
平成 19年度 機器・分析技術研究会 inとやま プログラム 
日時：平成 19年 8月 23日（木）8：30  ～  24日（金）15：40 
場所：富山大学五福キャンパス 黒田講堂 

１日目 

１．受付  8：30 ～ 

２．開会式  9：10 ～  9：25 
開催宣言 実行委員代表 八田秀樹 

学長の挨拶 富山大学長 西頭德三 

３．特別講演  9：30 ～11：00  （座長：中野康英（富山大学研究振興部長）） 

『人の心を豊かにするメンタルコミットロボット・パロの研究開発』 

柴田崇徳 先生 （産業技術総合研究所） 

４．休憩  11：00 ～11：10 

５．口頭発表Ⅰ  11：10～ 12：10  （座長：佐藤和昭（山形大学）） 

Ｏ1  11：10 ～ 11：30  下肢自動ストレッチ装置の開発 

大分大学 工学部技術部 三浦篤義 

Ｏ2  11：30 ～ 11：50  XYステージを用いた幾何公差測定機の作製 

大分大学 工学部技術部 北村純一 

Ｏ3  11：50 ～ 12：10  ６軸垂直多関節型マニピュレータの自動吸着ハンドの開発 

大分大学 工学部技術部 西田健一 

６．昼食  12：10 ～ 13：10 

７．口頭発表Ⅱ  13：10～ 14：30  （座長：吉川英見（東京工業大学）） 

Ｏ4  13：10 ～ 13：30  クロスフロー型風車の入口角および翼枚数の影響に関する研究 

大分大学 工学部技術部 奥林豊保 

Ｏ5  13：30 ～ 13：50  ＰＩＶによる雲態挙動の流線可視化法の試み 

東京工業大学技術部 岩田正孝 

（座長：京極真由美（富山大学）） 

Ｏ6  13：50 ～ 14：10  NMR測定・処理上の問題点 

大阪大学 理学研究科 安達清治 

Ｏ7  14：10 ～ 14：30  高温測定用 NMRプローブの製作と金属ガラスの NMR測定 

東北大学工学部技術部 安東真理子 

８．愛媛大学 PR徳島大学 PR及び事務連絡  14：30～ 14：50 

９．ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ  15：00 ～ 17：00  コアタイム（Ａ；15：00～／Ｂ；16：00～） 

１０．情報交換会  18：00 ～ 20：00  県民会館 8Ｆ 『キャッスル』 

２日目 

１１．受付  8：30 ～ 

１２．口頭発表Ⅲ  9：00～ 10：20（座長：屋比久祐盛（琉球大学）） 

Ｏ8  9：00 ～  9：20  廃ガラスのコンクリート用骨材としての適用性と評価方法の検討 

愛媛大学 工学部等技術部 川口隆 

Ｏ9  9：20 ～  9：40  低品質再生骨材および破砕骨材を用いたコンクリートの品質に及ぼす振動付与 

練混ぜ工法の影響



徳島大学 大学院ソシオテクノサイエンス研究部総合技術センター 石丸啓輔 

（座長：高村浩之（富山大学）） 

Ｏ10  9：40 ～ 10：00  DA型スターリングエンジンの製作 
函館工業高等専門学校 技術室 石田豊 

Ｏ11  10：00 ～ 10：20  福井大学工学部先端科学技術育成センターにおけるデジタルエンジニアリング 

の事例紹介 

福井大学 工学部技術部 新川真人 

１３．休憩  10：20 ～10：30 

１４．口頭発表Ⅳ  10：30～ 11：50（座長：松原孝至（名古屋工業大学）） 

Ｏ12  10：30 ～ 10：50 実験不明廃棄物中のフッ素の分析 

東京大学工学系研究科 応用化学専攻 栄慎也 

Ｏ13  10：50 ～ 11：10  ISO14001における排水水質管理のための TOC計活用 

信州大学 工学部 技術部 山下伊千造 

Ｏ14  11：10 ～ 11：30 ＩＣＰ発光分析による両親媒性ブロック共重合体薄膜中のＦｅ元素測定の試料 

調整方法についての検討 

東京工業大学技術部 分析支援センター（すずかけ台） 中村紳兵 

Ｏ15  11：30 ～ 11：50 生物脱臭装置の開発広範な pHでスチレン除去が可能な生物脱臭装置の開発 
東京工業大学技術部 分析支援センター（すずかけ台） 平井光代 

