
国 際 交 流 報 告 の 抄 録 一 覧

〔国際会議発表〕

〈参加会議〉

挨 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering

in Medicine and Biology Society (EMBC 2015) (2152001) 206

河本 浩明 筑波大学 システム情報系 准教授

挨 18th International Conference of Solid-State Sensors,

Actuators and Microsystems (Transducers 2015) (2152004) 206

庄司 観 大阪大学大学院 工学研究科 博士後期課程

挨 ISSCR 2015 Annual Meeting (2152005) 207

榛葉 健太 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 博士課程

挨 30th IEEE Int. Conf. on Advanced Information Networking

and Applications 2016 (IEEE AINA 2016) (2152101)207

池田 誠 福岡工業大学 准教授

挨 Neuroscience2015 (2152102) 208

小田原あおい 東北工業大学大学院 工学研究科 博士後期課程

挨 HFES International Annual Meeting (2152103) 208

齊藤 裕一 東京農工大学 特任助教

挨 IEEE SMC 2015 (2152105)209

長谷川達人 東京医療保健大学 助手

挨 2015 IEEE/RSJ International Conference on

Intelligent Robots and Systems (IROS) (2152106)209

HO ANH VAN 龍谷大学 理工学部 助教

挨 The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2015 (2152107) 210

真栄城正寿 北海道大学大学院 工学研究院 助教

挨 Pacifichem 2015 (2015 環太平洋国際化学会議) (2152108)210

茂木 俊憲 豊橋技術科学大学 研究員

挨 The 2015 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (2152109) 211

渡邉 智 熊本大学 助教
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挨 IEEE WCNC (IEEE Wireless Communications and Networking Conference) (2162003) 211

Tran Thao Nguyen 九州工業大学 情報工学府 博士後期課程

挨 SPIE Commercial + Scientific Sensing and Imaging (2162005)212

渡辺 果歩 和歌山大学 博士後期課程

〔短期在外研究〕

〈研究課題〉

挨 Optical imaging of microvasculature response to laser induced stress wave

レーザー誘起応力波に対する微小血管反応の光学イメージング (2156101)212

角井 泰之 慶應義塾大学大学院 理工学研究科 後期博士課程

〔国際会議開催〕

〈開催会議〉

挨 VINCI (Visual Information Communication & Interaction) (2045001) 213

伊藤 貴之 お茶の水女子大学 理学部情報科学科 教授

挨 IEEE International Conference on Mechatronics (ICM2015) (2045003) 213

岩崎 誠 名古屋工業大学大学院 工学研究科情報工学専攻 教授

挨 第 8 回モバイルコンピューティングと

ユビキタスネットワーキングに関する国際会議 (ICMU2015) (2045007)214

清原 良三 神奈川工科大学 情報学部情報工学科 教授

挨 ICSSE2015 (2045009)214

佐々木 淳 岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 教授

挨 5th International Conference on Quantum Cryptography (QCrypt 2015),

UpdatingQuantum Cryptography and Communications 2015 (UQCC 2015) (2045010)215

佐々木雅英 国立研究開発法人 情報通信研究機構 量子 ICT 研究室長

挨 The 17th International Symposium on Applied Electromagnetics and

Mechanics (ISEM2015) (2045012)215

中本 裕之 神戸大学大学院 システム情報学研究科 助教

挨 ICALP2015及び LICS2015 (2045014) 216

長谷川真人 京都大学 数理解析研究所 教授

挨 2015年パーベイシブ・ユビキタスコンピューティング国際会議 (UbiComp 2015) (2045016) 216

間瀬 健二 名古屋大学 教授
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挨 Optics & Photonics International Congress 2016 (2155002)217

加藤 義章 光産業創成大学院大学 学長 教授

挨 RAID 2015 (The 18th International Symposium on Research in Attacks,

Intrusions andDefenses) (2155003)217

門林 雄基 奈良先端科学技術大学院大学 准教授

挨 The 15th International Symposium on the Science & Technology of Lighting

(略称 LS15) (2155004)218

川上 養一 京都大学 工学研究科電子工学専攻 教授

挨 国際マイクロマシンサミット (2155011) 218

下山 勲 東京大学 教授

挨 11th International Conference onKnowledge Management (2155012) 219

瀬田 和久 大阪府立大学 教授

挨 7th Int. Conf. of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2015) (2155013)219

高木 英行 九州大学 教授

挨 The First International Symposium on Swarm Behavior and Bio-Inspired Robotics (2155015)220

松野 文俊 京都大学 教授

挨 The 11th Joint Workshop on Machine Perception and Robotics (MPR2015) (2155016)220

森 周司 九州大学 教授

挨 GNSS 国際シンポジウム (2155017)221

山川 宏 IS-GNSS2015組織委員会 委員長

― 205 ―


