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優れた教育は活発な研究から
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バーティカルサイスミックケーブル方式反射法地震探査（VCS）と
高周波音源を組合せた接地型高解像探査システムの開発
－海底熱水鉱床の成因と資源量評価を目指して－
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海底熱水鉱床探査の為の化学・生物モニタリングツールの開発
文部科学省受託研究：海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム
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異核磁気共鳴イメージングを目指した動的核偏極
　　　　　　　　－統合的バイオイメージング研究事業の研究と活動－
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「レアメタル戦略グリーンテクノロジー創出への学際的教育研究拠点の形成」の
プロジェクト推進と大学院修士課程準専攻プログラム「海洋鉱物資源科学」の
開設について
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高知大学研究拠点プロジェクト
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高知大学研究拠点プロジェクト
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高知大学研究拠点プロジェクト
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学系プロジェクトの紹介
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学系プロジェクトの紹介
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学系プロジェクトの紹介
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学系プロジェクトの紹介
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平成24年度若手教員研究優秀賞受賞者
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平成24年度若手教員研究優秀賞受賞者
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平成24年度大学院生研究奨励賞受賞者
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平成24年度大学院生研究奨励賞受賞者
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アカデミアセミナー in 高知大学（高知大学部局間合同研究発表会）
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第31回アカデミアセミナー in 高知大学
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記事提供：高知新聞社

第32回アカデミアセミナー in 高知大学
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記事提供：高知新聞社
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第33回アカデミアセミナー in 高知大学
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学術研究に関わる受賞等の紹介
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学術研究に関わる受賞等の紹介
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学術研究に関わる受賞等の紹介

- 46     - - 47     -



学術研究に関わる受賞等の紹介
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学術研究に関わる受賞等の紹介
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学術研究に関わる受賞等の紹介
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学術研究に関わる受賞等の紹介
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学術研究に関わる受賞等の紹介
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学術研究に関わる受賞等の紹介
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学術研究に関わる受賞等の紹介
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学術研究に関わる受賞等の紹介
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学術研究に関わる受賞等の紹介
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学術研究に関わる受賞等の紹介
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学術研究に関わる受賞等の紹介
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学術研究に関わる受賞等の紹介
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学術研究に関わる受賞等の紹介
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学術研究に関わる受賞等の紹介
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学術研究に関わる受賞等の紹介
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学術研究に関わる受賞等の紹介

- 62     - - 63     -



学術研究に関わる受賞等の紹介
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各賞受賞者一覧 ［教職員］ 高知大学ホームページ／INFORMATION欄より抜粋（2012年に掲載されたもの）
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各賞受賞者一覧 ［学生］ 高知大学ホームページ／INFORMATION欄より抜粋（2012年に掲載されたもの）
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各賞受賞者一覧 ［学生］ 高知大学ホームページ／INFORMATION欄より抜粋（2012年に掲載されたもの）
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研究種目
所属部局・職名

研究者名
研究題目等 研究期間

新学術領域研究
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　西岡　孝

ＹｂＦｅ２Ａｌ１０型Ｃｅ化合物における奇妙な相転移の巨視的・
微視的研究

H23-24

新学術領域研究
教育研究部　自然科学系
理学部門・講師　砂長　毅

群体ホヤにおける配偶子幹細胞制御機構の解明 H23-24

新学術領域研究
教育研究部　総合科学系

生命環境医学部門・准教授　上野　大勢
イネの高マンガン集積に関与する分子機構の解明 H23-24

新学術領域研究
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・教授　宇高　恵子
血管内皮細胞ＭＨＣ分子の抗原提示能の解析と臨床応用 H23-24

新学術領域研究 副学長　小槻　日吉三
有機不斉触媒反応を活用した第四級不斉炭素含有アルカロ
イド類の合成

H24-25

新学術領域研究
　医学部

特任准教授　清澤　秀孔
Ｕｂｅ３ａ遺伝子座における超長鎖非コードアンチセンスＲＮＡ
の構造・機能解析

H24-25

基盤研究(A)
教育研究部　自然科学系
理学部門・准教授　池原　実

南極寒冷圏変動史の解読：第四紀の全球気候システムにお
ける南大洋の役割を評価する

H23-25

基盤研究(A) 名誉教授　橋口　義久 中南米型リ－シュマニア症の病態生理と分子伝播疫学 H23-26

基盤研究(B)
教育研究部　総合科学系

複合領域科学部門・教授　柳澤　和道
ソルボサーマル反応による硫化物ナノ粒子の合成と酸素還元
触媒の開発

H21-24

基盤研究(B)
教育研究部　総合科学系

黒潮圏科学部門・教授　木下　泉
バイカル・カジカ類の著しい適応放散を繁殖生態・初期生活
史・遺伝子の多様性から探る

H21-24

基盤研究(B)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・准教授　石田　健司
固定式全方向歩行訓練器の開発とその有用性調査 H22-25

基盤研究(B)
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　佐々　浩司

太平洋岸に竜巻をもたらすシビアストームの研究 H22-24

基盤研究(B)
教育研究部　人文社会科学系
教育学部門・教授　原田　哲夫

子どもの睡眠健康増進のための生理人類学的介入研究 H22-24

基盤研究(B)
教育研究部　総合科学系

生命環境医学部門・教授　葛西　孫三郎
魚類の卵子と卵巣の凍結保存法の開発 H23-25

基盤研究(B)
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・教授　佐藤　隆幸
慢性心不全の新しい治療戦略：迷走神経刺激によるエコハー
ト療法の開発

H23-25

基盤研究(B)
教育研究部　人文社会科学系
教育学部門・教授　道法　浩孝

教員の質保証に応える地域資源を活用した『土佐の環境教
育』カリキュラム開発

H23-25

基盤研究(B)
教育研究部　総合科学系

黒潮圏科学部門・准教授　峯　一朗
黒潮流域の新たな環境指標種：嚢（のう）状緑藻による潮間帯
劣化の進行評価と越境対策

H23-25

基盤研究(B)
教育研究部　総合科学系

黒潮圏科学部門・教授　市村　高男
西日本における中世石造物の成立と地域的展開－石材と形
態・様式に着目して－

H23-25

基盤研究(B)
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・教授　吉尾　寛
《山本憲関係書簡》に残る康有為の従兄康有儀等の手紙から
みた近代日中交流史の特質

