
          歴 代 岐 阜 医 学 奨 励 賞 受 賞 者 

年　　号 氏　　名 卒業期 受　　賞　　テ　　ー　　マ 受賞時の所属

平成元年度 田中卓二 （２３期５１卒）
「化学発癌における発癌修飾物質について　－特に発癌抑制物質につ
いて－」 岐大医第一病理学

山口清次 （２２期５０卒） 「先天性有機酸代謝異常症の診断と病態解析」 岐大医附属病院小児科学

平成２年度 中島　茂 （２９期５７卒）
「血小板活性化因子（ＰＡＦ）刺激によるヒト好中球からのアラキドン酸遊
離機構」 岐大医生化学

山北宜由 （２５期５３卒） 「デキサメサゾン反応性高血圧症の病態生理解明に関する研究」 岐大医附属病院内科学第三

金井秀行 （２９期５７卒）
Ｃｌｏｓｅ　Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｉｎｔｒａ－ａｂｄｏｍｉｎａｌ　Ｆａｔ　Ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎ　ｔ
ｏ　Ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ　ｉｎ　Ｏｂｅｓｅ　Ｗｏｍｅｎ 大阪大学内科学第二

平成３年度 武内康雄 （２５期５３卒）
「ＡＢ型固体における諸臓器でのＡ型、Ｂ型両血液型抗原の分布につい
て」 岐大医法医学

原　明 （３３期６１卒）
「神経膠腫（ｇｌｉｏｍａ）における解毒酵素ＧＳＴ発現の検索および化学療
法耐性との関連について」 岐大医附属病院脳神経外科学

山階　学 （２４期５２卒） 「発作性夜間血色素尿症の一因としての先天Ｃ５９欠損症」 岐大医病理学第二

岩井知彦 （２８期５６卒）
Ｐｈｅｎｃｙｃｌｉｄｉｎｅ　ｆａｉｌｓ　ｔｏ　ｐｒｅｖｅｎｔ　ｐｏｓｔｉｓｃｈｅｍｉｃ　ｄｅｌａｙｅｄ　ｎｅｕｒ
ｏｎａｌ　ｄｅａｔｈ　ｉｎ　ｇｅｒｂｉｌ　ｈｉｐｐｏｃａｍｐｕｓ 岐大医附属病院脳神経外科

平成４年度 足立定司 （２８期５６卒）
Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｒｅｔｉｎｏｉｄ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　ｉｎ　Ｈｅｐａｔｏｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｃａｒｃｉｎｏｍａ　ｗ
ｉｔｈ　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｔｏ　Ａｌｃｏｈｏｌ　Ｃｏｎｓｕｍｍｐｔｉｏｎ 岐大医附属病院内科第一

安藤啓司 （２３期５１卒） ＬＩＧＨＴ－ＩＮＤＵＣＥＤ 神戸大学生理学第二

戸松俊治 （３１期５９卒） Ｍｏｒｑｕｉｏ　Ｄｉｓｅａｓｅ：Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ
岐大医附属病院小児科学

滝内秀和 （２９期５７卒）

Ｐａｒｔｉｃｕｌａｒ　ｔｙｐｅｓ　ｏｆ　ｔｕｍｏｒ　ｃｅｌｌｓ　ｈａｖｅ　ｔｈｅ　ｃａｐａｃｉｔｙ　ｔｏ　ｃｏｎ
ｖｅｒｔ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍｉｎｇ　ｇｒｏｗｔｈ　ｆａｃｔｏｒ－β　ｆｒｏｍ　ａ　ｌａｔｅｎｔ　ｔｏ　ａｎ
ａｃｔｉｖｅ　ｆｏｒｍ． 西宮市立中央病院泌尿器科

平成５年度 村上正憲
Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｆｏｌｌｏｗ－ｕｐ　ｏｆ　Ｃｕｓｈｉｎｇ’ｓ　ｄｉｓｅａｓｅ　Ｔｒｅａｔｅｄ　ｗｉｔ
ｈ　Ｒｅｓｅｒｐｉｎｅ　ａｎｄ　Ｐｉｔｕｉｔａｒｙ　Ｉｒｒａｄｉａｔｉｏｎ

