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平成25年度岐阜大学大学院連合農学研究科・同連合獣医学研究科学位記授与式

　大学院連合農学研究科及び同連合獣医学研究科の学位記授与式（表紙写真）を 9月24日（火）14時から，連合大
学院研究科棟合同ゼミナール室において挙行した。授与者数は次のとおり。

　大学院連合農学研究科課程博士　　 6名　　大学院連合農学研究科論文博士　　 1名
　大学院連合獣医学研究科課程博士　10名　　大学院連合獣医学研究科論文博士　 5名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計22名

学位記授与

平成25年度岐阜大学大学院秋季入学式

　以下の研究科において秋季入学式を挙行した。入学者数は，次のとおり。

大学院工学研究科博士後期課程（10月 1日）
　生産開発システム工学専攻　　　 3名

大学院連合農学研究科（10月 1日）
　生物生産科学専攻　　　　　　　 1名
　生物環境科学専攻　　　　　　　 1名
　生物資源科学専攻　　　　　　　 1名

大学院連合獣医学研究科（10月 1日）
　獣医学専攻　　　　　　　　　　 5名

大学院連合創薬医療情報研究科（10月 1日）
　医療情報学専攻　　　　　　　　 4名
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第11回日本・ブラジル国際ワークショップを開催

　本学は，9月 9日～ 11日の 3日間，日本・ブラジル国際ワークショップを開催した。本年は，岐阜県人ブラジル
移住100周年，ブラジル岐阜県人会創立75周年及び岐阜市とカンピーナス市との姉妹都市提携30周年にあたる。本
ワークショップ開催直前の 8月下旬にそれぞれの記念式典が県知事や市長の出席の下，サンパウロ市及びカンピー
ナス市で開催され，今後のブラジルとの更なる活発な交流が期待される中，サンパウロ連邦教育科学技術大学にお
いての開催となった。本ワークショップは2003年から毎年，ブラジル側はカンピーナス大学，日本側は本学で交互
に開催してきたが，第10回目を契機として日伯双方とも参加大学の拡大を狙って両大学以外での開催をすることと
なり，日本側で本学以外の熊本大学において開催をしたところである。第11回目となる今回はブラジルで開催され
たワークショップでは初めてカンピーナス大学以外での開催となった。日本側からは本学及び東京農工大学が参加
し，ブラジル側からは，カンピーナス大学，サンパウロ連邦教育科学技術大学の参加があった。
　本学からは，国際戦略本部副本部長（留学生センター長）の守富寛教授及び工学部の小林智尚教授が参加した。
守富教授の講演では，サマースクールなど本学が実施している様々な留学生受け入れプログラムを紹介するととも
に，ブラジル人学生に対し岐阜大学への留学をアピールした。小林教授は全体司会を務めるとともに，日本沿岸の
海洋環境についての講演を行った。
　さらに，ブラジル政府の企画・予算・運営省水資源基盤技官及びコスタリカ大学教員から報告がなされたことに
より，日本・ブラジル国際ワークショップが更なる広がりを見せた。
　講演への質疑応答は大変盛り上がり，日本の技術への興味や，教員・学生交流への期待が強く感じられた。
　第12回目となる来年は，東京農工大学での開催が予定されており，準備を進めているところである。

ワークショップの様子 国際戦略本部副本部長（留学生センター長）
守富教授の講演
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工学部が中日本航空専門学校と連携協定を締結

　本学工学部と中日本航空専門学校（岐阜県関市）は，両校の相互の発展のため連携・協力することを目的に協定
を締結した。
　9月17日（火），本学工学部第一会議室で行われた締結式では，両校の出席者らが見守る中，中日本航空専門学
校の磯本聡一校長と本学工学部の六郷惠哲工学部長が協定書に署名を行い，六郷工学部長は，「将来，航空機関連
産業に携わることを希望する中学生・高校生が，中日本航空専門学校や岐阜大学工学部へ進学してほしいと思いま
す。そして我々教育機関が岐阜県の研究センター，航空機関連企業とより一層連携を深め，この地域の航空機産業
をますます盛んにしたいと思います」と挨拶した。
　両校は以前より相互に施設見学など交流関係を深めてきたが，岐阜県下はもとより日本の航空機産業の発展，次
世代の航空機産業に関わる人材育成，地域貢献といった大きな目的のもと，本協定を結んだ。
　今後はこの協定に基づき，両校の緊密な協力関係を築くことで，学術研究，人材育成等について連携・協力の推
進に努めていく。
　岐阜県をはじめ，東海地方は従来より航空機産業が発達しており，今後ますますの急成長が期待されている。

