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H30.4.29 瑞宝大綬章
元 総長
名誉教授

平野　眞一

H30.4.29 瑞宝重光章 名誉教授 濵田　道代

H30.4.29 瑞宝中綬章 名誉教授 磯部　稔

H30.4.29 瑞宝中綬章 名誉教授 櫻井　克彦

H30.4.29 瑞宝中綬章 名誉教授 山下　興亜

H30.4.29 瑞宝中綬章 名誉教授 山本　尚

H30.4.29 瑞宝小綬章 元 事務局長 野角　計宏

H30.4.29 瑞宝双光章 元 医学部附属病院医療技術部長 梶浦　容子

H30.4.29 瑞宝単光章 元 営繕手 加藤　元昭

■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

H30.3.16 第14回2017年度精密工学会研究奨励賞 大学院工学研究科助教 早坂　健宏
伊藤敦（大学院多元数理科学研究科助教）、
社本英二（大学院工学研究科教授）

Generalized design method of highly-varied-
helix end mills for suppression of regenerative 
chatter in peripheral milling

H30.3.16 GPVC 2018 Best Poster Presentation Award
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー中核
的研究機関研究員

マイ　リエン　ティー　キ
エウ

中川慶彦（大学院工学研究科D2）、黒川康良
（大学院工学研究科講師）、宇佐美徳隆（大学
院工学研究科教授）

FABRICATION AND CHARACTERIZATION 
OF BaSi₂ THIN-FILMS THERMALLY-
EVAPORATED ON Ge (100) MODIFIED 
SUBSTRATES

H30.3.20 日本化学会第98春季年会 若い世代の特別講演証
トランスフォーマティブ生命分子研究所
特任講師

南保　正和
炭素–スルホニル結合活性化を基軸とする新
規分子変換反応の開拓

H30.3.21 日本化学会第70回日本化学会賞
理事・副総長（物質科学国際研究セン
ター教授）

渡辺　芳人 金属酵素の創成と機能制御

H30.3.21 日本化学会第35回学術賞 物質科学国際研究センター教授 菱川　明栄
強レーザー場を用いた超高速反応過程の可
視化と制御

H30.3.21 日本化学会賞第70回日本化学会賞 大学院工学研究科教授 石原　一彰 高機能酸塩基複合触媒の合理的設計

H30.3.21 日本化学会第35回学術賞 大学院工学研究科教授 浅沼　浩之
非環状型核酸アナログによる機能性オリゴヌ
クレオチドの創製

H30.3.21 日本化学会第67回進歩賞
トランスフォーマティブ生命分子研究所
特任准教授

横川　大輔
溶液内の化学事象の微視的理解を目指した
統計力学と量子化学に基づく古典・量子ハイ
ブリッド法の開発

H30.3.21 日本化学会第35回学術賞
トランスフォーマティブ生命分子研究所
教授

伊丹　健一郎 分子ナノカーボンの合成・機能・応用

H30.3.22 日本化学会第12回PCCP賞 教養教育院講師 伊藤　英人
Development of Precise Synthetic 
Methodologies for 1D and 2D Nanocarbon 
Architectures

H30.3.23 第12回日本物理学会若手奨励賞 大学院理学研究科助教 前山　伸也
電子・イオンスケール乱流間のマルチスケー
ル相互作用に関する研究

H30.3.23
International Conference of renewable energy and 
power quality Best Poster Award

未来材料・システム研究所教授 加藤　丈佳

村瀬右（大学院工学研究科M2）、栗本宗明（大
学院工学研究科助教）、真鍋勇介（未来材料・
システム研究所寄附研究部門助教）、舟橋俊
久（未来材料・システム研究所客員教授）

Modelling of Aggregated Power Output of 
Photovoltaic Power Generation in 
Consideration of Smoothing Effect of Power 
Output Fluctuation around Observation Point

H30.3.26
International Association of Advanced Materials 
Medal

大学院工学研究科准教授 小林　敬幸
Development in chemical heat battery for 
waste heat utilization by using inorganic 
compounds

H30.3.27 第50回日本原子力学会学会賞論文賞 大学院工学研究科助教 遠藤　知弘 山本章夫(大学院工学研究科教授)外１名
Bias factor method using random sampling 
technique

H30.3.27 JNST Most Cited Article Award 大学院工学研究科教授 山澤　弘実 外５名

Preliminary Estimation of Release Amounts of
131I and 137Cs Accidentally Discharged from
the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant
into the Atmosphere

H30.3.29 2018年度日本植物生理学会賞 副総長(大学院生命農学研究科教授） 前島　正義
植物生体膜の物質輸送・情報変換システムに
関わる生化学的・分子生理学的研究

H30.4.1 PCR Tokyo Valves 2018   Best abstract award 附属病院病院助教 田中　哲人 Delayed coronary obstruction after TAVI

