
 
6 研究所連携プロジェクト 公開討論会 

2012/3/1 

千里ライフサイエンスセンター（大阪府豊中市新千里東町 1-4-2） 

プログラム 

 

講演会 

開会挨拶   

13:00~13:10 中田 一博  大阪大学接合科学研究所 所長 

基調講演  

13:10~13:50  「医療機器における生体材料の開発動向」 

山脇 昇 日本メディカルマテリアル株式会社 フェロー  

口頭発表 

環境・エネルギー材料開発分野 

13:50~14:30  
I-1  「Pt 触媒による高密度カーボンナノチューブ膜のパターニング」 

   楠美智子 名古屋大学エコトピア科学研究所  

I-2  「特異構造金属と環境・エネルギー材料」 
  余語利信 名古屋大学エコトピア科学研究所 

 
14:30~14:50 コーヒー・ブレーク 

 
生体・医療材料開発分野 

14:50~15:30 
I-3   「フェムト秒レーザー照射による特異構造金属表面への生体親和性ナノ・マイクロ 

   構造形成」 
塚本雅裕  大阪大学接合科学研究所  

I-4   「特異構造金属表面のナノ・マイクロ構造制御による生体硬組織・軟組織への接合」 

  松下伸広  東京工業大学 応用セラミックス研究所 
  

エレクトロニクス材料開発分野 

15:30~16:10 

I-5   「特異構造金属・無機融合高機能材料のエレクトロニクス」 

        川原田洋  早稲田大学理工学術院  

I-6      「低温接合技術を使ったエレクトロニクス実装技術の研究」 

          水野 潤   早稲田大学ナノ理工学研究機構 

 
 
 



ポスターセッション 

16:20~17:00  
  
環境・エネルギー材料開発分野 
1-01 炭素循環を実現する金属触媒システム 

  齋藤永宏  名古屋大学 
1-02 中域燃料電池用ハイブリッド膜の作製と金属ガラスセパレータによる評価 

  服部将朋  名古屋大学エコトピア科学研究所 
1-03  中温域用高プロトン導電性ハイブリッド膜の合成と評価    

  服部将朋  名古屋大学エコトピア科学研究所 
1-04 環境共生型シリサイド系熱電モジュールの開発    

  伊藤孝至  名古屋大学エコトピア科学研究所 
1-05 誘電体フォトニック結晶の光造形とテラヘルツ波共鳴を応用した環境センサーの開発    

  桐原聡秀  大阪大学 接合科学研究所 
1-06 環境材料のためのコロイドプロセッシング    

  阿部浩也  大阪大学接合科学研究所 
1-07 希少金属代替触媒創成のための表面改質プロセスの開発    

  節原裕一  大阪大学 接合科学研究所 
1-08 燃料電池製造に対応したレーザ溶接・接合の開発    

  片山聖二  大阪大学 接合科学研究所  
1-09  ガストンネル型プラズマ溶射の高性能熱電材料開発への適用    

  小林 明  大阪大学 接合科学研究所 
1-10 Cu フリーZr 基バルクガラス合金の開発とその性質    

  張  偉   東北大学金属材料研究所 
1-11 めっき法及び溶射法を用いた新規な金属ガラス被覆セパレータの創製     

  山浦 真一  東北大学金属材料研究所 
1-12 Nanoporous metals with good mechanicalintegrity: Examples of NP-Cu    
  王 英敏 東北大学金属材料研究所 

1-13 マイエナイト系セラミックス等から得られる活性化学種の応用探索    

  林 克郎  東京工業大学 応用セラミックス研究所  
1-14 金属ガラスの表面処理と固体高分子形燃料電池用セパレータ材への展開    

  勝又 健  東京工業大学 応用セラミックス研究所 
1-15 ビスマス系新規非鉛圧電材料の開発    

  岡 研吾   東京工業大学 応用セラミックス研究所 
 

エレクトロニクス材料開発分野 
2-01 カーボンナノチューブと金属の接触抵抗評価     

  川原田洋  早稲田大学ナノ理工学研究機構 

2-02 Ni-Nb-Zr-H 系アモルファス合金薄膜で作製した細線抵抗の電気特性    

 関口哲志  早稲田大学ナノ理工学研究機構 
2-03 Three-dimensional sample flow focusing for wide range flow speed applications    

