリマー, 単分子膜工学, レジスト高分子材料, メタマテリアル, 透明導電膜, 離型技術, 材料プロセッシング, 
化学熱力学, 高温融体物性, 結晶成長, MEMS, センサ, アクチュエータ, 音響共振子, 圧電デバイス, マイクロエネルギー, ウェハレベルパッケージング, 集積化, 微細加工, ナノ磁性体, 渦状態, 磁化反転過程, Si半導体, 酸化物半導体, SiCパワーデバイス, 太陽電池, FPD, タッチパネル, コールドスプレー, 補修, コーティング, 経年
劣化, 信頼性と安全性, 準結晶, 金属触媒, 電子構造, 組織制御, スピントロニクス, ホイスラー合金, トンネル磁気抵抗効果, 生体磁気センサ, 均質合金ナノ粒子, 二酸化チタン, TiO2, 透明導電膜, 透明導電体, ナノ構造, 伝導, 超伝導, 磁性, フォノン, 電子デバイス, 熱電変換, 金属製錬, 物質フロー分析, 熱力学, 高温物理化
学, 反応速度, MEMS, マイクロシステム, センサ, イオン伝導体, 燃料電池, リチウム電池, 酸素分離膜, 酸化物ナノ粒子, 水素製造, 金属材料, 組織制御, 加工熱処理, 超強加工, 強靱化, 表面硬化, 鉄鋼, 先端解析技術, ネオジム磁石, レアメタル, ジスプロシウム, 保磁力, 最大エネルギー積, ナノコンポジット, ナノ粒子, 電磁波吸

Tohoku  Un i v e r s i t y  Innovat i o n  Fa i r  2 014  Dec .
東北大学イノベーションフェア2014  Dec.

12/4 ○ 10：00～17：00   仙台国際センター木 参加無料

■全ブース紹介プレゼン 各10分間  11：40～15：00■特別講演① 10：30～11：30
さりげないセンシングと
「日常人間ドック」で実現できる社会
～ヘルスケアビッグデータを活用した個別化予防の推進～
高山 卓三／東北大学革新的イノベーション研究機構長・客員教授
（株式会社東芝　ヘルスケア医療推進部　ライフサイエンス部長）

消費増税後の景気動向と企業経営
～「つなぐ力」が未来をつくる！～
山口 義行／立教大学経済学部教授

全てのブースが展示内容の紹介をプレゼンテーション形式で実施

◎仙台駅西口バスプール  9番 乗り場から下記路線（約10分）で
「博物館・国際センター前」下車

◎仙台駅西口からタクシーで約7分／徒歩で約30分

　　 宮教大 ・青葉台 　　 　宮教大・成田山　 　　宮教大
 　　動物公園循環（青葉通・工学部経由）　 　　交通公園・川内営業所」

http://www.rpip.tohoku.ac . jp/inv/

最 先 端 研 究 シ ー ズ と 社 会 ニ ー ズ の 出 会 い の 場

［同時開催］  産学官連携フェア 2014 Dec. みやぎ

■特別講演② 15：00～16：00

■スケジュール ■アクセスマップ

■特別展示
「東北大学復興アクション」-8つのプロジェクト-の紹介

■一般展示 計８分野41ブース
アグリ／ライフサイエンス／情報通信／ナノテク・材料／ものづくり／
環境・エネルギー／社会基盤／その他

■産学マッチング（予約制）
教員との個別相談が可能（ＷＥＢサイトから予約）
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会場1 〈橘〉 会場2 〈萩〉
10：00 ＯＰＥＮ

17：00 ＣＬＯＳＥ

会場3 〈白橿〉

全ブース紹介プレゼン
（各10分間）
［一般展示］
11：40～15：00

全ブース紹介プレゼン
（各10分間）
［一般展示］
11：40～15：00

全ブース紹介プレゼン
（各10分間）
［特別展示］
11：50～14：20

N

特別講演②
15：00～16：00



東北大学イノベーションフェア事務局（産学連携推進本部）
〒980-8577 仙台市青葉区片平2-1-1
TEL：022-217-6043
E-mail：g-soudan@rpip.tohoku.ac.jp教員との個別相談が可能（WEBサイトから予約）