H23-27

基盤研究(B)
教育研究部　自然科学系
農学部門・教授　松本　伸介

農業用ＲＣ開水路の機能保全に向けた対策工法選定の最適
化に関する研究

H23-25

基盤研究(B)
教育研究部　総合科学系

生命環境医学部門・教授　枝重　圭祐
内在性水チャンネルの人為的誘導と開閉制御による哺乳動
物卵子の耐凍性向上

H23-25

基盤研究(B)
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・教授　椛　秀人
匂いの絆：その刷り込みのメカニズム H23-25

基盤研究(B)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・教授　横山　彰仁
セレクチンリガンドを有するＫＬ－６／ＭＵＣ１の発現機序の解
明と臨床応用

H23-25

基盤研究(B)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・教授　寺田　典生
オートファジー調節による尿細管脱分化と尿中再生マーカー
を使う急性腎障害の再生医学

H23-26

基盤研究(B)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・教授　山本　哲也
口腔癌の局所腫瘍免疫に及ぼす低酸素環境ならびにＨＩＦ－
１αの影響

H23-25

基盤研究(B)
教育研究部　自然科学系
農学部門・教授　山本　由徳

エタノール資源植物としての熱帯産デンプン蓄積ヤシ類の評
価

H23-27

基盤研究(B)
教育研究部　自然科学系

理学部門・准教授　橋本　善孝
沈み込みプレート境界における有効摩擦係数の地震サイクル
に伴う時空間変化

H24-26

基盤研究(B)
教育研究部　自然科学系

農学部門・准教授　深田　陽久
消化管ホルモンと成長因子を指標とした新規魚粉代替飼料
の開発

H24-26

基盤研究(B)
教育研究部　自然科学系

理学部門・教授　田部井　隆雄
スマトラ巨大地震発生後のスマトラ断層：余効変動の収束を新
たな歪み蓄積過程の解明

H24-27

基盤研究(B)
教育研究部　自然科学系

農学部門・准教授　市榮　智明
放射性炭素分析法を用いた熱帯雨林樹木の成長履歴解析
法の開発とその利用研究

H24-26

基盤研究(B)
教育研究部　医療学系

連携医学部門・教授　菅沼　成文
建設作業者集団における石綿関連疾患の罹患リスク評価 H24-26

基盤研究(B) 副学長　櫻井　克年 チーク植林による生態系修復過程４０年の検証 H24-26

基盤研究(B)
教育研究部　総合科学系

生命環境医学部門・教授　康　峪梅
中国内蒙古草原生態系の炭素・窒素収支の評価および再生
技術の創生

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・教授　上野　智子
日本語方言における重ねことばの研究 H21-25

基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・教授　奥村　訓代
ＥＰＡに基づく看護師・介護士受け入れにおける過疎地高知
県の課題と問題点

H21-24

基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・教授　荻　慎一郎
秋田藩領北部諸鉱山の研究 H21-24

基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系
教育学部門・教授　金子　宜正

ヨハネス・イッテンの芸術教育における理論的基盤と教育実
践との連関

H21-24

平成２４年度科学研究費助成事業採択状況
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研究種目
所属部局・職名

研究者名
研究題目等 研究期間

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　大坪　義夫

非線形な確率動的決定過程における不変埋め込み法による
理論構築

H21-24

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　豊永　昌彦

次世代集積システム設計のタイミング保証インクリメンタル物
理設計法の研究

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　岡本　竜

プレゼンテーション・リハーサルを通じた知識洗練のためのレ
ビュー支援環境の構築

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・教授　小林　道也
胃癌化学療法による小腸粘膜障害のバイオマーカー開発と
消化管毒性の新規予防法の確立

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・教授　上岡　克己
アメリカ文学と自然・環境保護運動 H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・教授　津野　倫明
朝鮮出兵における軍目付の機能および実態の研究 H22-25

基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・教授　清家　章
横穴式石室導入にみる南四国と瀬戸内の交流と古墳展開の
研究

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系
教育学部門・教授　藤塚　吉浩

２１世紀先進資本主義国における都市再生の新動向に関す
る地理学的研究

H22-25

基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・准教授　緒方　賢一
沿岸海域および河川流域の「共」的管理に関する法学的研
究

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　近藤　康生

最古の現生種化石記録から探る現生貝類群集の成立：その
時期と古環境背景

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　村山　雅史

地中海塩水湖コアにおけるモリブデン・タングステン比を用い
た酸化・還元状態の復元

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
理学部門・准教授　三宅　尚

過去の火事攪乱を指標する微粒炭の堆積様式に関する基礎
研究

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　藤原　滋樹

脊索動物におけるレチノイン酸依存的発生制御機構の進化 H22-24

基盤研究(C) 名誉教授　吉田　徹志
薬用ウコン属植物におけるクルクミン成分の生成過程とその
遺伝的変異の解明

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
農学部門・准教授　宮崎　彰

中国産多収性水稲品種における窒素および水利用効率の評
価と向上に関する研究

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　総合科学系

生命環境医学部門・教授　大西　浩平
７０種類以上存在する青枯病菌エフェクターの網羅的機能解
析

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
農学部門・准教授　森　牧人

ＧＰＳ支援型流域水循環モデルの開発とその適用による四国
地域の水循環機構の解明

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
農学部門・教授　河野　俊夫

近赤外分光法による冷凍食材の品質指紋検査法に関する研
究

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・准教授　渋谷　恵子
医師・看護師養成プロセスにおける自殺予防プログラムの構
築―医育機関の使命として

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

看護学部門・教授　栗原　幸男
ＩＭＩＳ３０年間の医療ＤＢを利用したライフスタイル変化の生体
影響の視覚化

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

連携医学部門・助教　弘田　量二
革新的アレルゲン投与技術による高効率な芳香族炭化水素
類の気管支喘息誘発能力の解析

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

連携医学部門・教授　安田　誠史
地域虚弱高齢者の活動・参加領域の生活機能を改善させる
方策を構築するための疫学研究

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

連携医学部門・講師　宮野　伊知郎
認知症高齢者の早期把握を目的とした身体機能検査の確立 H22-26

基盤研究(C) 学長　脇口　宏
慢性活動性ＥＢウイルス感染症に対する病態解明に基づく治
療戦略に関する研究

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　中島　英貴
メタボリックシンドロームとしての乾癬－レプチンの関与につい
て

