
令和元年度

未来 人

研究成果発表会

プログラム

14：00 - 14：05 挨拶（福山大学長）
14：05 - 15：05 特別講演会
15：10 - 16：30 研究成果ポスターセッション

特別講演テーマ

「創業支援の現況と課題 ～地方発ベンチャーの創出に向けて～」
一般財団法人 ひろぎん経済研究所 理事 経済調査部長 河野 晋 氏

「多島海に学ぶ里山・里海学と私たちの未来」
～ 福山大学ブランディング推進研究「瀬戸内の里山・里海学」より～
福山大学生命工学部生物工学科 准教授 佐藤 淳 氏

場所 福山市ものづくり交流館

主催：福山大学社会連携センター
共催：福山市，株式会社 広島銀行，一般財団法人 備後地域地場産業振興センター，

ビジネス交流会：福山未来（バイオビジネス交流会，スマートビジネス研究会）
後援：広島県，備後圏域連携協議会（三原市，尾道市，福山市，府中市，世羅町，神石高原町，笠岡市，井原市），

福山商工会議所，府中商工会議所，三原商工会議所，尾道商工会議所，笠岡商工会議所，井原商工会議所，
福山北商工会，福山あしな商工会，沼隈内海商工会，神辺町商工会，世羅町商工会，神石高原商工会，
公益財団法人 ひろしま産業振興機構

広島県福⼭市⻄町1-1-1 エフピコRiM7F
☎084-923-1191［直通］

地域で活躍する人材を、

地域とともに育てる

7F：福山市ものづくり交流館

お問合せ先：福山大学 社会連携センター TEL : 084-936-2111 (内線)4311 E-mail : nakamura@fukuyama-u.ac.jp



　経済学部 ブース 発　表　者 テ　ー　マ

経済学科 E-1 早川　達二 教授
From Beijing to the Globe: A Note on the Chinese Model of Development
（北京から世界へ：開発の中国モデルについての一考察）

経済学科 E-2 李　　森　 教授 第4次産業革命における労働力流動性のボーダーレース化の分析

経済学科 E-3 野田　光太郎 講師 スポーツ・ビジネスの海外展開事例：アルビレックス新潟ミャンマーサッカースクール

国際経済学科 E-4 足立　浩一 教授 訪日中国人観光客の動向と観光行動変容

国際経済学科 E-5 中村　博　 准教授 文系・理系の大学生のためのキャリアデザインの考察と社会的意義

国際経済学科 E-6 Bisset Ian James准教授
Government policy on workers taking paid holidays in Japan: Are there lessons to be learned from the Financial
Industry?

