
過去10年（平成19年度～平成28年度）の顕著な受賞歴（教員）   ※県大ホームページに記載分を各部局で補完のうえ作成

【薬学分野】

（平成19年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 平成19年度 日本薬学会東海支部学術奨励賞 講師 薬学部 三宅 正紀
2 平成19年度 日本生薬学会学術貢献賞 講師 薬学部 阿部 郁朗
3 メンタルバイオサイエンス研究会　研究奨励賞 特任講師 薬学部 玉野 春南
4 平成20年度 日本薬学会学術振興賞 講師 薬学部 阿部 郁朗

（平成20年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 第7回新規素材探索研究会最優秀ポスター賞 助教 薬学研究科 脇本 敏幸
教授 薬学部 佐藤 雅之
助教 薬学部 鈴木 由美子

3 平成20年度天然物化学談話会奨励賞 助教 薬学部 森田 洋行
4 臨床薬理研究振興財団賞学術論文賞 教授 薬学研究科 山田 浩
5 第24回茶学術研究会講演会　学術奨励賞 准教授 薬学部 海野 けい子
6 日本薬学会奨励賞 准教授 薬学部 五十里 彰

（平成21年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 Tetrahedron Most Cited Paper　2006-2009 Awardを受賞 助教 薬学部 鈴木 由美子
2 日本排尿機能学会賞（論文部門） 助教 薬学部 伊藤 由彦
3 有機合成化学協会2009年富士フイルム研究企画賞 助教 薬学部 小西 英之

（平成22年度）

賞名 職名 所属 受賞者

准教授 濱島 義隆
助教 浅川 倫宏

2 日本抗加齢医学会総会優秀演題賞 准教授 薬学部 海野 けい子
3 静岡実験動物研究会 第 38回研究発表会 林榮一賞 助教 薬学部 伊藤 由彦
4 平成23年度日本薬学会奨励賞 講師 薬学部 浅井 知浩

（平成23年度）

第9回新規素材探索研究会 奨励賞

2

1 薬学部

Tetrahedron Most Cited Paper2005-2008 Award



賞名 職名 所属 受賞者

1 第75回日本生化学会中部支部例会・シンポジム 奨励賞 助教 薬学部 南 彰
助教 薬学部 清水 広介
講師 薬学部 浅井 知浩
教授 薬学部 奥 直人

3 第3回抗加齢研究奨励賞(臨床の部) 教授 薬学部 森本 達也
4 平成23年度日本薬学会東海支部学術奨励賞 講師 薬学部 浅井　知浩
5 クロマトグラフィー科学会 学会賞 教授 薬学部 豊岡 利正
6 日本薬学会 東海支部 学術奨励賞 准教授 薬学部 尾上 誠良
7 The 7th China-Japan Cardiovascular Forum　若手研究者奨励賞 助教 薬学部 刀坂 泰史
8 第32回日本臨床薬理学会年会　優秀演題賞 助教 薬学部 田中 紫茉子
9 第89回日本生理学会大会 ポスターアワード 准教授 薬学部 五十里 彰

（平成24年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 日本薬剤学会奨励賞 准教授 薬学部 尾上 誠良
2 平成24年度日本薬学会東海支部学術奨励賞 講師 薬学部 林 秀樹
3 日本DDS学会賞（永井賞） 教授 薬学部 奥 直人
4 第5回臨床薬理研究振興財団研究大賞 講師 薬学部 林 秀樹
5 2012年度日本ペプチド学会奨励賞 准教授 薬学部 尾上 誠良
6 O-CHAパイオニア賞（学術研究大賞） 教授 薬学部 鈴木 隆
7 有機合成化学協会2012年度アステラス製薬•生命有機化学賞 教授 薬学部 菅　敏幸

（平成25年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1
39th International Symposium on High-Performance-Liquid-Phase Separations and
Related TechniquesAgilent Technologies Best Poster Award 准教授 薬学部 轟木 堅一郎

2 2013年度 日本毒性学会 技術賞 准教授 薬学部 尾上 誠良
3 国際心血管薬物療法学会 若手研究者奨励賞 助教 薬学部 刀坂 泰史
4 第17回日本地域薬局薬学会年会 優秀発表賞 助教 薬学部 谷澤 康玄