磯本聡一中日本航空専門学校長（左），
六郷惠哲工学部長

締結式の出席者ら



－4－ 岐阜大学学報　25．10

岐阜大学・鳥取大学共同獣医学科発足記念シンポジウムを開催

　9月19日（木），JR岐阜駅前じゅうろくプラザにおいて，文部科学省，農林水産省，岐阜県並びに全国の獣医系
大学から来賓及び参加者を多数迎え，岐阜大学・鳥取大学共同獣医学科発足記念シンポジウムが開催された。
　本シンポジウムは，『連携教育から共同教育へ ～獣医学教育の新たな挑戦～』をテーマに，情報を広く地域に発
信し共有することを目的として，開かれたものである。
　講演に先立ち，豐島良太 鳥取大学長が挨拶し，続いて文部科学省高等教育局専門教育課長の内藤敏也氏による
基調講演があった。その後，「獣医学教育の新たな挑戦」として，本学，鳥取大学，岐阜県及び国公立大学獣医学
協議会からの参加者 8名から報告があり，最後に，森岐阜大学長から閉会の挨拶があった。3時間にわたり，共同
獣医学科設置の経緯，今後の展望や課題等について説明が行われ，有意義なシンポジウムとなった。
　引き続き行われた祝賀会では，全国で 4番目に設置された岐阜大学・鳥取大学共同獣医学科の発足を参加者全員
で祝った。

豐島鳥取大学長の挨拶 共同獣医学科概要の説明

ソウル科学技術大学長らが学長を表敬訪問

　9月20日（金），大学間学術交流協定大学であるソウル科学技術大学のナムグン学長，ソ国際交流本部長，ウォ
ン製品設計金型工学科教授が，10月から本学への交換留学生として派遣が予定されている学生を伴い，森秀樹学長
を表敬訪問した。
　本学とソウル科学技術大学は，20年以上の交流の歴史があり，毎年のように交換留学やサマースクールの学生交
流のほか，共同研究等の研究者交流で活発に交流を行っている。
　本学からは，国際戦略本部副本部長の守富寛教授（留学生センター長）及び同じく副本部長の鈴木文昭教授（連
合農学研究科長）が同席し，両国の教育事情や大学運営，研究・学生交流の実績や学生支援の現状等を話題に，和
やかな雰囲気の中で懇談が行われた。
　今回の訪問により，両大学間の更なる交流が期待される。

懇談の様子 森学長（中央左），ナムグン学長（中央右）
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工学部が岐阜県情報技術研究所と連携に関する覚書を締結

　本学工学部と岐阜県情報技術研究所（岐阜県各務原市）は，両機関の相互の発展のため連携・協力することを目
的に覚書を締結した。
　10月 1日（火），本学工学部第一会議室で行われた締結式では，両機関の出席者らが見守る中，岐阜県情報技術
研究所の稲葉昭夫所長と本学工学部の六郷惠哲工学部長が覚書に署名を行い，六郷工学部長は，「岐阜大学は，産
業界，教育機関及び行政と連携し，地域に貢献することを重視しています ｡この地域の産業の発展と人材の育成
に，この連携が役立つことを願っています」と挨拶した。
　近年，情報技術の飛躍的な発展を背景に，社会の国際化・情報化が急速に進展する中，情報化社会におけるもの
づくり技術支援や情報技術の専門的知識を有する人材育成が求められている。
　岐阜県情報技術研究所とはこれまでも連携した取り組みを行っているが，本覚書に基づき，情報技術による地域
産業の発展，人材育成などにおいて相互に連携・協力することで，岐阜県内の情報産業の振興を図り，岐阜県の情
報化推進に貢献し社会の発展に努めていく。

稲葉昭夫岐阜県情報技術研究所長（左），
六郷惠哲工学部長

締結式の出席者ら

叙位・叙勲

　元本学職員に対し，次のとおり叙位・叙勲がありました。

　故　名誉教授（元医学部教授）　森　俊二　氏
　　　　従四位　瑞宝中綬章（平成25年 9月16日）
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学位授与

