
祝　受賞

■勲章関係等

受章日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者氏名 連名者 受賞対象となった研究のテーマ

H30.11.5 文化功労者 名誉教授 山本　尚

H30.11.6 瑞宝重光章 名誉教授 佐藤　彰一

H30.11.7 瑞宝中綬章 名誉教授 青木　和彦

H30.11.7 瑞宝中綬章 名誉教授 稲垣　康善

H30.11.7 瑞宝中綬章 名誉教授 上村　大輔

H30.11.7 瑞宝中綬章 名誉教授 河上　省吾

H30.11.7 瑞宝中綬章 名誉教授 武田　周一

■教員

受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者氏名 連名者 受賞対象となった研究のテーマ

H30.9.16 第116回日本医学物理学会学術大会　優秀研究賞 大学院医学系研究科教授 山本　誠一
Imaging of produced light in water during high
energy electron beam irradiations from a
medical linear accelerator

H30.9.18 第44回（2018年春季）応用物理学会講演奨励賞
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
非常勤研究員

松永　正広
カーボンナノチューブ薄膜を用いた透明でフレキ
シブルな摩擦帯電型発電シート

H30.9.18 日本計算数理工学会論文賞 未来材料・システム研究所教授 内山　知実 外2名
熱流動解析に対する境界条件強制型Smoothed
Profile-Lattice Boltzmann Methodの提案

H30.9.19 第16回日本金属学会学術貢献賞 大学院工学研究科教授 竹中　康司 　
巨大負熱膨張材料による熱膨張制御に関する
研究

H30.9.19 Gold Medal of Comenius University in Bratislava 未来材料・システム研究所教授 天野　浩

H30.9.20
平成30年度「情報化促進貢献個人等表彰」経済産業
大臣賞

大学院情報学研究科教授 高田　広章

IPAソフトウェア高信頼化推進委員会「つながる
世界の開発指針WG」の主査として、IoT推進コン
ソーシアムの「IoTセキュリティガイドライン」にも
採用された「つながる世界の開発指針」の取りま
とめ・普及に尽力した。また、組込みシステム技
術と産業の振興を図ることを目的として、NPO法
人TOPPERSプロジェクトを立ち上げた。同プロ
ジェクトは、開発成果であるリアルタイムOSが、
JAXAが打ち上げに成功したロケット「H－ⅡB」
の誘導制御コンピュータの中に搭載されるな
ど、顕著な成果を収めた

H30.9.21 第12回JSAP Photo&Illustration Contest最優秀賞
元ベンチャー・ビジネス・ラボラト
リー研究員

マイ　ティ　キイエウ　リ
エン

宇佐美徳隆（大学院工学研究科教授） 半導体ナノフラワー

H30.9.29 日本環境共生学会著述賞 減災連携研究センター教授 鈴木　康弘
「おだやかで恵み豊かな地球のために－
地球人間圏科学入門」
（鈴木康弘・山岡耕春・寶　馨　編著、古今書院）

H30.10.1
自動車技術会2018年春季大会学術講演会　優秀講演
発表賞

大学院工学研究科教授 水野　幸治 　
胸たわみ低減のためのシートベルトシステムの
提案

H30.10.1
2018年第79回応用物理学会秋季学術講演会 Poster
Award

大学院工学研究科助教 鈴木　陽香
小池洋右(大学院工学研究科M2)、小間浩嗣(大
学院工学研究科M1)、馬場賀己(大学院工学研
究科M1)、豊田浩孝(大学院工学研究科教授)

Microscopic Measurement of Meter-Scale
Atmospheric-Pressure Microwave Plasma

H30.10.1 第19回ガルデルマ・マルホ研究賞 附属病院助教 武市　拓也
Pityriasis Rubra Pilaris Type V as an
Autoinflammatory Disease by CARD14
Mutations.

H30.10.1 第79回応用物理学会Poster Award 未来材料・システム研究所准教授 池永　英司
谷本尚基（大学院工学研究科M1）、小川智史
（大学院工学研究科助教）、八木伸也（未来材
料・システム研究所教授）外２名

溶液セルを用いた硬X線光電子分光による金ナ
ノ粒子分散溶液の電子状態

H30.10.2
Japanese Society for Engineering Education (JSEE
2018 Annual Conference)
 International Session Award

大学院工学研究科講師
レレイト　エマニュエル
ランガット

外１名
Value Co-Creation in Disaster Education for
International Students

H30.10.4 平成29年度紙パルプ技術協会賞 大学院生命農学研究科教授 土川　覚 稲垣　哲也(大学院生命農学研究科講師）
近赤外分光法を用いた紙中の木材パルプの複
合的評価手法の開発

H30.10.4 平成29年度印刷朝暘会賞 大学院生命農学研究科教授 土川　覚 稲垣　哲也(大学院生命農学研究科講師）
近赤外分光法を用いた紙中の木材パルプの複
合的評価手法の開発

H30.10.5 第46回内籐コンファレンス 優秀ポスター賞 大学院理学研究科講師 石川　由希

前田直希（大学院理学研究科修了生）、望月香
里（大学院理学研究科M1）、野村岳民（大学院
理学研究科修了生）、上川内あづさ（大学院理
学研究科教授）外１名

Neural mechanism underlying rapid evolution of
mating preference

H30.10.9 第15回飯島奨励賞 大学院理学研究科特任助教 西原　大志
Narrow-band thermal exciton radiation in
single-walled carbon nanotubes

受賞者一覧(H30.9.16～H30.12.15)



H30.10.10
第70回保健文化賞（厚生労働大臣賞・第一生命賞・朝
日新聞厚生文化事業団賞・NHK厚生文化事業団賞）

大学院医学系研究科教授 加藤　昌志
バングラデシュ等の途上国における飲用井戸水
の浄化材の開発、浄化の実践

H30.10.10
IEEE Member Recruitment and Recovery Committee
Certificate of Recognition for Outstanding
Achievement in Member Retention for Nagoya Section

未来材料・システム研究所寄附研
究部門准教授

栗本　宗明

H30.10.13 日本放射線腫瘍学会　2018年　優秀教育展示賞 附属病院病院助教 川村　麻里子
腹膜播種を伴う横紋筋肉腫に対しIMRTを用い
て全腹腔照射行った１例

H30.10.19 Merit Award 大学院医学系研究科准教授 佐藤　一樹 外９名
Current status of the integration of oncology
and palliative care in Japan: A nationwide
survey.

