
平成29年度

工業技術研究所
研究発表会

本研究発表会は、工業技術研究所の研究員・学生による研究成果を、
広く一般に公開するものです。
研究成果の活用を検討されている自治体・企業のみなさま、一般のみなさまなど、
幅広い方々のご来場を心よりお待ちしております。

2018年2月14日(水) 12:30-14:00

主催：東洋大学工業技術研究所

お問合せ：東洋大学工業技術研究所 事務室
TEL：049-239-1322 FAX：049-232-0981
E-mail：kougiken@toyo.jp
〒350-8585 埼玉県川越市鯨井2100

プログラムは裏面をご覧下さい

申込不要・参加費無料

東洋大学川越キャンパス 4号館4階 第2会議室

発表内容
1.ポスターセッション
2.ショートプレゼンテーション



No.
発表タイトル

○発表代表者、共同研究者 発表代表者所属

(P+S)：ポスターセッション+ショートプレゼンテーション (P)：ポスターセッション

1 生体信号関係の変化に基づいたYes/No意思伝達システム

(P) ○末岡慶伸、小澤邦昭、内藤正美、田中尚樹 理工学研究科 生体医工学専攻

2 磁界共振結合を用いた超軽量モータの固定キャパシタンス時の運転特性

(P) ○瀧嶋健太、堺和人 理工学研究科 電気電子情報専攻

3 磁界共振結合を用いたかご形回転電機に関する基礎研究

(P) ○秋山貴伸、瀧嶋健太、堺和人 理工学部 電気電子情報工学科

4 磁界共振結合を用いた超軽量モータの駆動特性

(P) ○五味政裕、瀧嶋健太、堺和人 理工学部 電気電子情報工学科

5 マルチインバータモータシステムの極数変換の速度制御シミュレーション

(P) ○矢野秀征、堺和人 理工学部 電気電子情報工学科

6 最小二乗法による大型展開アンテナのパターン補正手法―二次元データを用いた測定精度検証―

(P) ○今井祐輝、藤野義之 理工学部 電気電子情報工学科

7 アルミナ微粒子を吹き付けて突起を形成したn型Si表面からの電界電子放射

(P) ○吉本智巳、星直輝、松下尭史、岩田達夫 理工学部 電気電子情報工学科

8 A型トリコテセン生産菌と汚染穀物の代謝産物プロファイルの比較

(P) ○足立健太郎、貞松和樹、岡田彩希、安藤直子 理工学研究科 応用化学専攻

9 d-typeトリコテセン生産菌の生産する新規Ｂ型トリコテセンの同定と解析

(P) ○新海航輝、岡田彩希、鈴木将、相川俊一、安藤直子 理工学研究科 応用化学専攻

10 d-typeトリコテセン生産菌Spicellum roseumの新規代謝物の同定

(P) ○岡田彩希、新海航輝、貞松和樹、相川俊一、安藤直子 理工学部 応用化学科

11 MS/MSライブラリーを用いたトリコテセン汚染サンプルのパイロット調査

(P) ○貞松和樹、足立健太郎、鈴木将、安藤直子 理工学部 応用化学科

12 TRI酵素の精製とトリコテセンの効率的なアセチル化系の構築

(P) ○鈴木将、小川雅義、安藤直子 理工学部 応用化学科

13 多孔質ガラスを基板とするNO2検出素子の高感度化：NO2検出方法の検討

(P+S) ○相良尚都、泉克幸 理工学研究科 応用化学専攻

14 多孔質ガラスを基板とするNO2検出素子の開発：グリース試薬を含浸させた素子の基礎研究

(P) ○高野雅貴、泉克幸 理工学部 応用化学科

15 QCM用水晶振動子の外形加工に関する報告

(P+S) ○松元健、勝亦徹 株式会社マツモト精密工業

16 光ファイバ蛍光温度計の試作と温度特性評価

(P) ○勝亦徹、相場杏奈、野崎巴、片山茉林、森山拓実、飯島諒太、加藤貴輝、
阿部尚平、薬師賢次郎、和田淳、小野祐、渡辺大樹、山崎理奈、福島瞳、
佐藤祐亮、臼木陽司、相沢宏明、小室修二、大坪紘一