学位の種類 学位記番号 氏　　　名 学位授与年月日 学　位　論　文　名

博士（医学） 医博甲第927号 上　村　真　也 H25. 9. 30

Preoperat ive routine evaluation of 
bilateral adrenal glands by endoscopic 
ultrasound and fine-needle aspiration in 
patients with potentially resectable lung 
cancer（切除予定肺癌患者における超
音波内視鏡，超音波内視鏡下針生検に
よる両側副腎の術前評価）

博士（再生医科学） 医博甲第928号 清　瀬　直　子 H25. 9. 11

Dual origin of melanocytes defined by 
Sox1 expression and their region-specific 
distribution in mammalian skin
（Sox1の発現によって特徴付けられ
る 2つの起源からなるメラノサイトと
その領域特異的分布）

博士（医学） 医博乙第1469号 渡　邉　恒　夫 H25. 9. 11

Effects of cryotherapy on joint position 
sense and intraarticular blood flow 
volume in healthy knee joints
（膝関節に対するアイシングが関節位
置覚，関節内血流に及ぼす影響）

博士（医学） 医博乙第1470号 宮　原　利　行 H25. 9. 11

Selective blockade of apoptosis by in vivo 
electroporation-mediated gene transfer 
combined with portal infusion of plasmid 
DNA attenuates liver cirrhosis
（電気穿孔法を用いた選択的アポトー
シス阻害による肝硬変遺伝子治療）

博士（再生医科学） 医博乙第1471号 林　　　将　大 H25. 9. 11

Use of blood-free enrichment broth in the 
development of a rapid protocol to detect 
Campylobacter in twenty-five grams of 
chicken meat
（国際標準を目指した新規増菌培地に
よる Campylobacterの迅速検査法）

博士（工学） 工博甲第443号 MOHAMAD 
RAFI

H25. 9. 30

Qual i ty  control  methods for  some 
Zingiberaceous plants from Indonesia 
using liquid chromatography combined 
with chemometrics
（ケモメトリックスを利用した液体ク
ロマトグラフィーによるインドネシア
のショウガ科植物の品質管理方法）

博士（工学） 工博甲第444号 ROZA LINDA H25. 9. 30

Development of Stationary Phase for 
Separation of Inorganic Anions and 
Organic Compounds in Capillary Liquid 
Chromatography
（キャピラリー液体クロマトグラ
フィーにおける無機陰イオンおよび有
機化合物分離のための固定相の開発）

博士（工学） 工博甲第445号 SHEN PENG H25. 9. 30
Noise robust audio-visual speech recognition 
using sparse representation（スパース表現に
おける頑健なマルチモーダル音声認識）

博士（農学） 農博甲第609号 MOSLAMA 
AKTAR MAYA

H25. 9. 10

Bioregulation Potential of AMF on Heat 
Stress and Disease Tolerance in Cyclamen 
Plants（シクラメンにおける高温ストレ
ス耐性及び耐病性の AMF による制御）
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博士（農学） 農博甲第610号 森　　　須美子 H25. 9. 10
環境配慮型水路における魚類相の変化
（Changes of Fish Fauna in Environment-
Conscious Canals）

博士（農学） 農博甲第611号 JAHIR RAIHAN H25. 9. 10

Pollination Behavior of Bombus diversus  
in Impatiens  textori : Acceptance and 
Rejection of Flowers（ツリフネソウに
おけるトラマルハナバチの送粉行動：
花の受け入れと拒否）

博士（農学） 農博甲第612号 小　林　安　文 H25. 9. 10

多面性を持つストレス耐性遺伝子
AtALMT1の発現制御に関する研究
（Transcriptional Regulation of AtALMT1 
that Regulates Pleiotropic Stress Tolerance 
of Arabidopsis thaliana  through Root-
excreting Malate）

博士（農学） 農博甲第613号 SAMSON 
VIULU

H25. 9. 10

Isolation and Characterization of Two 
Novel Fe（Ⅲ）-reducing Bacteria from an 
Anaerobic Microbial Enrichment Induced 
with Methane（メタンを基質とした嫌
気的微生物集積系から得られた 2種の
新規鉄還元細菌の分離と性状解析）

