熊本発！

震災復興
フォーラム
2017年

同時
開催

オール熊本発！シーズプレゼンテーション

3月2日（木）

くまもとCOC+参加校が誇るシーズ発表会

プログラム

13：00

会

場：

富士ソフトアキバプラザ
5F アキバホール

（東京都千代田区神田練塀町３）

主

開会

開会挨拶：濵口 道成（科学技術振興機構 理事長）
来賓挨拶：真先 正人 氏（文部科学省 科学技術・学術政策局 審議官）
渡邉 純一 氏（熊本県 東京事務所長）
松本 泰道 氏（熊本大学 理事・副学長）

【第一部】震災復興フォーラム
13：20−14：20

基調講演

14：20−14：40

研究事例紹介

14：40−14：45

休憩

14：45−16：35

パネルディスカッション

「災害現場最前線」
秋冨 慎司 氏（防衛医科大学校 防衛教官 准教授）

催:

後 援: 文部科学省、復興庁、熊本県、
（予定） くまもとCOC+
地（知）の拠点大学による地方創生推進事業

参加費: 無料（事前登録制）

参加申し込み方法と最新の情報
下記のホームページにて参加事前登録を受け付けています。
最新の情報も本ページにて掲載しています。

http://www.jst.go.jp/tt/kumamoto2017
お問い合わせ
国立研究開発法人科学技術振興機構
産学連携展開部 産学連携プロモーショングループ

「データで見る熊本震災 経済被害のシミュレーションと応用〜
ビックデータの防災・復興利用の可能性」
高安 美佐子 氏（東京工業大学 科学技術創成研究院 准教授）

「震災で得た教訓をつなぐ 〜 産学連携 でできることを考える〜」
【モデレータ】
川上 伸昭 氏（文部科学省 科学技術・学術政策研究所 所長）
【パネリスト】
岩渕 明 氏（岩手大学 学長）
松本 泰道 氏（熊本大学 理事・副学長）
丸谷 浩明 氏（東北大学 災害科学国際研究所 教授
兼 大学院法学研究科公共政策大学院）
小沢 喜仁 氏（福島大学 理事・副学長）

16：35−16：45

休憩

【第二部】シーズプレゼンテーション
16：45−17：25
オール熊本発！シーズプレゼンテーション
（くまもとCOC+参加校が誇るシーズ発表会〈8校〉）

TEL. 03-5214-7519

17：30

FAX. 03-5214-8399

ポスターセッション (会場：5Fレセプションホール)
17：30 開場
17：40−18:30 シーズポスター展示と名刺交換会

（受付時間: 平日9:00-17:00）

E-mail: ttevent@jst.go.jp

閉会

閉会挨拶：後藤 吉正（科学技術振興機構 理事）

開 催主 旨
科学技術振興機構（JST）
では、2016年4月に発生し甚大な被害をもたらした熊本地震の復興を促進するための支援活動を
すすめています。
今回のフォーラムでは、熊本の状況と今後をお話しいただきながら、東日本大震災からの教訓を踏まえ、科学技術を活用した
産学官連携による復興促進について考えます。
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（東京都千代田区神田練塀町3）
• JR線 秋葉原駅中央改札口より徒歩2分
• つくばエクスプレス線 秋葉原駅 A3改札口より徒歩1分
• 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 2番出口より徒歩3分
• 東京メトロ銀座線 末広町駅 1番出口より徒歩3分

参 加申し込 み方法

ホームページからのお申し込みも受け付けております。
詳しくは下記のホームページをご参照ください。
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下記の申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申し込みください。
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会 場：富士ソフトアキバプラザ
5F アキバホール

申込書送付先

ス
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末広町駅

交 通アクセス

同 時開 催 オール熊本発！シーズプレゼンテーション
シーズプレゼンテーション： アキバホール16：45〜17：25 ポスター展示: レセプションホール 17：40〜18：30
熊本COC＋参加校の幅広い分野から先端的な技術や地域に根差した成果等、厳選したシーズを発表いたします。
1. 16:45-16:50 東海大学「高付加価値農産物の生産と利用」
（東海大学 農学部 学部長・教授 荒木 朋洋）
2. 16:50-16:55 熊本高等専門学校
「超高齢化と障害者の合理的配慮を基本とするKOSEN-AT
（アシスティブテクノロジー）
による福祉支援機器の開発」
（人間情報システム工学科 教授 清田 公保）
3. 16:55-17:00 熊本県立大学「マイクロバブル技術の産業及び生活分野への利用について」
（環境共生学部 教授 堤 裕昭）
4. 17:00-17:05 熊本大学「粒界工学を基軸とした革新的機能を有する元素戦略材料の創出」
（大学院先端科学研究部 教授 連川 貞弘）
5. 17:05-17:10 熊本大学「スーパーマテリアル酸化グラフェン」
（プレゼン：熊本大学理事・副学長 松本 泰道 / ポスター：大学院先端科学研究部 准教授 鯉沼 陸央）
6. 17:10-17:15 熊本大学「プロテオームミクス解析を用いた新規腫瘍マーカーの同定」
（大学院生命科学研究部 准教授 荒木 令江）
7. 17:15-17:20 熊本大学「マイトファジー誘導を介した新規抗がん剤としての葉酸修飾メチル化シクロデキストリンの構築」
（大学院生命科学研究部 准教授 本山 敬一）
8. 17:20-17:25 熊本大学「遺伝子改変マウスの作製・収集・保存・提供の効率化技術の開発」
（生命資源研究・支援センター 教授 中潟 直己）

熊本発！震災復興フォーラム参加申込書
ふりが な

所属機関
・部署名

お名前

役
住

※は記入必須項目です

所

職

電話番号
FAX番号

電子メール
ポスター展示
/名刺交換会

□ 参 加を希 望する

□ 参加を希望しない

今後、JST産学連携展開部からのお知らせを希望されない方は○で囲んでください。

□希望しない

■ご記入いただきました個人情報は、
本フォーラムに関するご連絡と、
上記で情報配信を希望された方へのお知らせ以外には使用いたしません。