関口哲志 早稲田大学ナノ理工学研究機構 

2-04 Ni-Nb-Zr 系アモルファス合金薄膜への水素導入に関する検討    

齋藤美紀子 早稲田大学ナノ理工学研究機構 

2-05 Cu 基金属ガラスへのめっき法を用いた電極形成検討    

齋藤美紀子  早稲田大学ナノ理工学研究機構 
2-06 Electrochemical Analysis of Zincate Treatments and Influence of Specific Si Resistance on the Morphology 

of Zn Films Formed with Zincate Solution    
齋藤美紀子 早稲田大学ナノ理工学研究機構 
 
 



2-07 Investigations of Fluxless Flip-chip Bonding Using Vacuum Ultraviolet and Formic Acid Vapor Surface 
Treatment    
水野 潤  早稲田大学ナノ理工学研究機構 

2-08 プレーナファブリケーションを目的とした Ni-Nb-Zr 系アモルファス合金薄膜の作製と評価     

佐々木敏夫  東北大学金属材料研究所 

2-09 フレキシブルデバイス創成のための低温・低ダメージ界面制御プロセスの開発    

  節原裕一  大阪大学接合科学研究所 
2-10 Cu 基金属ガラス表面への Cu めっきとはんだ付性評価    

  西川 宏  大阪大学接合科学研究所 
2-11 Ni-Nb-Zr -H 系アモルファス合金の電子特性に及ぼすアモルファス度    

福原幹夫 東北大学金属材料研究所 
2-12 Ni-Nb-Zr および Ni-Nb-Zr-H アモルファス合金の電気伝導特性   

梅津理恵  東北大学金属材料研究所 
2-13 バルク金属ガラス Au65Cu10.5Si17Ag7.5 のガラス転移における局所構造変化     

  松浦 真    東北大学金属材料研究所 

2-14 ナイキスト線図法によるアモルファス合金電界効果型トランジスタ（GAFET）デバイスの評価     

  吉田 肇 東北大学金属材料研究所 

2-15 トップゲート型 a-IGZO-TFT の作製と評価    

  深井尋史   東京工業大学 応用セラミックス研究所  
2-16  金属/TiO2複合電極の界面特性の in situ 電気化学評価    

  松本祐司   東京工業大学応用セラミックス研究所 
2-17  表面・界面における新奇電子機能の探索    

  笹川崇男 東京工業大学応用セラミックス研究所 

2-18 磁性金属/強誘電体ヘテロ構造における可逆・不可逆磁化配向制御    

   谷山智康  東京工業大学応用セラミックス研究所 
2-19 化学プロセスによる無鉛圧電体(K,Na)(Nb,Ta)O3 の薄膜化および特性評価    

 坂本 渉 名古屋大学エコトピア科学研究所 
2-20 ウエアラブルデバイスの電源となる無害で高性能な熱電発電材料の開発    

 竹内恒博  名古屋大学エコトピア科学研究所 

 
生体・医療材料開発分野 
3-01 人工関節への応用を目指した機能分子による金属間摩擦の低減    

   塙 隆夫  東京医科歯科大学生体材料工学研究所 
3-02 各種金属を用いた MRI アーチファクトの 3 次元的評価    

   野村直之  東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 
3-03 PEG を電着したチタン表面における骨芽細胞様細胞の接着挙動 

右田 聖  東京医科歯科大学 生体材料工学研究所  
3-04 歯科用高窒素高クロム含有コバルトクロム合金の開発 

土居 壽  東京医科歯科大学生体材料工学研究所   

3-05 電気分極プロセスによるチタンインプラントの表面改質がオッセオインテグレーションに与える影響 

野崎浩佑  東京医科歯科大学  
3-06 分極ハイドロキシアパタイトの骨芽細胞挙動の制御 

永井亜希子 東京医科歯科大学生体材料工学研究所    
3-07 マイクロアーク陽極酸化処理および化学処理による Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr 合金の硬組織適合性の改善 