H30.10.22 モンゴル国立教育大学名誉博士 アジア共創教育研究機構教授 大谷　尚 モンゴルの教育改革の発展への貢献

H30.10.25 日本自律神経学会賞 大学院医学系研究科助教 中村　佳子
Medullary Reticular Neurons Mediate
Neuropeptide Y-Induced Metabolic Inhibition
and Mastication

H30.10.25
第12回分子科学討論会（福岡）2018　分子科学会優秀
講演賞

物質科学国際研究センター助教 齋藤　雅明
局在化対自然軌道に基づく高速結合クラスター
理論の開発

H30.10.27 日本神経内分泌学会　川上賞 大学院医学系研究科講師 須賀　英隆
多能性幹細胞を用いたin vitro視床下部‐下垂
体分化について

H30.10.27
The XIV Edition of the “Giuseppe Sciacca”
International Award

高等研究院准教授 河江　肖剰
オープンイノベーションによるピラミッドの三次元
計測調査と考古学的解釈

H30.11 JCR　ニュース画像診断症例クイズ　優秀賞 附属病院病院助教 櫻井　悠介
日本放射線科専門医会・医会より、JCR　ニュー
ス画像診断症例クイズにて優秀賞を受賞

H30.11.5 平成30年度（2018年度）溶液化学研究会　学術賞 大学院工学研究科特任准教授 吉井　範行 　
分子動力学計算とNMR測定による両親媒性分
子集合体の溶液化学

H30.11.7 高分子学会広報委員会パブリシティ賞 大学院工学研究科助教 原　光生
吸湿現象を利用したリオトロピック液晶の新展
開

H30.11.9 第20回サー・マーティン・ウッド賞 大学院工学研究科准教授 岡本　佳比古
特徴的な電子構造・結晶構造に着目した遷移金
属化合物の物性・機能開拓

H30.11.12 武田医学賞 大学院医学系研究科特任教授 祖父江　元
運動ニューロン疾患の発症責任機序の同定と
それに基づく disease-modifying therapy の開発

H30.11.12
平成30年度土木学会全国大会第73回年次学術講
演会優秀講演者表彰

大学院工学研究科准教授 判治　剛
Ｌ形鋼をずれ止めに用いた鋼・コンクリート合
成床版に生じる局部応力

H30.11.14 日本熱物性学会賞　奨励賞 大学院工学研究科助教 上野　藍
近接場効果を用いた宇宙用MEMS熱スイッチに
関する研究

H30.11.15
第32回ダイヤモンドシンポジウム
優秀ポスター賞

未来材料・システム研究所学振特
別研究員

稲葉　優文
真空ギャップゲート構造による2次元正孔ガスダ
イヤモンドデバイスの評価

H30.11.15 日本神経精神薬理学会第７回学術奨励賞 環境医学研究所講師 溝口　博之

依存性薬物がもたらす認知・行動選択異常の解
明に向けた基礎研究
Cognitive impairment and altered decision-
making induced by drugs of abuse

H30.11.16 AAPPS-DPP Poster Prize 宇宙地球環境研究所准教授 梅田　隆行
梅田隆行（宇宙地球環境研究所准教授）、和田
泰尚（本学修了生）

Non-MHD effects in the nonlinear development
of the MHD-scale Rayleigh-Taylor instability

H30.11.17 日本流体力学会中部支部　貢献表彰 大学院工学研究科教授 酒井　康彦
日本流体力学会中部支部の創設および発展に
対する功績

H30.11.18
第60回日本感染症学会中日本地方会学術奨励賞（臨
床分野）

附属病院助教 森岡　悠
井口光孝（大学院医学系研究科特任助教）、冨
田ゆうか（附属病院助教）、八木哲也（大学院医
学系研究科教授）外８名

Point Prevalence Surveyによる4大学病院の病
院疫学

H30.11.20 平成30年度日本ソノケミストリー学会論文賞 大学院工学研究科准教授 安田　啓司 ヌエン　サン　タム(本学修了生)外２名
Dependence of cavitation, chemical effect, and
mechanical effect thresholds on ultrasonic
frequency

H30.11.20 第63回澁澤賞
未来材料・システム研究所寄附研
究部門教授

杉本　重幸 外４名
リチウムイオンキャパシタ式短時間停電補償装
置の開発

H30.11.22 第22回 国際開発研究 大来賞 高等研究院特任助教 堀江　未央
娘たちのいない村－ヨメ不足の連鎖をめぐる雲
南ラフの民族誌

H30.11.23 国際開発学会奨励賞（2018年） 大学院国際開発研究科准教授 内海　悠二
生徒の紛争経験を考慮した教育効果に対する
学校要因の分析―東ティモールにおける紛争と
全国学力試験を事例として―



H30.11.23 土木学会土木計画学研究委員会優秀研究論文賞 大学院環境学研究科研究員 張　馨 中村英樹（環境学研究科教授）外２名
幾何構造要因を考慮したラウンドアバウト流
入交通容量推定モデル

H30.11.26 SGEPSSフロンティア賞 宇宙地球環境研究所教授 徳丸　宗利
小島正宜（本学名誉教授）、藤木謙一（宇宙地
球環境研究所助教）

惑星間空間シンチレーションによる太陽風グ
ローバル観測システムの整備

H30.11.27
計測自動制御学会2018年システム・情報部門　SSI優
秀発表賞

大学院工学研究科准教授 藤原　幸一 外５名
グレンジャー因果性とグラフ理論に基づいた迷
走神経刺激療法における脳波コネクティビティ
変化の解析

H30.11.27
計測自動制御学会2018年システム・情報部門　SSI優
秀論文賞

大学院工学研究科准教授 藤原　幸一 外５名
心拍変動解析に基づくてんかん発作予測の精
度改善に向けたautoencoderを用いた発作予測
アルゴリズムの開発

H30.11.27
計測自動制御学会　2018年システム・情報部門　SSI
優秀発表賞

未来社会創造機構研究員 劉　海龍
平岡敏洋(未来社会創造機構特任准教授）、田
中誠也（工学部B4）

運転自動化システムに対する過信発生メカニズ
ムと運転行動過程のモデル化

H30.11.28
電気化学会電池技術委員会H30年度電池技術委員
会賞

大学院情報学研究科協力研究
員

竹中　規雄
高濃度電解液を用いたLiイオン電池のSEI膜
形成機構の理論的解析

H30.11.29 日本機械学会流体工学部門貢献表彰 大学院工学研究科教授 長田　孝二  

H30.11.30 日本めまい平衡医学会 60周年記念理事長表彰 大学院医学系研究科教授 長縄　慎二
一般社団法人　日本めまい平衡医学会より、
「造影MRIを用いた内リンパ水腫画像検査の開
発」に関して受賞

H30.11.30 第13回凝縮系科学賞 大学院理学研究科助教 川﨑　猛史
過冷却液体の構造とダイナミクスに関する理論
的研究

H30.11.30 第14回米谷・佐佐木賞創研部門 未来社会創造機構教授 森川　高行
ＩＣＴを活用した革新的交通システムの提案、
需要分析、及び実証実験

H30.12.1
EUS2018 21st International Symposium on Endoscopic
Ultrasonography
THE BEST POSTER AWARD

附属病院助教 大野　栄三郎
Feasibility of endoscopic ultrasound-guided
shear-wave
measurement: a preliminary clinical study

H30.12.3 人事院創立70周年記念論文・最優秀賞（総裁賞） 大学院法学研究科特任講師 早津　裕貴
国家公務員の給与決定制度に関する検討－ド
イツにおける近時の動向を踏まえて－

