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平成23年10月1日発行
東葛テクノプラザでは、毎週各種無料相談を受付けております。特許のことや技術相談な
ど、是非ご活用ください。

無料相談開催中 ( 要予約）発明（毎週火曜日）技術（毎週金曜日）海外進出（随時）
主催：茨城県圏央道沿線・千葉県東葛・千葉県千葉市地域新産業創出推進ネットワーク、東葛テクノ会

第4回

イブニングセミナー
日 時

池野 順一 氏

講 師

埼玉大学大学院教授

内 容

各種材料における鏡面研削砥石の開発

10月19日（水）
18:00～20:00

研削加工は刃が立たない材料の形状加工や切削後の仕上げ加工に使用
されています．一般的に引っ掻き作用によって傷を形成しバリバリ削
る研削加工では，研磨加工のような鏡面創成は期待できないとされて
きました．
一方で，研磨加工のような職人技を必要とせず，スラリーの廃液処理
の問題もなく，自動化に適した研削加工で研磨に相当する鏡面創成が
可能となれば，飛躍的に生産性の向上が期待でき，鏡面研削への期待
は大きいのです．
課題は砥石開発にあります．そこで本研究室では，シリコン，水晶，
ガラス，ステンレス，SiCなどの材料に適した鏡面創成用砥石の開発に
ついて解説します．
View of ground surface of silicon wafer（φ8”）

開催場所
参加費

東葛テクノプラザ
３F 第１研修室
1,000円

申し込み・問い合わせ先

東葛テクノ会会員・・・無料
東葛テクノプラザ 研究開発課 玉利
TEL:04-7133-0139 FAX:04-7133-0162
E-mail:tamari@ttp.or.jp

Ground surface roughness of a silicon wafer

大学等研究交流サロン

～腱反射精密定量化装置・歩行姿勢計測システム・野球グラブ定量化法の開発～
講師
最近の各種計測・画像装置の発展により、これまでの測ることや
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター講師・水戸協同病院整形外科部長
見ることが不可能であった人体を、破壊することなく、また容易に 筑波大学硬式野球部部長兼チームドクター
定量化すること・可視化することが可能となりました。
腱反射精密定量化法は、測定の簡便さ、データの 精度の高さな
どから、医療機器として、健康評価ツールとして、スポーツコンデ
ィションの定量化法として、今後有望な神経機能評価法である一方、
月
日(木)
その課題は腱反射の誘発部分にあり、自動測定が可能となれば応用 日 時：平成 23 年
分野の拡大が可能となります。
場 所：東葛テクノプラザ 大学等研究交流サロン
歩行姿勢計測システムも、慣性センサーの技術を応用したもので、
歩行計測は、歩行距離、歩数、心拍数などが現在でも行われている
☆タイムテーブル☆
が、医療の分野でニーズのある計測項目をあらたに測定可能なよう
①シーズ発表会 15:00～17:00
に発展させ、現在その試用評価を行っているところです。
②交流会
17:15～（希望者のみ）
野球のグラブ定量化法は、近年発展してきた医療用３D-CTスキャ
＊交流会に参加される方のみ、1,000円負担
ンを用いて開発したもので、本法を用いて、野球選手のグラブ内で
の手の使い方を定量化。本法などで得られた知見を応用し、11月に
お問い合わせ
は某スポーツメーカより少年野球用グラブが発売されるなど、新た
( 公財 ) 千葉県産業振興センター 東葛テクノプラザ
な製品やサービスの開発に携わっています。
事業推進課 担当：松永
本講演会では、画像や動画を用いて上記3項目を紹介してください
ます。
TEL.04-7133-0139 FAX.04-7133-0162

馬見塚 尚孝 先生

発行者 （公財）千葉県産業振興センター 東葛テクノプラザ 所長 山本 修一
〒277-0882 千葉県柏市柏の葉5-4-6 TEL.04-7133-0139 FAX.04-7133-0162 http://www.ttp.or.jp/

平成２３年９月

第４回 イブニングセミナーのご案内
茨城県圏央道沿線・千葉県東葛・千葉県千葉市地域新産業創出推進ネットワークおよび東葛テク
ノ会の共催による技術セミナーを、下記のとおり開催いたします。本年度のセミナーは「ナノレベ
ルに対応した最新砥粒加工技術及び評価技術」を共通テーマとして、関連する講演を行います。
多くの若い技術者の方々に参加していただけるように、夕刻から始まる形式としております。ま
た、上記ネットワークや東葛テクノ会に入会されていない方も奮ってご参加ください。
参加をご希望の方は下記の参加申込票に必要事項をご記入の上、平成２３年１０月１７日（月）
までにＦＡＸにてお申込みください。（この用紙をそのままＦＡＸしていただければ結構です。）
※詳細なご案内は、東葛テクノプラザのホームページをご覧下さい→ http://www.ttp.or.jp/
記
１．主

催：茨城県圏央道沿線・千葉県東葛・千葉県千葉市地域新産業創出推進ネットワーク

余白余

白：東葛テクノ会

２．開 催 日 時：平成２３年１０月１９日（水），１８：００～２０：００
３．開 催 場 所：東葛テクノプラザ ３階 第１研修室
４．講 演 内 容：「各種材料における鏡面研削砥石の開発」
余白余
５．参