１５．昼食  11：50 ～ 13：00 

１６．口頭発表Ⅴ  13：00～ 14：20（座長：丹松美由紀（鳥取大学）） 

Ｏ16  13：00 ～ 13：20 機器の円滑管理への取り組み 

富山大学 機器分析センター 平田暁子 

Ｏ17  13：20 ～ 13：40 民間企業の技術者を対象とした基礎分析技術講習会の開催について 

山形大学 工学部 佐藤和昭 

（座長：山田聖（富山大学）） 

Ｏ18  13：40 ～ 14：00  表面分析装置と電子部品等の管理と技術指導 

大阪市立大学 大学運営本部研究支援課 長谷川浩史 

Ｏ19  14：00 ～ 14：20  EPMAによる炭化植物素材の組成分析と元素分布 

鳥取大学工学部 笠田洋文 

１７．休憩  14：20 ～14：30 

１８．口頭発表Ⅵ  14：30～ 15：50（座長：川原昌彦（富山大学）） 

Ｏ20  14：30 ～ 14：50 レーザ照射が石英ガラスの耐久性に及ぼす影響 

信州大学 工学部 小林史利 

Ｏ21  14：50 ～ 15：10 タイミング調整機能付光伝送トリガーシステムの製作と特性試験 

大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター 前川修 

Ｏ22  15：10 ～ 15：30  MALTの PIXE システム 

東京大学工学系研究科 原子力国際専攻 中野忠一郎 

１９．口頭発表Ⅶ（会議室）  13：00～ 13：40  （座長：中山八州男（富山大学）） 

（情報処理技術セッション） 

Ｏ23  13：00 ～ 13：20  Webグループウェアを用いた講座内コミュニケーション円滑化 

島根大学 医学部循環器・呼吸器外科 栂とも子 

Ｏ24  13：20 ～ 13：40  簡易リモートセンシング環境の構築 

徳島大学 ソシオテクノサイエンス研究部総合技術センター 片岡由樹



２０．口頭発表Ⅷ（会議室）  13：40～ 14：20  （座長：藤森俊雄（富山大学）） 

（安全衛生セッション） 

Ｏ25  13：40 ～ 14：00  安全衛生活動を通して 

秋田大学 工学資源学部技術部 池内孝夫 

Ｏ26  14：00 ～ 14：20（専任）衛生管理者としての試み 

群馬大学 工学部技術部 横尾享弘 

２１．閉会式  15：30 ～  15：40 
閉会の挨拶 

【ポスター発表】 

Ｐ1A  共焦点レーザー顕微鏡の設置について 

富山大学 生命科学先端研究センター生体分子構造解析分野 川原昌彦 

Ｐ2B  作業現場における創意工夫と安全衛生の対応 

富山大学 医薬系技術部（病理学） 熊田時正 

Ｐ3A  質量分析技術者 近畿ブロック研究会の紹介 

大阪市立大学 大学運営本部研究支援課技術支援担当／大学院理学研究科・理学部分析室 三宅里佳 

Ｐ4B  超高真空中破断により得られた清浄な NiAl合金表面における XPSスペクトル 

東北大学 金属材料研究所 テクニカルセンター 大津直史 

Ｐ5A  ハロゲン・硫黄分析装置 YS10を用いた有機化合物中の Br測定条件の検討 

東京工業大学 技術部 分析支援センター（すずかけ台） 石川薫代 

Ｐ6B  新調湿建材の吸放湿メカニズムの解明に関する研究 

信州大学 工学部 岩井一博 

Ｐ7A  Bluetooth通信技術を用いた簡易会議システムの構築 

東京工業大学 技術部 精密工作技術センター 高橋久徳 

Ｐ8B  大規模シミュレーション計算結果の３次元可視化ソフトウェアの統一とプレゼンテーションシステムの構築 

東北大学金属材料研究所 テクニカルセンター 佐藤和弘 

Ｐ9A  レーザー顕微鏡によるディップコートの観察 

東京工業大学 技術部共通教育支援センター 吉川英見 

Ｐ10B  特殊高圧ガス消費環境における安全管理 

岐阜大学 工学部ものづくり技術教育支援センター 飯田民夫 

Ｐ11A  東北大学金属材料研究所スーパーコンピューティングシステム 

東北大学金属材料研究所 テクニカルセンター 五十嵐伸昭 

Ｐ12B  二重収束磁場型質量分析計のトラブル集作成について 

千葉大学 分析センター 原律子 

Ｐ13A  赤外分光器(ATR法)を用いたプラスチックの測定を大学祭で公開！ 

大阪大学 理学研究科 大濵光央 

Ｐ14B  試薬カタログデータを利用した試薬管理の方法 

福井大学 工学部技術部 森田俊夫 

Ｐ15A  散乱光を利用した Apoptosisと Necrosisの判定 

浜松医科大学 技術部・実験実習機器センター 柴田清 

Ｐ16B  クロメン誘導体の高圧下における閉環反応について 

大分大学 工学部技術部 高橋徹 

Ｐ17A  重力多体問題専用計算機を用いたデバイ遮蔽現象の 3次元模擬 

静岡大学 工学部 水野保則 

Ｐ18B  陰陽同時イオンクロマトグラフィーによる河川水の分析 

