
今後成長が期待されている福祉機器分野において、多摩地域の高度な技術力と大学・高専の研究シーズや『知』を活用し
福祉に役立つ新製品の事業化創出や共同研究促進を図るため、『福祉関連機器（介護・介助・リハビリ・生活支援）』をテーマと
した研究シーズを各校の教員に発表していただきます。また、連携協定締結校の産学連携コーディネーターに、産学連携の
取組事例も発表していただきます。
関連企業各位においては、技術課題解決のヒントを得ていただき、各協定締結校の連携に対する体制や環境を感じていた
だける機会です。各校の産学連携コーディネーターや教員との交流を図り、課題解決の機会としてご活用ください。

たましん連携協定校 研究シーズ発表会

福祉関連機器の産学連携による
事業化促進

◎問い合わせ 多摩信用金庫 価値創造事業部 法人支援担当 山田
TEL：042－526－7728

◎申し込み Webまたは、裏面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。

【開 催 日】 平成24年10月19日（金）
【会  　場】 たましん事業支援センター（Winセンター）
　　　　　 〒190-0012 東京都立川市曙町２-８-18
　　　　　 東京建物ファーレ立川ビル１Ｆ
【対 象 者】 多摩地区ものづくり企業の経営者及び技術者、
　　　　    支援機関の産学連携コーディネーター

【参 加 校】　　　   国立大学法人 電気通信大学

   　　　　　　　   首都大学東京

　　   　　　　　   明星大学

　　   　　　　　   国立東京工業高等専門学校

参加費 無料
《交流会》会費1000円

【募集人員】 70名 （交流会30名）
【基調講演】 産業技術大学院大学 創造技術専攻 教授　橋本 洋志
【発 表 者】 ・国立東京工業高等専門学校 機械工学科 准教授　多羅尾 進
　　　　　 ・公立大学法人首都大学東京 大学院 人間健康科学研究科 教授｠ 新田 收
　　　　　 ・明星大学 情報学部 情報学科 教授　香椎 正治
　　　　　 ・国立大学法人電気通信大学 大学院情報理工学研究科 
　　　　　  知能機械工学専攻 教授　横井 浩史
　　　　　 ・株式会社キャンパスクリエイト（電通大TLO） 代表取締役社長　安田耕平氏
【主  　催】 多摩信用金庫
【後  　援】 ・関東経済産業局
　　　　　 ・国立大学法人電気通信大学
　　　　　 ・公立大学法人首都大学東京

・明星大学
・国立東京工業高等専門学校
・株式会社キャンパスクリエイト（電通大ＴＬＯ）

平成24年

10月19日（金）
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開催概要



※ご記入いただいた個人情報は、多摩信用金庫で管理保管を行います。また、協力機関である国立大学法人 電気通信大学／公立大学法人 首都大学東京／明星大学／国立東京工業高等専門学校／
株式会社キャンパスクリエイトでも産学連携に関係する業務で共同利用する場合があります。

FAX番号が変わりました。ご注意ください！

お申込み 下記の申込書に必要事項をご記入のうえ、
事務局まで FAX にてお申込ください。

ホームページからもお申込みいただけます！
http://www.bob-net.jp

たましん法人総合サービスBOB事務局
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交流会・名刺交換会（会費1,000円　１７：００～）

どちらかに○をお願い致します。

参　加　・　不 参 加

《プログラム》
13：00～13：10 主催者挨拶

13：10～13：40 国立東京工業高等専門学校　機械工学科　准教授　多羅尾 進（たらお すすむ） 
 　「ロボットを応用した福祉関連機器の開発に向けて」
13：40～13：50 国立東京工業高等専門学校産業技術センターの取り組み

13：50～14：20 公立大学法人首都大学東京　大学院 人間健康科学研究科　教授　新田 收（にった おさむ） 
 　「ストレスセンサーの開発について～赤外線脈波センサーの応用～」
14：20～14：30 公立大学法人首都大学東京産学公連携センターの取り組み
14：30～15：20 【基調講演】
 産業技術大学院大学
 　創造技術専攻　教授　橋 本 洋 志（はしもと ひろし） 
 　「次世代に向けた日本らしい産業技術」

15：20～15：30 　　　～休　　　憩～

15：30～16：00 明星大学　情報学部　教授　香 椎 正 治（かしい まさはる）
 　『安全装置付き室内用移動椅子の開発研究』
16：00～16：10 明星大学連携研究センターの取り組み
16：10～16：40 国立大学法人 電気通信大学 大学院情報理工学研究科
 　知能機械工学専攻　教授　横 井 浩 史（よこい ひろし）
 　『手・指のリハビリテーション装置及び筋電義手の開発』
16：40～16：50 電気通信大学産学官連携センターの取り組み
16：50～17：00 株式会社キャンパスクリエイト（電通大TLO）の取り組み
 　代表取締役社長　安 田 耕 平（やすだ こうへい）

17：00～18：00 交流会・名刺交換会（コーディネーター、教員参加）
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会場に駐車場はございません。付近の民間有料駐車場をご利用
いただくか、公共交通機関でご来場ください。