国際経済学科 E-7 劉　　曙麗 准教授 日本企業の対中特許出願の決定要因　－特許、財務、海外進出データの接続による実証分析－

国際経済学科 E-8 藤本　浩由 講師 アフリカにおける国内・国際紛争のマクロ経済への影響に関する基礎研究

税務会計学科 E-9 小林　正和 教授 地元住民によるスーパーマーケット「キラリやまの」の挫折

税務会計学科 E-10 張　　楓　 教授 福山地方デザイン振興活動の革新と限界

　人間文化学部 ブース 発　表　者 テ　ー　マ

心理学科 C-1 武田　知也 講師 神経認知機能は統合失調症患者の就労を促進する

心理学科 C-2 金平　希　 助教 備後圏域における気になる子どもの支援の現状と今後のあり方（3）　-気になる子どもへの対応困難尺度開発-

人間文化学科 C-3 青木　美保 教授 備後文化の継承を目指して　－ 文豪井伏鱒二を育んだ備後の仲間たち －

人間文化学科 C-4 清水　洋子 准教授 陳士元『夢占逸旨』諸版本の検討　－清代における校訂を中心に－

メディア・映像学科 C-5 中嶋　健明 教授 ※鞆の浦CG復元　CG制作のための古民家調査

メディア・映像学科 C-6 安田　暁　 教授 プリント表現の高度化を目指した、デジタル、アナログの混合による写真制作プロセスの開発研究

メディア・映像学科 C-7 渡辺　浩司 准教授 一般化したサービスとの差別化を目指した次世代型自動販売機の充填と排出に関する考察

メディア・映像学科 C-8 阿部　純　 准教授 府中地域活性化のための一店逸品運動及び店舗のPR動画の研究と作成

　工学部 ブース 発　表　者 テ　ー　マ

スマートシステム学科 T-1 香川　直己 教授 小型衛星プロジェクトにおける光リンクセンサーネットワークのためのビームステアリング光学系の開発

スマートシステム学科 T-2 香川　直己 教授 センサーネットワークを用いた大気中二酸化炭素濃度変動の測定と気象データの関連性の検討

スマートシステム学科 T-3 関田　隆一 准教授 地域交通自動化での事故０に資する自動車旅客輸送業の事故情報定量解析

スマートシステム学科 T-4 沖　　俊任 准教授 低潮流浅海域における生態系観察を目的としたROVの開発

スマートシステム学科 T-5 伍賀　正典 准教授 ロボティックスワームを指向した小型実機ロボット

建築学科 T-6 都祭　弘幸 教授 エネルギー吸収性能改善型ＲＣ梁部材に関する実験的研究

建築学科 T-7 佐藤　圭一 教授
※絵図・古写真分析による阿部神社能舞台の建築年代推定　－福山市に現存する能舞台と能楽堂の空間構成に
関する研究－

建築学科 T-8 伊澤　康一 准教授 木造住宅における調湿性外壁素材の水分収支　－夏季の実測と解析－

建築学科 T-9 山田　明　 准教授 多数回の繰り返し載荷を受ける土壁の劣化特性

情報工学科 T-10 新谷　敏朗 准教授 ルービックキューブを解くプログラム

情報工学科 T-11 中道　上　 准教授 透析患者向け医療ベッドの開発　－ポインティング技術の開発と応用－

機械システム工学科 T-12 加藤　昌彦 教授 高密度ナノワイヤによる撥水性の改善

機械システム工学科 T-13 内田　博志 教授 地域の交通安全を支える人間計測・自動運転技術

機械システム工学科 T-14 内田　博志 教授 大型マルチコプターの設計と制御に関する基礎検討

機械システム工学科 T-15 真鍋　圭司 教授 非圧縮性超弾性体の有限要素法による座屈固有値解析

機械システム工学科 T-16 坂口　勝次 教授 気柱共鳴を伴う振動流を利用した水平3円柱列周りの対流熱伝達促進に関する研究

機械システム工学科 T-17 木村　純壮 教授 DCサーボモータシステムの最適追従制御実験

機械システム工学科 T-18 関根　康史 准教授 安全運転サポート車の効果『歩行者事故における歩行者傷害低減効果の推定』

機械システム工学科 T-19 中東　潤　 准教授 水素処理α+β型Ti-6Al-4V合金の高速超塑性

機械システム工学科 T-20 小林　正明 講師 地域の交通問題を解消する次世代小型モビリティの開発

　生命工学部 ブース 発　表　者 テ　ー　マ

生物工学科 L-1 原口　博行 教授 ワイン・ブドウに含まれる過酸化抑制化合物

生物工学科 L-2 広岡　和丈 准教授 枯草菌での糖類分解に関わる遺伝子群の発現制御とタンパク質発現系への応用

生命栄養科学科 L-3 井ノ内　直良 教授 いくつかの高アミロース米の胚乳澱粉の微細構造

生命栄養科学科 L-4 山本　沙也加 助手 大学生の食物摂取と身体組成・骨密度・体力との関連性

海洋生物科学科 L-5 金子　健司 教授 津波による堆積物の攪乱と再堆積過程

海洋生物科学科 L-6 真田　誠至 講師 環境教育における展示・模型の活用　－水環境で見られる現象の視覚化－

　薬学部 ブース 発　表　者 テ　ー　マ

薬学科 P-1 前田　賴伸 教授 C型慢性肝炎患者の腎機能に基づくリバビリン投与法の開発

薬学科 P-2 猿橋　裕子 准教授 かかりつけ薬局に来局された保険薬を処方された患者の、健康食品に対する意識と摂取行動の調査

薬学科 P-3 山下　純　 准教授 一般用医薬品添付文書の理解度改善を目指し開発したピクトグラムの効果

薬学科 P-4 広瀬　雅一 講師 電子薬歴ソフトを導入した実務実習直前演習と評価方法の構築

薬学科 P-5 白川　真　 講師 第４の選択 ～新規がん治療法の実現に向けて～

　研究センター等 ブース 発　表　者 テ　ー　マ

研究推進委員会 S-1 仲嶋　一　 教授 ※福山大学ブランディング推進のための研究プロジェクト　瀬戸内の里山・里海学
S-2 内田　博志 教授 ※里海の藻場探査プロジェクト　生物多様性涵養機能を探る海中・海上探査ロボットシステムの開発
S-3 田中　聡　 准教授 ※里海の藻場探査プロジェクト　海底カメラによる海中観測実験
S-4 関田　隆一 准教授 ※里海の藻場探査プロジェクト　衛星画像藻場分布
S-5 伊澤　康一 准教授 ※CFD解析によるグラデーション給餌の検討　－瀬戸内里海の次世代養殖システムの開発研究－

安全安心防災教育研究センター S-6 仲嶋　一　 教授 安全安心防災教育研究センター概要
安全安心防災教育研究センター
　構造・材料開発研究部門

S-7 都祭　弘幸 教授 安全安心防災教育研究センター　構造・材料開発研究部門概要

安全安心防災教育研究センター
　河川臨海域環境保全・防減災教育研
　究部門

S-8 仲嶋　一　 教授 ※芦田川の二極化抑制のための河道計画に関する研究

安全安心防災教育研究センター
　スマートコミュニティ教育研究部門

S-9 関田　隆一 准教授 ※里海の藻場探査プロジェクト　衛星ミッション変更

グリーンサイエンス研究センター S-10 有瀧　真人 教授 ※養殖シロギスの商品開発と販売調査
グリーンサイエンス研究センター S-11 佐藤　淳　 准教授 ※瀬戸内海 しまなみ沿岸生態系に眠る多面的機能の解明と産業支援・教育
グリーンサイエンス研究センター S-12 髙山　健人 講師 ※緩下薬の下剤活性は食餌による腸内細菌叢の変化に左右される

※　ブランディング事業関連テーマ
お問合せ先　福山大学　社会連携センター　 TEL : 084-936-2111　(内線)4311　FAX : 084-936-2213　E-mail : nakamura@fukuyama-u.ac.jp

安全安心防災教育研究センター
　瀬戸内の里山・里海学