H30.4.5 National Academy of Inventors Fellow 未来材料・システム研究所教授 天野　浩

受賞者一覧(H30.3.16～H30.6.15)



H30.4.7 平成29年度日本外科学会研究奨励賞 大学院医学系研究科助教 水野　隆史

Adjuvant gemcitabine monotherapy for 
resectable perihilar cholangiocarcinoma with 
lymph node involvement: a propensity score 
matching analysis

H30.4.9 第27回地球環境大賞文部科学大臣賞 国立大学法人名古屋大学
持続可能な社会を実現するための多岐にわた
る活動

H30.4.14 第55回日本臨床分子医学会学術奨励賞 環境医学研究所助教 伊藤　綾香
自己免疫疾患発症における細胞内コレステ
ロール代謝の意義

H30.4.15 第77回日本医学放射線学会総会教育展示優秀賞 附属病院病院准教授 田岡　俊昭
脳内の老廃物排出システム(Glymphatic 
system)と脳内ガドリニウム沈着

H30.4.16
女性科学者に明るい未来をの会
第38回（2018年）猿橋賞

大学院環境学研究科講師 寺川　寿子
地震活動を支配する地殻応力と間隙流体圧に
関する研究

H30.4.17
平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰　科
学技術賞（研究部門）

理事・副総長（未来社会創造機構教授） 財満　鎭明  
Ⅳ族半導体薄膜の結晶成長および界面制御
に関する包括的研究

H30.4.17
平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰　科
学技術賞（研究部門）

大学院工学研究科教授 関　隆広
光配向と光駆動効果を示す高分子薄膜の研
究

H30.4.17
平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰
若手科学者賞

高等研究院特任助教 武内　秀憲
種特異的な花粉管誘引を担う雌雄鍵分子の
研究

H30.4.17
平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰
若手科学者賞

大学院理学研究科講師 井上　晋一郎
植物の青色光に対する応答の分子生物学的
研究

H30.4.17
平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰
若手科学者賞

大学院工学研究科講師 松岡　健
爆轟波制御技術の確立とその推進器応用に
関する研究

H30.4.17
平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰
若手科学者賞

大学院工学研究科准教授 丸山　央峰
光操作及び計測技術を利用した単一細胞解
析に関する研究

H30.4.19 第23回 ROHTO AWARD 附属病院病院講師 兼子　裕規
難治性網膜疾患への挑戦 —外科医としての着
眼と生物学的理解—

H30.4.19
第130回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会　
学会奨励賞（基礎部門）

附属病院医員 田中　智史
ヒトiPS細胞を用いた神経筋接合部の可視化と
ライブセルイメージング

H30.4.20
Journal of the Physical Society of Japan    2017 
Highly Cited Article

大学院工学研究科准教授 岡本　佳比古
井ノ原拓実（本学修了生）、山影相（大学院理
学研究科助教）、山川洋一（大学院理学研究
科助教）、竹中康司（大学院工学研究科教授）

Low Carrier Density Metal Realized in 
Candidate Line-Node Dirac Semimetals 
CaAgP and CaAgAs

H30.4.20
Journal of the Physical Society of Japan    2017 
Highly Cited Article

大学院工学研究科特任助教 山影　相
山川洋一（大学院理学研究科助教）、田仲由
喜夫（大学院工学研究科教授）、岡本佳比古
（大学院工学研究科准教授）

Line-Node Dirac Semimetal and Topological 
Insulating Phase in Noncentrosymmetric 
Pnictides CaAgX (X = P, As)

H30.4.20 Rowland Pettit Centennial Visiting Professorship
トランスフォーマティブ生命分子研究所
教授

伊丹　健一郎

H30.4.20 2017年度日本機械学会賞(論文) 宇宙地球環境研究所教授 三好　由純 三好由純（宇宙地球環境研究所教授）外７名
魚眼ステレオカメラを用いた全天周時系列画
像からのオーロラ3次元計測

H30.4.24 第15回公益社団法人日本植物学会 学術賞 トランスフォーマティブ分子研究所教授 東山　哲也
ライブセル解析による被子植物の生殖機構の
解明

H30.4.25 Guthikonda Lectureship in Organic Chemistry 2018 トランスフォーマティブ分子研究所教授 伊丹　健一郎

H30.4.26 平成29年度日本呼吸器学会学会奨励賞 高等研究院特任助教 佐藤　和秀
光を用いた胸部腫瘍ターゲット治療法の開発
研究

H30.5.7
Pediatric Academic Societies Meeting 2018  JPS / 
SPR Fellow Exchange Awards

附属病院病院助教 鈴木　俊彦
Muse細胞を用いた周産期低酸素性虚血性脳症
に対する新規治療法の開発

H30.5.8 Tsungming Tu賞
トランスフォーマティブ生命分子研究所
客員教授

ウォルフ　フロマー

H30.5.12 ANR2018　Young Investigator Awards 大学院医学系研究科研究員 坪田　庄真
Single-Cell Transcriptomic Analysis Reveals 
the Early Separation of Neuroblastoma Fate in 
Th-MYCN Mice.

