
総 論

１．研究業績刊行物等の件数

著作物 数

著 書（和文） １１４

著 書（英文） １４

学術論文（和文） ５０７

学術論文（英文） ２８７

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 ８０件 １５１，５８０，０００円

内訳

特定領域研究 ２件 ８，４５０，０００円

基盤研究（Ａ）一般 １件 ９，４９０，０００円

基盤研究（Ｂ）一般 ５件 ２７，５６０，０００円

基盤研究（Ｃ）一般 ４７件 ７２，４１０，０００円

挑戦的萌芽研究 ６件 ５，５９０，０００円

若手研究（Ｂ） １６件 ２３，６６０，０００円

若手研究（スタートアップ） ３件 ４，４２０，０００円

� 厚生労働科学研究費補助金 １件 ３３，５４６，０００円

� 受託研究 １９件 ６１，５２６，８５５円

� 各種研究助成補助金 ２３件 ３４，０１６，６００円

３．表彰一覧

講 座 名 氏 名 学術（学会）賞名 学 賞 課 題
分子生命科学講座
（生体機能制御学
分野）・助教

三田村（見
市）文香

平成２４年度日本寄生虫学会 第
２１回奨励賞

Mitosomes in Entamoeba histolytica
contain a sulfate activation pathway

生体構造機能学講
座（神経生理学分
野）・大学院生（修
士課程）

川崎 弘貴 第７回 PAIN RESEARCH誌
優秀論文賞

Inhibition by menthol and its analogs
of compound action potentials in
frog sciatic nerves.

生体構造機能学講
座（神経生理学分
野）・大学院生（修
士課程）

松下 晋大 第３４回日本疼痛学会 優秀演題 蛙坐骨神経の複合活動電位に及ぼ
す漢方薬の作用。

病因病態科学講座
（臨床診断病理学
分野）・准教授

青木 茂久 ２０１２年日本透析医学会賞（木本
賞）

Fluid flow stress affects peritoneal
cell kinetics: possible pathogenesis
of peritoneal fibrosis.



４．学位授与件数

課程博士 ２６人，論文博士 ４人，看護修士 １０人，医科学修士 ９人

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）・准教授

青木 茂久 ２０１２年分子病理学研究会 最優
秀ポスター賞

腹膜透析中止後に，何故，遅発性
の被嚢性腹膜硬化症が発症するの
か．

病因病態科学講座
（微生物学・寄生
虫学分野）・大学
院生（博士課程）

枝川亜希子 ポスター賞（日本防菌防黴学会
第３９回年次大会）

レジオネラ属菌を検出するための
アメーバ共培養法に関する検討

内科学講座（神経
内科）・助教 藥師寺祐介 第２１回日本脳ドック学会総会会

長賞
脳ドック受診者における微小脳出
血の分布と認知機能低下の関連

耳鼻咽喉科・頭頸
部外科学講座・講
師

島津倫太郎 平成２４年度日本気管食道科学会
奨励賞受賞

胃酸逆流と喉頭肉芽腫－動物モデ
ルを用いた検討－

放射線医学講座・
医員 江頭 玲子 RSNA 2012 Certificate of Merit

Combined pulmonary fibrosis with
emphysema (CPFE): Three Morpho-
logical Types and Their Changes
Over Time

歯科口腔外科学講
座・准教授 山下 佳雄 日本顎顔面インプラント学会

優秀論文賞

下顎骨再建に用いた移植骨へ埋入
したインプラント周囲骨の経時的
変化

地域医療科学教育
研究センター・福
祉健康科学部門
（認知神経心理分
野）・日本学術振
興会特別研究員

大島 千佳
Best Paper Award
International Academy, Research,
and Industry Association (IARIA)

A Case Study of a Practical Use of
“MusiCuddle” that is a Music Ther-
apy System for Patients with Demen-
tia who Repeat Stereotypical Utter-
ances

地域医療支援学講
座（小児科学講
座）・助教

Kazuto
Taniguchi.

Asia Pacific Association of Pediat-
rics Allergy Respirology and Im-
munology Travel Grant
Award，２０１０．．

Epigen is induced during the
interleukin-13-stimulated cell prolif-
eration in murine primary airway epi-
thelial cells. The Japanese Journal of
Pediatric Allergy and Clinical Immu-
nology.2012
26(2): p 317-318

地域医療支援学講
座（小児科学講
座）・助教

岡 政史 第６５回九州小児科学会 一般演
題 ポスター発表 優秀演題賞

Atypical HUSの 原 因 究 明～抗
CFH抗体に関して～

地域医療支援学講
座（小児科学講
座）・助教

Kazuto
Taniguchi.

Alain L. de Weck Travel Grant
Award. .

The IL-1 alpha/periostin/IL-6 axis
contributes to the keratinocyte prolif-
eration and differentiation in atopic
dermatitis. Symposium of the Colle-
gium Internationale Allergologicum,
2012, 10, 14-19