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　高石　樹朗
モデルマウスを用いた乾癬発症に必要なＩＬー２３／Ｔｈ１７径
路の解明

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　山本　真有子
関節症性乾癬モデルマウス作製とその解析 H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・准教授　下寺　信次
高校生１万人のメンタルヘルスサポートシステムの構築につ
いて

H22-24

基盤研究(C)
　医学部附属病院

特任教授　味村　俊樹
日本人における直腸肛門機能検査および超音波検査の正常
範囲

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　八幡　俊男
エピジェネティック因子の再構築による脳腫瘍ゲノムの機能的
解析

H22-24

基盤研究(C) 名誉教授　尾崎　登喜雄
口腔カンジダ菌の病原性獲得に関わる因子の検討ならびに
抗菌ペプチドによるその制御

H22-24

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・講師　山崎　文靖
腹筋電気刺激によるフィードバック血圧制御装置の開発 H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

医学教育部門・講師　野田　智洋
連続写真の観察に基づいて運動経過を把握する能力に関す
る研究

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・准教授　川本　真浩
英連邦大会の歴史的変容に関する研究 H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　総合科学系

生命環境医学部門・教授　受田　浩之
二段階発酵茶・碁石茶の暗黙知を科学的に解明する H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系
教育学部門・教授　中野　俊幸

幾何的論証能力向上のためにパソコンを活用する学習指導
法の研究

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　市川　善康

窒素原子が結合した不斉四級炭素をもつ天然物の合成研究 H23-25
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基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系
教育学部門・准教授　大塚　薫

遠隔チューター参加による少人数グループ化日本語授業の
有効性に関する研究

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・教授　ＬＩＮＧＬＥＹ　ＤＡＲＲ
EN

小学校外国語教育における日本のＥＦＬとオーストラリアのＪＦ
Ｌの比較研究

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・准教授　塩原　俊彦
ロシアと中国の安全保障をめぐる比較体制分析 H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・准教授　増田　匡裕
喪失体験に関わる対人援助者と被援助者の関係解消及び関
係修復過程に関する縦断的研究

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系
教育学部門・准教授　矢野　宏光

小規模・高齢コミュニティが持つ「とらわれ」：健康行動を獲得
するための「しかけ」

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・講師　北添　紀子
広汎性発達障害のある学生への就労支援‐インターンシップ
の効果‐

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　逸見　豊

非安定高位コホモロジー作用素によるホップ空間の研究 H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　下村　克己

安定ホモトピー圏の彩色現象の研究 H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系

理学部門・准教授　小松　和志
準結晶構造における制御点集合を用いた近似グリッドの構成 H23-27

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　諸澤　俊介

超越整関数のファトウ成分と特異値についての研究 H23-27

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　津江　保彦

多重極限環境下での強い相互作用する多体系の真空構造、
励起モード及び諸物性の研究

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系

理学部門・教授　田部井　隆雄
中央構造線の深部構造と運動様式　－西南日本の地殻活動
を読み解く－

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　臼井　朗

現世および新生代海洋におけるマンガンクラストの形成環境 H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　総合科学系

複合領域科学部門・教授　米村　俊昭
環境志向型光学活性ハイブリッド錯体の多機能発現メカニズ
ムの解明と応用

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・准教授　清水　健之
免疫応答の成熟に伴う抗体の構造・機能変化とそのメカニズ
ムの解析

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
農学部門・教授　山本　由徳

わが国西南暖地における食用カンナのバイオマス・デンプン
生産性の解明と利用開発

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
農学部門・教授　尾形　凡生

中山間地の急傾斜農地での栽培に適した新規果樹樹形の開
発

H23-26

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系

農学部門・准教授　手林　慎一
アブラムシによる寄主植物の栄養条件改善機構の解明：アミ
ノ酸の選択的蓄積

H23-26

基盤研究(C)
教育研究部　総合科学系

生命環境医学部門・教授　岩崎　貢三
ハノイの廃棄物処分場周辺農耕地土壌における水銀汚染の
実態把握とその対策

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・助教　谷口　睦男
フェロモン情報処理を介する学習・記憶の神経機構 H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

連携医学部門・助教　片岡　浩巳
蛋白分画波形を用いた栄養管理モニタリングを支援する客観
的な指標の構築

H23-25

基盤研究(C)
　医学部附属病院

臨床検査技師　森本　徳仁
ピロリ菌膜蛋白による血小板凝集と血小板関連疾患発症メカ
ニズムの解明

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・准教授　公文　義雄
たこつぼ心筋症の成因に関する研究ー糖代謝・炎症を機軸と
した中枢神経系の関与

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・准教授　池内　昌彦
酸感受性イオンチャネルをターゲットにした関節痛の新規治
療法の開発

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

連携医学部門・教授　橋本　良明
飲酒傷病者の心肺蘇生法による心拍再開率に及ぼすアル
コールの負の影響とその機序

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・講師　小野　正文
異常Ｋｕｐｆｆｅｒ細胞におけるＮＡＳＨ発症に関連する因子の同
定

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　久保　亨
肥大型心筋症の病因遺伝子解析と病態修飾因子の解明 H23-27

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　大西　広志
肥満による喘息悪化機序の解明ーＣＤ８陽性Ｔ細胞との関係 H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　上岡　樹生
呼吸器悪性腫瘍における新規癌ウイルス感染実態の網羅的
解析

H23-25

基盤研究(C)
　医学部附属病院
医員　平野　世紀

腎尿細菅細胞の脱分化・再生の過程におけるＤＮＡ修復、細
胞周期、細胞死制御の解明

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

看護学部門・教授　高尾　俊弘
細胞内アンジオテンシンＩＩ受容体を介した腎障害メカニズム
の解明

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・教授　藤本　新平
膵Ｂ細胞ＴＢＰ－２の耐糖能障害における役割の解明 H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・教授　大畑　雅典
ウイルスを起因とする造血器腫瘍の病態および腫瘍化機序の
解明