永田浩一 （３３期６１卒）
ＣＨＡＲＡＣＴＥＲＺＡＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＳＩＴＥ－ＤＩＲＥＣＴＥＤ　ＭＵＴＡＧＥＮＥ
ＳＩＳ　ＯＦ　ＡＬＯＷＭＲ　ＧＴＰ－ＢＩＮＤＩＮＧ　ＰＲＯＴＥＩＮ　ＲＡＭ　Ｐ２５ 岐大医生化学／愛知がんセンター（生化学部）

下沢伸行 （２９期５７卒）
Ａ　ｈｕｍａｎ　ｇｅｎｅ　ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｌｅ　ｆｏｒ　Ｚｅｌｌｗｅｇｅｒ　ｓｙｎｄｒｏｍｅ　ｔｈａｔ
ａｆｆｅｃｔｓ　ｐｅｒｏｘｉｓｏｍｅ　ａｓｓｅｍｂｌｙ 岐大医附属病院小児科学

安藤量基 （３３期６１卒）
Ｍｅｃｈａｎｉｓｍｓ　ｏｆ　Ｃｌａｓｓ　Ｉ　Ｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄ　Ｉｍｍｕｎｏｐａｔｈｏｌｏｇｙ．　Ａ
Ｔｒａｎｓｇｅｎｉｃ　Ｍｏｕｓｅ　Ｍｏｄｅｌ　ｏｆ　Ｆｕｌｍｉｎａｎｔ　Ｈｅｐａｔｉｔｉｓ． 岐大医附属病院内科学第一

平成６年度 小澤　修 （２９期５７卒）

Ｃｒｏｓｓ－ｔａｌｋ　ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｃａ２＋　ｉｎｆｌｏｘ　ａｎｄ　ｐｈｏｓｐｈｏｉｎｏｓｉｔｉｄｅ　ｈｙ
ｄｒｏｌｙｓｉｓ　ｂｙ　ｅｘｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒ　ａｄｅｎｏｓｉｎｅ　ｔｒｉｐｈｏｓｐｈａｔｅ　ｉｎ　ｒａｔ　Ｐ
Ｃ１２　ｐｈｅｏｃｈｒｏｍｏｃｙｔｏｍａ　ｃｅｌｌｓ 愛知県発達障害研究所生化学部

小池晃彦 （３５期６３卒）
Ｓｔｅｍ　ｃｅｌｌ　ｆａｃｔｏｒ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｓｉｇｎａｌ　ｔｒａｎｓｄｕｃｔｉｏｎ　ｉｎ　ｒａｔ　ｍａｓｔ
ｃｅｌｌ 岐大医生化学

清島真理子 （２７期５５卒）
Ｇａｎｇｌｉｏｓｉｄｅ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｔｅｒｍｉｎａｌ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｈｕｍａｎ　Ｋｅ
ｒａｔｉｏｎｏｃｙｔｅｓ：ｅａｒｌｙ　ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌ　ｅｖｅｎｔｓ　ｉｎ　ｓｉｇｎａｌ　ｔｒａｎｓｄｕｃｔｉ 岐大医附属病院皮膚科学



          歴 代 岐 阜 医 学 奨 励 賞 受 賞 者 

辻野精一 （２９期５７卒）
ＴＨＲＥＥ　ＮＥＷ　ＭＵＴＡＴＩＯＮＳ　ＩＮ　ＰＡＴＩＥＮＴＳ　ＷＩＴＨ　ＭＹＯＰＨＯ
ＳＰＨＯＲＹＬＡＳＥ　ＤＥＦＩＣＩＥＮＣＹ（ＭＣＡＲＤＬＥ　ＤＩＳＥＡＳＥ） 国立精神神経センター神経研究所