堤 祐介  東京医科歯科大学生体材料工学研究所  
3-08 歯科矯正アンカー用骨膜下インプラントの開発 

 上園 将慶  東京医科歯科大学歯学部 
3-09  In Vivo Evaluation of Biocompatibilities of Ti-based bulk metallic glass 

王  巍  東京医科歯科大学生材研  
3-10 多孔質 Ni フリーTi 基金属ガラスの作製 

  謝 国強  東北大学 金属材料研究所 
  



3-11 放電プラズマ焼結法による Ni フリーTi 基金属ガラス及びその複合材料の作製と評価 

謝 国強  東北大学 金属材料研究所 

3-12 Ｚｒ基金属ガラスの磁化率の組成および冷却速度依存性 1,2 

関 一郎  東北大学金属材料研究所 
3-13 Ni- and Be-free Zr-based bulk metallic glasses with high glass-forming ability and unusual plasticity  

朱 勝利  東北大学金属材料研究所  
3-14 Preparation and corrosion behavior of Mg-based bulk metallic glasseswith potential for  

biomedical applications 
秦 風香  東北大学金属材料研究所 

3-15 Ni および Cu フリーZr 基バルク金属ガラスの擬似体液中の応力腐食割れ特性 

川嶋朝日  東北大学金属材料研究所  
3-16 酸化物表面における生体分子の吸着制御 

須崎友文  東京工業大学応用セラミックス研究所  
3-17 金属ガラスの表面・界面制御による生体硬組織・軟組織への接合  

松下伸広  東京工業大学応用セラミックス研究所 
3-18 TNTZ 合金表面の生体活性化と硬組織・軟組織への接合 

松下伸広  東京工業大学応用セラミックス研究所  
3-19 生体・医療用ナノ粒子の高次構造制御と特異接合 

 大原 智  大阪大学接合科学研究所  

3-20 ガストンネル型プラズマ溶射による高機能生体インプラント材料の開発 

小林 明  大阪大学接合科学研究所   
 

 

高機能材料プロセス・接合・応用分野 
4-01 摩擦攪拌接合による Ti 合金継手の特異構造制御 

 森貞好昭  大阪大学接合科学研究所  
4-02 摩擦攪拌点接合法による金属ガラスと実用合金との異材接合特性評価 

 津村卓也  大阪大学接合科学研究所  
4-03 プラズマミグによる高機能材料のブレージング技術の開発 

 田中 学  大阪大学接合科学研究所  
4-04 Cu メタライズ金属ガラスの開発  

 寺島岳史     大阪大学接合科学研究所    
4-05 In-situ observation of TLP bonding process of stainless steel  
 寺崎秀紀  大阪大学接合科学研究所   
4-06 陽極接合導体側材料の構成元素が接合性に与える影響の解明 

高橋 誠  大阪大学接合科学研究所    

4-07 第３元素添加による素地／分散相の接合界面近傍での表面電位制御 

 近藤勝義  大阪大学接合科学研究所   
4-08 核融合炉先進高機能材料溶接・接合継手の照射特性に関する基礎的研究 

 芹澤 久  大阪大学接合科学研究所  
4-09 金属ガラス低減衰性の評価と医療器具への応用  

王新敏郎  東北大学金属材料研究所 
4-10 単一粒界接合機構の直接観察 

 若井史博  東京工業大学応用セラミックス研究所 

4-11 衝撃圧縮法による金属ガラス-セラミックス間の接合界面形成 

阿藤敏行  東京工業大学応用セラミックス研究所  
4-12 Zr 基金属ガラスの低温熱容量  

川路 均  東京工業大学応用セラミックス研究所 
 

 

研究交流会 

17:00~18:30 


