
総 論

１．研究業績刊行物等の件数

著作物 数

著 書（和文） １７２

著 書（英文） １６

学術論文（和文） ５０６

学術論文（英文） ３３５

２．研究経費（文部科学省，厚生労働省その他の省庁，地方公共団体，民間団体等からの

研究助成金）の採択状況

� 文部科学省科学研究費補助金 ８３件 １４４，５５８，０００円

内訳

特定領域研究 ２件 ８，５００，０００円

基盤研究（Ａ）一般 １件 １０，５３０，０００円

基盤研究（Ｂ）一般 ３件 １１，５７０，０００円

基盤研究（Ｃ）一般 ４４件 ５８，３７０，０００円

挑戦的萌芽研究 ７件 １２，２２０，０００円

若手研究（Ａ） １件 ２，２１０，０００円

若手研究（Ｂ） ２２件 ３６，５３０，０００円

若手研究（スタートアップ） ３件 ４，６２８，０００円

� 厚生労働科学研究費補助金 ３件 ５３，６２６，０００円

� 受託研究 １４件 ５１，８５８，０００円

� 各種研究助成補助金 １３件 ４２，３４８，０００円

３．表彰一覧

講 座 名 氏 名 学術（学会）賞名 学 賞 課 題
病因病態科学講座
（臨床診断病理学
分野）・講師

青木 茂久 日本腹膜透析医学会 Young In-
vestigator賞

Fluid Flow Stress Affects Peritoneal
Cell Kinetics: A novel peritoneal fi-
brosis model in vitro

病因病態科学講座
（微生物学・寄生
虫学分野）・大学
院生（修士課程）

市木 佑佳 第５３回歯科基礎医学会 微生物
学部門 優秀ポスター賞

Porphyromonas gingivalisによる破
骨細胞分化促進作用

内科学講座（膠原
病・リウマチ内
科）・助教

小荒田秀一 第３９回日本臨床免疫学会総会ポ
スター賞

自己抗体産生 B細胞上に発現す
る BCMAは SLEの治療の標的と
なりうるか



講 座 名 氏 名 学術（学会）賞名 学 賞 課 題

内科学講座（血
液・腫瘍内科）・
助教

久富 崇
The 16th European Hematology
Association Congress Travel
Award for Young Hematologist.

DNA-dependent protein kinase as a
promising molecular target for the
treatment of adult T-cell leukemia-
lymphoma.

内科学講座（肝
臓・糖尿病・内分
泌内科）・医員

岡田 倫明 JDDW 2011 FUKUOKA ポス
ター優秀演題賞

内臓脂肪蓄積は C型慢性肝炎に
対する PEG-IFN+RBV治療の抗ウ
イルス効果に影響を与える

内科学講座（肝
臓・糖尿病・内分
泌内科）・医員

岡田 倫明 第２１回日本超音波医学会九州地
方会学術集会 新人賞

繰り返す胆管炎に合併した肝炎症
性偽腫瘍の一例

小児科学講座・助
教 西 眞範 第７１回日本血液学会奨励賞 乳児白血病発症に関わる miRNA

とその標的遺伝子の検討．

小児科学講座・助
教
准教授

田島 大輔
松尾 宗明

第５３回日本小児神経学会総会若
手優秀ポスター賞

不規則な異常眼球運動を呈した乳
児５例の臨床的検討．

一般・消化器外科
学講座・研修医 江戸 都

第６６回日本消化器外科学会総会
医学生・研修医セッション
第６６回日本消化器外科学会総会
優秀演題賞

胸部・心臓血管外
科学講座・研修医 内野 美穂 研修医最優秀発表賞 中枢気道狭窄に対してステントを

留置した原発性肺癌症例の検討

胸部・心臓血管外
科学講座・助教 古舘 晃 Case Report Award 優秀賞

胸部・心臓血管外
科学講座・助教 諸隈 宏之 OPCAB コンテスト 三位

胸部・心臓血管外
科学講座・教授 森田 茂樹 授業実績表彰

泌尿器科学講座・
助教 有働 和馬 奨励賞

The interaction between adipose tis-
sue and renal tubular epithelial cells
in vitro.

麻酔・蘇生学講
座・講師 松岡 良典 Marquis Who’s Who in Medicine

and Healthcare 2011-2012

Molecular imaging contrast media
for visualization of liver function in
vitro

麻酔・蘇生学講
座・講師 松岡 良典

American Biographical Institute
(ABI) Great Minds of the 21st
Century 2011

Molecular imaging contrast media
for visualization of liver function in
vitro Medical Development

地域包括緩和ケア
科・准教授（診療
教授）

佐藤 英俊 第２４回日本疼痛漢方研究会学術
集会優秀賞

肺がん患者の持続する咳嗽に対し
て麦門冬湯が著効を示した２例

検査部・臨床検査
技師 永沢 善三 緒方富雄賞

成人・老年看護学
講座（老年看護分
野）・教授

藤田 君支 若葉会平成２３年度奨励賞 人工股関節患者の QOLと和式ラ
イフスタイルの検討