平成７年度 石山忠彦 （３１期５９卒）

Ｍｅｃｈａｎｉｓｍｓ　ｏｆ　Ｖａｓｏｄｉｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｅｒｅｂｒａｌ　Ｖｅｓｓｅｌｓ　Ｉｎｄｕｃｅｄ
ｂｙ　ｔｈｅ　Ｐｏｔａｓｓｉｕｍ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｏｐｅｎｅｒ　Ｎｉｃｏｒａｎｄｉｌ　ｉｎ　Ｃａｎｉｎｅ
Ｉｎ　Ｖｉｖｏ　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ． 大雄会総合病院麻酔科

桑田一夫 （２９期５７卒）
Ｏｆｆ－ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｒｏｔａｔｉｎｇ－ｆｒａｍｅ　Ｎｕｃｌｅａｒ　Ｏｖｅｒｈａｕｓｅｒ　Ｅｆｆｅｃ
ｔ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ． 岐大医・生理学第二

鈴木康之 （２７期５５卒）

Ｎｏｖｅｌ　Ｓｕｂｔｙｐｅ　ｏｆ　Ｐｅｒｏｘｉｓｏｍａｌ　Ａｃｙｌ－ＣｏＡ　Ｏｘｉｄａｓｅ　Ｄｅｆｉｃｉｅ
ｎｃｙ　ａｎｄ　Ｂｉｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｅｎｚｙｍｅ　Ｄｅｆｉｃｉｅｎｃｙ　ｗｉｔｈ　Ｄｅｔｅｃｔａｂｌｅ
Ｅｎｚｙｍｅ　Ｐｒｏｔｅｉｎ：Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｂｙ　Ｍｅａｎｓ　ｏｆ　Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉ
ｏｎ　Ａｎａｌｙｓｉｓ． 岐大医附属病院小児科学

酒々井眞澄 （３９期Ｈ４卒）

Ｓｔｕｄｙ　ｆｏｒ　ｒｏｌｅｓ　ｏｆ　ｏｎｃｏｇｅｎｅｓ　ａｎｄ　ｔｕｍｏｒ　ｓｕｐｐｒｅｓｓｏｒ　ｇｅｎ
ｅｓ　ｉｎ　ｏｒａｌ　ａｎｄ　ｃｏｌｏｎ　ｃａｒｃｉｎｏｇｅｎｅｓｉｓ．　Ａ　ｒｏｄｅｎｔ　ｍｏｄｅｌ　ｆｏ
ｒ　ｈｕｍａｎ　ｃａｎｃｅｒｓ． 岐大医附属病院内科第一

平成８年度 永木正仁 （３１期５９卒）

Ｈｅｐａｔｉｃ　ｉｎｊｕｒｙ　ａｎｄ　ｌｅｔｈａｌ　ｓｈｏｃｋ　ｉｎ　ｇａｌａｃｔｏｓａｍｉｎｅ－ｓｅｎｓｉｔｉ
ｚｅｄ　ｍｉｃｅ　ｉｎｄｕｃｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　ｓｕｐｅｒａｎｔｉｇｅｎ　ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃａｌ　ｅｎ
ｔｅｒｏｔｏｘｉｎ　Ｂ． 岐大医附属病院内科学第一

中村好克 （３８期Ｈ３卒）
Ｃｅｒａｍｉｄｅ　ｉｎｈｉｂｉｔｓ　ＩｇＥ－ｍｅｄｉａｔｅｄ　ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｈｏｓｐｈｏｌｉｐａ
ｓｅ　Ｄ 岐大医附属病院耳鼻咽喉科

東　健一郎 （３１期５９卒）

Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ　ｏｆ　ｐａｔｉｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　ｉｓｃｈｅｍｉｃ　ｈｅａｒｔ　ｄｉｓｅａｓｅ　ｂｙ　ｔｒａ
ｎｓｅｓｏｐｈａｇｅａｌ　ａｔｒｉａｌ　ｐａｃｉｎｇ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｓｕｒｇｉｃａｌ
ｔｈｅｒａｐｙ：ｉｎ　ｐａｔｉｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　ａｒｔｅｒｉｏｓｃｌｅｒｏｓｉｓ　ｏｂｌｉｔｅｒａｎｓ　ａｎｄ　ａ
ｏｒｔｉｃ　ａｎｅｕｒｙｓｍ． 岐阜市民病院胸部心臓血管外科