博士（農学） 農博甲第614号 JIRIGALA H25. 9. 10

モンゴル国における最大の自然災害ゾ
ドに関する研究
（Study on Natural Disaster Dzud Caused 
Most Seriously in Mongolia）

博士（農学） 農博乙第138号 白　木　与志也 H25. 9. 10

茶樹における放射性セシウムの動態と
その低減化技術に関する研究（Studies 
on Dynamics and Reduction Techniques 
of Radioactive Cesium in Tea Plants）

博士（獣医学） 獣医博甲第394号 Hassan Hakimi H25. 9. 24

Molecular Studies on Peroxiredoxin 
Family of Malaria Parasites
（マラリア原虫におけるペルオキシレ
ドキシンの分子学的研究）

博士（獣医学） 獣医博甲第395号 石　井　美　沢 H25. 9. 24
雌ラットにおける生殖機能の加齢性変
化の発現メカニズムに関する研究

博士（獣医学） 獣医博甲第396号
EL-Shaymaa 
Nabil Ahmed

Amin EL-Nahass
H25. 9. 24

Studies on Kinetics and Pathogenecity of 
Equine Herpesvirus 9（EHV-9）in Mice 
and Hamsters（マウスおよびハムス
ターにおけるウマヘルペス 9型（EHV-
9）の動態および病原性に関する研究）

博士（獣医学） 獣医博甲第397号

Abdelazim 
Elsayed

Abdelazim 
ELHELALY

H25. 9. 24

Studies on Characterization of Variable 
Cell Responses to Prion Agent
（プリオン因子に対する種々の細胞の
反応特性に関する研究） 

博士（獣医学） 獣医博甲第398号 SHARMA, 
Neekun

H25. 9. 24

Studies on Serological Surveillance of 
Tularemia in Japan and Molecular Basis 
of Pathogenicity of Francisella tularensis
（日本における野兎病の血清疫学調査
と野兎病菌の病原性に関する分子生物
学的研究）

博士（獣医学） 獣医博甲第399号 村　上　智　亮 H25. 9. 24
Studies on Pathogenesis and Transmission of 
Animal AA Amyloidosis（動物 AAアミロ
イドーシスの病態と伝播に関する研究） 

博士（獣医学） 獣医博甲第400号 神　田　聡　子 H25. 9. 24
正常犬とアトピー性皮膚炎罹患犬にお
けるフィラグリン遺伝子に関する研究
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博士（獣医学） 獣医博甲第401号 許　　　懷　哲 H25. 9. 24

肝細胞移植治療の実現に向けたドナー
細胞採取ならびにレシピエント体内に
おける移植細胞動態の解析に関する基
礎的検討

博士（獣医学） 獣医博甲第402号 都　築　　　直 H25. 9. 24
ウマの骨および関節軟骨に対する生体
組織工学を用いた再生医療の応用に関
する研究 

博士（獣医学） 獣医博甲第403号 山　田　名　美 H25. 9. 24

Studies on the Roles of MicroRNA-145 in 
Canine and Human Cancers（MicroRNA-145
のイヌおよびヒト悪性腫瘍における機
能解析に関する研究）

博士（獣医学） 獣医博乙第122号 大　石　　　巧 H25. 9. 24
ニューロン新生に着目した化学物質の
発達期神経毒性評価法の確立に関する
研究

博士（獣医学） 獣医博乙第123号 冨士本　　　仁 H25. 9. 24
化学物質の発達期曝露による脳白質発
達障害の短期評価手法開発に関する研
究

博士（獣医学） 獣医博乙第124号 成　嶋　理　恵 H25. 9. 24
猫内在性レトロウイルス（RD-114ウ
イルス）に関する研究 

博士（獣医学） 獣医博乙第125号 小　林　雅　典 H25. 9. 24

The Studies on Novel Integrase Inhibitor 
of Human Immunodeficiency Virus
（ヒト免疫不全ウイルスの新規インテ
グラーゼ阻害剤に関する研究）