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・講師　池添　隆之
トロンボモジュリンの血管内皮保護薬としての臨床応用に向け
た分子基盤の解明

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・准教授　松崎　茂展
ファージ溶菌酵素を利用する新規ピロリ菌除菌法の開発 H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・教授　藤枝　幹也
慢性活動性ＥＢウイルス感染症において特異的に発現変化
する細胞遺伝子の網羅的解析

H23-25

基盤研究(C)
　医学部附属病院
医員　喜多川　千恵

紫外線発癌におけるＴ細胞の関与について H23-25
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基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・講師　久保田　敬
ＭＲＩを用いた乳癌術前化学療法の早期治療効果予測 H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・教授　花崎　和弘
次世代型人工膵臓を用いた糖尿病患者に対する新しい周術
期血糖管理法の確立

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・准教授　山下　幸一
新しい循環管理アルゴリズムの開発 H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・教授　執印　太郎
腎癌ＶＨＬ遺伝子異常解析によるＨＩＦ蛋白の発現予測と分子
標的薬の効果予測法の開発

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・准教授　井上　啓史
新規発癌関連遺伝子の探索を目指した光力学診断偽陽性
尿路上皮の網羅的遺伝子解析

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・教授　兵頭　政光
嚥下障害の病態評価に基づいた集学的嚥下障害治療法の
確立

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　西内　貴史
眼炎症疾患発症におけるｍｉＲＮＡの関与 H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・准教授　山田　朋弘
口蓋裂発症における酸化ストレスの関与 H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

看護学部門・准教授　戸田　由美子
精神疾患患者への「看護アドボカシー」看護介入モデル構築
に関する研究

H23-25

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系

理学部門・准教授　高田　直樹
リアルタイム３次元動画像再生用マルチＧＰＵクラスタ電子ホ
ログラフィシステムの開発

H24-26

基盤研究(C)
　医学部附属病院

特任助教　弘田　隆省
深部脳刺激による起立性低血圧の治療 H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　横山　俊治

尾根の変形を前兆現象として、付加体山地の深層崩壊の発
生場所を予測する手法の開発

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系
教育学部門・准教授　伊谷　行

海産外来寄生虫のインパクトーエビヤドリムシ科甲殻類を例
に

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系
教育学部門・准教授　山崎　聡

ピグーの道徳哲学の構造と厚生経済思想 H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　人文社会科学系
教育学部門・教授　渡辺　春美

小・中・高一貫の「伝統的な言語文化」教育カリキュラムに基
づく授業創造に関する研究

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　福間　慶明

偏極多様体の多重随伴束の大域切断のなす次元について
の研究

H24-27

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系

理学部門・准教授　土基　善文
非可換代数幾何学の大域的な問題の研究 H24-28

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　村上　英記

四国下フィリピン海プレート周辺部の高精度比抵抗構造の決
定

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　小玉　一人

磁化率周波数スペクトル解析法の開発と応用 H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系

理学部門・准教授　奈良　正和
日本海拡大と表層環境変動：急激な地殻変動下における島
弧古生態系復元の試み

H24-27

基盤研究(C)
教育研究部　総合科学系

複合領域科学部門・教授　渡辺　茂
色素－金属ナノ粒子共鳴現象を使用した超高感度ナノアレイ
センサーの開発

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　総合科学系

複合領域科学部門・講師　恩田　歩武
水中で有効に働く固体酸触媒の作用機構解明 H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　総合科学系

黒潮圏科学部門・教授　奥田　一雄
褐虫藻とサンゴの細胞共生の成立・維持・破綻に関する微細
形態学的研究

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　鈴木　知彦

酵素の局在と機能特化：テトラヒメナ繊毛膜に局在するＡＫ酵
素をモデルとして

H24-27

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

連携医学部門・講師　渡部　輝明
タンパク質にかかる多様化圧の時空間集積性および適応コス
トと補償的変異のベイズ評価

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　総合科学系

生命環境医学部門・教授　木場　章範
植物のフォスファチジン酸生合成の人為的コントロールによる
耐病性付与に関する研究

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
農学部門・准教授　原　忠

南海地震による液状化被害低減と森林資源活用化技術の開
発

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系

農学部門・准教授　市浦　英明
紙表面上でナノファイバーを直接合成する手法の確立とその
機能解析

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系

農学部門・教授　足立　真佐雄
有害・有毒プランクトンへの高効率な新奇遺伝子導入系の開
発

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
農学部門・准教授　池島　耕

マングローブ植林の生態系修復効果の検証：カニを鍵種とし
たアプローチ

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系

農学部門・准教授　足立　亨介
組換えタンパク質を用いたカロテノプロテインの色彩多様性に
関する研究

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系

農学部門・准教授　佐藤　周之
アルカリシリカ反応抵抗性を持つ機能性コンクリートの開発 H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　自然科学系
農学部門・教授　大谷　慶人

樹木エッセンシャルオイルによるエンジン燃料の燃焼効率改
善

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・助教　安川　孝史
Ｅ３活性を併せ持つ伸長因子Ｅｌｏｎｇｉｎ　Ａの発生・神経形成
における機能の解明

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・教授　麻生　悌二郎
転写伸長／ユビキチンリガーゼ（Ｅ３）因子Ｅｌｏｎｇｉｎの生体内
生理機能の解明

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

連携医学部門・准教授　竹内　保
クロマチン再構成因子ＡＲＩＤ１Ａ変異が、もたらす腫瘍発生の
検討

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

連携医学部門・教授　降幡　睦夫
前立腺癌感受性遺伝子座のＳＮＰが影響する癌関連遺伝子
発現の検討と病理診断への応用

H24-26
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基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

連携医学部門・教授　奥原　義保
医療データに基づく動的病態力学の構築 H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・講師　竹内　啓晃
ピロリ菌固有の独自進化した細胞分裂システム（細胞死含）と
その病原性の解明

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・教授　杉浦　哲朗
血小板活性化を伴うピロリ感染症の急性冠症候群への関与 H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

