
15th IBB BioFuture Research Encouragement Prize 研究発表会プログラム 
日時：平成２９年１月２７日 ９：００～１８：３０ 
場所：２１号館、３階第一会議室 

 
9:00 ~ 9:05 開会の辞 研究発表会実行副委員長 平野 智也 准教授 
 

大学院博士課程の部 （座長 堀内 尚紘 助教） 
9:05 ~ 9:18 山田 理沙 生体材料機能医学分野 
9:19 ~ 9:32 宮崎 良兼 バイオメカニクス分野 
9:33 ~ 9:46 簡 伯任 センサ医工学分野 
9:47 ~ 10:00 松本 大亮 メディシナルケミストリー分野 
10:01 ~ 10:14 小早川 拓也 メディシナルケミストリー分野 
10:15 ~ 10:28 金本 和也 生命有機化学分野 
10:29 ~ 10:42 杖本 望 薬化学分野 
10:42 ~ 10:50 休憩 

学部学生の部  （座長 森 修一 助教） 
10:50 ~ 10:58 大石 達也 金属生体材料学分野 
10:59 ~ 11:07 岩渕 祐貴 無機生体材料学分野 
11:08 ~ 11:16 久富 玲依 バイオメカニクス分野 
11:17 ~ 11:25 淡路 啓一郎 バイオエレクトロニクス分野 
11:26 ~ 11:34 原口 敬佑 メディシナルケミストリー分野 
11:35 ~ 11:43 鎌田 修平 生命有機化学分野 
11:44 ~ 11:52 清水 敬太 生命有機化学分野 
11:53 ~ 12:01 寺嶌 紀和 生命有機化学分野 
12:02 ~ 12:10 宮田 敬大 生命有機化学分野 
12:10 ~ 13:00 休憩 

大学院修士課程の部１ （座長 水口 貴章 助教） 
13:00 ~ 13:11 島袋 将弥 金属生体材料学分野 
13:12 ~ 13:23 大橋 萌 有機生体材料学分野 
13:24 ~ 13:35 遠藤 敬幸 生体材料機能医学分野 
13:36 ~ 13:47 猪狩 優花 物質医工学分野 
13:48 ~ 13:59 窪田 宰明 物質医工学分野 
14:00 ~ 14:11 櫻井 遥 バイオメカニクス分野 
14:11 ~ 14:20 休憩 

大学院修士課程の部２ （座長 湯浅 磨里 助教） 
14:20 ~ 14:31 森崎 大介 バイオメカニクス分野 
14:32 ~ 14:43 吉田 翔 バイオメカニクス分野 
14:44 ~ 14:55 増山 絢子 バイオエレクトロニクス分野 
14:56 ~ 15:07 坂巻 智子 バイオエレクトロニクス分野 
15:08 ~ 15:19 波多野 豊晃 バイオエレクトロニクス分野 
15:20 ~ 15:31 石田 有佑 メディシナルケミストリー分野 
15:31 ~ 15:40 休憩 

大学院修士課程の部３ （座長 合田 達郎 助教） 
15:40 ~ 15:51 海老原 健人 メディシナルケミストリー分野 
15:52 ~ 16:03 金子 萌美 メディシナルケミストリー分野 
16:04 ~ 16:15 Kim Youngchan 生命有機化学分野 
16:16 ~ 16:27 陳 勝男 生命有機化学分野 
16:28 ~ 16:39 松澤 翼 生命有機化学分野 
16:40 ~ 16:51 加藤 大輝 薬化学分野 
16:52 ~ 17:03 三浦 孝大 薬化学分野 
17:03 ~ 17:10 休憩 

研究者の部  （座長 田村 篤志 助教） 
17:10 ~ 17:23 當麻 浩司 センサ医工学分野 
17:24 ~ 17:37 有坂 慶紀 有機生体材料学分野 
 
18:15 ~ 18:30 結果発表、表彰式、閉会の辞 研究発表会実行委員長 由井 伸彦 教授 
 
18:40 ~ 20:30 懇親会 司会 平野 智也 准教授 