足立尊仁 （３８期Ｈ３卒）

Ｍｉｔｇｅｎ－Ａｃｔｉｖａｔｅｄ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｋｉｎａｓｅ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｈｅｐａｔｏｃｙｔｅ
Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａｃｔｏｒ－ｓｔｉｍｕｌａｔｅｄ　Ｒａｔ　Ｈｅｐａｔｏｃｙｔｅｓ：Ｉｎｖｏｌｖｅｍｅｎｔ　ｏ
ｆ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｔｙｒｏｓｉｎｅ　Ｋｉｎａｓｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｋｉｎａｓｅ　Ｃ． 岐大医附属病院外科学第二

平成９年度 操　良 （３６期Ｈ１卒）

Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｃｌｉｎｉｃａｌ　ｉｍｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｅｌｌｕｌａｒ　ｓｅｘ　ｈｏｒｍｏ
ｎｅ－ｂｉｎｄｉｎｇ　ｇｌｏｂｕｌｉｎ　ａｎｄ　ｃｏｒｔｉｃｏｓｔｅｒｏｉｄ－ｂｉｎｄｉｎｇ　ｇｌｏｂｕｌｉｎ
ｍＲＮＡ　ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｇｒｏｗｔｈ　ｏｆ　ｅｓｔｒｏｇｅｎ－ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ
ｇｙｎｅｃｏｌｏｇｉｃａｌ　ｄｉｓｅａｓｅｓ． 岐大医附属病院産科婦人科

江原英俊 （３３期６１卒）

Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｏｆ　ｅｓｔｒｏｇｅｎ　ｒｅｃｅｐｔｏｒ　ｉｎ　ｄｉｓｅａｓｅｄ　ｈｕｍａｎ　ｐｒｏｓ
ｔａｔｅ　ａｓｓｅｓｓｅｄ　ｂｙ　ｎｏｎ－ｒａｄｉｏａｃｔｉｖｅ　ｉｎ　ｓｉｔｕ　ｈｙｂｒｉｄｉｚａｔｉｏｎ　ａ
ｎｄ　ｉｍｍｕｎｏｈｉｓｔｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ． 岐大医附属病院泌尿器科学

大野貴敏 （３４期６２卒） Ｔｈｅ　ＥＷＳ　ｇｅｎｅ 岐大医附属病院整形外学

松野浩之

Ｉｎｈｉｂｉｔｉｏｎ　ｏｆ　ｖｏｎ　Ｗｉｌｌｅｂｒａｎｄ　ｆａｃｔｏｒ　ｂｉｎｄｉｎｇ　ｔｏ　ｐｌａｔｅｌｅｔ　ＧＰ
Ｉｂ　ｂｙ　ａ　ｆｒａｃｔｉｏｎａｔｅｄ　ａｕｒｉｎｔｒｉｃａｒ－ｂｏｘｙｌｉｃ　ａｃｉｄ　ｐｒｅｖｅｎｔｓ　ｒｅｓ
ｔｅｎｏｓｉｓ　ａｆｔｅｒ　ｖａｓｃｕｌａｒ　ｉｎｊｕｒｙ　ｉｎ　ｈａｍｓｔｅｒ　ｃａｒｏｔｉｄ　ａｒｔｅｒｙ． 岐大医医学科薬理学

平成１０年度 荒井正純 （３４期６２卒） Ｎ －ｍｅｔｈｙｌ－１－ｄｅｏｘｙｎｏｊｉｒｉｍｙｃｉｎ（ＭＯＲ１４） 岐大医附属病院内科学第二

兼松雅之 （３４期６２卒）
Ｆｏｃａｌ　ｈｅｐａｔｉｃ　Ｉｅｓｉｏｎ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ：ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ｆｏｕｒ　Ｔ２－ｗ
ｅｉｇｈｔｅｄ　ＭＲ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｐｕｌｓｅ　ｓｅｑｕｅｎｃｅｓ． 岐大医附属病院放射線科学