連携医学部門・助教　中西　祥徳
自殺鑑別の分子生物学的指標へのストレスマーカークロモグ
ラニンＡの応用

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・教授　由利　和也
高齢期におけるストレス脆弱性の神経基盤とその性差の解明 H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・教授　西原　利治
ＡＦＰ産生を伴う肝細胞増殖の制御機構解明を通じたＮＡＳＨ
における肝発癌抑止

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・助教　谷内　恵介
膵癌特異的なＯ結合型糖鎖の構造と癌形質への関与 H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　香川　亨
急性腎障害に対するオートファジー調整による新規治療法の
基礎的検討

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・教授　岩崎　泰正
骨粗鬆症治療のための再生医療に向けた副甲状腺細胞分
化誘導法の開発

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　横川　真紀
自然免疫による抗腫瘍メカニズムの解析：紫外線誘導性皮膚
癌モデルマウスを用いた検討

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・講師　中島　喜美子
乾癬の発症に関与する皮膚バリア障害 H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・講師　上村　直人
レビー小体型認知症の神経基盤変化に着目した認知症患者
運転能力評価法の構築

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　東　洋一郎
頭部外傷後のうつ病発症に関わるストレス感受性分子の同定
とその機序の解明

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・教授　谷　俊一
下肢末梢神経の低電流反復刺激法による腰部脊柱管狭窄
症の新しい保存療法の開発

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・教授　横山　正尚
ＢＤＮＦエクソンをターゲットとする痛みの評価と遺伝子療法 H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・講師　河野　崇
ＧＬＰ－１の薬理活性を利用した新しい周術期血糖管理法の
検討

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　北川　博之
腹部術後早期の起立性低血圧の予測とその予防デバイスの
開発

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　辛島　尚
乳頭状腎癌関連因子ｐＣＡＭによる新たな分子病理学的分類
と分化誘導療法の確立

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・講師　小森　正博
メチシリン耐性ブドウ球菌の遺伝子解析による慢性中耳炎遷
延化の病態解明と治療戦略

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・准教授　小林　泰輔
水代謝機構を標的とした新たなメニエール病のモデルと治療
法の開発

H24-26

基盤研究(C)
教育研究部　医療学系

看護学部門・助教　岡田　久子
知的障害のある青年期女子の性発達支援におけるネットワー
クの構築

H24-26

挑戦的萌芽研究
教育研究部　自然科学系
農学部門・教授　八木　年晴

食品中全ビタミンＢ６化合物と貯蔵型Ｂ６の新酵素‐ＨＰＬＣ法
による解析

H23-24

挑戦的萌芽研究
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・教授　伊丹　清
ジェネリック医薬品普及に向けた製造・流通・消費者サイドに
わたる経営学的調査研究

H23-24

挑戦的萌芽研究
教育研究部　総合科学系

地域協働教育学部門・教授　鈴木　啓之
過疎地域における大規模災害を想定した防災体制の現状と
課題

H23-25

挑戦的萌芽研究
教育研究部　人文社会科学系
教育学部門・教授　谷口　雅基

異文化理解マインドの創出と相互国際教育実習研究 H23-25

挑戦的萌芽研究
教育研究部　自然科学系
農学部門・教授　藤原　拓

磁気分離複合光触媒を用いた下水処理水中医薬品の太陽
光活用型除去技術の開発

H23-24

挑戦的萌芽研究
教育研究部　自然科学系

農学部門・准教授　市榮　智明
放射性炭素分析法を用いた樹木の結実豊凶と資源貯蔵との
関係性の解明

H23-24

挑戦的萌芽研究
教育研究部　総合科学系

生命環境医学部門・教授　金　哲史
ツマグロヨコバイ抵抗性機構の解明および抵抗性遺伝子の機
能解明

H23-24

挑戦的萌芽研究
教育研究部　自然科学系
農学部門・教授　笹原　克夫

土のダイレイタンシーに着目した斜面の動態監視と崩壊発生
予測

H23-24

挑戦的萌芽研究
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・講師　松下　憲司
ファージ溶菌酵素を利用するセラチア菌感染症に対する新制
御法の開発

H23-25

挑戦的萌芽研究
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・教授　清水　惠司
神経幹細胞の非対称分裂異常による発ガン機構の解析 H23-24

挑戦的萌芽研究
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　北村　直也
扁平上皮癌におけるＭＦＧ‐Ｅ８の役割－癌細胞からの産生と
Ｅａｔ　ｍｅシグナル