H30.5.15 東海化学工業会賞 大学院工学研究科助教 原　光生
有機無機ナノ組織体のオンデマンド構造制御
手法の開拓

H30.5.22
化学とマイクロ・ナノシステム学会　第37回研究会　
優秀研究賞

大学院工学研究科特任准教授 益田　泰輔 1 µL末梢血からのリンパ球分画および計測

H30.5.22
Travel Award for International Symposium on ALPD 
and Cirrhosis

大学院創薬科学研究科助教 辰川　英樹
Isozyme-specific identification and 
characterization of substrates crosslinked by 
transglutaminases in liver fibrosis



H30.5.22
Travel Award for International Symposium on ALPD 
and Cirrhosis

大学院創薬科学研究科助教 辰川　英樹
Isozyme-specific identification and 
characterization of substrates crosslinked by 
transglutaminases in liver fibrosis

H30.5.24 高分子学会平成29年度高分子研究奨励賞 大学院工学研究科助教 原　光生
リオトロピック液晶を利用した高分子メソ組織
材料の配向制御手法の開発

H30.5.26
Sustainability Science
2017 Best Paper Award - Outstanding Article

大学院環境学研究科教授 高村　ゆかり
Transdisciplinary co-design of scientific 
research agendas:40 research questions for 
socially relevant climate engineering research

H30.5.29 日本顕微鏡学会2018年論文賞Ｃ部門 未来材料・システム研究所准教授 巽　一厳
武藤俊介（未来材料・システム研究所教授）外
６名

Quantitative analysis of cation mixing and 
local valence states in LiNixMn2-xO4 using 
concurrent HARECXS and HARECES 
measurements

H30.5.30 第55回日本小児外科学会学術集会　優秀演題発表賞 附属病院講師 城田　千代栄 内田広夫（大学院医学系研究科教授）外
Telemedicine support of pediatric surgery by 
virtual intensiveization

H30.5.31 電気学会第74回電気学術振興賞論文賞 大学院工学研究科准教授 小島　寛樹 早川直樹（大学院工学研究科教授）外２名
ナノ粒子添加による絶縁油の交流絶縁破壊電
圧向上メカニズム

H30.5.31 第71回中日文化賞
トランスフォーマティブ生命分子研究所
教授

東山　哲也 植物の受精メカニズムの解明

H30.5.31 第55回日本小児外科学会学術集会　優秀演題発表賞 附属病院講師 城田　千代栄 内田広夫（大学院医学系研究科教授）外
Single-stage anorectoplasty in neonates with 
anovestibular fistula is an effective and safe 
option

H30.6.1
クラリベイト・アナリティクス
Highly Cited Researchers 2017

トランスフォーマティブ生命分子研究所
教授

伊丹　健一郎

H30.6.1
クラリベイト・アナリティクス
Highly Cited Researchers 2017

大学院生命農学研究科教授 榊原　均

H30.6.1
クラリベイト・アナリティクス
Highly Cited Researchers 2017

大学院理学研究科教授 野尻　伸一

H30.6.1
平成30年度「電波の日・情報通信月間」総務省東海
総合通信局長表彰

大学院情報学研究科准教授 遠藤　守

H30.6.1 日本都市計画学会論文奨励賞
未来材料・システム研究所研究機関研
究員

川口　暢子
豊かな緑量を担保する持続的都市景域管理
の研究－名古屋市を対象として－

H30.6.1 第55回日本小児外科学会学術集会　優秀演題発表賞 大学院医学系研究科客員研究員 村瀬　成彦 内田広夫（大学院医学系研究科教授）外
Multicenter retrospective comparative study of 
laparoscopic and open Kasai portoenterostomy

H30.6.1 第55回日本小児外科学会学術集会　優秀演題発表賞 附属病院医員 千馬　耕亮 内田広夫（大学院医学系研究科教授）外
Development of diagnostic support system for 
Hirschsprung disease using deep learningn

H30.6.4 日本機械学会ROBOMECH2018表彰 未来社会創造機構教授 新井　史人
丸山央峰（工学研究科准教授）、椿雅樹（工学
研究科M2)、 益田泰輔（工学研究科特任准教
授）、 小俣誠二（工学研究科特任助教）

バイオニックヒューマノイド：光弾性応力センサ
を有する生体模倣網膜モデル

H30.6.7 電子情報通信学会 功績賞 大学院情報学研究科教授 村瀬　洋

画像・映像の頑健かつ高精度な認識と探索に
関する永年にわたる研究と後進および学生を
指導し、数多くの優秀な研究者を学界や産業
界に送り出した功績

H30.6.7 電子情報通信学会第４回末松安晴賞 大学院工学研究科准教授 新津　葵一
低電圧・低消費電力時間分解能型CMOS集積
回路技術の開拓とその医療応用への展開