加

白：講 師 埼玉大学大学院教授

池野 順一 氏

費：１,０００円 （参加料は当日受付にて申し受けます）
東葛テクノ会会員…無料

６．問合わせ先：東葛テクノプラザ 研究開発課 玉利
TEL：０４－７１３３－０１３９ ，FAX：０４－７１３３－０１６２
E-mail：tamari@ttp.or.jp
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 参加申込票 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
連絡先
事業所名：
住 所：〒
ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

参加される方のお名前等を記入してください。また、交通手段として自動車の利用があれば○で
囲んでください。
参加者氏名

所属・役職

電子メールアドレス

自動車の利用
有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無

定量化に挑む

最前線からの医療機器開発と未来の展望

～腱反射精密定量化装置・歩行姿勢計測システム・野球グラブ定量化法の開発～
ご好評いただいている「大学等研究交流サロン」シーズ発表の今年度第３回目は、
筑波大学の馬見塚尚孝先生をお招きし、最前線の医師からの視点に立った製品開発
の事例紹介と今後の展開について発表していただき、参加者との意見交換を行いま
す。ご興味をお持ちの中小企業の皆様の参加をお待ちしております！
※「大学等研究交流サロン」とは、企業が新製品・新技術の開発を促進するために必要な情報について、大学
等の研究者から講演・アドバイスを受ける機会を定期的に設けるために設置したもので、参加者を少人数に
限定し、意見交換をし易い雰囲気で運営しています。初歩的な質問から具体的な技術相談まで、どのような
質問も受け付けておりますので、ご気軽にご参加下さい。

１．日時 平成２３年１１月１０日（木）
２．場所 東葛テクノプラザ
柏市柏の葉５－４－６
定量化に挑む 最前線からの医療

３．テーマ

機器開発と未来の展望
４．講師 筑波大学
５．定員

馬見塚

尚孝先生

２０名（先着順）

６．タイムテーブル
（１）シーズ発表会

１５：００～１７：００

（２）交流会

１７：１５～（希望者のみ）

７．参加費 無料（交流会に参加される方のみ１,000 円負担）
８．締切

平成２３年１１月４日（金）
必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸまたは E-mail にてお申し込みください。

９．お問い合わせ 公益財団法人千葉県産業振興センター
東葛テクノプラザ

事業推進課 松永

電話 ０４－７１３３－０１３９ FAX ０４－７１３３－０１６２
E-mail: businessschool@ttp.or.jp

参加申込書
企業名

住所

職・氏名

講師・参加企業との交流会参加

ＴＥＬ

E-mail

参加目的

今後の連携を検討

講師・参加企業との交流

情報収集

有・無
その他

事前質問・要望（取り上げてほしいシーズ等）
●会社のプロフィールをご記入願います。
業務内容

得意技術

※当日は、自社の概要が分かる資料（パンフレット等）を５部、御持参下さい。

定量化に挑む 最前線からの医療機器開発と未来の展望
～腱反射精密定量化装置・歩行姿勢計測システム・野球グラブ定量化法の開発～
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター講師・水戸協同病院整形外科部長
筑波大学硬式野球部部長兼チームドクター 馬見塚 尚孝先生
最近の各種計測・画像装置の発展により、これまでの測ることや見ることが丌可能であった
人体を、破壊することなく、また容易に定量化すること・可視化することが可能となった。
また、演者は整形外科医・硬式野球部部長・大学院で工学技術を学ぶことによって、異分野交
流の困難さを経験してきた。
本講演では、これらの計測装置や画像装置を用いて、これまで測定されなかった人体の動作
や構造を測定・可視化する方法を考案し、新たな製品やサービスの開発を試みている。
腱反射精密定量化法は、これまで簡易なハンマーを用いて行っている腱反射診察法を、最近
発展してきた慣性センサーなどを利用して定量化する方法である。測定の簡便さ、データの
精度の高さなどから、医療機器として、健康評価ツールとして、スポーツコンディションの定
量化法として、今後有望な神経機能評価法である。一方、その課題は腱反射の誘発部分にあり、
自動測定が可能となれば応用分野の拡大が可能となる。
歩行姿勢計測システムも、慣性センサーの技術を応用したものである。歩行計測は、歩行
距離、歩数、心拍数などが現在でも行われているが、医療の分野でニーズのある計測項目をあ
らたに測定可能なように発展させ、現在その試用評価を行っている。
野球のグラブ定量化法は、近年発展してきた医療用３D-CT スキャンを用いて開発したもの
で、本法を用いて、野球選手のグラブ内での手の使い方を定量化した。本法などで得られた
知見を応用し、11 月には某スポーツメーカより少年野球用グラブが発売される予定である。
本講演会では、画像や動画を用いて上記 3 項目を紹介する。

事務局より
馬見塚先生は、Ｕ－１６野球日本代表のチームドクターも務められています。同チームは、
先日の世界選手権で銅メダルを獲得したそうです。おめでとうございます！

