
ポスター
番号 氏 名

1 冨田 恒之

2 吉田 晃章

3 河島 思朗

4 住吉 秀明

5 高橋 将徳

6 岩崎 佳子

7 高橋　匠

8 葛巻　徹

9 岡　晃

10 出雲 明子

11 大友 麻子

12 松前 ひろみ

13 宮沢 正樹

14 長　幸平

15 安藤　潔

16 山本 和重

17 長尾 年恭

18 安藤　潔

19 平山 令明

20 成川 忠之

21 宮崎 誠司

22 村田 達郎

23 藤野 裕弘

24 岩森　暁

25 長　幸平

26 立原　繁

27 末延 吉正

28 喜多 理王

29 田口 かおり

30 落合 成行 

31 虎谷 充浩

ポスター発表一覧

課　題　名 所属・職名

二酸化チタンナノ粒子を用いた有機ペロブスカイト型太陽電池の高効率化 理学部化学科　准教授

岩絵群と神殿建築から究明する先スペイン期メキシコ西部の社会文化発展 文学部文明学科　准教授

島嶼をつなぐネットワーク型文明の研究
―古代から中世までの地中海における神話・美術・建築―

文化社会学部
ヨーロッパ･アメリカ学科 准教授

新しい皮膚欠損創傷充填グラフト、再生促進剤の開発 医学部医学科基盤診療学系　講師

環境QOLの導入と評価指標の設定 基盤工学部電気電子情報工学科　教授

先進医療「自己細胞シートによる軟骨再生治療」における
細胞シートの品質・特性評価法の確立及び治療効果予測の検討

医学部医学科外科学系　研究技術員

関節軟骨再生治療の普及を加速するiPS細胞由来軟骨細胞シート 医学部医学科外科学系　奨励研究員

腱・靱帯損傷の再生医療技術の開発に向けた医理農工連繋研究 工学部材料科学科　教授

新たなモデルによる脱毛症の分子機構解明と予防ならびに創薬への展開 総合医学研究所　講師

QOL向上のための、日本とアジアにおける都市ガバナンスモデルの構築 政治経済学部政治学科　准教授

マイクロデバイスを用いた神経変性疾患予防薬・治療薬の開発 医学部医学科基礎医学系　助教

考古学コレクションと生物学情報を統合した東海大学デジタル博物館の基盤構築 医学部医学科基礎医学系　助教

鉄制御メカニズムから見たがん治療の可能性 健康学部健康マネジメント学科　講師

災害・環境変動監視を目的としたグローカル・モニタリング・システムの
構築による安全・安心な社会への貢献

情報技術センター所長
情報理工学部情報科学科　教授

先端コンピューター科学を活用した創薬による再生促進法の開発～QOLの飛躍的向上に資する
大学を目指して～In Silico創薬を用いた新規IL-17阻害治療法の探索

