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■研究成果企業化促進セミナープログラム（予定） 

◆２月２１日（水）実施 

１号館 Ｑ会場

発表時間 発表タイトル 発表者 

11：50～12：20 
人工ペプチドを用いた医薬品探索装置や医療診断 

マイクロアレイの開発 

甲南大学 フロンティアサイエンス学部 

准教授 臼井 健二 

12：40～13：10 殺菌しない感染抑制剤の応用展開 
京都府立大学 大学院 生命環境科学研究科 

動物衛生学研究室 准教授 宮崎 孔志 

15：10～15：40 
薬物ナノ結晶化法の確立とドラッグデリバリー 

システムへの応用 

近畿大学 薬学部 医療薬学科 

准教授 長井 紀章 

２号館 Ｌ会場

11：50～12：20 
細胞の観察・計測評価を考えた軟らかい高分子ゲル 

を用いた幹細胞培養法 

大阪府立大学 大学院 理学系研究科 生物科学専攻 

准教授 森 英樹 

12：40～13：10 
天然由来金属キレート剤と最小蛍光分子の応用に 

関する化学的研究 

徳島大学 大学院 医歯薬学研究部 有機合成薬学分野 

教授 難波 康祐 

13：30～14：00 再生医療への応用に向けたイヌ多能性幹細胞の開発 
大阪府立大学 大学院 生命環境科学研究科 

准教授 鳩谷 晋吾 

15：10～15：40 
ショウジョウバエモデルを用いた神経変性疾患の 

病態解析 

京都府立医科大学 大学院 医学研究科 神経内科学 

病院助教 東 裕美子 

２号館 Ｎ会場

11：50～12：20 
光干渉断層影像法（OCT）による非侵襲的なin vitro 

毒性試験法 

鳥取大学 生命機能研究支援センター 

准教授 大林 徹也 

12：40～13：10 
まとめてイッキに分析！ 

 生体分子の同時一斉解析技術 

和歌山大学 システム工学部 

准教授 坂本 隆 

４号館 Ｇ会場

13：30～14：00 脳磁図による瞬時の抗いがたい食欲の評価法の提案 
大阪市立大学 大学院 医学研究科 運動生体医学 

教授 吉川 貴仁 

15：10～15：40 全く新しい視点からの認知症に対する新規予防法開発 
公益財団法人 先端医療振興財団 再生医療研究部 

部長 田口 明彦 

５号館 Ｅ会場

11：50～12：20 
尿漏れなし・性機能温存を可能にする新しい前立腺癌 

標的化治療への道 

京都府立医科大学 泌尿器科 

教授 浮村 理 

13：30～14：00 
リアルタイム心拍変動解析技術を用いたヘルス 

モニタリング 

京都大学 大学院 情報学研究科 

助教 藤原 幸一 

14：20～14：50 
医療分野における人工知能の広がりと将来 ～ 画像 

診断を中心に 

近畿大学 生物理工学部 医用工学科 

講師 根本 充貴 

15：10～15：40 
オーダーメード運動処方プログラムソフト「ロコタス 」

によるロコモ予防 

鳥取大学 医学部附属病院 リハビリテーション部 

理学療法士 松本 浩実 

６号館 Ｈ会場

14：20～14：50 
消化管早期癌の内視鏡治療における次世代局注液の 

開発 

京都府立医科大学 大学院 医学研究科 消化器内科学 

感染病態学 助教 廣瀬 亮平 
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◆２／２２（木）実施 

１号館 Ｑ会場

12：40～13：10 新しいシアン中毒解毒剤の開発 
同志社大学 理工学部 機能分子・生命化学科 

准教授 北岸 宏亮 

２号館 Ｌ会場

11：50～12：20 異常化タンパク質検出用集積化指向バイオセンサ 
京都工芸繊維大学 電気電子工学系 

教授 野田 実 

12：40～13：10 
EGFR変異陽性肺がんにおけるEGFR阻害剤治療時の 

血液を用いた効果予測法 

和歌山県立医科大学 内科学第三講座 

准教授 洪 泰浩 

13：30～14：00 
培養骨格筋細胞の機能的評価法 

（活性張力の定量的かつ簡易的な評価技術） 

大阪工業大学 生命工学科 

准教授 長森 英二 

14：20～14：50 老化マウスの網羅的プロテオーム解析 
神戸学院大学 薬学部 

教授 鷹野 正興 

15：10～15：40 メカノバイオロジーに基づくin vitro実験系の最適化 
徳島大学病院 糖尿病対策センター 

特任教授 船木 真理 

２号館 Ｎ会場

11：50～12：20 栄養素の新規機能性を探索する 
徳島大学 大学院 医歯薬学研究部 代謝栄養学分野 

教授 阪上 浩 

12：40～13：10 MedCity21におけるバイオリポジトリの概要 
大阪市立大学 大学院 医学研究科 先端予防医療学 

准教授 森川 浩安 

４号館 Ｇ会場