講師 薬学部 高橋 忠伸
助教 薬学部 閔 俊哲

6 OMCOS-17 IUPAC Poster Prize 助教 薬学部 小西 英之
7 ヨーロッパ臨床薬理学会　若手研究者奨励賞 助教 薬学部 田中 紫茉子
8 平成25年度病院薬局協議会/学術フォーラム第1回江口記念がん優秀論文賞助教 薬学部 辻 大樹
9 第1回日本肺高血圧学会学術集会Young Investigators Award最優秀賞 助教 薬学部 平井啓太

10 クロマトグラフィー科学会　平成25年度学術奨励賞 助教 薬学部 閔 俊哲
11 平成26年度日本薬学会学術振興賞 准教授 薬学部 渡辺 賢二
12 有機合成化学協会2013年旭化成ファーマ研究企画賞 助教 薬学部 山口 深雪

American Oil Chemists’ Society Phospholipid Best Paper Award 20112

5 日本薬学会東海支部 平成25年度学術奨励賞受賞



（平成26年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 第16回（平成26年度）日本食品化学学会奨励賞 講師 薬学部 井之上 浩一
2 日本薬剤学会 第29年会称号「製剤の達人: The Master of Pharmaceutical Technology」教授 薬学部 並木 徳之
3 2014年度日本薬剤学会奨励賞 准教授 薬学部 浅井 知浩
4 日本糖質学会 平成26年度奨励賞 講師 薬学部 高橋 忠伸

助教 薬学部 南 彰
講師 薬学部 岩尾 康範

6 日本薬物動態学会平成26年度奨励賞 教授 薬学部 尾上 誠良
7 第18回日本心不全学会学術集会YIA（ハートチーム部門）　優秀賞 助教 薬学部 砂川 陽一
8 The APSTJ Global Education Seminar Presentation Award 2014 講師 薬学部 清水 広介
9 第4回メタロミクス研究フォーラムYoung Scientist Award受賞 助教 薬学部 鈴木 美希

10 公益財団法人 長寿科学振興財団 平成26年度長寿科学賞 講師 薬学部 高橋 忠伸
11 第32回メディシナルケミストリーシンポジウム　優秀賞 講師 薬学研究院 小郷 尚久

12
The 19th Annual Scientific Meeting of the International Society of
 Cardiovascular Pharmacotherapy (ISCP) Young Investigator Award (YIA)

助教 薬学部 砂川 陽一

13 公益財団法人 日本感染症医薬品協会　住木・梅澤記念賞 准教授 薬学部 渡辺 賢二

14
東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合（Tokyo Biomarker
Innovation Research Association: TOBIRA）第3回TOBIRA奨励賞

講師 薬学部 高橋 忠伸

15 第30回茶学術研究会講演会 優秀ポスター賞 助教 薬学部 浅川 倫宏

（平成27年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 日本薬剤学会　平成27年度タケル・アヤ・ヒグチ記念賞 教授 薬学部 奥 直人
助教 薬学部 浅川 倫宏
助教 薬学部 金子 雪子
講師 薬学部 清水 広介

3 39回内藤コンファレンス 優秀発表者賞 助教 薬学部 江上 寛通
4 平成27年度有機合成化学協会東海支部 奨励賞 助教 薬学部 稲井 誠
5 平成27年度日本生薬学会 学会賞 教授 薬学部 野口 博司
6 静岡実験動物研究会 第 44 回研究発表会 林榮一賞 助教 薬学部 世戸 孝樹
7 日本ウイルス学会 杉浦奨励賞 准教授 薬学部 高橋 忠伸
8 第36回日本臨床薬理学会年会　優秀演題賞 助教 薬学部 田中 紫茉子
9 有機合成化学協会2015年第一三共研究企画賞 助教 薬学部 川戸 勇士

10 平成28年度日本薬学会学術貢献賞 教授 薬学部 豊岡 利正
11 平成28年度日本薬学会賞 教授 薬学部 奥 直人

平成27年度日本薬学会東海支部学術奨励賞2

5 日本薬学会東海支部 平成26年度学術奨励賞



（平成28年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 平成28年度有機合成化学協会東海支部奨励賞 助教 薬学部 小西 英之
2 日本化学会第96春季年会優秀講演賞(学術) 助教 薬学部 江上 寛通
3 第15回Kinki Hokuriku Airway disease Conference優秀賞 助教 薬学部 平井 啓太
4 日本薬剤学会第31年会　2016年度日本薬剤学会旭化成創剤研究奨励賞 准教授 薬学部 岩尾 康範
5 日本薬剤学会第31年会　最優秀発表者賞 助教 薬学部 佐藤 秀行
6 第8回日本DDS学会奨励賞 講師 薬学部 清水 広介
7 平成28年度日本薬学会東海支部 学術奨励賞 講師 薬学部 刀坂 泰史

