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会場案内図

岐阜大学全学共通教育棟1階 アクティブ・ラーニング教室

本事業は、民間企業、地方自治体、他大学などとのアカデミックな交流を深め、女性
研究者の活躍による地域活性化をめざす取り組みです。ご関心をお持ちの方はどなた
でも入場可能です。多くの方々のご来場をお待ちしております。輝くギフジョ 検索



15 :00-15 :05 開会挨拶 原 英彰 （岐阜薬科大学 副学長）

第1グループ（プロポリス・食品・その他）

15 :05-15 :15 高機能性野菜の開発を指向した生育環境の改善と食品加工法の開発研究

研究代表者： 柳瀬 笑子（岐阜大学 応用生物科学部 准教授）

共同研究者： 笠井 恵里（岐阜女子大学 家政学部 講師）

15 :15-15 :25 冷凍技術の向上とビタミンB₆損失抑制の検討
研究代表者： 伊佐 保香（岐阜女子大学 家政学部 講師）

共同研究者： 勝野 那嘉子（岐阜大学 応用生物科学部 助教）
西津 貴久（岐阜大学 応用生物科学部 教授）

15 :25-15 :35 研究領域を横断する対話の場と協働に基づく「生きづらさ学」の共有と発展

研究代表者： 小山 真紀（岐阜大学 流域圏科学研究センター 准教授）

共同研究者： 大崎 友記子（岐阜女子大学 家政学部 教授）
舩越 高樹（岐阜大学 障害学生支援室 特任助教）
相原 征代（岐阜大学 男女共同参画推進室 特任助教）

15 :35-15 :45 プロポリス抽出物を含有する動物用創傷保護材の実用化に向けた研究

研究代表者： 柴田 早苗（岐阜大学 応用生物科学部 准教授）

共同研究者： 小野寺 理沙子（岐阜薬科大学 製剤学研究室 助教）
荒木 陽子（アピ株式会社 長良川リサーチセンター 製品開発顧問）
川部 美史（岐阜大学 応用生物科学部 助教）
髙島 諭（岐阜大学 応用生物科学部 助教）

15 :45-15 :55 ※可溶型（プロ）レニン受容体産生に及ぼすプロポリスの影響

研究代表者： 中川 千春（岐阜大学 応用生物科学部 研究員）

共同研究者： 上原 沙織（アピ株式会社 長良川リサーチセンター 主任）
中川 寅（岐阜大学 応用生物科学部 准教授）

15 :55-16 :05 ※ローヤルゼリーのアレルゲン性に関する基礎的研究

研究代表者： 新井 靖子（アピ株式会社 長良川リサーチセンター 研究員）

共同研究者： 清島 真理子（岐阜大学 大学院医学系研究科 教授）
高橋 智子（岐阜大学 医学部附属病院 助教）
秦 健敏（アピ株式会社 長良川リサーチセンター 主任）

16 :05-16 :15 ※プロポリスエキスおよびハチミツの口腔内細菌に対する作用に関する研究

研究代表者： 森本 智美（アピ株式会社 長良川リサーチセンター 主任）

共同研究者： 田中 香お里（岐阜大学 大学院連合創薬医療情報研究科 教授）
田澤 茂実（アピ株式会社 長良川リサーチセンター 係長）

16 :15-16 :35 第1グループ（プロポリス・食品系・その他研究）質問・講評
担 当 ： 生田 孝至（岐阜女子大学 理事）

野々垣 孝彦（アピ株式会社 代表取締役社長）

第2グループ（医・薬学系）

16 :35-16 :45 ※多職種連携による薬局薬剤師の地域住民への健康サポートに関する研究

研究代表者： 伊野 陽子（岐阜薬科大学 薬局薬学研究室 講師）

共同研究者： 加納 亜紀（岐阜大学 保健管理センター 助教）
寺町 ひとみ（岐阜薬科大学 病院薬学研究室 教授）
堺 千紘（岐阜薬科大学 薬局薬学研究室 助教）
館 知也（岐阜薬科大学 病院薬学研究室 准教授）
野口 義紘（岐阜薬科大学 病院薬学研究室 助教）

16 :45-16 :55 新規難治性子宮頸癌治療法の確立を目指す鉄依存性細胞死の研究

研究代表者： 鈴木 紀子（岐阜大学 大学院医学系研究科 研究員）

共同研究者： 森 美奈子（岐阜大学 医学部附属病院 医員）
森重 健一郎（岐阜大学 大学院医学系研究科 教授）
平山 祐（岐阜薬科大学 薬化学研究室 准教授）
永澤 秀子（岐阜薬科大学 薬化学研究室 教授）

16 :55-17 :05 ※持続硬膜外フェンタニルの鎮痛効果および忍容性に関する研究
－薬物動態・薬物感受性関連遺伝子多型解析および薬物血中濃度測定を用いた解析－

研究代表者： 杉山 陽子（岐阜大学 大学院医学系研究科 特任准教授）

共同研究者： 曽田 翠（岐阜薬科大学 薬物動態学研究室 助教）

17 :05-17 :15 ※初代培養ヒト皮膚細胞を用いた喫煙の肌状態に与える影響の評価について

研究代表者： 水谷 有紀子（岐阜薬科大学 香粧品健康学講座 特任准教授）

共同研究者： 古山 浩子 （岐阜大学 工学部 助教）
石塚 麻子 （岐阜薬科大学 香粧品健康学講座 嘱託職員）
井上 紳太郎 （岐阜薬科大学 香粧品健康学講座 特任教授）

17 :15-17 :25 ※がん微小環境における酸化ストレス応答系を標的としたがん細胞選択的な化
学療法/放射線治療増感剤の開発に関する研究
研究代表者： 辻 美恵子（岐阜薬科大学 薬化学研究室 助教）

共同研究者： 野澤 麻枝（岐阜大学 医学部附属病院 助教）
松尾 政之（岐阜大学 大学院医学系研究科 教授）
森 崇 （岐阜大学 応用生物科学部 教授）

17 :25-17 :40 第2グループ（医・薬学系研究）質問・講評
担 当 ： 原 英彰（岐阜薬科大学 副学長）

17：40-17：55 総評 杉戸 真太（岐阜大学 理事・副学長）

17：55-18：00 閉会挨拶 林 正子（岐阜大学 副学長）

報道関係者の方へ
※印がついている研究発表については報道不可です。また、それ以外の研究に関しても事前に記事の内容確認を要求する可能
性があります。

2017年度 連携型共同研究 成果報告会

プログラム（敬称略）