H30.12.4
科学技術振興機構革新的研究開発推進プログラム
（ImPACT）宮田プログラム公開成果報告会
最優秀賞

大学院工学研究科准教授 安井　隆雄
嶋田泰佑（大学院工学研究科D2）、馬場嘉信
（大学院工学研究科教授）外５名

薬剤耐性菌検出法の創成

H30.12.7 平成30年度（第31回）有機合成化学協会研究企画賞 物質科学国際研究センター助教 大城　宗一郎
超分子ポリマーの時間発展を利用するハイブ
リッド材料の創製

H30.12.8 日本唾液腺学会　学会奨励賞 大学院医学系研究科准教授 中黒　匡人 外６名
唾液腺上皮筋上皮癌にはHRAS遺伝子変異が
効率かつ特異的に認められる

H30.12.12
2018 International Symposium on Micro-
NanoMechatronics and Human Science (MHS2018)
Best Paper Award

大学院工学研究科助教 佐久間　臣耶
笠井宥佑（大学院工学研究科D2）、新井史人
（未来社会創造機構教授）

Extended Flow Reduction Mechanism

H30.12.14
IDW'18 (The 25th International Display Workshops)
Best Paper Award

大学院工学研究科教授 藤井　俊彰
3D Image Processing Based on Machine
Learning (機械学習に基づく3次元画像処理)

■事務職員・技術職員

受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者氏名 連名者 受賞対象となった研究のテーマ

H30.10.7
29年度 日本腹膜透析医学会腹膜透析研究助成ファン
ドコメディカル賞

附属病院臨床工学技士 平松　哲明

水野正司（大学院医学系研究科寄附講座教
授）、野守純美代（附属病院臨床工学技士）、志
賀美子（同）、中村智裕（同）、鈴木康弘（大学院
医学系研究科寄附講座講師）、丸山彰一（同教
授）、野口悟司（附属病院臨床工学技士) 外１名

Sodium restricted diet during conservative
therapy in patients with end-stage renal
diseases may rescue residual renal function  for
the first year after starting peritoneal dialysis .

H30.11.28 栄養関係功労者知事表彰 附属病院管理栄養士 新美　珠美
多年にわたり栄養士として栄養指導業務を担当
し、顕著な功績があった

H30.12.1 Editor's Choice 全学技術センター（未来研）技師 山本　悠太

服部美月（本学修了生）、薩摩篤（大学院工
学研究科教授）、田中信夫（未来材料・システ
ム研究所名誉教授）、武藤俊介（未来材料・シ
ステム研究所教授）外１名

Twinned/untwinned catalytic gold
nanoparticles identified by applying a
convolutional neural network to their Hough
Transformed Z-contrast images

■学生

受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者氏名 連名者 受賞対象となった研究のテーマ



H30.9.18 第44回（2018年春季）応用物理学会講演奨励賞 大学院工学研究科M2 細井　祐吾

石川健司（大学院工学研究科特任教授）、橋爪
博司（大学院工学研究科特任助教）、田中宏昌
（大学院工学研究科特任准教授）、吉川史隆
（大学院医学系研究科教授）、水野正明（医学
部附属病院病院教授）、堀勝（大学院工学研究
科教授）

プラズマ活性乳酸の物理化学解析

H30.9.18 第44回（2018年春季）応用物理学会講演奨励賞 大学院工学研究科D2 ジョン　ジヒ
Electrical Conduction Property at
Metal/Heavily Sb-doped n-Ge1−xSnx Contact

H30.9.18
化学工学会第50回秋季大会ポスターセッション　優秀
発表賞

大学院工学研究科M1 隅田　隼佑
無触媒メタン高圧酸化特性の実験的および詳
細反応速度モデルに基づく数値解析

H30.9.19 第69回コロイドおよび界面化学討論会 ポスター賞 大学院工学研究科D2 直井　優衣
竹岡敬和（大学院工学研究科准教授）、関隆広
（大学院工学研究科教授）

ミー共鳴による色材の色変化の制御

H30.9.19
公益社団法人日本セラミックス協会第31回秋季シンポ
ジウム特定セッション　優秀ポスター賞

大学院理学研究科M1 丸山　広司
充填ゼオライト型酸化物Ca8[(Al1-
xGax)O2]12(MoO4)2の構造相転移と誘電特性

H30.9.20
有機合成化学協会第35回有機合成化学セミナー
優秀ポスター賞

大学院工学研究科D3 阪本　竜浩　
波多野学（大学院工学研究科准教授）、石原一
彰（大学院工学研究科教授）

キラル超分子触媒による高次選択的環化付加
反応の開発

H30.9.20  FIT論文賞 大学院工学研究科M2 小松　滉治
髙橋桂太（大学院工学研究科准教授）、藤井俊
彰（大学院工学研究科教授）

バイナリパターンの重み付け和による多視点画
像の圧縮符号化

H30.9.20 FIT船井ベストペーパー賞 本学修了生 小林　優斗
髙橋桂太（大学院工学研究科准教授）、藤井俊
彰（大学院工学研究科教授）

レイヤ型Light Field Displayにおけるレイヤ高解
像度化の効用

H30.9.20
日本金属学会 2018年秋期(第163回)講演大会　第31
回 優秀ポスター賞

大学院工学研究科M2 長原　亮太

浮田昌也(大学院工学研究科D3)、大島優(大学
院工学研究科D1)、横井達矢(大学院工学研究
科助教)、中村篤智(大学院工学研究科准教
授)、松永克志(大学院工学研究科教授)

Ⅱ-Ⅵ族化合物結晶におけるすべり変形と電子
構造に関するＤＦＴ計算

H30.9.20
応用物理学会放射線分科会2018年秋季学術講演会
学生ポスター賞

大学院工学研究科M2 大橋　雅也
理研RIビームファクトリー-PALISにおけるレー
ザー共鳴イオン化イオン源および高分解能分光
法の開発

H30.9.20
スケジューリング学会2018年度奨励賞 （スケジューリ
ング学会）

大学院情報学研究科M2 山中　寿登
外平面グラフに対するKollerのL(2,1)-ラベリング
アルゴリズムの計算時間解析とその改善

H30.9.22
The 10th Japan-China Symposium on Ferroelectric
Materials and Their Applications (JCFMA10)
Poster Award

大学院工学研究科D2 近藤　真矢

Temperature and Strain Dependences of
Electro-optic Effect in c-domain (Ba, Sr)TiO3

Thin Films Fabricated by Pulsed Laser
Deposition

H30.9.22
株式会社谷口工務店
木の家設計グランプリ2018奨励賞　堀部安嗣賞

大学院環境学研究科M2
片岡　裕貴 "田の字にわ"のある暮らし

H30.9.26
応用物理学会 新領域 強的秩序とその操作に関わる
研究グループ 第7回研究会　ポスター優秀賞

大学院理学研究科M2 青木　伸雅
アルミネートソーダライト型酸化物(Ca1-
xSrx)8[AlO2]12(MoO4)2の構造相転移

H30.9.28 第122回触媒討論会　学生口頭発表賞 大学院工学研究科M2 加藤　颯介
大山順也(元大学院工学研究科助教)、薩摩篤
(大学院工学研究科教授)