H23-25

挑戦的萌芽研究
教育研究部　医療学系

看護学部門・教授　尾原　喜美子
チーム基盤型学習法（ＴＢＬ）の看護学教育への導入と開発 H23-24

挑戦的萌芽研究
教育研究部　医療学系

看護学部門・教授　溝渕　俊二
黒酵母由来βーグルカンを用いた老人性乾皮症治療剤の開
発

H23-24

挑戦的萌芽研究
　医学部附属病院

理学療法士　細田　里南
脊髄損傷患者の歩容改善のためのリハビリテーション手技構
築

H24-26

挑戦的萌芽研究
　医学部附属病院

言語聴覚士　岩村　健司
無拘束・無意識下での嚥下筋活動と排痰行為の客観的評価
方法の開発と有用性の検討

H24-25

挑戦的萌芽研究
　医学部附属病院

理学療法士　上野　将之
平行棒付き回転盤を用いて、平行棒内の回転動作やトイレ動
作を容易にする機器の開発

H24-25
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挑戦的萌芽研究
教育研究部　総合科学系

地域協働教育学部門・教授　辻田　宏
「スポーツ・健康サービスラーニング」による中山間地域の活
性化に関する研究

H24-25

挑戦的萌芽研究
教育研究部　総合科学系

黒潮圏科学部門・准教授　久保田　賢
網羅的遺伝子解析による褐虫藻動態解明～「サンゴ－褐虫
藻」共生系研究の新戦略提案～

H24-26

挑戦的萌芽研究
教育研究部　人文社会科学系
教育学部門・教授　土井原　崇浩

日本風土の没食子インクの開発製造と美術教育への貢献 H24-26

挑戦的萌芽研究
教育研究部　人文社会科学系
教育学部門・講師　野角　孝一

東洋絵画における支持体と表現 H24-26

挑戦的萌芽研究
教育研究部　総合科学系

地域協働教育学部門・特任講師　今城　逸雄
着ぐるみを活用したコミュニケーション能力育成方法の研究 H24

挑戦的萌芽研究
教育研究部　総合科学系

複合領域科学部門・教授　柳澤　和道
水蒸気による固相反応の促進 H24-25

挑戦的萌芽研究
教育研究部　総合科学系

生命環境医学部門・教授　芦内　誠
ドーパミルポリーγーグルタミン酸の効率合成と環境応用へ
の挑戦

H24-26

挑戦的萌芽研究
教育研究部　自然科学系
理学部門・教授　佐々　浩司

乱流組織運動に着目した突風災害の局在構造の解明 H24-25

挑戦的萌芽研究
教育研究部　総合科学系

黒潮圏科学部門・教授　飯國　芳明
土地所有権の形骸化：モンスーン・アジア的病理の解明と対
策

H24-25

挑戦的萌芽研究
教育研究部　総合科学系

生命環境医学部門・教授　枝重　圭祐
暑熱・寒冷による卵子・胚の傷害メカニズム：分子機構から産
業応用へ

H24-25

挑戦的萌芽研究
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・教授　椛　秀人
可視化技術を用いたマウス系統認識記憶機構の解析 H24-25

挑戦的萌芽研究
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・教授　横山　彰仁
ＣＯＰＤにおける全身性炎症発現機序の解明 H24-25

挑戦的萌芽研究
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　穴山　貴嗣
肺癌に対するＰｏｒｐｈｙｓｏｍｅ増感併用による気管支鏡下光温
熱治療の開発

H24-26

挑戦的萌芽研究
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・講師　北岡　智子
麻酔の認知機能に及ぼす基礎ならびに臨床研究 H24-26

挑戦的萌芽研究
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・准教授　前田　長正
ヒト臍帯血幹細胞の機能解析と脳性麻痺治療への臨床応用 H24-26

挑戦的萌芽研究
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・教授　山本　哲也
細胞競合に立脚した口腔扁平上皮癌の早期診断・予防方法
の開発に向けた基礎的研究

H24-26

挑戦的萌芽研究
教育研究部　医療学系

看護学部門・教授　坂本　雅代
へき地診療所における看護充実に向けた連携体制の構築 H24-26

挑戦的萌芽研究
教育研究部　医療学系

看護学部門・准教授　山脇　京子
ユズ種子オイルによるアトピー性皮膚炎症状緩和塗布剤の開
発

H24-25

若手研究(A)
教育研究部　総合科学系

生命環境医学部門・准教授　松川　和嗣
フリーズドライ体細胞を用いた家畜の遺伝資源保存・再生技
術の開発

H22-25

若手研究(B)
教育研究部　人文社会科学系

教育学部門・准教授　是永　かな子
北欧福祉国家におけるインクルーシブ教育の展開と実相 H21-24

若手研究(B)
教育研究部　自然科学系
理学部門・准教授　大浦　学

テータ写像が結ぶ保型形式と代数的組合せ論の有機的研究 H21-24

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　井上　紘輔
再生医療技術を応用した腎尿細管の再生・修復による急性
腎不全の新規治療薬の開発

H21-24

若手研究(B)
教育研究部　人文社会科学系
教育学部門・准教授　森田　美佐

「くるみん」企業の推進に関する研究－職場の次世代育成と
男女平等の実現に向けて－

H22-24

若手研究(B)
教育研究部　自然科学系
理学部門・講師　三好　康夫

ソーシャルキャピタルを意識した学習習慣化支援ＳＮＳの構築
に関する研究

H22-24

若手研究(B)
　総合教育センター

特任准教授　松島　朝秀
文化財の透過Ｘ線撮影における単色Ｘ線を用いた新しい撮
影法の研究

H22-24

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・助教　村上　雅尚
癌転移抑制蛋白質による制御細胞分子の同定 H22-24

若手研究(B)
教育研究部　自然科学系

農学部門・准教授　松岡　真如
空間解像度の異なる衛星データの相補的利用による純一次
生産量算定手法の高精度化

H22-24

若手研究(B)
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・講師　関　良子
ヴィクトリア朝詩学の確立と破綻―文芸雑誌上の論議を手が
かりに

H22-24

若手研究(B)
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・准教授　古閑　恭子
アカン語３方言の比較研究 H22-25

若手研究(B)
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・准教授　森　直人
経済学成立以前の「経済人」観：Ｄ．ヒュームの「人間の学」を
題材として

H22-24

若手研究(B)
教育研究部　自然科学系
農学部門・講師　松本　美香

中山間地域定住政策の評価のために～集落機能評価手法
の構築～

H22-24

若手研究(B)
教育研究部　自然科学系

農学部門・准教授　安武　大輔
先端的植物生産に資する温室内蒸散要求度・水耕養液管理
の新展開

H22-24

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

連携医学部門・准教授　畠山　豊
病人情報システムデータによる画像特徴を組み込んだ複数
疾患患者分類システムの構築

H22-24

若手研究(B)
　医学部附属病院

特任助教　緒方　巧二
再生医学による急性腎障害での尿細管再生への新規治療法
の開発

H22-24

若手研究(B)
教育研究部　医療学系
准教授　大迫　洋治

痛み認知に対する社会的修飾メカニズムの神経基盤の研究 H22-24

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

看護学部門・講師　川島　美保
発達障害の子どもと家族の調和 H22-24

若手研究(B)
　医学部附属病院

理学療法士　榎　勇人
高齢者の体幹姿勢と歩行の質（歩幅距離や速度など）との関
係調査と歩行指導の開発研究

H23-25
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若手研究(B)
教育研究部　人文社会科学系
教育学部門・講師　島田　希

ミドル・リーダーによるメンタリングを支援するリフレクション
シートの開発

H23-25

若手研究(B)
　海洋コア総合研究センター
研究員　氏家　由利香

浮遊性有孔虫の生物多様性と炭素循環の関係の解明 H23-25

若手研究(B)
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・准教授　上神　貴佳
自民党総裁選出過程の研究―２０００年代の変化を中心に― H23-25

