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ポ ス タ ー タ イ ト ル

01 岩本　海大電磁物性学
博士前期課程 １年

金属ナノ粒子のサイズ効果 
－金属が金属性を失う大きさとは－

02 近藤　啓介光物性学 
博士前期課程  １年

可搬型近赤外域フェムト秒時間分解
分光装置

03 岩永　千春電子物性学 
学部 ４年

SQUIDを用いた高感度磁化測定と
磁場侵入長測定への応用

04 黒田　翔太量子物性学 
博士前期課程 １年

57Fe核共鳴前方散乱の偏光特性の
物質科学への応用

05 善田　知佑数理解析学 
博士前期課程 １年

フラストレーション系ダイヤモンド型
スピン鎖の理論的・数値的研究

06 古内　理人応用数学 
博士前期課程 １年

スーパーコンピューターを用いた磁性体の
理論的研究～数値計算で量子効果を見る～

07 山田　紗智構造物性学 
博士前期課程 １年

パラジウム触媒を用いた有機電解による
C-H結合の活性化

08 高橋龍之介極限状態物性学
学部 ４年

ペロブスカイト鉄酸化物のX線吸収分光

09 下元　　純機能性物質学Ⅰ 
博士前期課程 １年

蓄積電荷測定法による金属/有機半導体
界面の電荷注入障壁の測定

10 田中　結花物質反応論Ⅰ 
博士前期課程 １年

Ｘ線による原子の多価イオン化

11 竹内　梨乃化学分析学 
博士前期課程 １年

電気回転法を用いた非侵襲的な細胞の
分化度の評価

12 川島　基貴エックス線光学 
博士前期課程 １年

高干渉性X線を用いたレンズレス・ナノ
イメージング法の開発

13 石田　滉人数理科学 
博士前期課程 １年

シュレディンガー作用素

14 杉谷　寛弥表面界面物性学 
博士前期課程 １年

GaN系半導体発光デバイス材料の
高品質化に向けて

15 野牛　政伸放射光高圧物質科学
博士前期課程 １年

放射光を利用した新規アルミニウム系
水素化物の高温高圧合成

16 増田　愛葵分子機械学 
博士前期課程 １年

アメーバ運動における仮足形成機構の
解明

17 谷垣　暁章生体物質構造学Ⅰ 
博士前期課程 ２年

転写因子Sox9-HMGドメイン・DNA複合体
の構造解析

18 河村　味奈生体物質構造学Ⅱ
学部 ４年

ストップトフロー ラマン・吸収同時測定法
による酵素反応追跡

19 永森　　繭細胞構造学 
博士前期課程 １年

ゲルろ過クロマトグラフィーを用いた抗ニコチン性
アセチルコリン受容体抗体F(ab')₂結合金
コロイド粒子の精製

20 菊本　　葵細胞制御学Ⅰ 
博士前期課程 １年

アフリカツメガエル幼生の尾部再生時に傷表皮で
発現する分泌性シグナル因子遺伝子の解析

21 MUHAMAD ARIF
MOHAMAD JAMALI

細胞制御学Ⅱ 
博士後期課程

Cryo-EM and Crystallogprahic Structure of 
Quinol-dependent Nitric Oxide Reductases 
from Neisseria Meningitidis.

22 岡田　央人生体情報学Ⅰ 
博士前期課程 １年

脊椎動物が獲物を丸呑みにする仕組み：
X線イメージングを使った解析

23 渡邊雄一郎生体情報学Ⅱ
博士前期課程 １年

DNA再複製誘導によるPCNA fociの
核内分布の変化の解析

24 森本 隆弘・大裏 夏也生体物質化学Ⅰ
学部 ４年

タンパク質の細胞内局在に関する研究

25 足立　拓弥生体物質化学Ⅱ 
博士前期課程 １年

コレステロール輸送の制御機構

26 権　　工民生体分子生合成
博士前期課程 １年

ミヤコグサ種子胚形成の細胞間隙形成に
関わるペクチンメチルエステラーゼ同定の試み

27 瀧 　　祐太構造細胞生理学
博士前期課程 ２年

赤痢菌タンパク質OspIによる宿主免疫
反応阻害機構の解析　

28 鈴木　雅登理学部共同利用機器センター
（バイオセンシング技術）

マイクロ粒子操作技術のバイオセンシング
への応用

29 西野　有里理学部共同利用機器センター
（電子顕微鏡）

クライオ電子顕微鏡を用いた
含水試料の観察

30 柳澤　幸子理学部共同利用機器センター
（振動分光装置）

振動分光法を用いた部位選択的
構造解析

31 上田　光一  理学部共同利用機器センター
（低温センター）

極低温技術と設備の活用 
－理学部の低温技術をもっと知っていただくために－

社　　　　　名

浅田化学工業株式会社
株式会社岡崎製作所
三相電機株式会社
山陽色素株式会社
山陽特殊製鋼株式会社
Spiber株式会社
スプリングエイトサービス株式会社
株式会社東芝
ナガセケムテックス株式会社
長田産業株式会社
日鉄テクノロジー株式会社
日東コンピューターサービス株式会社
パナソニック ライフソリューションズ池田電機株式会社
株式会社兵庫分析センター
フジプレアム株式会社
ヤヱガキ醗酵技研株式会社

浅田化学工業の製品・開発品紹介
岡崎製作所の製品紹介
デサリオン
山陽色素の会社紹介及び産学連携について
高機能金属粉末
MASTERING PROTEINS
放射光技術に特化したエンジニアリングサポート
東芝の技術
高耐熱樹脂ベンゾオキサジンの合成と実用化に向けた検討
食・生活環境のトータルクリエイターをめざして
大気中粒子状物質測定(PM2.5 モニタリング調査)
お客様に支えられて４０周年　いろんな分野で活躍できます
スイッチング電源回路を用いたLED照明点灯装置
兵庫分析センターって何を分析するの？
精密貼合技術によるイノベーション
伝統から生まれるものづくり

あいさつ
兵庫県立大学 理学部長 住山 昭彦
依頼講演①
山陽特殊製鋼株式会社 フェロー 柳谷 彰彦 氏
依頼講演②
Spiber株式会社 バイオテクノロジー部門 培養チーム マネージャー 森 英詞 氏
共同利用機器センターの紹介
兵庫県立大学理学部 共同利用機器センター長 宮澤 淳夫

13:00～13:10

13:10～13:50

13:55～14:35

14:40～14:50

懇親会17:30～19:00

ポスター講演 企業展示16:20～17:20

ポスター講演 学生・大学施設展示15:10～16:10

STUDENT PRESENTATION

JOINT RESEARCH LAB. PRESENTATION
［ 共同利用機器センター ］

PROGRAM

COMPANY PRESENTATION

会場 ： セミナールーム1

会場 ： 交流サロン

会場 ： 多目的室

会場 ： 交流サロン