H30.6.7
第11回 Hershey Conference Outstanding Young 
Investigator Award

附属病院医員 北瀬　悠磨
新生児低酸素性虚血脳症モデルラットに対する
脱落歯髄幹細胞を用いた周産期脳障害に対す
る新規治療法の開発

H30.6.9 日本教育経営学会功労賞 大学院教育発達科学研究科教授 植田　健男 学会の発展に大きく寄与

H30.6.10 41st Annual Conference on Shock Travel Award 大学院医学系研究科客員研究員 船橋　嘉夫

MIR-146A TARGETING SPLENIC 
MACROPHAGES PREVENTS SEPSIS-
INDUCED MULTIPLE ORGAN INJURY 
INCLUDING ACUTE KIDNEY INJURY.

H30.6.11
2017 Molecular Physics Early Career Researcher 
Prize

物質科学国際研究センター助教 齋藤　雅明
Influence of the choice of projection manifolds 
in the CASPT2 implementation

H30.6.13
環境省
平成30年度環境保全功労者等環境大臣表彰

大学院環境学研究科教授 高村　ゆかり

■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

H30.3.17 第43回（2017年秋季）応用物理学会講演奨励賞 大学院工学研究科M2 羽山　優介
データ科学的手法を用いた多結晶Si中の転位
発生・伝搬の可視化



H30.3.17 第43回（2017年秋季）応用物理学会講演奨励賞 大学院工学研究科M2 伊藤　公一
熱処理によるAg/Ge構造の表面平坦化とGe析
出量制御

H30.3.17 応用物理学会講演奨励賞 大学院工学研究科M2 羽山　優介
データ科学的手法を用いた多結晶Si中の転位
発生・伝搬の可視化

H30.3.19
情報処理学会第116回数理モデル化と問題解決研究
会　ベストプレゼンテーション賞

大学院工学研究科M2 西納　修一
吉川大弘 (大学院工学研究科准教授 ）、古橋　
武（大学院工学研究科教授 ）

脳派判別のための信号源分離を用いたアンサ
ンブル学習

H30.3.21 SiliconPV Award 大学院工学研究科M2 羽山　優介

松本哲也（大学院情報学研究科助教）、村松
哲郎 （大学院工学研究科M2）、沓掛健太朗
（未来社会創造機構特任講師）、工藤博章（大
学院情報学研究科准教授）、宇佐美徳隆 （大
学院工学研究科教授）

3D Visualization and Analysis of Dislocation 
Clusters in Multicrystalline Si Ingot by 
Approach of Data Science

H30.3.22
大学ICT推進協議会「2017年度年次大会優秀論文
賞」

大学院情報学研究科M1 清谷　竣也

伊藤瑠哉（大学院情報学研究科M2）、岡本康
佑（大学院情報学研究科M2）、谷川右京（大学
院情報科学研究科M2）、大平茂樹（情報基盤
センター助教）、出口大輔(情報戦略室准教
授）、戸田智基（情報基盤センター教授）

名古屋大学におけるサーバー型紙レポート・
LMS連携システムの開発

H30.3.22 電子情報通信学会 2017年度学術奨励賞 大学院工学研究科M2 木下　雅之 　

車輌振動測定に基づくITSイメージセンサ通信
における通信路変動のパラメータ推定　　　　　　
　ITSイメージセンサ通信における高速二眼カ
メラを用いた通信性能改善手法

H30.3.22 電子情報通信学会 2017年度学術奨励賞 大学院工学研究科M1 小松　滉治
２値パターンによる多視点画像の圧縮表現の
検討

H30.3.22
日本地理学会
2017年度日本地理学会賞（若手奨励部門）

大学院環境学研究科D3 崎田　誠志郎
和歌山県串本町におけるイセエビ刺網の共同
体基盤型管理の多様性

H30.3.24
IEEE Nagoya Section  Conference Presentation 
Award

大学院工学研究科M1 山岡　修平
Novel Laser-Linewidth Measurement Based 
on Three-Wave Interference Using Digital 
Coherent Receiver

H30.3.26 平成29年度優秀学位論文賞 大学院理学研究科M2 鈴木　和人
基質を模倣した活性化因子によるシトクロム
P450BM3の反応場制御と立体選択性変換