8
European Society for Alternative to Animal Testing (EUSAAT) 2016 Young
Scientist Travel Award

助教 薬学部 世戸 孝樹

9 日本薬剤学会 第 41 回 製剤・創剤セミナー Postdoctoral Presentation Award助教 薬学部 佐藤 秀行
10 第28回微生物シンポジウム ベストアブストラクト賞 講師 薬学部 三宅 正紀
11 2016年度日本分析化学会賞 教授 薬学部 豊岡 利正
12 28年度O-CHAパイオニア賞学術研究大賞 教授 薬学部 山田 浩
13 一般財団法人 バイオインダストリー協会　2016年度化学・生物素材研究開発奨励賞 准教授 薬学部 高橋 忠伸
14 有機合成化学協会2016年東レ研究企画賞 講師 薬学部 江上寛通
15 第18回日本感染症医薬品協会 奨励賞 助教 薬学部 紅林 佑希
16 平成29年度日本薬学会　学術貢献賞 教授 薬学部 鈴木 隆
17 平成29年度日本薬学会　奨励賞 助教 薬学部 小西 英之



【食品栄養環境科学分野】
（平成19年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 平成19年度 生態工学会賞（学術賞） 准教授 環境科学研究所 谷 晃
2 平成19年度 クリタ水・環境科学研究 優秀賞 教授 環境科学研究所 岩堀 恵祐
3 平成19年度 日本食品科学工学会奨励 准教授 食品栄養科学部 熊澤 茂則
4 浄化槽関係事業功労者・環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長表彰 教授 環境科学研究所 岩堀 恵祐
5 平成19年度科学交流フォーラム（第9回静岡大学ライフサイエンスシンポジウム）　ポスター賞 助教 環境科学研究所 榊原 啓之
6 第22回望月喜多司記念賞奨励賞 助教 食品栄養科学部 増田 修一
7 日本農芸化学会2008年度大会　B.B.B.論文賞 助教 生活健康科学研究科 丹羽 康夫
8 日本農芸化学会2008年度大会　B.B.B.論文賞 教授 環境科学研究所 下位 香代子

（平成20年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 環境省水・土壌環境保全功労者表彰 教授 環境科学研究所 岩堀 恵祐
2 天野エンザイム第9回応用酵素シンポジウム　研究奨励賞 助教 生活健康科学研究科 伊藤 創平
3 第16回日本生物工学論文賞 助教 生活健康科学研究科 丹羽 康夫
4 2008年度環境科学会論文賞 教授 環境科学研究所 坂田 昌弘
5 2008年度O-CHAパイオニア賞顕彰大賞 教授 食品栄養科学部 横越 英彦

（平成22年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 「静岡市民文芸」小説部門 奨励賞 助教 環境科学研究所 内藤 博敬
2 第32回沖縄研究奨励賞 教授 食品栄養科学部 熊澤　茂則

（平成23年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 天野エンザイム第12回応用酵素シンポジウム　研究奨励賞 准教授 食品栄養科学部 鮒 信学
2 日本トキシコロジー学会学術年会若手優秀研究発表賞を受賞 助教 環境科学研究所 豊岡 達士
3 環境科学会 2011年度優秀研究企画賞（富士電機賞） 助教 環境科学研究所 三宅 祐一
4 静岡県知事表彰（栄養士養成功労者） 教授 食品栄養科学部 合田　敏尚
5 日本環境変異原学会研究奨励賞 准教授 環境科学研究所 伊吹 裕子

（平成24年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 平成24年度日本毒性学会田邊賞 教授 環境科学研究所 下位 香代子



2 第56回生活と環境全国大会式典　環境大臣表彰 教授 環境科学研究所 岩堀 惠祐

（平成25年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 平成25年度杉山彦三郎賞 特任教授 食品栄養環境科学研究院 中村 順行
2 クリタ水・環境科学研究優秀賞 助教 環境科学研究所 三宅 祐一
3 2013年度日本地球化学会　奨励賞 助教 環境科学研究所 光延　聖
4 平成25年度茶業功労賞 特任教授 食品栄養環境科学研究院 中村 順行
5 平成25年度日本環境変異学会・学会賞 教授 環境科学研究所 下位 香代子
6 平成26年度日本農芸化学会農芸化学　奨励賞 助教 食品栄養科学部 石井 剛志
7 「Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry」誌（日本農芸化学会発行）　Most-cited paper awards助教 食品栄養科学部 石井 剛志