博士（獣医学） 獣医博乙第126号 宮　﨑　綾　子 H25. 9. 24
農場内におけるブタ A群ロタウイル
スの動態に関する研究

博士（薬科学） 連創博甲第23号 羅　　雄 H25. 9. 30

3’-末端にグルコサミン類を有するオ
リゴヌクレオチド誘導体の合成と そ
の生物活性の評価
（Synthesis of oligonucleotides with 
glucosamine at 3’-position and evaluation 
of their biological activities）

表彰受賞者

平成25年度救急功労者表彰（総務大臣表彰）

　受 賞 者：小倉　真治　医学系研究科教授
　功績概要：多年にわたり救急業務の推進に尽力
　受 賞 日：平成25年 9月 9日

一般社団法人日本液晶学会　日本液晶学会論文賞（Ａ部門）

　受 賞 者：沓水　祥一　工学部教授
　論 文 名：Molecular Mechanism Responsible for Reentrance to Ia3d Gyroid Phase in Cubic Mesogen BABH（n） 

（キュービック液晶性化合物 BABH（n）における Ia3d－ジャイロイド相のリエントラント現象の分子
的起源）

　受 賞 日：平成25年 9月 9日
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産学連携の実施状況

○共同研究 （平成25年 9月契約分）

部　局　名 研究代表者 企　　業　　等　　名

医学系研究科 吉　田　和　弘 （独）理化学研究所
工 学 部 牟　田　浩　司 三菱重工業（株）

〃 加　藤　邦　人 アワーズ（株）
〃 小　嶋　　　智 ジェイアール東海コンサルタンツ（株）
〃 竹　内　豊　英 （株）ハイテム
〃 服　部　敏　雄 （株）天野工業
〃 河　瀬　順　洋 富士電機機器制御（株）

○受託研究 （平成25年 9月契約分）

部　局　名 研究代表者 企　　業　　等　　名

医学部附属病院 吉　田　和　弘 一般社団法人 JBCRG

工 学 部 王　　　道　洪 （株）日立製作所インフラシステム社　機械システム事業本部
〃 川　崎　晴　久 総務省
〃 井　上　吉　弘 （株）黒田製作所
〃 板　谷　義　紀 （独）科学技術振興機構 

〃 岡　　　夏　央 　　　　　〃
〃 窪　田　裕　大 　　　　　〃
〃 高　橋　周　平 　　　　　〃
〃 仲　井　朝　美 　　　　　〃
〃 田　村　哲　嗣 　　　　　〃
〃 魚　住　忠　司 　　　　　〃
〃 北　出　幸　夫 　　　　　〃

応用生物科学部 光　永　　　徹 　　　　　〃
〃 柳　瀬　笑　子 （株）サラダコスモ
〃 山　内　　　亮 岐阜県産業技術センター

流域圏科学研究センター 玉　川　一　郎 （独）水資源公団長良川河口堰管理所
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外国人研究者の受け入れ

