
今後、順次追加いたします。

発表予定91件（2019年10月3日現在）

発表分野 部局 氏名 役職 発表タイトル 注

吾郷　宏樹 教授

河原  憲治 テクニカルスタッフ

理学研究院 大谷　亮 准教授 機能性金属錯体材料の開発 

工学研究院 岸村　顕広 准教授 タンパク質に優しくタンパク質を濃縮できる細胞質模倣溶媒の開発 新技

先導物質化学研究所 辻　雄太 助教 接着の分子論的研究

徳永　信 教授

村山　美乃 准教授

先導物質化学研究所 長島　一樹 准教授 分子センシングの高速化へ向けたナノ材料表面修飾技術 新技

工学研究院 Park Kayoung 学術研究員 電池・電気化学システムを対象にした構造評価および計算支援研究

工学研究院 林　照剛 准教授 ダブルパルスビームによる透明材料の光励起レーザー加工 GAP

藤ヶ谷　剛彦 教授

Dhammika Weerathunga 研究員

グローバルイノベーションセンター 藤野　茂 教授 新しい高付加価値を有する３D複雑形状石英ガラス製品 GAP

先導物質化学研究所 天本 義史 助教 データ科学から見たゴム材料のネットワーク構造と力学物性

農学研究院 阪上　宏樹 助教 イオン液体の性能を付与した木質材料の開発

工学研究院 高桑　脩 准教授 超高圧水素ガス環境における金属材料の強度特性と設計指針

谷口　育雄 准教授

衣笠　佳恵 テクニカルスタッフ

先導物質化学研究所 中林  康治 助教
石油・石炭・残渣・バイオマスを利用した炭素材料の創製と改質
～ゼロエミッションを目指した炭素材の結合と分解～

工学研究院 兵頭　潤次 特任助教（学術研究員） 太陽光および金属酸化物を用いた二酸化炭素の資源化

工学研究院 弘中　秀至 助教 乾燥過程における多孔質膜内不均質構造の形成過程に関する研究

工学研究院 PHAM VAN MAO 博士後期課程
ガドリニア添加セリア固溶体の熱物性評価
Evaluation of thermal properties of (Ce,Gd)O2-y solid solutions

工学研究院 増村　拓朗 特任助教（学術研究員） DF/mWH法による転位密度解析の簡略化と強化機構解析

工学研究院 松本　光 博士課程2年 多孔質高分子モノリスを用いた触媒的精密フロー合成の基礎研究について

エネルギー研究教育機構 Lyth Stephen 准教授 ナノセルロースを使った安価な燃料電池膜の開発
GAP

調整中

カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 渡邊　源規 准教授 安定作動型有機ー無機ハイブリッド材料の開発と可視光応答型の光触媒システム構築

医学研究院 沖　真弥 講師 特定領域の発現情報を光照射で取り出す技術 新技

工学研究院 神谷　典穂 教授 水溶性タンパク質に簡便に脂質を導入する技術 新技

先導物質化学研究所 河崎　悠也 特任助教 簡単・便利な分子連結素子：DACN-MMCの開発

後藤　雅宏 教授

石濱　航平 学生（博士2年）

友岡　克彦 教授

井川　和宣 助教

先端医療ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 中楯　龍 特任准教授 軟性鏡がん治療ロボット GAP

システム情報科学研究院 中野　道彦 准教授 微粒子誘電泳動を用いた迅速・簡便な遺伝子増幅検査法 GAP

理学研究院 野下　浩司 助教 植物フェノタイピング技術の開発と活用

薬学研究院 松永　直哉 准教授 ペットの体内時計を活性化するマイクロ電流による健康寿命改善技術
GAP

調整中

先導物質化学研究所 村上　大樹 助教 生体親和性高分子の構造-機能相関に関する研究

工学研究院 古賀　 友稀 博士後期課程 核融合炉燃料製造用Liロッドの実証試験に向けての研究

工学研究院 五ノ井　祐二 博士後期課程大学院生 菱刈鉱床母岩の熱水変質作用の研究

工学研究院 佐藤　辰郎 特任准教授
遠隔農村地域での小水力発電の導入と持続可能性向上に向けた研究
～再生可能エネルギーによる農村社会変革を目指して～

カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 Selyanchyn Roman 助教 Interface-driven selectivity of gas separation membranes for efficient CO2 capture