東京大学 工学部応用化学専攻 藤村一良 

Ｐ19A  加圧高温処理による木質系廃棄物の再資源化 

国立大学法人 大分大学 工学部技術部 國分修三 

Ｐ20B  新しい撥水性評価装置 

静岡大学 工学部 松井義和 

Ｐ21A  有柄針筆（針、筆トリオ一体式）の試作



浜松医科大学 病理学第一講座 加茂隆春 

Ｐ22B  ICPMS分析における共存物質、酸濃度の影響、内標準法による補正の評価 

東北大学工学研究科工学部 技術部 高橋真司 

Ｐ23A  テクノフェアはなまき 2006参加報告   スーパーボールをつくろう – 
岩手大学 技術部 渡辺美和 

Ｐ24B  工学資源学部技術部におけるガラス工作 

秋田大学 工学資源学部技術部 田中春美 

Ｐ25A  NC平面研削盤を用いた各種材料に対する適合砥石の検討 

信州大学 工学部 傳田幸廣 

Ｐ26B  埼玉大学における安全衛生管理のとりくみ 

埼玉大学 総合研究機構技術部 加藤美佐 

Ｐ27A  バーコードリーダーを使った実験系廃液容器収集の効率化 

金沢大学 環境保全センター 吉崎佐知子 

Ｐ28B  シリコン印象材を用いた形状転写による複雑形状測定の試み 

国立大学法人富山大学 工学部機械知能システム工学科 桐昭弘 

Ｐ29A  イオン液体を用いた透過電顕試料作製法の検討 

横浜国立大学 機器分析評価センター 近藤正志 

Ｐ30B  三重大学における作業環境測定 －無機水銀の測定－ 

三重大学 工学部・工学研究科 田村雅史 

Ｐ31A  CP法で断面加工した蛍光体の断面 CL像による発光相解析 

長岡技術科学大学 工学部 大塩茂夫 

Ｐ32B  アーク溶融反応法によるペロブスカイト型 RAlO 3 , RGaO 3 (R = 希土類元素)の合成の試み 

東北大学金属材料研究所 テクニカルセンター 野村明子 

Ｐ33A  学生実験のための温度場可視化実験装置の改良 

苫小牧工業高等専門学校 学生課 技術室 林忠男 

Ｐ34B  SYPRO Ruby 染色 2DEゲルからの手動スポット切り出しとペプチドマスフィンガープリンティング 

自然科学研究機構 基礎生物学研究所 技術課 水谷健 

Ｐ35A  三重大学上浜地区事業場での作業環境測定・放射性物質測定の取組報告 

三重大学工学部・工学研究科 技術部 中村昇二 

Ｐ36B  大学入門科目における自由研究（２） 

佐賀大学 総合分析実験センター 池田進 

Ｐ37A  富山大学動物実験施設におけるマウス飼育管理装置について 

富山大学 生命科学先端研究センター動物資源開発分野 堤千智 

Ｐ38B  BL7U真空紫外高分解能光電子ビームラインの紹介 

自然科学研究機構 分子科学研究所 極端紫外光研究施設 酒井雅弘 

Ｐ39A  パルスシェーピング技術を応用した高安定光干渉計の開発 

自然科学研究機構 分子科学研究所 千葉寿 

Ｐ40B  PCRDGGE法を用いた細菌群集解析における問題と改良 

熊本大学 工学部 技術部 藤本綾 

Ｐ41A  光学素材 Ga2O3の光 FZ法による大口径単結晶作製 

東北大学 金属材料研究所 菅原孝昌 

Ｐ42B  走査型電子顕微鏡（SEM）観察におけるサンプルづくり 

宇都宮大学 地域共生研究開発センター 先端計測分析室 長谷川和寿 

Ｐ43A  学生実験用ピトー管移動装置の改良 

埼玉大学 総合研究機構技術部 細井健司 

Ｐ44B  磁気カードの高密度化への可能性 

三重大学 工学部技術部 前田浩二 

Ｐ45A  激光 XII号ガラスレーザー装置広帯域レーザー発生部の改善 

大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター 漆原新治 

Ｐ46B  岐阜大学における危険物貯蔵庫の利用改善 

岐阜大学 工学部ものづくり技術教育支援センター 武沢一夫 

Ｐ47A  走査型電子顕微鏡を用いることにより診断に至った捻転毛の１例 

富山大学 医薬系技術部（皮膚科学） 松永憲治



Ｐ48B  PIXE分析法における新たな液体試料の作成方法 

東京大学工学系研究科 原子力国際専攻 森田明 

Ｐ49A  マイクロ波の利用法―特に医療分野を中心に 

富山大学 医薬系技術部（病理学） 八田秀樹 

Ｐ50B  分析・観察のための自作ＳＥＭ試料載台の作製 

東京工業大学 技術部 分析支援センター 飯山孝志 

Ｐ51A  技能検定（ワイヤ放電加工作業）について 

東京工業大学 技術部設計工作技術センター 楠田昌之 

Ｐ52B  平成 19年度機器・分析技術研究会ホームページと参加登録システムの構築 

富山大学 医薬系技術部（耳鼻咽喉科学） 武田精一 

Ｐ53A  富山大学生命科学先端研究センターの紹介‐トランスジェニックマウス作出実験を通して‐ 

富山大学 生命科学先端研究センター動物資源開発分野 和泉宏謙


