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広島大学 ナノデバイス･バイオ融合科学研究所

2019, No. 27 共同研究拠点報告会での発表の様子。（左から、ナノデバイス・バイオ融合科学
研究所中島 安理 准教授、株式会社 フィルネックス 代表取締役 荻原 光彦 氏）

第3回生体医歯工学共同研究拠点報告会
生体医歯工学共同研究拠点では、毎年、共同研究の成果報告会を開催しています。東京工業大学と東京医科歯科

大学で交互に開催し、今回は３回目となりました。2019年3月8日（金）に東京医科歯科大学M&Dタワーに参加
者219名が集結し、8件の口頭発表、146件のポスター発表、ネットワーキングにより議論を深め、新たな研究
課題の発掘を進めました。

口頭発表では、東京医科歯科大学 武部貴則 教授から「ヒューマン・オルガノイドを用いた移植医療研究」と題
した基調講演をいただき、臓器レベルの移植医療の最前線を垣間見ることができ、特に若手研究者への刺激となり
ました。また、電子線レジストやデバイス接合技術、近赤外や深赤色蛍光による光学的な医療・生体計測、低消費
電力ワイヤレスセンシング、歯科向けチタン材料のバイオミメティク表面改質や医療用低磁性ジルコニウム合金と、
材料からデバイス、医療応用にわたる幅広い医歯工連携領域での最新の共同研究成果が報告され、本拠点の3年間
の着実な進展を感じられる会となりました。

広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所からは、中島 安理 准教授が「電気伝導性フラーレン混合電子線
レジストを用いた有機ナノデバイスとバイオセンサーへの応用可能性」について発表し、産学連携の研究成果とし
て、株式会社 フィルネックス 代表取締役 荻原 光彦 氏より、「バイオメディカル応用可能なナノ平坦表面接合技

術の研究」が報告され、活発な議論

がなされました。

更に、ネットワーキングにおいて
は、東京工業大学の益学長によるご
挨拶の後、技術討論と懇親を深める
ことができました。次回の成果報告
会は2020年3月13日に東京工業大
学で開催予定です。

研究所ホームページ：http://www.RNBS.hiroshima-u.ac.jp/

研究拠点ホームページ
http://www.tmd.ac.jp/ibbc/
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HNUE国立ハノイ師範大学と
部局間研究教育協定を締結

2019年3月19日（火）にベトナム・ハノイにて、HNUE国立ハノ

イ師範大学 物理学科と本研究所が、部局間研究教育協定を締結しま
した。HNUEでは、本研究所での研究で学位を取得したThuy Thi
Nguyen先生が現在講師をしており、また現在、研究所の博士学生で
あるVuong Van Cuongさんの母校になります。この協定により、部

局間の人的交流と、研究・教育での連携を更に推進します。調印式後、
材料・デバイスに関するワークショップが開催され、ベトナム科学技
術アカデミーなどの3人の研究者と，横山教授と黒木教授が講演を行
い、活発な議論を行いました。今後の展開が期待されます。（黒木） 調印式の様子：

HNUE物理学科長のLuc Huy Hoang先生（左）と

横山新 研究所所長（2019年3月時）（右）

(左写真）調印式に引き続き開催されたワークショップでの
記念撮影, (右写真）研究所OBのThuy Thi Nguyen先生
（現・HNUE講師）と。HNUE Center for Nano-Science
and Technology前にて。
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新任教員紹介 寺本 章伸 教授

2019年6月よりナノデバイ
ス・バイオ融合科学研究所に教
授として着任致しました。

5月までは東北大学未来科学技
術共同研究センターに所属し、
産業界と連携しながら、研究・
開発を行ってきました。その前
の三菱電機（株）では、半導体
プロセス(特にゲート絶縁膜)の開

