
所要時間 座長 研究区分 部局

1 10:10 ～ 10:20 0:10 先進 薬 教授 石川 智久

2 10:20 ～ 10:30 0:10 先進 薬 助教 小出 裕之

3 10:30 ～ 10:40 0:10 先進 薬 教授 渡辺 賢二

4 10:40 ～ 10:50 0:10 先進 薬 教授 菅 敏幸

5 10:50 ～ 11:00 0:10 先進 薬 教授 濱島 義隆

6 11:00 ～ 11:10 0:10 先進 薬 助教 山口 賢彦

7 11:10 ～ 11:20 0:10 先進 薬 講師 黒羽子孝太

8 11:20 ～ 11:30 0:10 地域 国際 助教 松浦 直毅

9 11:30 ～ 11:40 0:10 教育 国際 講師 佐藤真千子

10 11:40 ～ 11:50 0:10 先進 経情 教授 金川 幸司

11 11:50 ～ 12:00 0:10 地域 経情 教授 渡邉 貴之

所要時間 座長 研究区分 部局

12 13:00 ～ 13:10 0:10 先進 食品 准教授 原　清敬

13 13:10 ～ 13:20 0:10 先進 食品 教授 三浦 進司

14 13:20 ～ 13:30 0:10 地域 食品 特任教授 若林 敬二

15 13:30 ～ 13:40 0:10 地域 食品 特任教授 中村 順行

16 13:40 ～ 13:50 0:10 教育 看護 教授 田中 範佳

17 13:50 ～ 14:00 0:10 教育 看護 教授 篁　宗一

18 14:00 ～ 14:10 0:10 教育 看護 准教授 藤田 景子

19 14:10 ～ 14:20 0:10 教育 短大 准教授 木林美由紀

20 14:20 ～ 14:30 0:10 地域 短大 准教授 中澤 秀一

所要時間 座長 研究区分 部局

1 14:40 ～ 14:50 0:10 教育 薬 講師 刀坂 泰史

2 14:50 ～ 15:00 0:10 先進 薬 助教 佐藤 秀行

3 15:00 ～ 15:10 0:10 地域 食品 教授 市川 陽子

4 15:10 ～ 15:20 0:10 教育 食品 助教 島村 裕子

5 15:20 ～ 15:30 0:10 先進 国際 教授 湖中 真哉

6 15:30 ～ 15:40 0:10 先進 経情 講師 国保 祥子

7 15:40 ～ 15:50 0:10 地域 看護 教授 操　華子

8 15:50 ～ 16:00 0:10 地域 短大 准教授 副島 里美

9 16:00 ～ 16:10 0:10
プロジェ

クト COC
COCセン
ター長

合田 敏尚

「ＵＳフォーラム ２０１８」　発表プログラム

　　 　10:05  ～ 　10:10                    学長挨拶                                                                 

平成２９年度　教員特別研究推進費　採択研究課題（２０件）　

時　　間 テーマ 発表者・氏名

時　　間 発表者・氏名

赤色酵母によるアスタキサンチンの革新的生産技術の開発

アミン類の直接的C-H変換法の開発と生物活性分子の選択的構造修飾

橋本
教授

脂肪幹細胞の分化調節を介して肥満を制御する因子の探索

轟木
教授

TRPチャネル活性化物質によるFITC特異的抗体産生誘導

膵β細胞における内因性NO合成酵素阻害物質ADMAの役割と糖尿病病態への関与

新規プラスチックナノメディシンによる抗腫瘍新生血管療法の開発

キノコ由来生合成遺伝子の高度異種発現に基づく物質生産法の確立

合成を基盤とするノビレチンの多面的展開と製品化

骨格筋ミトコンドリア膜を構成するCardiolipinの質および量を調節する機序の解明

池田
教授

静岡県内の在来作物をめぐる文化の活用に関する研究

伊吹
教授

高機能患者シミュレータを用いた臨床判断能力向上を目指した教育に関する検討

テーマ

ボアジチ大学との交流をいかした「内なる国際化」の試み

公共調達における社会的価値の内性化に関する研究

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

食・環境・健康の研究推進と情報発信による地域貢献

茶を総合的に科学し、人材育成に寄与する

渡邉
教授

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と評価

熊澤
教授

富沢
教授

逆流するグローバリゼーション：今なぜ世界各地で他者が排斥されるのかを考える

血液透析を受けている患者のクオリティオブライフ（Quality of Life）の実態

育児休業期間を活かした女性管理職育成施策の可能性

ナノテクでクスリの吸収を変えられるか？

ＵＳフォーラム２０１８　ハイライト （９件）　

健康長寿社会の実現に向けた専門職連携教育プログラムの開発

奥村
副学長

保育現場にドキュメンテーション導入を阻む要因とは

地（知）の拠点による「からだ・こころ・地域の健康」づくりへの分野横断プロジェクト

日本と東アジアにおける食育支援としての咀嚼力向上に関わる食行動および運動能力
との関連性に関する研究－日本とモンゴルの高校生の咀嚼力と咀嚼意識の比較－

保健医療機関におけるDV被害者対応プログラムの実施と評価

時　　間 ハイライト　タイトル

吉田
教授

ニホンジカの食資源化で森を救う！～食肉特性の検証と「イズシカめんち」の取組み～

手洗い意識の促進に対する効果的な介入方法の検討

発表者・氏名

地方でも普通の生活を実現させるには