東北大学イノベーションフェア2014  Dec.展示テーマ

■特別展示

1

2

3
4

5

6

7
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■ライフサイエンス

災害科学国際研究推進プロジェクト：
社会に役立つ「実践的防災学」のアプローチ 
－災害科学国際研究所3年目の成果－
災害科学国際研究所 教授 丸谷 浩明

アルツハイマー病のタウイメージング
加齢医学研究所 教授 工藤 幸司　教授 荒井 啓行

環境エネルギープロジェクト：
東北復興次世代エネルギー研究開発機構の紹介
環境科学研究科 教授 田路 和幸

情報通信再構築プロジェクト：
災害に強い情報通信インフラの研究開発と
社会実装に向けて
電気通信研究機構長 中沢 正隆

東北マリンサイエンスプロジェクト：
科学の力と地元との連携による
漁業イノベーションを目指して
農学研究科 教授 木島 明博

放射性物質汚染対策プロジェクト①：
放射性物質によって汚染された
生活環境の復旧技術の開発
工学研究科 リサーチプロフェッサー 石井 慶造

放射性物質汚染対策プロジェクト②：
被災動物の包括的線量評価事業
加齢医学研究所 教授 福本 学

地域産業復興支援プロジェクト：
震災復興に向けた東北地域産業の
調査研究と革新的プロデューサーの育成
経済学研究科 センター長・教授 藤本 雅彦

復興産学連携推進プロジェクト①：
東北発 素材技術先導プロジェクト
産学連携推進本部/
　WPI-AIMR/多元物質科学研究所 教授 栗原 和枝
　金属材料研究所 教授 牧野 彰宏
　多元物質科学研究所 教授 中村 崇 

復興産学連携推進プロジェクト②：
次世代自動車宮城県エリア
－大学発の新製品・新システムの開発－
産学連携推進本部/
　㈱ICR プロジェクトディレクター中塚 勝人　NICHe 教授　宮本 明

復興産学連携推進プロジェクト③：
知と医療機器創生宮城県エリア
産学連携推進本部/㈱ICR プロジェクトディレクター 後藤 順一

産業糸状菌を用いた有用物質生産
農学研究科/NICHe 教授 阿部 敬悦

徐放性粉末魚油の製造技術開発
農学研究科 教授 宮澤 陽夫

麹菌を宿主とした有用物質高生産システム開発
農学研究科 教授 五味 勝也　特任助教 田中 瑞己

食品研究プラットホーム
～東北食品産業のための戦略的食品研究開発～
農学研究科 教授 藤井 智幸

農学研究科 東北復興農学センター
（研究コア部門）
東北復興農学センター（研究コア部門） 教授 中井 裕

マイクロ波・超音波を利用したものづくり
～非平衡材料プロセッシング～
工学研究科 教授 滝澤 博胤　准教授 林大和

流体科学研究所 
ナノ・マイクロクラスターにおける融合・共同研究
流体科学研究所 教授 寒川 誠二

電子トンネリングの計測・発光素子への応用
電気通信研究所 教授 上原 洋一

「ナノテク関連装置群のオープン利用環境」と
「高度な知識・技術」の提供
産学連携推進本部 ナノテク融合技術支援センター（CINTS）
センター長・教授 今野 豊彦　教授 浅尾 直樹　准教授 戸津 健太郎

先進プラズマ活用高性能ナノカーボン電子
デバイス・医療応用機器の開発
工学研究科 教授 金子 俊郎　講師 加藤 俊顕

■アグリ

■ナノテク・材料

飲酒による健康問題の解決に向けた
原因除去型サプリメントの開発
工学研究科 教授 中山 亨

物質・材料科学の博士を育て、産業界に貢献する
マルチディメンジョン物質理工学
リーダー養成プログラム
リーディング大学院「マルチディメンジョン物質理工学リーダー養成プログラム」
教授（プログラムコーディネーター） 長坂 徹也