杉山和久

Ｔｈｅ　ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｏｐｔｉｃ　ｄｉｓｃ　ｈｅｍｏｒｒｈａｇｅ　ｗｉｔｈ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｎ
ｅｒｖｅ　ｆｉｂｅｒ　ｌａｙｅｒ　ｄｅｆｅｃｔ　ａｎｄ　ｐｅｒｉｐａｐｉｌｌａｒｙ　ａｔｒｏｐｈｙ　ｉｎ　ｎｏｒｍａ
ｌｔｅｎｓｉｏｎ　ｇｌａｕｃｏｍａ． 岐大医附属病院眼科学



          歴 代 岐 阜 医 学 奨 励 賞 受 賞 者 

吉村紳一 （３６期Ｈ１卒）

Ｃｅｒａｍｉｄｅ　ｆｏｒｍａｔｉｎ　ｌｅａｄｓ　ｔｏ　ｃａｓｐａｓｅ－３　ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｈｙｐ
ｏｘｉｃ　ＰＣ１２　ｃｅｌｌ　ｄｅａｔｈ（Ｉｎｈｉｂｉｔｏｒｙ　ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　Ｂｃｌ－２　ｏｎ　ｃｅｒ
ａｍｉｄｅ　ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃａｓｐａｓｅ－３　ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）． 岐大医医学科脳神経外科学

平成１１年度 金子英雄 （３２期６０卒）

ＢＬＭ（ｔｈｅ　Ｃａｕｓａｔｉｖｅ　Ｇｅｎｅ　ｏｆ　Ｂｌｏｏｍ　Ｓｙｎｄｒｏｍｅ）Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｔｒ
ａｎｓｌｏｃａｔｉｏｎ　ｉｎｔｏ　ｔｈｅ　Ｎｕｃｌｅｕｓ　ｂｙ　ａ　Ｎｕｃｌｅａｒ　Ｌｏｃａｌｉ－ｚａｔｉｏｎ
Ｓｉｇｎａｌ．等 岐大医附属病院小児科学

加藤はる （３２期６０卒） Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｏｘｉｎ　Ａ－Ｎｅｇａｔｉｖｅ 金沢大学医学部微生物学

新井　正 （３５期６３卒）
・ＡＣＥ　ｉｎｈｉｂｉｔｏｒｓ　ａｎｄ　ｓｙｍｐｔｏｍｌｅｓｓ　ｄｙｓｐｈａｇｉａ．・ＡＣＥ　Ｉｎｈｉｂｉｔ
ｏｒｓ　ａｎｄ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａ　ｉｎ　ｅｌｄｅｒｌｙ　ｐｅｏｐｌｅ． 岐北総合病院内科

平成１２年度 深尾敏幸
「日本人Ａｔａｘｉａ－ｔｅｌａｎｇｉｅｃｔａｓｉａの分子病態とＡＴＭ（Ａｔａｘｉａ－ｔｅｌａｎｇｉ
ｅｃｔａｓｉａ　ｍｕｔａｔｅｄ）蛋白の末梢血単核球における誘導」 岐大医附属病院小児科

高橋孝夫 （３８期Ｈ３卒）
Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｆｒｅｑｕｅｎｔ　ｉｍｐａｉｒｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｍｉｔｏｔｉｃ　ｃｈｅｃｋ
ｐｏｉｎｔ　ａｎｄ　ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｍｉｔｏｔｉｃ　ｃｈｅｃｋｐｏｉｎｔ　ｇ 岐大医附属病院外科第二