ガス分子吸着により形態制御した白金ナノ粒子
のcinnamaldehyde水素化反応活性

H30.10.5
日本トライボロジー学会第9回トライボロジー秋の学校
優秀ポスター賞

大学院工学研究科M2 岡本　竜也
梅原徳次（大学院工学研究科教授）、野老山貴
行（大学院工学研究科准教授）、村島基之（大
学院工学研究科助教）

カーボン系硬質膜の紫外線照射に伴う誘電率・
表面エネルギー変化が油中低摩擦に及ぼす影
響

H30.10.5
日本トライボロジー学会第9回トライボロジー秋の学校
優秀ポスター賞

大学院工学研究科M1 今泉　友佑
梅原徳次（大学院工学研究科教授）、野老山貴
行（大学院工学研究科准教授）、村島基之（大
学院工学研究科助教）

高強度メタルスマートサーフェスを用いた次世代
能動的摩擦制御システムの開発

H30.10.5
日本トライボロジー学会第9回トライボロジー秋の学校
優秀ポスター賞

大学院工学研究科M1 嶽野　広明
梅原徳次（大学院工学研究科教授）、野老山貴
行（大学院工学研究科准教授）、村島基之（大
学院工学研究科助教）

低硬質砥粒と硬質砥粒を用いたOneプロセスに
おける研磨能率向上とダメージ深さ減少

H30.10.5
日本トライボロジー学会第9回トライボロジー秋の学校
優秀ポスター賞

大学院工学研究科M1 山田　高澄
梅原徳次（大学院工学研究科教授）、野老山貴
行（大学院工学研究科准教授）、村島基之（大
学院工学研究科助教）

変形表面とAIの協調による表面損傷回避技術
の開発

H30.10.5
2018年度日本グループ・ダイナミックス学会国際学会
支援制度

大学院教育発達科学研究科M1 早川　美歩 五十嵐祐(教育発達科学研究科准教授)外１名
空間的視点取得のプロセスに含まれる身体化
が、他者の心的状態の推論に及ぼす影響の検
討

H30.10.7
第24回日本腹膜透析医学会学術集会・総会　優秀演
題賞

大学院医学系研究科D2 孫　汀

水野正司(大学院医学系研究科寄附講座教
授）、鈴木康弘（大学院医学系研究科寄附講座
講師）、石井貴子（大学院医学系研究科特任助
教）、坂田史子（大学院医学系研究科特任助
教）、丸山彰一（大学院医学系研究科教授）外３
名

Excessive salt intake increases baseline
peritoneal solute transport rate via local
TonEBP activation in uremic mice.

H30.10.9 AiMES2018　Poster Award 本学修了生 張　海

牧原克典（大学院工学研究科准教授）、池田弥
央（大学院工学研究科研究員）、大田晃生（大
学院工学研究科助教）、宮﨑誠一（大学院工学
研究科教授）

High Density Formation and Magnetoelectronic
Transport Properties of Fe3Si Nanodots



H30.10.11 日本建築学会優秀若手発表賞 大学院環境学研究科M2 江原　夏季
平井敬（環境学研究科助教）、福和伸夫（減
災連携研究センター教授）

防災意識啓発及び振動論教育のための磁石
とベアリングを用いた剪断振動模型の開発

H30.10.11 CBI学会2018年大会ポスター賞 大学院創薬科学研究科D3 藤谷　将也
蟹江慧（創薬科学研究科助授）、加藤竜司（創
薬科学研究科准教授）

細胞画像解析による培養容器の新規評価評価
法の開発

H30.10.12
電子情報通信学会 2017年度WBS小特集号学生奨励
賞

大学院工学研究科D3 木下　雅之
Simplified Vehicle Vibration Modeling for Image
Sensor Communication

H30.10.12 名大鏡友会　博士学術賞 大学院工学研究科D3 向井　孝次
表面偏析と自己集合作用を利用した高分子高
密度ブラシ構造の構築

H30.10.13
平成30年度電気学会東海支部研究フォーラム
優秀論文発表賞

大学院工学研究科M1 陳　国威
Effect of a Day-ahead Forecasting of
Cumulative PV Power Production on Effective
Operation of Stand-alone Microgrid

H30.10.13
平成30年度電気学会東海支部研究フォーラム
優秀論文発表賞

大学院工学研究科M2 松木　徹哉
配電エリアの災害時マイクログリッド化に必要な
蓄電池容量の評価

H30.10.14 第80回日本血液学会学術集会　優秀ポスター賞 大学院医学系研究科Ｍ2 服部　有那
Molecular genetic analysis of dysfibrinogenemia
including novel mutations with thrombosis

H30.10.18 第66回レオロジー討論会　優秀ポスター発表賞 大学院工学研究科M1 草田　慧
畝山多加志（大学院工学研究科准教授）、増渕
雄一（大学院工学研究科教授）

ナノ粒子分散PSの粘弾性の管模型による解析

H30.10.18 第66回レオロジー討論会　優秀ポスター発表賞 大学院工学研究科M1 井上　夏
畝山多加志（大学院工学研究科准教授）、増渕
雄一（大学院工学研究科教授）外１名

フィラメントストレッチングレオメータによるFRPの
線形粘弾性評価

H30.10.21 環境システム研究論文発表会　優秀ポスター賞 大学院環境学研究科M2 西尾　文吾
奥岡桂次郎（大学院環境学研究科助教）、谷川
寛樹（環境学研究科教授）

東京都市圏を対象とした衛星夜間光データを用
いた建築ストックの推計モデルの開発

H30.10.21 第25回日本時間生物学会学術大会優秀ポスター賞 生命農学研究科D1 沖村　光祐
吉村崇（トランスフォーマティブ生命分子研究所
教授、中根右介（トランスフォーマティブ生命分
子研究所特任講師）

哺乳類の眼における光受容体遺伝子発現に及
ぼす季節情報の影響

H30.10.23
Best Paper Award (international association for
development of the information society)

大学院情報学研究科D2 横山　真衣 三輪和久（大学院情報学研究科教授）

論文題目は”RELATIONSHIP BETWEEN GOAL
ORIENTATION, CONCEPTION OF LEARNING
AND LEARNING BEHAVIOR”で、学習者の目標
指向性、学習観、学習行動の因果関係を分析し
た

H30.10.25 日本木材学会中部支部　優秀発表賞 大学院環境学研究科M2 伊東 俊輔 古川忠稔（大学院環境学研究科准教授）外２名
スギ大径材樹幹より製材された平角材における
力学的特性の空間変動に関する研究

H30.10.27 日本神経内分泌学会　若手研究奨励賞 大学院医学系研究科D4 加納　麻弓子
マウスES細胞視床下部分化誘導系後期に存在
するRax⁺細胞はTanycytesと類似する