H30.3.26 平成29年度日本化学会東海支部長賞 大学院理学研究科M2 千田　樹絵子
ホスファローダミンを用いた腫瘍標的蛍光イ
メージング

H30.3.26 平成29年度日本化学会東海支部長賞 理学部B4 坂井　美佳

H30.3.26 平成29年度日本化学会東海支部長賞 理学部B4 川原　功

H30.3.26 平成29年度日本化学会東海支部長賞 大学院工学研究科M2 小山　晟矢
ダンベル型構造を持つZnS-AgInS₂固溶体ナノ

粒子の作製と光触媒活性

H30.3.26 平成29年度日本化学会東海支部長賞 大学院工学研究科M2 村田　和優
アルミナ担持Pdナノ粒子の表面構造に依存す
るメタン燃焼活性

H30.3.26 平成29年度日本化学会東海支部長賞 大学院工学研究科M2 大村　泰斗
鉄系超伝導体NdFeAs(O,F)薄膜を用いた粒界
接合の作製及び評価

H30.3.26 平成29年度日本化学会東海支部長賞 大学院工学研究科M2 永井　美帆
有機無機ハイブリッド型ヘテロスメクチックラメ
ラ構造の液晶性と光配向制御

H30.3.26 平成29年度日本化学会東海支部長賞 工学部B4 平松　倫
触媒的アミニウムラジカルを開始剤に用いる
スチレンとジエンからの1-アリールシクロペン
テ-1-エンの合成

H30.3.26 平成29年度日本化学会東海支部長賞 工学部B4 牧野　航海
核酸の鎖交換反応を利用した蛍光バーコード
の開発

H30.3.26 IEEE Nagoya Section Excellent Student Award 大学院工学研究科D3 村手　宏輔
A study on injection-seeded terahertz-wave 
parametric generation and applications

H30.3.26 電子情報通信学会画像工学研究会　IE特別賞 大学院工学研究科M2 八木　祐亮
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）外２名

主成分分析を用いた符号化撮影による光線空
間の取得

H30.3.29 日本作物学会第245回講演会優秀発表賞 大学院生命農学研究科D2 新庄　莉奈
近藤始彦（大学院生命農学研究科教授）、田
中愛子（大学院生命農学研究科研究員）

窒素固定エンドファイトのイネへの定着性及び
その接種効果

H30.3.30 Nakamura Usui Prize 大学院理学研究科D3 リ　シャオドン

H30.4.4
日本物理学会第73回年次大会領域２学生優秀発表
賞

大学院理学研究科M2 日下　星野
渡邉智彦（大学院理学研究科教授）、前山伸
也（大学院理学研究科助教）

電子温度勾配乱流に対するイオン分極と有限
β 効果

H30.4.13 日本化学会第98春季年会(2018) 学生講演賞 大学院理学研究科D2 四坂　勇磨

荘司長三（大学院理学研究科准教授）、上原
弘夢（本学修了生）、岩井佑介（本学修了生）、
中島彩夏（本学修了生）、渡辺芳人（理事・副
総長　物質科学国際研究センター教授）

合成金属錯体を捕捉したヘム獲得蛋白質
HasA を利用する緑膿菌の増殖抑制法の作用
機序解析



H30.4.13 日本化学会第98春季年会（2018）学生講演賞 大学院理学研究科D3 王　呂鳴
光触媒を用いたアミンのN-アルキル化による
複素環化合物と医薬合成中間体の官能基化

H30.4.13 日本化学会第98春季年会（2018）学生講演賞 大学院理学研究科D2 加藤　健太
コラニュレンを中心にもつ 5 重ヘリセンの合成
と性質

H30.4.13 日本化学会第98春季年会（2018）学生講演賞 大学院理学研究科D1 矢野　裕太
リビング縮環 π  拡張重合によるグラフェンナ
ノリボンの精密合成

H30.4.13 日本化学会第98春季年会（2018）学生講演賞 大学院理学研究科D3 吉村　柾彦
ストリゴラクトン受容体を分子標的とする枝分
かれ促進分子の開発

H30.4.13 日本化学会第98春季年会（2018）学生講演賞 大学院理学研究科D1 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

H30.4.13 CSJ Student Presentation Award 2018 本学修了生 魯　彦会
3H4-44 求核性キラルリン酸アミドエステル触
媒を用いるエナンチオ選択的ハロ環化反応

H30.4.13 CSJ Student Presentation Award 2018 大学院工学研究科D3 山川　勝也
1H5-49 キラルリチウムホスホリルフェノキシド
触媒を用いるケト ン及びα ,β -不飽和カルボ
ニル化合物の不斉シアノ化反応

H30.4.13 CSJ Student Presentation Award 2018 大学院工学研究科D2 阪本　竜浩
1H4-35 キラルU字型超分子触媒によるマルチ
選択的Diels-Alder反応

H30.4.13 CSJ Student Presentation Award 2018 大学院工学研究科D2 嶋田　泰佑 PM2.5捕集・検出統合デバイスの開発

H30.4.19 2017年度日本機械学会賞（論文） 大学院工学研究科D3 中本　謙太
飯盛浩司（大学院工学研究科助教）、高橋徹
（大学院工学研究科准教授）、松本敏郎（大学
院工学研究科教授）

A level-set-based topology optimisation of 
carpet cloaking devices with the boundary 
element method

H30.4.28
第61回リウマチ学会総会・学術集会
医学部学生・初期研修医セッション（ポスター）奨励賞

医学部5年生 中村　里香
リウマチ寛解基準へのPGA導入過渡期の患者
の類型化

H30.5.3
Tianqiao & Chrissy Chen Fellowship for the2018 
Cold Spring Harbor Laboratory Symposium

大学院理学研究科D3 リ　シャオドン

H30.5.10 平成29年度土木学会中部支部優秀研究発表賞 大学院工学研究科M2 上山　裕太
ハイブリッドFRP 引抜成形アングル部材により
補修された腐食した鋼桁端部の耐荷力実験

H30.5.12
JSOG Congress Encouragement Award（学会奨励
賞）

大学院医学系研究科D3 吉原　雅人

Carcinoma-associated mesothelial cells 
orchestrate progression of peritoneal 
dissemination and acquired platinum-
resistance in epithelial ovarian cancer.