寺村　淳 学術研究員

田浦　扶充子 学術研究員

カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 Chapman Andrew 准教授 水素と将来エネルギーシステム；政策、技術とCO２削減目標設定の影響

工学研究院 星野　友 准教授 燃焼後排ガスから高速・低コストにCO2を分離する材料・プロセス GAP

工学研究院 水永　秀樹 准教授 防災対策を目的とした地下環境の実時間監視システム GAP

農学研究院 矢部　光保 教授
メタン発酵消化液からの肥料成分の低コスト分離濃縮回収技術による
濃縮バイオ液肥の生産

GAP

工学研究院 Ristiyanto Adiputra 助教 Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) Power Plant in Indonesia

工学研究院 若松　美保子 助教 省エネ意識は環境に配慮した交通手段選択を促進するか？

2019年度 九州大学オープンイノベーションワークショップ

グローバルイノベーションセンター 原子厚みの超極薄シート（グラフェン）の大面積・高品質成長技術

工学研究院 ワクチンシールの開発

理学研究院 酒類や飲料からの選択的吸着脱硫技術 GAP

発表予定学内研究者一覧　

ライフサイエンス

マテリアル・
リサイクル

樹脂被覆法による燃料電池の高耐久化および高活性化工学研究院

低温成形可能な生分解性高分子材料の農業分野への展開カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所

高機能分子の創製と応用

ナノテクノロジー

環境保全・
浄化・

エネルギー

GAP

GAP

GAP

GAP

GAP

工学研究院 自然資源を活用した発災時の対応　「グリーンレジリエンス」の手法の開発

先導物質化学研究所
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マス・フォア・インダストリ研究所 池松　泰彦 助教 多変数多項式を用いた耐量子計算機暗号の研究