H30.10.27
（公社）日本金属学会第１回第４分野講演会
優秀ポスター賞

大学院工学研究科M1 中園　智晴

H30.10.27
（公社）日本金属学会第1回第4分野講演会
優秀ポスター賞

大学院工学研究科M2 秋山　洋輝

H30.10.28 根研究学会優秀発表賞 大学院環境学研究科M2 和田　竜征
平野恭弘（大学院環境学研究科准教授）、土居
龍成（環境学研究科D1）外１名

樹木1次根の直径変動とその要因-スギを含む
ヒノキ科に着目して

H30.10.31
日本金属学会・日本鉄鋼協会東海支部主催第28回学
生による材料フォーラム　奨励賞

大学院工学研究科M2 前口　景祐
高圧合成新規Sn窒化物の顕微分光と第一原理
計算

H30.10.31
日本金属学会・日本鉄鋼協会東海支部主催第28回学
生による材料フォーラム　奨励賞

大学院工学研究科M2 堀口　大和 Fe2-xV1+xAl1-zSizの熱電特性の起源

H30.11.1
化学とマイクロ・ナノシステム学会第38回研究会
ポスター賞（優秀発表賞）

大学院工学研究科M2 長縄　豪
馬場嘉信（大学院工学研究科教授）、安井隆雄
（大学院工学研究科准教授）、加地範匡（未来
社会創造機構客員教授）外３名

酸化物ナノワイヤによる尿中microRNAの回収と
解析

H30.11.2
第26回日本消化器関連学会週間JDDW2018　①ポス
ター優秀演題賞 ②若手奨励賞

大学院医学系研究科D4 細野　功
廣岡芳樹(医学部附属病院准教授)、宮原良二
(大学院医学系研究科講師)、古川和宏（医学部
附属病院助教)

当院における過去10年間のバレット食道及びバ
レット食道癌の検討

H30.11.2 第47回結晶成長国内会議講演奨励賞 大学院工学研究科D1 鷲見　隼人
DNA修飾ナノ粒子を用いたコロイド単結晶の
脱水に伴う構造変化と安定性の解析

H30.11.4
第49回中部化学関係学協会支部連合秋季大会　ポス
ター　優秀賞

大学院理学研究科M2 奥出　諒
新規三次元分子群の多様性指向型合成に向け
たキュバンのアリール化反応の開発

H30.11.4
第49回中部化学関係学協会支部連合秋季大会　ポス
ター　優秀賞

大学院理学研究科M1 川原　巧
含窒素多環芳香族化合物の新規一段階構築反
応の開発



H30.11.5 第53回植物化学調節学会　ポスター賞 大学院理学研究科D2 山田　遼太郎
合成化学的アプローチによる植物ホルモンシグ
ナルの精密制御法の開発

H30.11.7
PhDプロフェッショナル登龍門
Certificate of Outstanding Achievement

大学院医学系研究科M2 青山　清志

H30.11.8
応用物理学会テラヘルツ電磁波技術研究会第1回研
究討論会　若手優秀講演賞

大学院工学研究科M1 阪井　ひかる テラヘルツ波パラメトリック検出の高感度化

H30.11.8 第32回日本吸着学会研究発表会　　優秀ポスター賞 工学部(G30)B4 小山　真衣

日下心平(大学院工学研究科特任助教)、堀彰
宏(大学院工学研究科助教)、馬運声(大学院工
学研究科特任准教授)、松田亮太郎(大学院工
学研究科教授)

大きな細孔容量を有するナノポーラス金属錯体
の水吸着と熱特性評価

H30.11.8 第32回日本吸着学会研究発表会　　優秀ポスター賞 大学院工学研究科M1 伊藤　有優

日下心平(大学院工学研究科特任助教)、土方
優(大学院理学研究科特任助教)、 堀彰宏(大学
院工学研究科助教)、馬運声(大学院工学研究
科特任准教授)、 松田亮太郎(大学院工学研究
科教授)

フッ化アルキル鎖で充填されたナノ空間を有す
る金属錯体による酸素分離

H30.11.10 第45回日本臓器保存生物医学会学術集会　会長賞 大学院工学研究科M1 水巻　登志樹
馬場嘉信（大学院工学研究科教授）、湯川　博
（大学院工学研究科特任准教授）、小野島大介
（未来社会創造機構特任准教授）外２名

量子ドットによる完全透明化組織内移植幹細胞
イメージング

H30.11.10 第16回情報学ワークショップ（WiNF2018）　奨励賞 工学部B4 生駒　流季
松原茂樹(情報戦略室教授)、加藤芳秀(情報戦
略室准教授)

構文解析のためのRNNモデルの学習における
構造化損失関数に関する考察

H30.11.10
3rd Korea-Japan Joint Workshop on
Isotope-Ratio Mass Spectrometry
Young Presentation Award

大学院環境学研究科M1 齊藤　天晴 日高洋（大学院環境学研究科教授）外１名
REE abundances and 176Lu–176Hf systematics
of
 nine diogenite meteorites

H30.11.12
平成30年度土木学会全国大会第73回年次学術講
演会優秀講演者表彰

大学院工学研究科M1 大橋　優子
未溶着を含む荷重伝達型十字溶接継手の低
サイクル疲労強度と破壊起点

H30.11.13
第49回中部化学関係学協会支部連合秋季大会　優秀
賞

大学院工学研究科M2 田中　啓貴 　
インドール類の極性転換に伴うエナンチオ選択
的酸化的環化反応の開発

H30.11.13
ISE President Best Paper Award (The Institute of
Semiconductor Engineers)

大学院情報学研究科D3 鍾　兆前 枝廣正人（大学院情報学研究科教授）

論文題目は” Model-Based Parallelizer for
Embedded Control Systems on Single-ISA
Heterogeneous Multicore Processors”であり、
ARM社big.LITTLEアーキテクチャのような単一
命令セット・ヘテロジニアス・マルチコアSoCに向
けた、モデルベース開発からの並列化アルゴリ
ズムを提案した

H30.11.14 MNC 2017 Award for Outstanding Paper 本学修了生 伊藤　公一

大田晃生（大学院工学研究科助教）、黒澤昌志
（大学院工学研究科講師）、洗平昌晃（未来材
料・システム研究所助教）、池田弥央（大学院工
学研究科研究員）、牧原克典（大学院工学研究
科准教授）、宮﨑誠一（大学院工学研究科教
授）

Growth of Two-Dimensional Ge Crystal by
Annealing of Heteroepitaxial Ag/Ge(111) under
N2 Ambient

H30.11.14
日本化学会秋季事業第8回CJS化学フェスタ2018　優
秀ポスター発表賞

大学院工学研究科M1 枦山　貴司 　
キラル第二級アミン–芳香族ボロン酸協奏型触
媒を用いるα,β-不飽和カルボン酸とケトンの
高エナンチオ選択的1,4-付加反応