理工学部 応用化学科

17 Pdを用いた熱電式水素センサの試作

(P) ○根岸慧、勝亦徹、相沢宏明 理工学研究科 応用化学専攻

18 Ce 添加YAG 結晶のセンサ応用

(P) ○佐藤祐亮、阿部尚平、和田淳、小野祐太、薬師賢次郎、勝亦徹、相沢宏明、
小室修二

理工学部 応用化学科

19 Mn添加スピネル結晶の光特性に与える組成および結晶育成雰囲気の影響

(P) ○福島瞳、森山拓実、勝亦徹、相沢宏明、小室修二 理工学部 応用化学科

20 Cr添加Al2O3結晶（ルビー）、Cr添加スピネル結晶およびCr添加YAG結晶のセンサ応用

(P) ○渡辺大樹、加藤貴輝、臼木陽司、相場杏奈、片山茉林、野崎巴、勝亦徹、
相沢宏明、小室修二

理工学部 応用化学科

※プログラムは予告なしに変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。



No.
発表タイトル

○発表代表者、共同研究者 発表代表者所属

(P+S)：ポスターセッション+ショートプレゼンテーション (P)：ポスターセッション

21 Ni-Zn二元系触媒を用いたマリモカーボンの合成 －Znの添加効果－

(P+S) ○安藤圭祐、白石美佳、白石理沙、中川清晴、城石英伸、安藤寿浩、勝亦徹、蒲生西谷美香 理工学研究科 応用化学専攻

22 メタノール中でのVapor-Liquid-Solid 機構の発現によるSiC 層合成の試み

(P) ○松本遥、片岡直人、白石理沙、安藤圭祐、白石美佳、篠崎正男、城石英伸、
小室修二、安藤寿浩、蒲生西谷美香

理工学研究科 応用化学専攻

23 接触反応によるカーボンペーパーへのナノ炭素材料複合化

(P) ○片岡直人、白石理沙、白石美佳、安藤圭祐、松本遥、相沢宏明、中川清晴、
安藤寿浩、蒲生西谷美香

理工学部 応用化学科

24 マリモカーボン－PVAスポンジ複合材料化の試み

(P) ○篠﨑正男、松本遥、安藤圭祐、蒲生西谷美香 理工学部 応用化学科

25 カルボン酸塩系ポリウレタンアニオノマーの合成とその圧縮永久ひずみ測定

(P) ○坂本修一、田島正弘 理工学研究科 応用化学専攻

26 マイクロ表皮モデルの構築

(P) ○土屋公彰、小林浩則、佐々木直樹 理工学研究科 応用化学専攻

27 無細胞マイクロ腫瘍血管モデルを用いるナノ粒子の透過性評価

(P) ○守谷侑美、佐々木直樹 理工学研究科 応用化学専攻

28 分子夾雑を利用したマイクロビーズPadlock/RCA法によるDNA検出

(P) ○浅海裕一郎、佐々木直樹 理工学部 応用化学科

29 ナノ薬剤評価用マイクロ腫瘍血管モデルの開発

(P) ○林知美、佐々木直樹 理工学部 応用化学科

30 耐／好塩性セルラーゼ生産菌の探索とその諸性質解析

(P) ○伊藤翼、峯岸宏明 理工学部 応用化学科

31 好塩性リパーゼの探索とその諸性質解析

(P) ○石川哲平、峯岸宏明 理工学部 応用化学科

32 好塩性糖質分解酵素の探索とその諸性質解析

(P) ○梅澤周平、峯岸宏明 理工学部 応用化学科

33 Relationship between the risk of mental health disorders and life habits: A cohort study 

(P) ○Mashio Y、Yoshizaki T、Ota M、Kawaguchi H 生命科学研究科 生命科学専攻

34 A novel method to predict changes in elderly people’s motor performances, using handwriting characteristics

(P) ○Hosokawa Y、Anme T、Kawaguchi H 生命科学研究科 生命科学専攻

35 被災地域における高齢者の生活満足感とレジリエンスの関係

(P) ○有瀧圭太、安梅勅江、川口英夫 生命科学部 生命科学科

36 図形模写課題不成功群の特徴と握力低下に関連する要因

(P) ○大場映瑠華、安梅勅江、川口英夫 生命科学部 生命科学科

37 生活習慣と精神健康度調査票GHQ30の下位尺度との関係

(P) ○關稚菜、川口英夫 生命科学部 生命科学科

38 大学生のアルバイトが生活習慣に与える影響

(P) ○齋藤健太、川口英夫 生命科学部 生命科学科

39 かくれ脱水と熱中症予防対策の関係

(P) ○髙田理子、大上安奈、川口英夫 生命科学部 生命科学科

40 高齢者の摂取栄養素とフレイルとの関係

(P) ○永田翔子、大上安奈、川口英夫 生命科学部 生命科学科

※プログラムは予告なしに変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。



No.
発表タイトル

○発表代表者、共同研究者 発表代表者所属

(P+S)：ポスターセッション+ショートプレゼンテーション (P)：ポスターセッション

41 重水素分子と水素分子による酸化ストレス防御機構のin vitroにおける比較

(P) ○鎌田太生、川口英夫、大澤郁朗 生命科学部 生命科学科

42
Attentional effects in real life settings upon tea consumption as measured by wearable 
(HOT-1000) functional near infrared spectroscopy device

(P) Uma Maheswari Rajagopalan, ○Azusa Tsuga 食環境科学部 食環境科学科

43 Evaluation of shelf-life of tomatoes － comparison of different evaluation methods

(P) Yuya Tanaka, ○Umamaheswari Rajagopalan, Lim Yi Heng, Hirofumi Kadono 食環境科学部 食環境科学科

44 国産杉を使った大型遊具のデザインと開発

(P+S) ○繁成剛 ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科

45 スヌーズレン器材バブルチューブのモニター調査に関する研究

(P+S) ○嶺也守寛 ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科

46 二酸化炭素とプレピレンオキシドによる共重合反応への触媒系探索

(P) ○細川サタワット、○川崎二宙、相川俊一 埼玉県立川越工業高等学校

発表時間 タイトル（○発表代表者、共同研究者、代表者所属）

1 多孔質ガラスを基板とするNO2検出素子の高感度化：NO2検出方法の検討

12:40-12:50 ○相良尚都、泉克幸 理工学研究科 応用化学専攻

2 Ni-Zn二元系触媒を用いたマリモカーボンの合成 －Znの添加効果－

12:55-13:05 ○安藤圭祐、白石美佳、白石理沙、中川清晴、城石英伸、
安藤寿浩、勝亦徹、蒲生西谷美香

理工学研究科 応用化学専攻

3 QCM用水晶振動子の外形加工に関する報告

13:10-13:20 ○松元健、勝亦徹 理工学部 応用化学科

4 国産杉を使った大型遊具のデザインと開発

13:25-13:35 ○繁成剛 ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科

5 スヌーズレン器材バブルチューブのモニター調査に関する研究

13:40-13:50 ○嶺也守寛 ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科

※プログラムは予告なしに変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。

20180206第1版