若手研究(B)
教育研究部　総合科学系

地域協働教育学部門・准教授　中澤　純治
地域産業連関表の推計におけるノン・サーベイ手法の有効性
に関する研究

H23-25

若手研究(B)
教育研究部　人文社会科学系
教育学部門・准教授　柳林　信彦

アメリカ分権的教育改革の新しい展開における学区教育委員
会の役割の再定義

H23-24

若手研究(B)
教育研究部　人文社会科学系
教育学部門・講師　横山　卓

自主防犯ボランティア団体の組織・活動と地域類型 H23-24

若手研究(B)
教育研究部　自然科学系
理学部門・助教　斎藤　卓也

センターボーテックス描像による強相関クォークグルーオンプ
ラズマの研究

H23-26

若手研究(B)
教育研究部　自然科学系
理学部門・助教　山本　裕二

古地磁気強度データベース刷新のためのマイクロ波着磁／
消磁システムの実用化

H23-25

若手研究(B)
教育研究部　自然科学系
理学部門・助教　永野　高志

ハロゲン化物イオンの酸化還元特性を利用する触媒的酸化
カップリング反応の開発

H23-24

若手研究(B)
教育研究部　総合科学系

複合領域科学部門・助教　波多野　慎悟
側鎖液晶型両親媒性マルチブロックコポリマー膜の開発とミク
ロ相分離構造評価

H23-24

若手研究(B)
教育研究部　総合科学系

黒潮圏科学部門・准教授　関田　諭子
サンゴ―褐虫藻共生系における白化および共生メカニズムの
微細形態学的解析による解明

H23-24

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・助教　村田　芳博
妊娠を保障するフェロモン記憶の解明：副嗅球単一ニューロ
ンの可塑的変化の解析

H23-24

若手研究(B)
教育研究部　自然科学系
理学部門・講師　砂長　毅

群体ホヤの生殖系列細胞が新生する仕組み H23-25

若手研究(B)
教育研究部　総合科学系

生命環境医学部門・准教授　上野　大勢
コメの亜鉛強化への応用を目指したイネの亜鉛輸送の分子
機構解明

H23-24

若手研究(B)
教育研究部　自然科学系

農学部門・准教授　山口　晴生
赤潮を引き起こす海洋植物プランクトンは未知なる経路でリン
源を獲得するのか

H23-24

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・助教　山口　奈緒子
ストレスによる社会行動変容におけるオキシトシン－オキシト
シン受容体システムの役割

H23-24

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・准教授　清水　孝洋
脳内大麻による中枢性交感神経ー副腎髄質系賦活抑制作
用の脳内機序解明

H23-25

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・助教　田中　健二朗
ストレス反応における脳内プロスタノイド産生のメカニズム H23-24

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・助教　有川　幹彦
副交感神経活動による抗炎症作用の分子機序解明と大動脈
瘤の非侵襲的制圧への応用

H23-24

若手研究(B)
　医学部附属病院
助教　島村　芳子

腎疾患におけるオートファジーとサーチュインの病態への関
与と新規治療薬の開発

H23-26

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　山本　雅樹
ＧＬＰ－１による中枢性交感神経系賦活における孤束核ノル
アドレナリン神経系の役割

H23-25

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・講師　政平　訓貴
Ｏｌｉｇ２陽性細胞から選択的に誘導したニューロンを用いた神
経再生医療の基礎的検討

H23-24

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　矢田部　智昭
周術期の炭水化物摂取による消化管粘膜保護作用とインスリ
ン抵抗性改善作用の検討

H23-24

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　福永　賀予
肝虚血再灌流における急激な血糖上昇の機序の解明とその
予防策の検討

H23-24

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　佐竹　宏文
前立腺癌におけるＩＳＧ１５の分子メカニズムの解析と発癌に
関わる原因ウイルスの探求

H23-24

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　笹部　衣里
ＥｐｈｒｉｎＢ２を標的とした脈管新生抑制による口腔癌の制御 H23-25

若手研究(B)
教育研究部　総合科学系

生命環境医学部門・准教授　島村　智子
未利用資源カツオ「髄」の食品科学的価値の解明 H24-25

若手研究(B)
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・准教授　後藤　拓也
日本におけるアグリビジネスの発展と農産物「契約生産」の地
域的展開

H24-26

若手研究(B)
教育研究部　人文社会科学系

人文社会科学部門・准教授　中道　一心
事業成長と価値獲得を促進する製品ライン戦略に関する研
究

H24-25

若手研究(B)
教育研究部　人文社会科学系
教育学部門・講師　鈴木　恵太

発達性読み書き障害の特性理解と指導のための評価・指導
パッケージの開発

H24-27

若手研究(B)
教育研究部　自然科学系
理学部門・助教　鈴木　一弘

全ての辺の色が異なる部分グラフの新たな拡張とＢＨ予想へ
の応用

H24-27

若手研究(B)
教育研究部　自然科学系

理学部門・准教授　小野寺　栄治
分散型写像流の幾何解析 H24-27

若手研究(B)
教育研究部　自然科学系
理学部門・助教　仲野　英司

強相関量子多体系における輸送現象の理論的研究 H24-25

若手研究(B)
教育研究部　自然科学系

理学部門・講師　北川　健太郎
新規開発超高圧下核磁気共鳴技術による強相関電子物性
の開拓

H24-25

若手研究(B)
教育研究部　総合科学系

黒潮圏科学部門・助教　加藤　元海
生態系におけるレジームシフト現象の数理的解明 H24-27

若手研究(B)
教育研究部　自然科学系
理学部門・講師　宇田　幸司

Ｄ－アミノ酸とその代謝酵素アミノ酸ラセマーゼの動物界にお
ける分布と機能

H24-27

若手研究(B)
教育研究部　自然科学系
理学部門・助教　児玉　有紀

二次共生成立に関与する遺伝子と遺伝子産物の網羅的解析 H24-25
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若手研究(B)
教育研究部　総合科学系