H30.5.12
シンポジウム　モレキュラー・キラリティー2018優秀ポ
スター賞

大学院工学研究科D2 宇留嶋　彬央 　
動的らせんペプチド鎖を有するビピリジン誘導
体のジアステレオ選択的　N,N'-ジオキシド化
とその溶媒依存らせん反転

H30.5.12 第22回液晶化学研究会シンポジウム ポスター賞 大学院工学研究科D1 北村　一晟
原光生（大学院工学研究科助教）、永野修作
（大学院工学研究科准教授）、関隆広（大学院
工学研究科教授）

光応答性液晶高分子薄膜上のヘテロ界面で
の光誘起クレーターパターン形成

H30.5.16
IEEE IES STUDENT & YOUNG PROFESSIONALS 
PAPER ASSISTANCE（IES-SYPA）

大学院工学研究科D1 モスタファ　ノア
山本真義（未来材料・システム研究所教授）、
今岡淳（大学院工学研究科助教）、石倉祐樹
（大学院工学研究科D1）外１名

Review of Current Balance Mechanism in 
Multiphase LLC Resonant Converters

H30.5.19 日本生化学会中部支部第80回例会奨励賞 大学院生命農学研究科D3 郷　詩織
佐藤ちひろ（生物機能開発利用研究センター
准教授）、北島健（生物機能開発利用研究セ
ンター教授）

筋分化過程におけるGM3のセラミド構造変化
の分子機構と意義の解明

H30.5.21 第64回構造工学シンポジウム論文賞 大学院工学研究科D3 清川　昇悟

舘石和雄（大学院工学研究科教授）、判治剛
（大学院工学研究科准教授）、清水優（大学院
工学研究科助教）、中山裕哉（大学院工学研
究科M2）

当て板によるストップホール部の応力集中低
減効果

H30.5.22
化学とマイクロ・ナノシステム学会第37回研究会　
優秀発表賞

大学院工学研究科D2 笠井　宥佑
高速局所流体制御を用いたオンチップマルチ
ソーティング

H30.5.22
化学とマイクロ・ナノシステム学会第37回研究会　
優秀発表賞

大学院工学研究科M2 公文　広樹
オンチップバイオリアクターを用いた血小板産
生数のタイムラプス計測

H30.5.25 2017年度情報処理学会東海支部学生論文奨励賞 大学院情報科学研究科D3 鍾　兆前
組込み制御システムに対するマルチコア向け
モデルレベル自動並列化手法

H30.5.25
第67回高分子学会年次大会 高分子学会優秀ポス
ター賞

大学院工学研究科M1 孫　志紅
Photo-Switchable Cationic/Radical 
Copolymerization Using Photoredox Catalyst 
and Lewis Acids

H30.5.25
第67回高分子学会年次大会 高分子学会優秀ポス
ター賞

大学院工学研究科M1 堀田　真央
ケイ素を解離基として用いた新規ラジカル重
合の可能性

H30.5.25
第67回高分子学会年次大会 高分子学会優秀ポス
ター賞

大学院工学研究科M1 山本　敦士
酸性液体により膨潤させたブロック共重合体ソ
フトフォトニック膜の調製とその性質

H30.5.25
第67回高分子学会年次大会 高分子学会優秀ポス
ター賞

大学院工学研究科D1 梶田　貴都
不揮発な酸性液体を含有した無水系プロトン
伝導膜の調製



H30.5.25
第67回高分子学会年次大会　高分子学会優秀ポス
ター賞

大学院工学研究科D1 山野　雄平
村山恵司（大学院工学研究科助教）、浅沼浩
之（大学院工学研究科教授）

可逆的[2+2]環化付加反応を利用したSNA二
重鎖の光制御

H30.5.25
第67回高分子学会年次大会　高分子学会優秀ポス
ター賞

大学院工学研究科M2 權　度宇

城地悠仁（本学修了生）、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）、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）

モノマー配列が異なる均一な網目構造を有す
る共重合体ゲルの合成とその物性

H30.5.25
第67回高分子学会年次大会　高分子学会優秀ポス
ター賞

大学院工学研究科M1 三輪　英二
渡邉健太（本学修了生）、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）外１名

