
総 論

1．研究業績刊行物等の件数

著作物 数
著 書（和文） 116
著 書（英文） 13
学術論文（和文） 476
学術論文（英文） 404

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

⑴ 文部科学省科学研究費助成事業 82件 151，598，091円
内訳
新学術領域研究 2件 8，450，000円
基盤研究（Ｂ）一般 4件 24，440，000円
基盤研究（Ｃ）一般 50件 83，850，000円
挑戦的萌芽研究 8件 11，848，091円
若手研究（Ｂ） 18件 23，010，000円

⑵ 厚生労働科学研究費補助金 1件 6，480，000円
⑶ 受託研究 12件 66，160，467円
⑷ 各種研究助成補助金 23件 46，707，000円

3．表彰一覧

講 座 名 氏 名 学術（学会）賞名 学 賞 課 題
内科学講座（血
液・呼吸器・腫瘍
内科）・助教

進藤 岳郎 麒麟児賞 MEK阻害剤によるアロ反応性T
細胞の選択的抑制とGVHD制御

内科学講座（循環
器内科）・医員 長友 大輔 第61回日本心臓病学会学術集会

Poster Award 表彰

慢性心不全の在宅管理における遠
隔モニタリングデバイスの長期的
有効性について

小児科学講座・助
教 大塚 泰史

第48回日本小児腎臓病学会学術
集会優秀演題奨励賞（臨床部
門）

シスチン尿症を伴うゲノムワイド
父性片親性ダイソミー症例の遺伝
子解析．

小児科学講座・助
教 永井 功造 第3回日本小児血液がん学会

学術賞

Aurora kinase A-specific T-cell
receptor gene transfer redirects
T lymphocytes to display effec-
tive antileukemia reactivity.

胸部・心臓血管外
科学講座・助教 伊藤 学 Young Investigator’s Award

最優秀賞
新組織工学を用いた自己細胞由来
小口径血管の開発



講 座 名 氏 名 学術（学会）賞名 学 賞 課 題
胸部・心臓血管外
科学講座・大学院
生（博士課程）

野口 亮
9th Cardiovascular Transla-
tional Research Conference
Award

新規組織工学を用いた心臓・血管
再生医療

胸部・心臓血管外
科学講座・大学院
生

阪野 佳弘 Student Award 1 優秀賞 シリコン性肺模型を用いた手術修
練の経験

胸部・泌尿器科学
講座・助教 藏田 彩 日本排尿機能学会河邊賞

A negative association between
uncomplicated cystitis in women
and wiping the vulva after bowel
movements.

胸部・泌尿器科学
講座・医員 南里 麻己

西日本泌尿器科学会総会ヤング
ウロロジストリサーチコンテス
ト最優秀賞

Adipose tissue stromal cells exert
differential effects on the apopto-
sis, growth and invasion of blad-
der urothelial carcinoma between
the superficial and invasive types.

放射線医学講座・
助教 山口 健 第72回日本医学放射線学会総会

CyPos プラチナ・メダル

Brease lesions initially detected
on contrast enhances MRI: Statis-
tical analysis and making decision
tree（乳腺造影MRI における偶
発病変に対する統計学的検討及び
decision tree の作成）

放射線医学講座・
助教 江頭 秀哲 第72回日本医学放射線学会総会

CyPos シルバー・メダル

Evaluation of preoperative ipsilat-
eral percutaneous trans hepatic
portal vein embolization with ab-
solute ethanol（無水エタノール
を用いた同側穿刺門脈塞栓術の検
討）

放射線医学講座・
助教 江頭 玲子

99th Scientific assembly and an-
nual meeting of Radiological So-
ciety of North America, Certifi-
cate of Merit

The Usefulness of Evaluating Pul-
monary Veins in Diagnostic Vari-
ous Lung Diseases

歯科口腔外科学講
座・大学院生（博
士課程）

合島怜央奈
第67回NPO法人日本口腔科学
会学術集会 若手優秀ポスター
賞

温度感受性TRPV3チャネルを
介した口腔粘膜の新しい創傷治癒
メカニズムの解明

歯科口腔外科学講
座・医員 中山 雪詩 第54回日韓顎顔面外科学会 ポ

スター賞

Intralesional sclerotherapy with
ethanolamine oleate for subcuta-
neous venous mailormations in
oral and maxillofacial region

臨床検査医学講
座・助教 太田昭一郎 2013年度日本臨床化学会学会賞

（論文賞）

The usefulness of combined meas-
urements of squamous cell carci-
noma antigens 1 and 2 in diagnos-
ing atopic dermatitis

地域医療科学教育
研究センター
福祉健康科学部
門・助教

坂本麻衣子 Tony Wong Culture & Diver-
sity Award

福祉健康科学・リ
ハビリテーション
医工学分野・准教
授

松尾 清美 ものづくり日本大賞
理美容・医療・介護のサービスの
QOLを飛躍的に向上させる多機
能車椅子の開発