H30.11.14
日本化学会秋季事業第8回CJS化学フェスタ2018　優
秀ポスター発表賞

大学院工学研究科M1 加藤　丈裕
キラル次亜ハロゲン酸塩触媒を用いるフェノー
ル類のエナンチオ選択的脱芳香族型スピロラク
トン化反応

H30.11.14
日本化学会秋季事業第8回CSJ化学フェスタ2018　優
秀ポスター発表賞

大学院工学研究科M1 横田　知瞭
フルフラールを原料とした環状ビニルエーテル
の合成と制御カチオン重合

H30.11.14
日本化学会秋季事業第8回CSJ化学フェスタ2018　優
秀ポスター発表賞

大学院工学研究科M1 渡辺　大智
可逆的連鎖移動機構を利用したベンゾフランの
不斉リビングカチオン重合

H30.11.14
日本化学会秋季事業第8回CSJ化学フェスタ2018　優
秀ポスター発表賞

大学院工学研究科M1 横田　智也
フラーレンの選択的包接を目指したアザバッ
キーボウル金属錯体の合成

H30.11.14 日本建築学会優秀若手発表賞 大学院環境学研究科M2 杉本　裕紀
丸山一平（環境学研究科教授）、栗原諒（環
境学研究科D2）

セメントペーストにおける乾燥収縮と空隙構造
に関する研究

H30.11.15 2018 Microfluidics on Glass poster Award 大学院工学研究科D2 笠井　宥佑
佐久間臣耶（大学院工学研究科助教）、新井
史人（未来社会創造機構教授）

ON-CHIP MULTI-SORTING USING HIGH-
SPEED AND HIGH-ACCURACYOW
CONTROL.

H30.11.16 第8回 CSJ化学フェスタ　ポスター賞 大学院理学研究科M2 奥出　諒
新規三次元分子群の多様性指向型合成に向け
たキュ
バンのアリール化反応の開発

H30.11.16
2018年度日本建築学会大会（東北）学術講演会・環
境工学委員会若手優秀発表賞

大学院環境学研究科M2 三ツ井　将之

WRFによる名古屋都市圏温熱環境・風環境シ
ミュレーション（その18）地球温暖化の進行や
台風模擬条件が台風進行経路に及ぼす影響
評価

H30.11.16
2018年度日本建築学会大会（東北）学術講演会・環
境工学委員会若手優秀発表賞

大学院環境学研究科M1 早川　泰弘
WRFによる名古屋都市圏温熱環境・風環境シ
ミュレーション（その17）愛知県を対象とした将
来の暑熱環境予測と熱中症搬送者数の推定



H30.11.16
日本セラミックス協会第38回エレクトロセラミックス研究
討論会 奨励賞

大学院工学研究科D2 近藤　真矢
基板拘束がcドメイン(Ba, Sr)TiO3薄膜の電気光
学効果に及ぼす影響

H30.11.16 第8回CSJ化学フェスタ2018　優秀ポスター発表賞 大学院理学研究科M1 児玉　侑朔

有安真也（大学院理学研究科特任助教）、佐々
木結花（理学部B4）、荘司長三（大学院理学研
究科准教授）、渡辺芳人（物質科学国際研究セ
ンター教授）

高圧条件下でのシトクロムP450によるガス状ア
ルカンの水酸化

H30.11.16 第8回CSJ化学フェスタ2018　優秀ポスター発表賞 大学院理学研究科M1 林　哲子

山口華苗（本学修了生）、愛場雄一郎（大学院
理学研究科助教）、荘司長三（大学院理学研究
科准教授）、渡辺芳人（物質科学国際研究セン
ター教授）

人工核酸を用いた高度好熱菌由来Argonaute
（TtAgo）のミスマッチ識別能の向上

H30.11.16 第8回CSJ化学フェスタ2018　優秀ポスター発表賞 大学院理学研究科M1 松本　彩香

大村慧太（大学院理学研究科M2）、笠井千枝
（大学院理学研究科技術補佐員）、愛場雄一郎
（大学院理学研究科助教）、荘司長三（大学院
理学研究科准教授）、渡辺芳人（物質科学国際
研究センター教授）

酵素的連結を用いたP450BM3のヘム置換に基
づく新規生体触媒の開発

H30.11.16 第8回CSJ化学フェスタ2018　優秀ポスター発表賞 大学院理学研究科M1 米村　開
有安真也（大学院理学研究科特任助教）、荘司
長三（大学院理学研究科准教授）、渡辺芳人
（物質科学国際研究センター教授）

新規酵素活性化分子創出を目指したペプチド分
子スクリーニング

H30.11.16 第8回 CSJ化学フェスタ　ポスター賞 大学院理学研究科M2 奥出　諒
新規三次元分子群の多様性指向型合成に向け
たキュ
バンのアリール化反応の開発

H30.11.16 IWN2018 Student Award 大学院工学研究科D3 宇佐美　茂佳

Screw dislocations and nanopipe generation in a
MOVPE-grown homoepitaxial layer on
freestanding GaN substrates and the electrical
influence on vertical p&#8722;n diodes

H30.11.17 日本流体力学会中部支部講演会優秀講演賞 大学院工学研究科M2 檜垣　秀一
伊藤靖仁（大学院工学研究科准教授）、酒井康
彦（大学院工学研究科教授）、岩野耕治（大学
院工学研究科助教）

格子乱流中の渦スケール間スカラ輸送機構の
解明

H30.11.17
ゲーム情報学研究会 若手奨励賞 （情報処理学会
ゲーム情報学研究会）

大学院情報学研究科D1 木谷　裕紀
論文「8切りルールを含む二人単貧民の必勝判
定問題」

H30.11.19
画像符号化シンポジウム　映像メディア処理シンポジ
ウム ベストポスター賞

大学院工学研究科M1 藤原　卓真
単一視点画像とデプスマップからの深層学習を
用いた多視点画像生成

H30.11.19
The Ninth International Forum on Chemistry of
Functional Organic Chemicals (IFOC-9) BEST
POSTER AWARD

大学院工学研究科D１ 川端　賢 　
Supramolecular Assembly Behavior of a Helical
Foldamer and Its Cooperative Helix-to-Helix
Transition

H30.11.20
The Forum on the Science and Technology of Silicon
Materials 2018 Young Researcher Poster Award

大学院工学研究科M2 望月　健矢
チタニア／シリコンヘテロ界面の高性能化メカニ
ズムの解明

H30.11.20 平成30年度日本ソノケミストリー学会奨励賞 大学院工学研究科M2 佐藤　智史 安田啓司（大学院工学研究科准教授）
金ナノ粒子のソノケミカル合成における超音波
パルス波とウルトラファインバブルを用いた粒子
径制御