11：50～12：20 がん治療後リンパ浮腫ケアの体系化 
大阪市立大学 大学院 看護学研究科 

教授 作田 裕美 

15：10～15：40 
救急医療におけるノンテクニカルスキル教育コース 

の開発 

大阪市立大学 大学院 医学研究科救急医学 

助教 晋山 直樹 

５号館 Ｅ会場

11：50～12：20 亜鉛欠乏の予防と亜鉛栄養の改善に向けたアプローチ 
京都大学 大学院 生命科学研究科 

准教授 神戸 大朋 

12：40～13：10 人の顔の血流状態から心身の状態を把握する研究 
滋賀医科大学 生命科学講座（物理学）  

准教授 成瀬 延康 

14：20～14：50 可搬型薬物血中濃度測定用POCT装置の開発 
徳島大学 大学院 医歯薬学研究部 医薬品機能生化学分野 

教授 土屋 浩一郎 

６号館 Ｈ会場

13：30～14：00 
迅速医療診断を可能にする外場誘導型バイオセンサ 

の開発 

大阪府立大学 大学院 工学研究科 応用化学分野 

准教授 床波 志保 

14：20～14：50 コラーゲンセンサの開発 
和歌山工業高等専門学校 生物応用化学科 

准教授 森田 誠一 

◆２月２３日（金）実施 

２号館 Ｌ会場

12：40～13：10
キチンナノファイバーのバイオメディカル分野 

への応用

鳥取大学 農学部 

助教 東 和生

13：30～14：00 水中での薬剤徐放性材料の合成と再生医療への応用 
京都工芸繊維大学 繊維学系 

准教授 田中 知成 

14：20～14：50 
3D細胞組織培養プラットフォーム:3Dイメージ, 

Body-on-Chipへ展開 

大阪府立大学 NanoSquare 拠点研究所 

講師 萩原 将也 

15：10～15：40 
生体内で自己組織（自己血管）化する足場材料から 

なる人工血管の開発 

同志社大学 生命医科学部 

教授 萩原 明於 
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２号館 Ｎ会場

11：50～12：20 がん診断のためのセンチネルリンパ節イメージング剤
大阪府立大学 大学院 工学研究科 応用化学分野 

准教授 児島 千恵

12：40～13：10 
ヒト免疫原性に基づいた感染症関連バイオロジクス 

探索技術 

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 

感染症制御プロジェクト プロジェクトリーダー 安居 輝人 

４号館 Ｇ会場

11：50～12：20
注意障害ソフト「もぐらーず 」は早期認知症の 

スクリーニングに有用である

近畿大学 医学部 堺病院 神経内科 

教授 中村 雄作

14：20～14：50 
フィンランドの母子保健システム（ネウボラ）と 

母親の健康 

大阪市立大学 大学院 看護学研究科 

教授 横山 美江 

５号館 Ｅ会場

12：40～13：10 高磁場MRIの前臨床研究への応用
大阪大学 医学系研究科 保健学専攻 医用物理工学講座 

助教 齋藤 茂芳

13：30～14：00 未利用海藻を用いた次世代機能性食品開発に向けて 
鳥取大学 工学部 

助教 八木 寿梓 

15：10～15：40 手術室は医療機器開発の宝島 
鳥取大学 医学部 

教授 稲垣 喜三 

16：00～16：30 
新規生体吸収性合金を用いた高精度定位放射線治療 

マーカーの開発 

神戸大学 医学部附属病院 放射線腫瘍科 

特命教授 佐々 木 良平 

６号館 Ｈ会場

11：50～12：20
量産時代に向けたブリッジ用携帯型補助人工心臓の 

開発

神戸大学 大学院 工学研究科 

教授 山根 隆志

13：30～14：00 
リアル感のある穿刺トレーニング用腕モデルパッドの

開発 

近畿大学 生物理工学部 医用工学科 

講師 西手 芳明 

14：20～14：50 
人の運動制御メカニズムに倣った人との親和性の高い

福祉支援機器の開発 

大阪工業大学 ロボティクス＆デザイン工学部 

システムデザイン工学科 准教授 中山 学之 

■医療機器相談 [相談無料・事前予約制] 

実施日時 
平成30年  2 月 21 日（水） 10:50 ～ 17:30   2 月 22 日（木） 10:10 ～ 17:30 

2 月 23 日（金） 10:10 ～ 16:10     （※ 1相談あたりの時間は30分となります。） 

申込方法 
下記URLの申込フォームより必要事項を入力のうえお申込ください。 

http://www.osaka.cci.or.jp/mdf/180221/

申込期限 平成30年2月13日（火）16：00 

詳細はこちら http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=1059