システム情報科学研究院 岩口　尭史 助教 光伝播計測の実世界応用について

システム情報科学研究院 小野　貴継 准教授 ハードウェアセキュリティによる安全なIoTシステムに関する研究

システム情報科学研究院 亀井　靖高 准教授 ソフトウェア品質保証の改善に向けたマイニングソフトウェアリポジトリ技術

マス・フォア・インダストリ研究所 河原 吉伸 教授 データから複雑な`動き'を予測する技術

工学研究院 木村　元 教授 無線LAN受信強度マップによる位置推定システム
新技

調整中

システム情報科学研究院 Danilo Vasconcellos Vargas 助教 人工知能の過去と未来

システム情報科学研究院 東藤　大樹 助教 人間を含むシステムの最適化　～公平性と動機付け～

情報基盤研究開発センター 廣川　佐千男 教授 統計データの中の個々の数値の怪しさランキング法 新技

マス・フォア・インダストリ研究所 安田　雅哉 准教授 準同型暗号のプライバシー保護利活用への応用について

システム情報科学研究院 山内　由紀子 准教授 モバイル計算主体群による分散計算について

工学研究院 荒田　純平 准教授 手指リハビリロボット SMOVE
GAP

調整中

システム情報科学研究院 興　雄司 教授 シリコーン樹脂を利用した光学素子及びモジュールの開発設計
GAP

調整中

総合理工学研究院 富田　健太郎 助教 プラズマを精度良く分析できるレーザー計測システム 新技

生態防御医学研究所 中尾　素直 学術研究員 メタボロミクス解析アルゴリズム搭載のソフトウェア開発
GAP

調整中

芸術工学研究院 中島　祥好 教授 老人性難聴者に明瞭な音を届ける技術
GAP

調整中

工学研究院 野上　大史 助教 毎日使いたい・力センサ一体型ウェアラブル血流計
GAP

調整中

総合理工学研究院 林　信哉 教授 人と環境に安全無害な医療用高速低温酸素プラズマ減菌器
GAP

調整中

先導物質化学研究所 藤田　克彦 准教授 光線力学療法用有機光照射装置
GAP

調整中

医学研究院 山﨑　貴男 学術研究員 軽度認知障害(MCI)の高精度・簡便な早期診断法の開発 新技

工学研究院 山西　陽子 教授 電界誘起による針なし気泡注射器
GAP

調整中

大内田　理一 診療講師

曺 柄炫 特任助教

理学研究院 小林　大 学術研究員(特任助教) 大型加速器実験における最先端の検出器開発

システム情報科学研究院 笹山　瑛由 准教授 高温超伝導コイルを用いた非破壊検査

カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 Shen Biao 助教 Application of surface engineering in enchancement of ethanol boiling

システム情報科学研究院 多喜川　良 助教 低温接合による異種材料集積技術とその光・電子デバイス応用について

工学研究院 中島　康貴 准教授 内視鏡下手術中の術者の意図を反映するためのポインティングデバイスの開発

工学研究院 野上　大史 助教 畜産動物の健康管理を目的としたウエアラブルセンサ端末およびそのシステムの開発

理学研究院 宮田　潔志 助教 次世代オプトエレクトロニクス材料の開発を加速させる超高速分光計測技術

青木　百合子 教授

折本　裕一 特任助教

工学研究院 井上　智博 准教授 噴霧の生成と熱流動特性の評価

理学研究院 岩見　真吾 准教授 IoTを駆使し、体験して学ぶことができる生態学教育支援アプリ
GAP

調整中

工学研究院 小野　皓章 学術研究員（特任助教） 高圧水素環境下で使用されるゴム・樹脂材料のダメージ解析

マス・フォア・インダストリ研究所 鍛冶　静雄 准教授 メビウスの帯状のリンク機構

工学研究院 門脇　廉 助教 力学をベースとした超音波による異常診断の研究

農学研究院 栗田　喜久 助教 未利用餌資源がひらく養殖業の可能性と九大水産実験所のユーティリティー

先導物質化学研究所 鳥越　尊 助教 位置選択的な含フッ素官能基導入反応の開発

芸術工学研究院 冬野　美晴 助教 人の心を動かす話し方が身につくバーチャル・リアリティ（VR）教材 GAP

工学研究院 松本　光央 助教
不確実性を考慮した開放系貯留層からの流体資源の長期生産予測と事業経済性評価との連結シ
ミュレーションに向けた基礎的研究

システム情報科学研究院 宮内　翔子 助教 深層学習による3次元物体認識のための3次元形状記述法の構築

応用力学研究所 文 贊鎬 助教 プラズマ発光を利用した高汎用性の３次元トモグラフィーシステムの開発

応用力学研究所 劉 盈溢 助教
波と浮体式構造物の相互作用解析における高性能計算ソルバーの開発と応用
（Development and application of a high-performance computational solver
for the analysis of wave-structure interactions）

工学研究院 小野　利和 助教 分子集積体を用いた分子センシング材料の開発

工学研究院 中野谷　一 准教授 セキュリティインクを指向した高効率・長寿命発光色素の開発

工学研究院 Han Hoon 博士課程3年生 新規炭化水素系プロトン伝導膜の開発

工学研究院 赤松　寛文 准教授 新規強誘電体材料のハイスループット探索

先導物質化学研究所 荒津　史裕 特任助教 中間水コンセプトによるCTCをターゲットにした抗癌剤スクリーニング技術

先導物質化学研究所 木戸秋 悟 教授 非一様弾性場・非定住遊走による間葉系幹細胞のエクササイズ培養

総合理工学研究院 Elongation法によるDNA損傷修復解明のための見える化システムの構築 GAP

歯学研究院 GAP直感的インターフェース用いた歯科インプラント手術ナビゲーション開発

注： 調整中 → 発表調整中（12名）
      GAP → 大学発ベンチャー事業シーズ育成支援プログラム（通称：九大ギャップファンド）採択の研究
　　  新技 → 2019年度九州大学新技術説明会（10/17）発表の研究

“オープンサイエンス
プラットフォーム”

による
マテリアル

ヘルステクノロジー

装置・デバイス

その他

情報通信
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