H30.11.20 日本生物工学会　中部支部　支部長賞 大学院創薬科学研究科D3 吉田　啓
渋田真結（創薬科学研究科D3）、蟹江慧（創薬
科学研究科助教）、加藤竜司（創薬科学研究科
准教授）

iPS細胞培養プロセス評価のための形態情報解
析

H30.11.20
画像符号化シンポジウム　映像メディア処理シンポジ
ウム ベストポスター賞

大学院工学研究科M1 太田　悠介
CNN を用いた疎な多眼カメラからレイヤ型ディ
スプレイへの 3 次元表示

H30.11.21
画像符号化シンポジウム　映像メディア処理シンポジ
ウム ベストポスター賞

大学院工学研究科M2 日高　智大
単一視点カメラからレイヤ型 Light-Field Display
への柔軟な三次元表示

H30.11.21
画像符号化シンポジウム　映像メディア処理シンポジ
ウム 学生論部賞

大学院工学研究科M1 丸山　敬太
深層学習を用いた符号化開口カメラからレイヤ
型ディスプレイへの 3 次元表示

H30.11.23
平成30年度 内外環境応答・代謝酵素研究会　優秀学
生ポスター発表賞

大学院理学研究科M1 米村　開

有安真也（大学院理学研究科特任助教）、ジョ
シュア カイル スタンフィールド（大学院理学研究
科D3）、小野田浩宜（大学院理学研究科D3）、
荘司長三（大学院理学研究科准教授）、渡辺芳
人（物質科学国際研究センター教授）外２名

シトクロムP450BM3を活性化するペプチド様分
子の網羅的スクリーニング

H30.11.24
第55回日本航空宇宙学会中部・関西支部合同秋期大
会　中部支部学生賞

大学院工学研究科M2 明官　学
ウーヤンリン(本学卒業生)、久保田祥矢（大学
院工学研究科M1)、岩川輝(大学院工学研究科
講師)、佐宗章弘(大学院工学研究科教授)

【テーマ：エネルギー付加による超音速インテイ
ク性能の向上】　超音速インテークの上流に繰
返しレーザーパルスによってエネルギー付加を
行い、衝撃波‐境界層干渉を制御することによっ
て空力性能を向上できることを、可視化実験、
圧力測定によって実証し、そのメカニズムを明ら
かにした

H30.11.26 第38回量子情報技術研究会　学生発表賞 大学院多元数理科学研究科M2 吉田　裕哉 林正人（大学院多元数理科学研究科教授）
量子系におけるTP-CP写像の漸近的decoupling
と混合性

H30.11.27
Best Paper Award（IEEE Cander’18, LHAM Organizing
Committee）

大学院情報学研究科M2 山田　賢也
片桐孝洋（情報基盤センター教授）、永井亨（情
報基盤センター助教）、荻野正雄（情報基盤セン
ター准教授）外３名



H30.11.28
MRS Fall Meeting & Exhibit 2018　Best Poster
Award Nominee

大学院工学研究科D1 鷲見　隼人
Dehydration stability analysis of DNA-guided
nanoparticle superlattices.

H30.11.29
日本ゴム協会第29回エラストマー討論会　ポスター優
秀発表賞

大学院工学研究科M2 鈴木　智大 　
ブロック共重合体からなるイオンゲルを用いた
色素増感太陽電池の作製

H30.11.29 第32回分子シミュレーション討論会 学生優秀発表賞 大学院工学研究科M2 小野　貴憲
岡崎　進（大学院工学研究科教授）、篠田渉（大
学院工学研究科准教授）、田中裕貴（工学部
B4）

PEG修飾脂質が膜物性に与える影響：粗視化分
子シミュレーション

H30.11.29 第32回分子シミュレーション討論会 学生優秀発表賞 大学院工学研究科M1 舟橋　康佑
ソウ　サンジェ（大学院工学研究科研究員）、岡
﨑進（大学院工学研究科教授）、篠田　渉（大学
院工学研究科准教授）

Amphotericin Bチャネルの構造安定性と
疎水性ミスマッチによるチャネル間相互作用の
解析

H30.11.30
Sino-Japan Symposium for Industrial Ecology
Best Student Oral Presentation Award

大学院環境学研究科D2 グオ　ジン 谷川寛樹（大学院環境学研究科教授）
Where we are and where to go toward research
innovation:   Literature review of construction
material metabolism in China

H30.12.2 第33回日本国際保健医療学会学術大会ベスト口演賞 大学院医学系研究科D2 何　宇鵬

江啓発（大学院医学系研究科講師）、ゲブレマリ
アム レムレム ウェルデゲリマ（大学院医学系研
究科客員研究者）、八谷寛（大学院医学系研究
科客員教授）、平川仁尚（大学院医学系研究科
准教授）、青山温子（大学院医学系研究科教
授）

Risk factors of diabetes and prediabetes among
public employees
in northern Ethiopia

H30.12.3 表面技術協会中部支部若手奨励賞 大学院工学研究科M2 渥美　公基

彭聡（未来材料・システム研究所研究機関研
究員）、黒田健介（未来材料・システム研究所
准教授）、興戸正純（未来材料・システム研究
所教授）

水熱合成法によるLiFePO4粒子の作製と正極
特性評価

H30.12.4
博士課程教育リーディングプログラムフォーラム2018
優秀賞

大学院医学系研究科D2
Ｔeam★ＷＢ
（立石愛美・名仁澤英
里）

予防医学に基づくゼロ次予防戦略-高齢者の熱
中症対策にアプローチする地域創生-

H30.12.6 プラズマ・核融合学会賞若手学会発表賞 大学院工学研究科M2 大嶋　啓嗣
条件付き平均法を用いた非接触プラズマ中
の高時間分解トムソン散乱計測

H30.12.7
The 12th SPSJ International Polymer
Conference(IPC2018) Molecular Systems Design &
Engineering Poster Prize

大学院工学研究科D1 川端　賢  
Supramolecular Polymerization of Helical
Foldamers Driven by Intermolecular Hydrogen
Bonds.

H30.12.7
第38回キャピラリー電気泳動シンポジウムSCE2018
最優秀ポスター賞

大学院工学研究科M2 長縄　豪
安井隆雄（大学院工学研究科准教授）、馬場嘉
信（大学院工学研究科教授）外4名

ナノワイヤデバイスによる尿中microRNAの
回収及びがん診断に向けた解析

H30.12.7 IPC2018 Poster Award: Polymer Journal Award 大学院工学研究科M2 孫　志紅
Photo-Switchable Cationic/Radical
Copolymerization Using Photoredox Catalyst
and Lewis Acid.

H30.12.7 IPC2018 Young Scientist Poser Award 大学院工学研究科M1 後藤　美咲
1,5-Hydrogen Transfer Radical
Polymerization for Synthesis of Sequence-
Regulated Vinyl Polymers.

H30.12.7 IPC2018 Young Scientist Poser Award 大学院工学研究科M1 渡辺　大智

Asymmetric Living Cationic Polymerization of
Benzofuran via Reversible Chain-Transfer
Mechanism in the Presence of Chiral
Additives.

H30.12.7 IPC 2018 Young Scientist Poster Award 大学院工学研究科D1 北村　一晟
Photoinduced Mass Transfer by the Surface
Tension Defference Fabricated by Inkjet
Printing on Polymer Films.

