
所要時間 座長 研究区分 部局

1 10:10 ～ 10:20 0:10 先進 薬 教授 吉成浩一

2 10:20 ～ 10:30 0:10 先進 薬 教授 轟木堅一郎

3 10:30 ～ 10:40 0:10 先進 薬 講師 辻　大樹

4 10:40 ～ 10:50 0:10 地域 薬 講師 柏倉康治

5 10:50 ～ 11:00 0:10 先進 薬 助教 中西勝宏

6 11:00 ～ 11:10 0:10 地域 薬 講師 江上寛通

7 11:10 ～ 11:20 0:10 地域 看護 教授 青木和惠

8 11:20 ～ 11:30 0:10 教育 看護 教授 篁　宗一

9 11:30 ～ 11:40 0:10 教育 短大 講師 木林身江子

10 11:40 ～ 11:50 0:10 地域 短大 教授 朴　淳香

所要時間 座長 研究区分 部局

11 13:00 ～ 13:10 0:10 地域 食品 教授 江木正浩

12 13:10 ～ 13:20 0:10 地域 食品 准教授 鮒 信学

13 13:20 ～ 13:30 0:10 先進 食品 准教授 三好規之

14 13:30 ～ 13:40 0:10 地域 食品 准教授 林 久由

15 13:40 ～ 13:50 0:10 先進 食品 助教 唐木晋一郎

16 13:50 ～ 14:00 0:10 教育 国際 教授 犬塚協太

17 14:00 ～ 14:10 0:10 教育 国際 准教授 高畑 幸

18 14:10 ～ 14:20 0:10 地域 国際 准教授 松森奈津子

19 14:20 ～ 14:30 0:10 教育 経情 准教授 上野雄史

20 14:30 ～ 14:40 0:10 地域 経情 教授 湯瀬裕昭

所要時間 座長 研究区分 部局

1 14:50 ～ 15:00 0:10 教育 薬 准教授
ホーク・
フィリップ

2 15:00 ～ 15:10 0:10 教育 薬 准教授 井上和幸

3 15:10 ～ 15:20 0:10 先進 食品 准教授 伊藤圭佑

4 15:20 ～ 15:30 0:10 先進 食品 教授 谷　晃

5 15:30 ～ 15:40 0:10 教育 国際 教授 津富 宏

6 15:40 ～ 15:50 0:10 地域 経情 教授 岩崎邦彦

7 15:50 ～ 16:00 0:10 先進 看護 教授 西川浩昭

8 16:00 ～ 16:10 0:10 教育 短大 准教授 藤田雅也

9 16:10 ～ 16:20 0:10 ＣＯＣ COC 教授 合田敏尚

時　　間 発表者・氏名

「ＵＳフォーラム ２０１７」　発表プログラム

　　 　10:05  ～ 　10:10                    学長挨拶                                                                 

平成２８年度　教員特別研究推進費・学部研究推進費　採択研究課題（２０件）　

時　　間 テーマ 発表者・氏名

岩尾
准教授

インビトロ・インシリコ統合型の新規薬物安全性評価システムの構築

ポイントオブケア検査を目指した抗菌薬のオンサイト吸光光度法の開発

大規模臨床試験データを用いた化学療法誘発性悪心・嘔吐発現のリスク因子解析

健常人を対象としたプロピベリン含有経皮吸収型製剤の臨床評価

ヒト大腸上皮細胞を用いたハイブリッドIgA植物抗体による志賀毒素の毒素中和活性の解析
斉藤
准教授

看護系大学における共用試験の実用化のための問題の検討と受験者の感想

好調な茶業者は、どのようなマーケティングを行っているのか？

ＵＳフォーラム２０１７　ハイライト （９件）　

奥村
副学長

地域の美術館との連携による美術鑑賞学習

静岡県立大学が「しずおか」のために出来ること — みらいを創る地（知）の拠点 -

時　　間 ハイライト　タイトル

学生の貧困は県大生にも切実な問題です！

食物アレルギー物質の混入を瞬時に見分けるしくみ

空気をきれいにする植物の力－様々な有機物質を植物は吸収浄化する－

発表者・氏名

継続的な学習意欲を持続させる会計教育のプログラムの開発

ICTイノベーション研究センターを基盤とした産官学民連携活動の推進に関する研究

The easiest way to prepare a scientific presentation in English

医療現場での問題を発見し、自ら解決する能力を持つ薬剤師を養成する

新たな機能性を有する複合型ポリフェノールの開発

ラクトン化を触媒するIII型ポリケタイド合成酵素

池田
教授

静岡県立大学の男女共同参画推進における地域人材育成連携事業に関する基礎研究

小林
（裕）
教授

富沢
教授

生活習慣病病態で変動する腸管内分子の探索

モデル動物を用いた消化管の食性適応機構の解明

ヒトおよび実験動物の消化管粘膜上皮においてアニオン分泌を惹起する短鎖脂肪酸受容
体の同定

強制か順応か ―スペインによるラテンアメリカ、アジア進出と布教政策

静岡県内における外国人住民の生活実態と施策に関する研究
～静岡型・多文化共生研究／教育モデルの構築へ向けて

オンデマンド合成を指向したマイクロ波による反応加速の利用研究

西川
教授

テーマ

ストーマ保有者のSimpleケアにおける皮膚障害の発生状況

大学生を対象としたメンタルへルスリテラシー教育プログラムの開発に向けた研究

高齢者介護施設におけるポジショニングのキャリアラダー構築の試み

幼稚園教育における幼児身体認識の歴史的変遷
－東京女子高等師範学校から静岡における草創期幼稚園への展開過程－

有泉
教授