三鴨廣繁 （３６期Ｈ１卒）
Ｐｒｅｔｅｒｍ　ｌａｂｏｒ　ａｎｄ　ｂａｃｔｅｒｉａｌ　ｉｎｔｒａａｍｎｉｏｔｉｃ：Ａｒａｃｈｉｄｏｎｉｃ　ａｃｉ
ｄ　ｌｉｂｅｒａｔｉｏｎ　ｂｙｐｈｏｓｐｈｏｌｉｐａｓｅ　Ａ２　ｏｆ　Ｆ ｕｓｏｂａｃｔｅｒｉｕｎ　ｎｕｃｌｅａ 岐大医附属病院産科婦人科

川森俊人 （３４期６２卒） Ｃｈｅｍｏｐｒｅｖｅｎｔｉｖｅ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　ｏｆ　Ｃｅｌｅｃｏｘｉｂ
国立がんセンター研究所がん予防研究部第一次予防研究室
長

松井永子 （３９期Ｈ４卒）
Ｍｕｔａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ＩＬ－１２　ｒｅｃｅｐｔｏｒβ２　ｃｈａｉｎ　ｇｅｎｅ　ａｎｄ　ｒｅｄ
ｕｃｅｄ　ｒｅｓｐｏｎｓｅｓ　ｏｆ　ｌｙｍｐｈｏｃｙｔｅｓ　ｔｏ　ＩＬ－１２　ｉｎ　ａｔｏｐｉｃ　ｓｕｂｊ 岐阜大学医学部医学科小児科

平成１３年度 山田泰広 （４４期Ｈ９卒）

Ｆｒｅｑｕｅｎｔ　β-Ｃａｔｅｎｉｎ　Ｇｅｎｅ　Ｍｕｔａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎｓ
ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｐｒｏｖａｂｌｅ　Ｐｒｅｍａｌｉｇｎａｎｔ　Ｌｅｓｉｏｎｓ　Ｉｎｄ
ｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｏｆ　Ａｂｅｒｒａｎｔ　Ｃｒｙｐｔ　Ｆｏｃｉ 岐阜大学医学部医学科病理学第一

澤田元史 （３９期Ｈ４卒）
グリオーマ細胞の抗癌剤エトポシドによるアポトーシス岐阜大学医学部
附属病院脳神経外科誘導の分子メカニズム 岐阜大学医学部附属病院脳神経外科

山田敬子 （３７期Ｈ２卒）緑内障におけるコンピュータ画像診断装置の有用性 岐阜大学医学部附属病院眼科

近藤浩史 （４４期Ｈ９卒）上腹部の非侵襲的画像診断に関する研究 岐阜大学医学部放射線・腫瘍・画像医学

高田知二 Ｂｉｐｏｌａｒ　・　Ｄｉｓｏｒｄｅｒ　ａｎｄ　Ｉｔｓ　Ｐｒｅｍｏｒｂｉｄ　Ｐｅｒｓｏｎａｌｉｔｙ 岐阜大学医学部附属病院神経科精神科

平成１４年度 宮本　敬 （３７期Ｈ２卒）

Ｕｓｅ　ｏｆ　Ｆａｓｔ　ＭＲＩ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｔｏ　Ｅｖａｌｕａｔｅ　ｔｈｅ　Ｂｉｏｍｅｃｈａｎｉｃ
ａｌ　Ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　Ａｂｄｏｍｉｎａｌ　Ｂｅｌｔｓ　Ｄｕｒｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒａｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｒｕｎ
ｋ　Ｍｕｓｃｌｅｓ． 岐阜大学医学部附属病院整形外科

佐治重衡 （３９期Ｈ４卒）
ＭＤＭ２　Ｅｎｈａｎｃｅｓ　ｔｈｅ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｅｓｔｒｏｇｅｎ　Ｒｅｃｅｐｔｏｒ　α
ｉｎ　Ｈｕｍａｎ　Ｂｒｅａｓｔ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｃｅｌｌｓ 東京都立駒込病院乳腺外科

大澤陽介 （43期Ｈ8卒） ＴＮＦ-αによる肝細胞アポトーシス誘導機構に関する研究 岐阜大学医学部消化器病態学

平成１5年度 松尾政之 （45期Ｈ10卒） 肝臓の加増診断に関する研究 岐阜大学医学部放射線・腫瘍・画像医学

高橋雄一郎 （41期Ｈ6卒）
Leptin as an acute stress-relaated hormone in the feto-piacental
circulation. 岐阜大学医学部同女性生殖器学