H30.12.8 日本生体エネルギー研究会 第44回討論会　優秀賞 大学院創薬科学研究科M1 山本　健太
入江克雅（細胞生理学研究センター助教）、藤
吉好則（細胞生理学研究センター客員教授）、
阿部一啓（細胞生理学研究センター准教授）

胃プロトンポンプ、H⁺, K⁺-ATPaseのK⁺結合構造
解析

H30.12.8
第42回日本死の臨床研究会年次大会
論文奨励賞

本学修了生 新藤　さえ

杉村鮎美（本学修了生）、光行多佳子（大学
院医学系研究科D3）、杉田豊子（大学院医学
系研究科助教）、安藤詳子（大学院医学系研
究科教授）

がん患者の家族の予期悲嘆に対する緩和ケ
ア病棟における看護支援の構造

H30.12.9 2018年度日本社会心理学会若手研究者奨励賞 大学院教育発達科学研究科M1 早川　美歩
ヴァーチャルリアリティによる身体所有感の喚起
が、個人的苦痛および利他行動に及ぼす影響
の検討

H30.12.9
The 14th international Workshop on Ionizing
Radiation Monitoring, 2018  Bronze Award

大学院工学研究科M1 金森　滉太朗
Development of 4π Compton Imaging using
Origin Ensemble Algorithms.

H30.12.10 開閉保護研究発表賞 大学院工学研究科D2 佐藤　基宗
ノズルアブレーション促進によるガス遮断器
の遮断性能向上技術開発に向けた検討

H30.12.10 開閉保護研究発表賞 大学院工学研究科M2 小川　拓真
SiC-MOSFETのスイッチング機能を用いた限
流遮断プロセスおよび接合部温度

H30.12.10
ITbM/IGER Chemistry Workshop 2018
Best Poster Award

大学院工学研究科D1 大村　修平
鉄(III)塩を開始剤に用いるラジカルカチオン[4 +
2]及び[2 + 2]環化反応

H30.12.10 東海高分子優秀学生発表賞 大学院工学研究科M2 有村　優
遺伝子発現の光制御を目指した可視光応答
性DNAzymeの開発

H30.12.10 東海高分子優秀学生発表賞 大学院工学研究科M2 伊藤　渚
光制御カチオン／ラジカル相互変換重合を用い
た架橋反応制御

H30.12.10 東海高分子優秀学生発表賞 大学院工学研究科M1 牧野　航海
核酸の鎖交換反応を利用した多分子同時検
出可能な蛍光バーコードの開発

H30.12.13
9th Asian Biological Inorganic Chemistry Conference
（AsBIC9） e-Presentation Award

大学院理学研究科D2 日比野　柾
愛場雄一郎（大学院理学研究科助教）、荘司長
三（大学院理学研究科准教授）、渡辺芳人（物
質科学国際研究センター教授）

LIGHT-INDUCED DNA BREAK BY USING
INVASION OF PNA WITH RU COMPLEX

H30.12.13
9th Asian Biological Inorganic Chemistry Conference
（AsBIC9）e-Presentation Award

大学院理学研究科M2 大竹　美保

四坂勇磨（大学院理学研究科D2）、山田志歩
（本学修了生）、 荘司長三（大学院理学研究科
准教授）、渡辺芳人（物質科学国際研究セン
ター教授）

PHOTO-STERILIZATION OF PSEUDOMONAS
AERUGINOSA IN BIOFILM UTILIZING ITS
HEME ACQUISITION SYSTEM

H30.12.13 第４回ナノ分析化学討論会優秀講演賞 大学院工学研究科M2 長縄　豪
新規がん診断法確⽴に向けた酸化物ナノワ
イヤによる尿中microRNA の回収と解析



H30.12.14
計測自動制御学会システムインテグレーション部門
研究奨励賞

大学院工学研究科D3 山中　俊郎 新井史人（未来社会創造機構教授） ﾊﾞｲｵ燃料を利用した自己推進ﾏｲｸﾛｽｲﾏｰ

H30.12.14
The 31st International Symposium on
Superconductivity ISS Best Student Award Best
Poster Presentation

大学院工学研究科M2 松本 拓也
Electronic Anisotropy of NdFeAs(O,F)
Epitaxial Thin Films Grown on Vicinal-Cut
MgO Substrates.

H30.12.14
2018 International Workshop on Smart Info-media
System in Asia (SISA 2016), AVM Special Session
Best Student Paper Award

大学院工学研究科M2 オウヤン ウェンツェ A Pipeline from Raytrix to Tensor Display.

H30.12.14
The 25th International Display Workshops
Outstanding Poster Paper Award

大学院工学研究科M1 丸山 敬太
小島弘道（大学院工学研究科M1）、高橋桂太
（大学院工学研究科准教授）、藤井俊彰（大
学院工学研究科教授）

Implementation of Table-Top Light-Field
Display with Stacked Layers.

H30.12.14 第17回産官学接着若手フォーラム ベストポスター賞 大学院工学研究科M1 有津　拓

長井智成（本学修了生）、西田竹德（大学院工
学研究科D1）、内山峰人（大学院工学研究科助
教）、佐藤浩太郎（大学院工学研究科准教授）、
上垣外正己（大学院工学研究科教授）

開環-モノマー付加-閉環を伴う植物由来サビネ
ンの1:2ラジカル共重合

H30.12.14
Best Paper Award, The 31th International Conference
on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX
2018)

大学院情報学研究科D1 山腰　貴大
駒水孝裕（情報基盤センター助教）、小川泰弘
（情報基盤センター准教授）、外山勝彦（情報基
盤センター教授）

Japanese Legal Term Correction using Random
Forests

H30.12.15 第45回有機典型元素化学討論会　優秀ポスター賞 大学院工学研究科M2 海谷　河音
山下　誠(大学院工学研究科教授)、鈴木克規
(大学院工学研究科助教)

プルンバベンゼニルアニオンの合成

H30.12.15
第45回有機典型元素化学討論会　優秀講演賞（BCSJ
賞）

大学院工学研究科M2 石川　祐太朗
山下　誠(大学院工学研究科教授)、鈴木克規
(大学院工学研究科助教)外２名

塩素置換9-アザ-10-ボラアントラセンの合成と
その誘導化

H30.12.15
第18回日本表面真空学会中部支部学術講演会　講
演奨励賞

大学院工学研究科M1 志満津　宏樹
偏析法によりAg(111)表面上に創生されたゲ
ルマネンの構造評価

H30.12.15 第45回有機典型元素化学討論会　優秀ポスター賞 理学部B4 三津山　智絵
超耐光性ナフトホスホールオキシド色素によるミ
トコンドリア内膜構造の超解像イメージング

H30.12.15 第4回山岳科学学術集会優秀ポスター発表賞 大学院環境学研究科D1 土居　龍成
平野恭弘（環境学研究科准教授）、和田竜征
（環境学研究科M2）外１名

ヒノキ細根系の形態特性-土壌酸緩衝能に着
目して-


