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平成21年度信州大学医学部医学科顕彰受賞者が発表されました 

2010.02.22

【平成21年度信州大学医学部医学科顕彰受賞者】 

 

○優秀論文賞（対象期間：平成21年1月1日～平成21年12月1日） 

First authorとCorresponding authorのそれぞれに賞状と記念メダルを授与します。 

 

優秀論文賞対象者（敬称略）：肥田重明、瀧 伸介、濱野英明、川 茂幸、小林茂昭、川上雅子、中山 淳、

齋藤直人 

 

Impact Factor部門 1論文 

First author ： 肥田重明 

Corresponding author ： 瀧 伸介 

Title ： Fc receptor γ-chain, a constitutive component of the IL-3 receptor, is required for IL-3-induced 

IL-4 production in basophils 

Journal ： Nat. Immunol. 10(2):214-222(2009)【Impact Factor 2008=25.113】 

 

Citation部門 4論文 

First author ： 濱野英明 

Corresponding author ： 川 茂幸 

Title ： Hydronephrosis associated with retroperitoneal fibrosis and sclerosing pancreatitis 

Journal ： ＬＡＮＣＥＴ359:1403-1404(2002) 

Times Cited ： 118 

 

First author ： 小林茂昭 

Corresponding author ： 小林茂昭 

Title ： Carotid cave aneurysms of the internal carotid artery. 

Journal ： J Neurosurg 70:216-21(1989) 

Times Cited  ： 112 

 

First author ： 川上雅子 

Corresponding author ： 中山 淳 

Title ： Enhanced expression of prostate-specific membrane antigen gene in prostate cancer as revealed 
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by in situ hybridization 

Journal ： Cancer Res 57:2321-2324(1997) 

Times Cited ： 101 

 

First author ： 齋藤直人 

Corresponding author ： 齋藤直人 

Title ： A biodegradable polymer as a cytokine delivery system for inducing bone formation 

Journal ： Nat Biotechnol 19:332-335(2001) 

Times Cited ： 100 

 

 

○特別賞（対象期間：平成21年1月1日～平成21年12月1日） 

受賞者に賞状と記念メダルを授与します。 

 

栁平朋子   

第20回日本緑内障学会 優秀ポスター賞 

 

林 琢磨 

第41回市村学術賞 貢献賞 

 

増本純也 

平成21年度日本病理学会学術研究賞（Ａ演説） 

 

肥田重明 

第4回日本免疫学会研究奨励賞 

 

新藤隆行 

日本心血管内分泌代謝学会第13回高峰譲吉研究奨励賞 

 

新藤優佳 

ＣＫＤ Award 2009ポスター発表優秀賞 

 

小山晃英 

第17回日本血管生物医学会Young Investigator Award 

 

 

○海外研修奨励賞（対象期間：平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

受賞者に賞状と50万円を授与します。 

 

兒玉邦彦 

海外研修先： 

KEM hospital and Seth GS Medical college Parel,Mumbai 400 012,India 

目的： 

脳神経外科手術（特に頭蓋底外科手術）の研修 

 

井川靖彦 

海外研修先： 

１．Yonsei Da Vinci Training Center, Yonsei University Health System, Seoul Korea 

２．Department of Urology, University of Virginia School of Medicine,Charlottesville, VA 22908, USA. 

目的： 
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トピックス一覧に戻る  
ホームに戻る  

 このページの先頭に戻る 

ロボット利用泌尿器科手術（Robot-assisted urological surgery）の習得のため 

 

 

【賞状・記念メダルの授与式】 

平成22年3月25日（木）13:00 学部長室 

 

【優秀論文賞受賞者による記念講演会】 

優秀論文賞を受賞した著者に依頼して、記念講演会を開催します。 

 

（講演内容） 

・研究の動機 

・研究でのご苦労 

・Reviewerからの指摘 

・その後の研究の発展 

・若い研究者（大学院生・博士取得間もない研究者）にインパクトを与えていただきます。 

 

（講 演 者） 

青山俊文 氏、本郷一博 氏（両名ともに平成19年度優秀論文賞受賞者） 

 

（日  程） 

平成22年4月26日（月）17:30～19:30 

 

（場  所） 

旭総合研究棟9階AB（予定） 

関連情報 NOW PRINTING 

採用情報  教職員向け情報   

個人情報の保護｜ 情報公開のご案内｜ サイトポリシー｜ リンク  

 

3/3 ページトピックス詳細｜信州大学医学部

2010/02/24http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/topics/2010/02/2225764.html