シリカ微粒子から成るコロイド結晶とエラスト
マーの複合化による高靭性有機無機複合材
料の開発とその応力の可視化

H30.5.25 第25回HAB研究機構学術年会　ベストポスター賞 大学院創薬科学研究科D3 渋田　真結
加藤寛人（創薬科学研究科M2）、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）外６名

がん細胞凝集塊のリアルタイム画像情報解析
による評価

H30.5.26
Tongaliビジネスプランコンテスト　
Tongali賞５位、学術研究・産学官連携推進本部長　
財満鎮明賞

大学院医学系研究科D3 江﨑　寛季
宮井雄基（大学院医学系研究科Ｄ3）、露木悠
太（同研究科Ｄ4）

骨肉腫の克服を目指した抗体薬物複合体
ADCの開発

H30.5.26 Tongali ビジネスプランコンテスト最優秀賞 工学部B4 渡邊　史朗
中西悠輔（大学院工学研究科M2）、柴田裕介
（学術研究・産学官連携推進本部URA）、富田
竜太郎（学術研究・産学官連携推進本部URA）

大学院工学研究科新井史人教授らの成果で
ある超ワイドレンジ水晶振動式荷重センサを
用いたビジネスプランの立案

H30.5.26 平成30年度分離技術会年会　学生賞 大学院工学研究科M2 児玉　智彦
ワーユディオノ （大学院工学研究科研究員）、
神田英輝（大学院工学研究科助教）、後藤元
信（大学院工学研究科教授）外１名

超臨界貧溶媒析出法による粒子生成時にお
けるトランス体カロテノイドの粒径への影響

H30.5.28 2017年度情報処理学会東海支部学生論文奨励賞 大学院情報学研究科D1 河田　智明
ARM TrustZone for ARMv8-Mを利用した軽量
メモリ保護RTOS

H30.5.28 日本薬学会第138年会学生優秀発表賞 大学院創薬科学研究科D1 稲田　大輝
古川桂介(本学修了生)、澁谷正俊(大学院創
薬科学研究科講師)、山本芳彦(大学院創薬科
学研究科教授)

アミノ基転移反応を利用した新規アミノ酸合成
法

H30.5.29 JNS-SfN Exchange Travel Award 大学院理学研究科D3 リ　シャオドン

H30.5.30
日本顕微鏡学会第74回学術講演会学生優秀ポス
ター賞

大学院工学研究科M2 山田　泰希
大塚真弘（大学院工学研究科助教）、武藤俊
介（未来材料・システム研究所教授）外２名

STEM-CL法によるナノ分相ガラスのナノス
ケール応用マッピング

H30.5.30
The Institute of Image Information and Television 
Engineers　Niwa & Takayanagi Award　　　　　　　
Excellent Paper Award

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）外１名

A 3-D Display Pipeline: Capture, Factorize, 
and Display the Light Field of a Real 3-D 
Scene

H30.5.30
日本顕微鏡学会第74回学術講演会　学生優秀ポス
ター賞

大学院工学研究科M2 山田　泰希
大塚真弘（大学院工学研究科助教）、武藤俊
介（未来材料・システム研究所教授）外２名

STEM-CL法によるナノ分相ガラスのナノス
ケール応力マッピング

H30.5.31
1st Joint Conference ICSI / ISTDM 2018 Best 
Student Paper Award

大学院工学研究科 D2 ジョン　ジヒ
Formation of Ultra-Low Resistance Contact 
with Nickel Stanogermanide/Heavily Doped 
n+-Ge1-xSnx Structure

H30.6.1 電子情報通信学会画像工学研究会　IE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）

重み付け2値画像による実写多視点画像のス
ケーラブル符号化

H30.6.1 第133回日本薬理学会近畿部会学生優秀発表賞 大学院医学系研究科D4 羽田 和弘

永井拓（附属病院准教授）、伊藤教道（附属病
院特任助教）、祖父江顕（環境医学研究所特任
助教）、WulaerBolati（大学院医学系研究科技術
補佐員）、朱文俊（大学院医学系研究科研究
生）、森大輔（脳とこころの研究センター特任准
教授）、久島周（高等研究院特任助教）、鍋島俊
隆（名誉教授）、尾崎紀夫（大学院医学系研究
科教授）、山田清文（附属病院教授）

新規統合失調症関連遺伝子ARHGAP10変異マ
ウスの行動薬理学的・神経化学的解析

H30.6.2
平成29年度日本環境共生学会優秀発表賞学術大会
ポスター発表

大学院環境学研究科D2（任期満了退
学）

エリジオ　ドゥ　ラウス　
マウレ

A Case Study on the Role of Non-Profit 
Organization and Forest Owners Cooperative 
in Forest Management in Ena City