総合医学研究所所長
医学部医学科内科学系　教授

東海大学文明研究所
文明研究所所長

文学部歴史学科日本史専攻　教授

東海大学海洋研究所・コアプロジェクト 南海トラフ沿い巨大地震の被害最小化に向けた学際的研究 海洋研究所所長

東海大学総合医学研究所
総合医学研究所所長

医学部医学科内科学系　教授

東海大学先進生命科学研究所 (Institute of Advanced Biosciences) 先進生命科学研究所所長

東海大学教育開発研究センター
教育開発研究センター所長
現代教養センター　教授

東海大学スポーツ医科学研究所
スポーツ医科学研究所所長
体育学部武道学科　教授

東海大学総合農学研究所
総合農学研究所所長

農学部応用植物学科　教授

東海大学沖縄地域研究センター
沖縄地域研究センター所長

教養学部人間環境学科　教授

東海大学総合科学技術研究所
総合科学技術研究所所長
工学部機械工学科　教授

東海大学情報技術センター（TRIC）
情報技術センター所長

情報理工学部情報科学科　教授

東海大学総合社会科学研究所
総合社会学研究所所長

観光学部観光学科　教授

メソ領域における「流れ」の見える化による新たな技術の創出 工学部機械工学科　教授

海色リモートセンシング 工学部光・画像工学科　教授

東海大学平和戦略国際研究所　SPIRIT
平和戦略国際研究所所長

文化社会学部広報メディア学科　教授

マイクロ・ナノ研究開発センター
マイクロ・ナノ研究開発センター所長

理学部物理学科　教授

保存修復をめぐる理論的・実践的研究--古代から現代にいたる歴史的変遷の再構成を軸として 創造科学技術研究機構　講師



ポスター
番号 氏 名

３２ 葉村 真樹

３３ 澤野 憲太郎

３４ 小西 拓洋

３５ 及川 昌訓

３６ 飯島 健太郎

３７ 伊藤 和也

３８ 早坂 信哉

３９ 佐藤 大祐

４０ 平田 孝道

４１ 伊藤　匠

４２ 永野 秀明

４３ 岡野 好伸

４４ 桐生 昭吾

４５ 黒岩　崇

４６ 羽倉 尚人

４７ 西村　功

４８ 栗原 哲彦

４９ 大屋 英稔

５０ 曽根 寛喜

５１ 津村 耕司

５２ 丹羽 由佳里

５３ 岡田 公治

５４ 岡部 大介

５５ 市野 順子

５６ 諫川 輝之

５７ 野澤 義隆

５８ 西村 太樹

５９ 畑　和樹

NO.33～40の各センターは総合研究所イノベーション研究機構に設置

微粒子注入による液状化対策
地盤環境工学研究センター

工学部　都市工学科　准教授

製造・物流・販売の無人化に向けたRFIDシステム精度向上のための電磁干渉除去技術 工学部　電気電子通信工学科　教授

生体信号解析に基づく診断・監視　－心肺停止患者の心電図波形を読み解くために― 知識工学部　情報科学科　教授

コンクリート打設における熟練技能者の経験知の計測に関する研究 工学部　都市工学科　准教授

超親水性を有する階層性ナノ多孔層を形成したガラスの防汚特性 総合理工学研究科 機械専攻 機械工学領域 2年

物理・生理・心理の連成モデルによる環境評価手法の開発 工学部　機械システム工学科 准教授

裁縫技術を用いた非接触電力伝送用コイル 工学部　医用工学科　教授

健康福祉関係機関と研究者・企業・市民をつなぐ拠点となる「地域健康福祉プラットフォーム事業」
子ども家庭福祉研究センター
人間科学部　児童学科　教授

コンピュータがオフィス会議の進行役になる日が来る？ ～椅子を震わせ、意見を引き出す～ メディア情報学部 情報システム学科 教授

Collaborative resumption of a non-interactional disruption:
One system in the stability of storytelling in Japanese telephone
conversation

共通教育部 外国語共通教育センター 講師

地域環境の認知と津波避難行動に関する研究 都市生活学部　都市生活学科　講師

乳幼児をもつ親の育児ストレスとソーシャル・サポートに関する研究 人間科学部　児童学科　講師

加速器実験で宇宙の謎に迫る 共通教育部　自然科学系　准教授

様々な人が感じるバリアを通して都市の災害耐性を考える 環境学部　環境創生学科　准教授

機械学習エージェントを用いたITシステム開発プロジェクトのシミュレーション 環境学部　環境経営システム学科　准教授

人工知能を活用した音楽大学における学習環境デザイン メディア情報学部　社会メディア学科　教授

オープンソースプロジェクトにおけるフォールト修正時間予測のための確率微分方程式モデルとその応用 総合理工学研究科 情報専攻システム情報工学領域 2年

小型の宇宙望遠鏡による宇宙の明るさ測定で探る隠された星形成史 知識工学部　自然科学科　准教授

油脂類からのアシル転移反応によるトレハロース脂肪酸エステルの酵素合成 工学部　エネルギー化学科　教授

1.7MVタンデム加速器を用いたPIXE法の粉体試料への適用 工学部　原子力安全工学科　助教

再生可能エネルギーの新しいアプローチ―環境共生型社会の実現を目指して― 工学部　建築学科　教授

人や社会を支援する人型ロボット・ホームロボットの運動制御技術の研究開発
インテリジェントロボティックスセンター

工学部　機械システム工学科　准教授

ミネラル結晶体研究センター
ミネラル結晶体研究センター
工学部　医用工学科　教授

課　題　名 所属・職名

アーバン・デジタル・トランスフォーメーション研究

次世代エレクトロニクスへ向けた革新的光電子スピン融合デバイス

塗膜下疲労亀裂形状の可視化技術

臨海部の土壌汚染と環境修復に向けたファイトレメディエーション適用策

未来都市研究機構　特任教授

ナノエレクトロニクス研究センター
工学部　電気電子通信工学科　教授

都市基盤施設の再生工学研究センター　特任教授

高効率水素エンジン・エンジン
トライボロジー研究センター　講師

応用生態システム研究センター　教授

高効率化を目指したエンジン内部の計測・解析技術－HEETにおける東海大との共同研究－
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