生命環境医学部門・特任助教　水本　祐之
トバモウイルスの細胞間移行におけるＲＮＡ配列と複製酵素タ
ンパク質の新奇機能の解析

H24-25

若手研究(B)
教育研究部　総合科学系

生命環境医学部門・准教授　加藤　伸一郎
ビフィズス菌における含硫化合物生合成コンポーネントの探
索と機能解析

H24-26

若手研究(B)
教育研究部　総合科学系

黒潮圏科学部門・講師　中村　洋平
海洋汚染が熱帯魚類資源の成育場への加入に及ぼす影響 H24-26

若手研究(B)
教育研究部　総合科学系

黒潮圏科学部門・助教　堀　美菜
東南アジアの魚価決定機構における小規模漁業者と仲買業
者の関係

H24-27

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

連携医学部門・助教　栄徳　勝光
インジウム肺発生機序におけるエピジェネティック制御の関与
の検討

H24-26

若手研究(B)
　医学部附属病院
助教　中山　修一

糖質コルチコイド過剰により惹起される過食・肥満形成メカニ
ズムの解明

H24-26

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・助教　内山　淳平
新規バクテリオファージゲノム由来ヌクレオシドの抗ウイルス活
性の可能性検討

H24-26

若手研究(B)
　医学部附属病院
助教　志賀　建夫

乾癬患者と健常人末梢血におけるＴｈ１７誘導の差異につい
て

H24-25

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　川西　裕
悪性グリオーマに対するスピルリナの免疫賦活作用を用いた
新たな免疫療法の開発

H24-25

若手研究(B)
　医学部附属病院
医員　島本　力

腎細胞癌におけるＴＫＩ耐性獲得機序の解明 H24-25

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・特任助教　吉田　行貴
被包型脂肪移植モデルを用いた効果的な遊離脂肪移植法
の開発

H24-25

若手研究(B)
教育研究部　医療学系

臨床医学部門・助教　吉村　友秀
口腔癌におけるＭｉｃｒｏＲＮＡの機能解析に基づく放射線増感
薬の開発

H24-26

研究活動スタート支援
教育研究部　総合科学系

複合領域科学部門・特任助教　三浦　収
水圏生物の社会性研究－新たなモデルシステムの構築を目
指して

H23-24

研究活動スタート支援
　医学部附属病院
医員　村田　智子

ヒト歯根膜幹細胞におけるＳＳＥＡ―４の役割に関する研究 H23-24

研究活動スタート支援
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・助教　内田　有希
絶食が尾隠し行動に与える影響－行動性体温調節のメカニ
ズムと性差の解明－

H24-25

研究活動スタート支援
教育研究部　総合科学系

複合領域科学部門・准教授　斉藤　知己
四国沿岸における絶滅危惧種アカウミガメの繁殖生態に関す
る研究

H24-25

研究活動スタート支援
教育研究部　医療学系

基礎医学部門・特任助教　太田　信哉
多次元プロテオミクスを利用した新規染色体タンパク質の探
索

H24-25

奨励研究 総務企画課・主任　野口　悟
大学職員による外部資金獲得サポート業務の実態調査及び
サポート手段の比較検討

H24

奨励研究 物部総務課・技術職員　長井　宏賢
ニホンジカの生息密度の推移と植生の破壊課程に関するモ
ニタリング

H24

奨励研究
教育研究部　医療学系
技術専門職員　林　芳弘

ヒト大腸癌浸潤・転移の予後を推測するバイオマーカーの病
理学的検討

H24

特別研究員奨励費 特別研究員（PD）　西岡　千惠
白血病幹細胞を標的とした新規治療法確立のための基礎研
究

H22-24

特別研究員奨励費 特別研究員（DC2）　小川　浩平
土着寄生蜂を用いたイエバエ類の総合的害虫管理技術の確
立

H23-24

特別研究員奨励費 特別研究員（DC1）　和田　快
未成年期に被災した阪神淡路大震災被災者の睡眠健康に
ついての疫学的研究

H23-25

特別研究員奨励費 特別研究員（DC2）　神田　美幸 カタユウレイボヤの胚発生におけるレチノイン酸の機能解析 H23-24

特別研究員奨励費 特別研究員（DC1）　樋口　琢磨 癌抑制マイクロＲＮＡ調節因子による癌化メカニズムの解明 H24-26

特別研究員奨励費 特別研究員（DC1）　戸髙　寛
免疫調節機構におけるＲＮＡ結合タンパク質ＮＦ４５の生理的
機能解析

H24-26
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　高知大学では，研究上のキーワードとして「海」，「環境」，「生命」の三つを掲げて，平成22年

4月から第2期中期目標・中期計画期間をスタートさせました。その３年目の年に高知大学にお

いて実施された研究の様子をお伝えするために，リサーチマガジン第8号をお届けします。

　リサーチマガジンは，本学で行われている多彩な研究内容を紹介することを，一つの目的とし

ております。本号では，はじめに海底熱水鉱床の探査に関するもの，統合的バイオイメージン

グプロジェクトの研究活動に関するもの，レアメタルの調査・研究に関するものなどを紹介して

います。続いて，研究拠点プロジェクトとして，「掘削コア科学による地球環境システム変動研

究拠点」，「植物健康基礎医学研究拠点」，「生命システムを制御する生体膜機能拠点」の三つ

のプロジェクトを紹介しています。その他のプロジェクトとして，本学が有する人文社会科学系，

自然科学系，医療学系，総合科学系の4学系から，それぞれの学系で実施されている特徴ある

研究を一つずつ紹介しました。それから，本学研究顕彰制度による若手教員研究優秀賞及び

大学院生研究奨励賞の4名の受賞者の方々の研究について，また，共同研究にかかる学内外

の研究者によるアカデミアセミナー in 高知大学の模様，さらに，学術研究に関わる各賞受賞者

についても紹介しております。

　本リサーチマガジンを手にする方々におかれましては，平成24年度に高知大学で実施された

研究の一部をご理解していただけるものと期待しております。紙面の都合上，紹介できる内容

にも限りがあり，各学系からは１件の研究しかご紹介できませんでした。プロジェクト的な研究に

関しては，本学のホームページのトップページからその概要をご覧いただくことができます。各

学系での研究に関しても，今後順次紹介していきたいと考えております。

　最後に，年度末の非常にご多忙な時期に，原稿執筆を快く引き受けてくださった執筆者の皆

さまに深く感謝いたします。

総合研究センター長　　

大西　浩平　　
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