受入部局 氏　　　　　　名
（国　名） 所属・職名 期　　間 研　　究　　題　　目

医 学 部 Rivera Jonathan Abenes
（フィリピン）

ルルド病院
医師

25. 9. 1～
26. 8. 31

緑内障に関する研究

〃
Amira Ahmed Hassan 

Abd El-Aziz
（エジプト）

スエズ運河大学
講師

25. 9. 12～
26. 9. 11

病原微生物の病原因子に関する研
究

工 学 部 De Carvalho Frederico
（東ティモール）

東ティモール国立大学
副工学部長

25. 8. 19～
25. 9. 20

東ティモールの落雷特性に関する
研究

応 用 生 物
科 学 部

Sahoo Lingaraj
（インド）

インド工科大学
教授

25. 9. 1～
25. 12. 28

植物翻訳科学を基盤とする北東イ
ンドの生物産業高度化戦略の構築

〃

Essam Abdel-Salam 
Moustafa Abdel-Rahman

 Almadaly
（エジプト）

カフルエルシェイク大学
講師

25. 9. 1～
26. 3. 1

哺乳動物精子の受精能力とその調
節機構に関する研究

〃

Mohsen Mohamed 
Abdelraman abd 
alla elsharkawy
（エジプト）

カフルエルシェイク大学
講師

25. 9. 17～
26. 3. 16

「有用微生物を用いた植物ウイル
ス病の生物防除」

〃
Mostafa Shukry 

Moursy Atta
（エジプト）

カフルエルシェイク大学
講師

25. 9. 20～
26. 3. 21

消化管運動の神経性調節機能に関
する研究

諸会議

◇　第 5回教養教育推進センター業務実施委員会

　 9月 2日（月）

　議　題

　 1．平成26年度開講授業計画について

　 2．不正行為の取扱いに関する申合せ（案）につ

いて

◇　第410回役員会

　 9月 5日（木）

　議　題

　 1．平成25年度教育職員関門評価結果（案）につ

いて

◇　第 5回教養教育推進センター企画運営委員会

　 9月 9日（月）

　事　項

　 1．任期制教育職員の採用について

　 2．教養教育改革案について

◇　第411回役員会

　 9月12日（木）

　議　題

　 1．教育職員の人事（医学系研究科：准教授 2）

について

◇　第 5回部局長・部長会

　 9月12日（木）

　事　項

　 1．国立大学法人岐阜大学ソフトウェア管理規程

（案）等について

◇　第 5回大学教育委員会

　 9月17日（火）

　議　題
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　 1．平成26年度学年暦（案）について（継続審議）

◇　第117回教育研究評議会

　 9月19日（木）

　議　題

　 1．学長選考会議委員の選出について

　 2．岐阜大学教育推進・学生支援機構の設置構想

について

◇　第182回図書館委員会

　 9月20日（金）

　議　題

　 1．電子ジャーナル購入経費について（継続審議）

　 2．図書及び雑誌の廃棄について

◇　第 5回国際戦略本部会議

　 9月20日（金）

　議　題

　 1．岐阜大学の国際化 policyと vision（案）につ

いて

　 2．ダッカ大学（バングラデシュ）とのデュアル

PhDディグリープログラムについて

　 3．コロラド州立大学（アメリカ）との学術交流

協定について

　 4．平成25年度優秀学生の海外派遣プログラム取

扱要領の改正について

◇　第 5回入学試験委員会

　 9月25日（水）

　議　題

　 1．医学部医学科入学者選抜基準の一部改正（案）

について

　 2．応用生物科学部入学者選抜基準の一部改正

（案）について

　 3．大学院応用生物科学研究科入学者選抜基準の

一部改正（案）について

　 4．平成26年度一般入試学生募集要項（案）につ

いて

　 5．平成26年度推薦入学Ⅱ特別入試学生募集要項

（案）について

　 6．平成26年度私費外国人留学生特別入試学生募

集要項（案）について

◇　第412回役員会

　 9月26日（木）

　議　題

　 1．教育職員の人事（工学部：教授 1名，准教授

2名，助教 1名，応用生物科学部：教授 1名）

について
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主要日誌

月　　日 行　　　　　事　　　　　名

9／ 2
4
5

6
9

10
11

12

13
14
17

18
19

20

24
25

26

27

10／ 1

第 5回教養教育推進センター業務実施委員会
看護学科・看護学専攻教授会議（医）
第410回役員会
連合獣医学研究科（第 1次・秋季入学）入学試験
研究科委員会・代議委員会（連獣）
第 5回教養教育推進センター企画運営委員会
連合農学研究科（第 1次）入学試験
研究科委員会・代議員会（連農）
医学研究科・医学科教授会議（医）
教授会・代議員会（工）
教授会（メディア）
第411回役員会
第 5回部局長・部長会
医学系研究科看護学専攻（修士課程）入学試験
医学部看護学科 3年次編入学入学試験
第 5回大学教育委員会
研究科委員会（連創）
岐阜大学工学部・中日本航空専門学校連携協定締結式
教授会・研究科委員会（教・地）
第117回教育研究評議会
岐阜大学・鳥取大学共同獣医学科発足記念シンポジウム
第182回図書館委員会
第 5回国際戦略本部会議
連合農学研究科・同連合獣医学研究科学位記授与式
第 5回入学試験委員会
教授会（流域・生命）
第412回役員会
地域科学研究科（修士課程）入学試験
医学系研究科医科学専攻（博士課程）入学試験（～ 10月 1日まで）
医学系研究科再生医科学専攻（博士後期課程）入学試験
工学研究科秋季入学式
連合農学研究科秋季入学式
連合獣医学研究科秋季入学式
連合創薬医療情報研究科秋季入学式
岐阜大学工学部・岐阜県情報技術研究所連携に関する覚書締結式




