
 

 

「おかやま生体信号研究会」 

  会員各位 

                             会長 則次俊郎 

 

   拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

「おかやま生体信号研究会」第 17回例会を下記のとおり開催いたします。今回は，放射線治

療におけるロボット導入，在宅医療支援，福祉応用など，多彩なテーマを企画しました。ま

た，同期間に開催されている「医療展示会“メディカルイノベーション岡山”（主催：岡山大

学）の見学も企画しておりますので，奮ってご参加ください(同展示会のスケジュールを添付

しております)。 

 

日時：2014年 3月 20日（木）13:00～18:30 

場所：岡山大学鹿田キャンパス Jホール （交流会は生協食堂です） 

  (添付の地図をご覧下さい。お車でお越しの場合，西門からお入り下さい) 

内容： 

（１）講 演 会 

 ①13:00～13:05  開会挨拶 

  ②13:05～13:55  講演Ⅰ 『ロボテック IVR の開発』 

      岡山大学 自然科学研究科 知能機械システム学講座講師  

                                                       亀川 哲志 氏 

  ③13:55～14:45  講演Ⅱ 『徘徊管理システム』 

      岡山大学 高齢社会医療・介護機器研究推進講座 兼 

                 心臓血管外科准教授   笠原 真悟 氏 

  ④14:45～15:00  休憩 

 ⑤15:00～15:50  講演Ⅲ  『足こぎ車イス』 

       株式会社 TESS社長 鈴木 堅之 氏 

      株式会社テクノプロジェクト東京支社長 深田 倍生 氏 

 

（２）医療展示会“メディカルイノベーション岡山”の見学：16:00～16:50 

                 Jホール 内 

（３）交流会：17:00～18:30 鹿田キャンパス 生協食堂（会費：￥3,000円） 

 

********************出欠連絡票************************ 

   下記の内容を（できるだけ）メールにてお送り下さい 

   回答先：岡山大学大学院自然科学研究科 高岩昌弘宛 TEL&Fax:086-251-8062 

       E-mail: takaiwa@sys.okayama-u.ac.jp 

   回答期限：平成 26年 3月 12日（水） 

 

    おかやま生体信号研究会 

       ・第 17回例会に   出席・欠席 する 

    ・交流会に      出席・欠席 する 

      ・参加者  

      氏名： 

      所属： 

      連絡先(TEL含)： 

**************************************************** 

mailto:takaiwa@sys.okayama-u.ac.jp�


医療展示会　岡山メディカル・イノベーション　スケジュール（案） 2014/3/5

研究推進産学官連携機構    産学官連携本部、新医療創造支援本部

自 時間 自 分間 自 分間 自 分間

11:00 会場オープン（11:00～20:00） 11:00 会場オープン（11:00～17:00）

展示

12:00 「おかやま生体信号研究会」 幹事会
管理棟3階

50 小会議室

12:50

13:00 会場オープン（13:00～20:00） 13:00 5 「おかやま生体信号研究会」 挨拶：則次 俊郎 会長
13:05

展示 50 講演①「ロボテックIVRの開発」
      （岡山大学 工学部　亀川 哲志 講師） J-Hall

13:55 講演②「徘徊管理システム」
14:00 機材搬入と設営       （岡山大学 高齢社会医療・介護機器研究推進講座             計  170分

電気設備 50         笠原 真悟 准教授 ）

パネル・展示機器
搬入 14:45 15 《休憩》15分間

15:00 10 挨拶 森田学長・槇野病院長 15:00 講演③ 足こぎ車椅子（未定）
15:10 「講演」（１） ハートフルビジネス （株式会社テクノプロジェクト 東京支社長 深田 倍生 

神戸大学大学院工学研究科 教授　山根 隆志 先生 岡山　打合せ会 50 （株式会社TESS     社長      鈴木 堅之 様）
60 「医工もの作り－人工心臓実用化までの道のり」 管理棟3階

ＪーＨａｌｌ 小会議室 15:50
15：00～16：30 10

16:00 出展者プレゼンテーション
16:10 「講演」（２） (10分×５テーマ)

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 50
60 　バイオテクノロジー・医療技術部　

総括研究員   弓取 修二  様 16:50
17:00 ｢演題未定｣
17:00 搬入・設営 終了 ＪーＨａｌｌ 17:00 搬出    交流会「バンビ」

17:10 60   （おかやま生体信号研究会） 鹿田・生協
       会費制              （食堂）

17:30 出展者プレゼンテーション 90 60分以内で搬出終了     17:00～18:30
（１０分×４テーマ）

40 18:00 搬出終了
18:00 90 サイエンス・トーク

18:10 「インプラントのお話し」（仮）
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科（歯） ＪーＨａｌｌ 18:30

18:30 教授   窪木 拓男　先生

90      主催：岡山県産業振興財団
    担当：ハートフルビジネス岡山   横田 課長

19:30

20:00 展示会 終了 20:00 展示会 終了

（１） 主催・共催 主催 ： 岡山大学 共催：特定非営利活動法人メディカルテクノおかやま、岡山県、岡山県産業振興財団、岡山県医用工学研究会
（２） 会の名称 「医療展示会　岡山メディカル・イノベーション」

 医療現場の開発ニーズに関する意見交換会 レクチャーホール

（看護師・OT.PT.臨床工学技士）

３月２０日（木）

内容
時間

第３日目
内容

《休憩、移動》10分間

展示会（17:00 終了→撤収）

Ｊ－Ｈａｌｌ

３月１７日（月）

時間 時間
内容

第１日目 第２日目

３月１８日（火） ３月１９日（水）

時間
内容

14:00

13:00

前日

20:00

16:00

17:00

18:00

19:00

15:00

12:00

11:00

10:00

《出展》・・・・・目標 ３０ コマ 

①岡山大学内の研究者（企業との共同研究テーマも含む） 
②県内企業（主に医療機器、医療器材、福祉機器） 
③県外企業（近隣県／主に医療機器、医療器材、福祉機器） 

《搬入について》 

第１日目の午前中は外来患者さんの車で混み合うので、この

時間帯の搬入は避けていただく。前日に搬入を完了する。 



岡山大学 鹿田キャンパス 案内図 
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