寺田知新 （43期Ｈ8卒） Ⅰｇ subclass欠損症の分子病態解析 岐阜大学医学部蛋白高次機能学

野澤　聡 （45期Ｈ10卒）
腰椎分離症を有するスポーツ選手に対するｓｅｇｍｅｎｔａｌ　ｗｉｒｅ　ｆｉｘａｔｉｏｎ
法 岐阜大学医学部運動器外科

平成１6年度 加藤善一郎 （３７期Ｈ２卒）ヒトインターロイキン１８タンパクについて 岐阜大学医学部小児病態学

安藤弘道 （３８期Ｈ３卒）頭蓋内における抗腫瘍免疫応答の解析 岐阜大学医学部脳神経外科

岩崎聖雄 アレルギー性鼻炎におけるサイトカインＴＮＦ-αの役割 岐阜大学医学部平衡・耳鼻咽喉科



          歴 代 岐 阜 医 学 奨 励 賞 受 賞 者 

平成１7年度 木村公則 （40期Ｈ5卒）
Ｂ型肝炎ウイルス複製制御のメカニズムについて

岐阜大学医学部附属病院消化器病態学

髙橋孝夫 （３８期Ｈ３卒）
悪性腫瘍における癌抑制遺伝子のＤＮＡ
プロモーター領域異常メチル化 岐阜大学医学部附属病院腫瘍外科学

岡田英志 （45期Ｈ10卒） ＴＧＦ－β抑制による心筋梗塞後慢性期心不全に対する遺伝子治療 岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター

平成１8年度 五島　聡 悪性肝腫瘍の画像解析に関する研究
岐阜大学大学院医学系研究科腫瘍制御学講座放射線医学
分野

清水雅任 （42期Ｈ7卒） 緑茶ポリフェノールＥＧＣＧによるヒト大腸癌細胞増殖抑制効果の検討 岐阜大学医学部消化器病態学講座

平成１9年度 井上徳光 （35期63卒）
発作性夜間ヘモグロビン尿症（ＰＮＨ）における異常造血幹細胞クローン
の拡大メカニズム

大阪府立成人病センター研究所分子遺伝学部門長

安田一朗　
（37期Ｈ2卒）

超音波内視鏡下吸引針生検（ＥＵＳ-ＦＮＡ）による縦隔・腹腔内の腫大リ
ンパ節診断

岐阜大学医学部附属病院第１内科

青山裕美
（36期Ｈ1卒）

経過を通じて母親と新生児の抗体価をモニタリング
し得た妊娠性疱疹の親子例

岐阜大学医学部附属病院 皮膚科

平成20年度
青木光広

（37期Ｈ2卒）

メニエール病発症におけるバゾプレッシン（ＡＶＰ）
の関連性について

岐阜大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科

折居建治 大脳形成および脳腫瘍における２種類の２本鎖ＤＮＡ切断修復機構の役割について岐阜大学医学部附属病院 小児科

加藤博基 （46期Ｈ11卒） 肝線維化のコンピューター支援診断 岐阜大学医学部附属病院 　放射線科

平成21年度
足立政治

（43期Ｈ8卒）
大腸発癌予防における緑茶カレキンの有用性 岐阜大学大学院医学研究科 薬理病態学

岩田浩明
（46期Ｈ11卒）

水疱性類天疱瘡の水疱形成機序解明の実験 岐阜大学大学院医学研究科 皮膚病態学

平成22年度 大西秀典 （45期Ｈ10卒） 自然免疫不全症の病態解明 岐阜大学大学院医学研究科 小児病態学

本橋　力 色素芽細胞の持つ多分化能の解析 岐阜大学大学院医学研究科 組織器官形成

小関道夫 びまん性リンパ管腫症に対するプロプラノロール療法 岐阜大学大学院医学研究科 小児病態学

平成23年度
瀧上伊織

（47期Ｈ12卒）
マウスEwinɡ肉腫モデルにおけるEWS/Fli-1を標的とした合成siRNAの抗腫瘍効果 岐阜大学大学院医学研究科 整形外科学

渡邊春夫
（52期Ｈ17卒） MRIを用いた病期診断に関する研究

岐阜大学大学院医学研究科 放射線医学



          歴 代 岐 阜 医 学 奨 励 賞 受 賞 者 

青木仁美 Master negative reguｌator Rest の真の機能解明にむけて 岐阜大学大学院医学研究科 組織・器官形成

平成24年度
金森寛充

（45期Ｈ10卒）
心筋オートファジーの病態生理解明と虚血性心疾患への治療応用 岐阜大学大学院医学研究科 病態情報解析医学

田中優司
（41期Ｈ6卒） 神経変性疾患における消化管機能に関する研究

岐阜大学大学院医学研究科 神経内科・老年学

平成25年度
安部　力 宇宙飛行士の起立時動脈血圧調節における前庭系の役割 岐阜大学大学院医学研究科 生理学

後藤尚絵
（46期Ｈ11卒）

悪性リンパ腫における予後因子解析と新たな治療法の確立 岐阜大学大学院医学研究科 血液病態学・免疫病理学

白上洋平
（48期Ｈ13卒） 肝レチノイド貯蔵と肝発癌

岐阜大学大学院医学研究科 病態情報解析医学

平成26年度 高松　学 （55期Ｈ20卒） ＩＤＯ欠損マウスにおける大腸炎および大腸腫瘍に関する研究 岐阜大学大学院医学研究科 腫瘍病理学

川本典生
（48期Ｈ13卒）

出生コホート研究による乳幼児アレルギー疾患のリスク因子と、ＩｇＥ抗
体の親和性成熟に関する検討

岐阜大学医学部附属病院 小児科

平成27年度
野田佳史 

（57期Ｈ22卒）
上腹部画像診断における低電圧撮像の有用性に関する研究

岐阜大学医学部附属病院  放射線科

木村　豪 （50期Ｈ15卒）
新規治療薬開発に向けた IL-18/IL-18 レセプター複合体の構造解析

岐阜大学大学院医学系研究科  小児病態学分野

堀　友博 （52期Ｈ17卒）

OXCT1遺伝子転写中間産物の解析による２エクソンスキップの分子基
盤の解明

岐阜大学大学院医学系研究科　小児病態学

平成28年度 和 田恵 子
日本人における体格と乳がん：大規模コホート研究のプール解析 岐阜大学大学院医学系研究科　疫学・予防医学

岩下拓司 （48期Ｈ13卒）

１９gauge針を用いた超音波内視鏡下吸引針生検における肉眼検体評
価の正診率改善に与える影響の検討

岐阜大学医学部附属病院　第1内科

小川寛恭
（48期Ｈ13卒）

運動刺激は関節軟骨でＣＲＥＢシグナル経路を介してルブリシンの発現
を促進する 岐阜大学大学院医学系研究科　整形外科学

平成29年度
小川名美 大腸がんが分泌するエクソソームによる血管新生誘導メカニズム

岐阜大学大学院医学系研究科　解剖学

林　祐一 （47期Ｈ12卒）

高齢者のポリファーマシーの是正と次世代型電子カルテシステムの役
割 岐阜大学大学院医学系研究科　神経内科・老年学

神 農 英 雄 （49期Ｈ14卒）
放射状グリアは新生児脳障害後のニューロン移動と神経学的機能回復
を促進する 名古屋市立大学大学院医学研究科　新生児・小児医学

平成30年度 末 次　淳 （46期Ｈ11卒） 原発巣及び転移巣における癌微小環境の解明 岐阜大学医学部附属病院　第一内科

田 中 秀 和 （53期Ｈ18卒） 悪性腫瘍に対する放射線治療における Field-in-field 法の確立 岐阜大学大学院医学系研究科　放射線医学