発を行っておりました。民間企業、大学での産学連携
活動の経験を生かして、今後も半導体を中心とした研
究活動と学生教育をしていきたいと思っています。

半導体産業は、たくさんの技術が集積化されたもの
です。自分の得意とすることだけに取り組んでいたの
では役に立つ技術になりません。必要なことも嫌がら
ず取り組んでいくことが大事だと思っています。一方
で、自分一人の力には限界があります。たくさんの
方々の力を借りながら、技術を作っていくことがさら
に大切だと思っています。これから、学内、学外、産
業界の皆さんと一緒に仕事が進められるようにしたい
と思います。 仕事では、“楽しく、激しく ”取り
組んで行こうと思っています。これからのナノデバイ
ス・バイオ融合科学研究所での新しい生活を楽しみに
しています。

よろしくお願いします。

編集後記

T. Koide

佐藤研究員 若手技術奨励賞受賞
佐藤旦研究員が文部科学省ナノテ

クノロジー・プラットフォームにて、
平成30年度の若手技術奨励賞を受
賞しました。高度な電子デバイスの
プロセス技術や加工技術を有し、バ
イオデバイス、システムオンガラス
などの他分野・他研究者への幅広い
貢献が評価されました。

Participated in 14th meeting of Advanced Power
Semiconductors committee in Yokohama which had
sessions on use of Silicon Carbide in Plane Engines,
Avionics, High speed rail networks and other
applications. Many eminent people from companies
like Mitsubishi, Toyota, Denso and from Universities
like Kyoto University, Tsukuba University etc.
participated in the conference. I presented a poster
titled “Investigation of CF4:O2 surface etching in
Ni/Nb ohmic contact on 4H-SiC for harsh
environment applications”. The conference helped in
understanding the future projects and advancements in
Silicon Carbide technology. I also visited Micron
memory Japan Plant in Higashi-hiroshima once with
Kuroki Sensei and Tabei Sensei and it was a great
experience to know about the company and their plans.
Kuroki Sensei’s group members gave me a wonderful
farewell party and a lovely gift and I have now
returned to India.

Experiences in RNBS, Hiroshima Univ.
Abhinav Bhansali, BITS Pilani   

本研究所は1986年設立の「集積化システム研究センター」を前身とし、1996年に規模
を拡大して設立された「ナノデバイス・システム研究センター」を2008年に改組して現在
に至ります。半導体基盤技術を培いつつ時代の変化と要請に応えるため現在はナノテクノ
ロジーと分子生命科学、医科学を融合した新たな研究分野の開拓を進めおります。

2012年より実施しております文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業では、
本研究所が有するスーパークリーンルームと微細加工技術を活用して国内の大学および民
間企業への技術支援で多くの実績を重ねて参りました。また2016年に文部科学省ネット
ワーク型共同利用・共同研究拠点の一つとして「生体医歯工学共同研究拠点」が認定され、
東京医科歯科大学生体材料工学研究所、 東京工業大学未来産業技術研究所、 静岡大学電子

所長就任にあたり
広島大学 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所 所長 東 清一郎

工学研究所、広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所がそれぞれの特徴を活かしつつ、他機関との先進的
共同研究を通じてネットワークを形成し異分野融合を促進してきました。第3期中期目標・中期計画の折返し点と
なる昨年度中間評価で我々の拠点は「Ａ」の高評価を受けました。拠点としての共同研究・共同利用が活発であ
ること、論文発表の実績が高いことに加えて、技術実習・講習会などを通した若手研究者育成が評価されました。

今後も引続き活発な連携と成果の創出を通してより安全で安心して暮らせる社会の実現に貢献して参るととも
に、新しい時代の要求に応える人材育成に力を注ぐ所存です。今後とも尚一層のご支援を賜りますようよろしく
お願い申し上げます。

今年は、早々に関東地方が梅雨入りしまし
たが、広島大学のある西条は、６月中旬なのにまだ梅雨入
りしません。昨年のような大雨になるとたいへんですが、
雨が降らないと、農作物に影響がでます。IoTを駆使した
農工連携技術が必要になりそうです。

（右：佐藤 旦 研究員）

Mr. Bhansali (left) and Prof. Kuroki Commemorative photo with the staff