H30.6.4 日本機械学会若手優秀講演フェロー賞(2017年度） 大学院工学研究科D2 笠井　宥佑
局所流体制御による超高速オンチップ細胞
ソーティング

H30.6.4 日本機械学会若手優秀講演フェロー賞(2017年度） 大学院工学研究科M2 公文　広樹
血小板産生のためのバイオリアクターのデザ
イン

H30.6.7 第113回有機合成シンポジウム優秀ポスター賞 大学院工学研究科M2 西村　和揮
P-25 (L)-アミノ酸誘導体-銅(II)触媒によるキラ
ルα -ハロアミドのエナンチオ選択的分岐合成

H30.6.8 第９回触媒科学研究発表会　優秀ポスター発表賞 大学院工学研究科D1 村田　和優

馬原優治（本学修了生）、大山順也（大学院工
学研究科助教）、山本悠太（未来材料・システ
ム研究所技術職員）、荒井重勇（未来材料・シ
ステム研究所特任准教授）、薩摩篤（大学院
工学研究科教授）

Particle size and metal-support interaction 
induced surface structure variation of 
Pd/Al2O3 for methane combustion activity

H30.6.8 第９回触媒科学研究発表会　優秀ポスター発表賞 大学院工学研究科M2 大久保　慶一
大山順也（大学院工学研究科助教）、薩摩篤
（大学院工学研究科教授）

Bifunctional effect of Ru-modified Pt catalyst 
for hydrogen oxidation reaction under alkaline 
conditions

H30.6.9 第61回日本腎臓学会学術総会優秀演題賞 大学院医学系研究科D3 坂（田中）　まりえ

田中都（環境医学研究所助教）、越智梢（同技
術補佐員）、神田容（附属病院医員）、藤枝久美
子（医学部医学科B4）、坪井直毅（大学院医学
系研究科准教授）、丸山彰一（大学院医学系研
究科教授）、菅波孝祥（環境医学研究所教授）
外２名

腎虚血再灌流障害における死細胞センサー
Mincleの病態生理的意義

H30.6.10 日本オペレーションズ・リサーチ学会2018 優秀発表賞 大学院情報学研究科M1 福薗　菜央佳
「スプリットグラフにおける 2人プレイヤー拡散競
争ゲームのナッシュ均衡の存在性」に関する発
表



H30.6.11 平成30年度名古屋大学学術奨励賞 大学院理学研究科D3 小野田　浩宜

H30.6.11 平成30年度名古屋大学学術奨励賞 大学院理学研究科D3 永井　隆雪

H30.6.11 平成30年度名古屋大学学術奨励賞 大学院理学研究科D2 木全　祐資

H30.6.11 平成30年度名古屋大学学術奨励賞 大学院多元数理化学研究科D3 鈴木　雄大

H30.6.11 平成30年度名古屋大学学術奨励賞 大学院多元数理化学研究科D2 小見山　尚

H30.6.11 平成30年度名古屋大学学術奨励賞 大学院工学研究科D３ 小田切　公秀

H30.6.11 平成30年度名古屋大学学術奨励賞 大学院工学研究科D2 皇甫　度均

H30.6.11 平成30年度名古屋大学学術奨励賞 大学院生命農学研究科D3 萩尾　華子

H30.6.11 平成30年度名古屋大学学術奨励賞 大学院生命農学研究科D3 本山　賢人

H30.6.11
新規素材探索研究会第18回セミナーポスター発表奨
励賞

大学院理学研究科M1 上田　彩果
２−アザヒポキサンチン誘導体の合成とその植
物成長促進活性評価

H30.6.11 エネルギー・資源学会　第６回学生発表賞 大学院工学研究科M2 松木　徹哉

池上幸佑（大学院工学研究科修了生）、栗本
宗明（未来材料・システム研究所寄附研究部
門准教授）、舟橋俊久（元未来材料・システム
研究所客員教授）、加藤丈佳（未来材料・シス
テム研究所教授）外１名

電力需要特性に基づく配電エリアのクラスタリ
ングに関する一検討

H30.6.11 名古屋大学学術奨励賞 大学院工学研究科D3 小田切　公秀
マイクロスケール多孔体内相変化素過程の解
明とループヒートパイプ高熱流束化への応用

H30.6.14 第11回GSC Student Travel Grant Award 大学院工学研究科D1 西田　竹德
種々のテルペン由来脂環式共役ジエンのカチ
オン重合による新規バイオベースシクロオレ
フィンポリマーの開発

H30.6.14
19th International Heat Pipe Conference and 13th 
International Heat Pipe Symposium, 　　　　　　　　　　
Best Presentation Award (Student)

大学院工学研究科D3 小田切　公秀
Thermo-fluid dynamics in a wettability-
enhanced evaporator based on microscale 
infrared/visible observations

H30.6.14
19th International Heat Pipe conferende 13th 
International Heat Pipe Symposium SPACE 
CHALLENGE AWARD

大学院工学研究科M1 野田　香菜子
秋月祐樹(大学院工学研究科M１)、長野方星(大
学院工学研究科教授)

超小型衛星用自律熱制御ネットワークシステム
の開発