農学研究科 東北復興農学センター
（教育コア部門）
東北復興農学センター（教育コア部門） 教授 中井 裕

産学連携事業化成功事例
～東北大学と一緒に新規事業化を目指しませんか？～
株式会社東北テクノアーチ 代表取締役社長 水田 貴信

「さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する
理想自己と家族の絆が導くモチベーション向上社会
創生拠点」 －COI TOHOKU－
革新的イノベーション研究機構長 高山 卓三

サイクロトロン・ラジオアイソトープセンターの
紹介
サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター長 谷内 一彦

■その他
工学研究科研究企画センターの
産学連携活動
工学研究科研究企画センター長・教授 滝澤 博胤
研究協力室長 櫛引 加世子

地域医療再構築プロジェクト①：
東北メディカル・メガバンク機構
東北メディカル・メガバンク機構長 山本 雅之

音波を用いた新しい血管新生療法の開発
医学系研究科 教授 下川 宏明　准教授 伊藤 健太

医療工学技術者創成のための
再教育システム REDEEM-ESTEEM
医工学研究科 特任教授 山口 隆美

地域医療再構築プロジェクト②：
総合地域医療研修センター
医学系研究科長 大内 憲明

■情報通信
電気機器利用スタイルを革新する
統一電源プラグ・システム
電気通信研究機構 教授 山田 博仁

人間的判断の実現に向けた
新概念脳型LSI創出事業プロジェクト
電気通信研究所 教授 羽生 貴弘

集積エレクトロニクスの
世界的拠点を目指した国際産学連携研究
国際集積エレクトロニクス研究開発センター長・教授 遠藤 哲郎

高機能イメージング技術と
高精度デバイスプロセス技術の開発
工学研究科 教授 須川 成利　准教授 黒田 理人

文部科学省｢次世代IT基盤構築のための研究開発｣
委託研究「耐災害性に優れた安心・安全社会のための
スピントロニクス材料・デバイス基盤技術の研究開発」
電気通信研究所 教授 大野 英男

情報システムの無駄な電力の見える化を
実現する技術 (Green Koban) の開発 
－1/10 の低コスト化に成功－
サイバーサイエンスセンター 教授 菅沼 拓夫
（株）サイバー・ソリューションズ 社長 キニ グレン マンスフィールド

人間の視覚情報処理機能の解明と
インターフェース技術への応用
電気通信研究所 教授 塩入 諭

■ものづくり
機能創成加工が拓く革新的“ものづくり”
医工学研究科／工学研究科 教授 厨川 常元　准教授 水谷 正義

新しい化合物半導体を用いた
ガンマ線センサーの開発
工学研究科 教授 石井 慶造　准教授 人見 啓太朗

超臨界ナノ材料技術・
フルイディックセラミックスが創る未来
原子分子材料科学高等研究機構（WPI-AIMR） 教授 阿尻 雅文

■環境・エネルギー
エネルギー最小消費型の
革新的下水処理技術の開発と世界標準化
工学研究科 教授 原田 秀樹

持続発展可能な社会に資する
健康・省エネ建築の実現
工学研究科 准教授 小林 光　准教授 後藤 伴延

亜鉛リサイクルのキイ テクノロジー
工学研究科 教授 長坂 徹也

そよ風から大気圏突入速度までの
流体実験施設共用サービス
流体科学研究所 教授 大林 茂

リチウムイオン電池のin situ診断技術の開発
多元物質科学研究所 教授 河村純一

グリーンパワー集積システムが拓く
賢い省エネ社会
工学研究科 教授 遠藤 哲郎

■社会基盤
電波科学による防災・減災技術
東北アジア研究センター 教授 佐藤 源之

東北地方の社会資本の
安全・安心を目指して
工学研究科インフラマネジメント研究センター長 久田 真

ウェアラブルセンサを用いたリハビリテーション用
自立支援機器に関する研究開発
医工学研究科 教授 永富 良一　教授 渡邉 高志

曲がるＸ線をとらえる高感度医用診断装置
多元物質科学研究所 教授 百生 敦

数学・物理・工学・医学の協働による
人工血管の最適設計
理学研究科 助教 中澤 嵩

「東北大学復興アクション」-8つのプロジェクト-
東日本大震災からの復興を目指し、災害復興新生研究機構
にて取り組んでいる研究活動や成果の一端をご紹介します。