（平成26年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 第23回環境化学学術賞 教授 食品栄養科学部 坂田 昌弘
2 第18回日本病態栄養学会年次学術集会 会長賞（優秀演題賞） 助教 食品栄養科学部 佐久間 理英
3 第30回茶学術研究会講演会 ポスター賞 助教 食品栄養科学部 島村 裕子
4 平成27年度日本農芸化学会農芸化学 奨励賞 助教 食品栄養科学部 三好 規之

（平成27年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 2015年度日本農芸化学会大会 トピックス賞 助教 食品栄養科学部 伊藤 圭祐
2 日本放線菌学会 浜田賞 准教授 食品栄養科学部 鮒 信学
3 厚生労働大臣表彰（栄養士養成功労者） 教授 食品栄養科学部 合田 敏尚
4 しずおか優秀若手女性研究者表彰　最優秀賞 助教 食品栄養科学部 島村 裕子
5 平成27年度 O-CHAパイオニア賞 学術研究大賞 特任教授 食品栄養環境科学研究院 中村 順行
6 日本農芸化学会 2016年度農芸化学奨励賞 准教授 食品栄養科学部 鮒 信学

（平成28年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 2016年度日本農芸化学会大会 トピックス賞 准教授 食品栄養科学部 伊藤 圭祐　他
2 公益財団法人鉄鋼環境基金2016年度助成研究成果表彰　技術委員長賞助教 食品栄養科学部 三宅 祐一
3 平成27年度日本調理科学会奨励賞 助教 食品栄養科学部 伊藤 聖子
4 2016年度環境科学会論文賞 教授 食品栄養科学部 坂田 昌弘
5 全国栄養士養成施設協会会長表彰 教授 食品栄養科学部 桑野 稔子
6 環境科学会　2016年会最優秀発表賞、2016年度優秀研究企画賞 特任助教 食品栄養科学部 徳村 雅弘



7 全国お茶まつり　日本茶業中央会　平成28年度茶業功績者表彰 特任教授 茶学総合研究センター 中村 順行



【国際関係学分野】

（平成19年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 第11回 国際開発研究　大来賞 准教授 国際関係学部 湖中 真哉

（平成21年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 第6回本間一夫文化賞 教授 国際関係学部 石川 准
2 日本倫理学会　平成21年度「和辻賞」（著作部門） 講師 国際関係学部 吉田 真樹
3 平成21年度静岡市有功者表彰 准教授 国際関係学部 前山 亮吉
4 第31回サントリー学芸賞 講師 国際関係学部 松森 奈津子

（平成22年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 第22回国際安全保障学会最優秀出版奨励賞（佐伯喜一賞） 教授 国際関係学部 梅本 哲也

（平成23年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 第1回社会調査協会賞（『社会と調査』賞） 准教授 国際関係学部 高畑 幸

（平成24年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 第6回塙保己一賞・大賞 教授 国際関係学部 石川 准

（平成27年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 日本学術振興会「科学研究費助成事業（科研費）」27年度審査委員表彰 教授 国際関係学部 湖中 真哉



【経営情報学分野】

（平成19年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 第5 回パピルス賞（自然科学部門） 教授 経営情報学部 五島 綾子

教授 鈴木 直義

准教授 湯瀬 裕昭

講師 渡邉 貴之

（平成20年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 電子情報通信学会　情報・システムソサイエティ活動功労賞教授 経営情報学部 斉藤 和巳

2 日本NPO学会　優秀賞 教授 経営情報学部 金川 幸司

（平成21年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 日本ソフトウェア科学会　第13回論文賞 教授 経営情報学部 斉藤 和巳

2 日本応用数理学会　平成21年度論文賞（実用部門） 教授 経営情報学部 斉藤 和巳

（平成22年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 日本年金学会創立30周年記念賞（佳作） 助教 経営情報学部 上野 雄史

（平成23年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 世界緑茶協会 O-CHAパイオニア賞「学術研究大賞」 教授 経営情報学部 岩崎 邦彦

経営情報学部2 JGN2アワード・アプリケーション賞



（平成24年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 世界緑茶協会 O-CHAパイオニア賞「学術研究大賞」 教授 経営情報学部 岩崎 邦彦

（平成27年度）

賞名 職名 所属 受賞者

1 第6回2014年度多国籍企業学会単行本の部学術研究奨励賞 講師 経営情報学部 笠原 民子



【短期大学部】
（平成19年度）

賞名 役職 所属 受賞者

1 日本生理人類学会第55回大会　発表奨励賞 准教授 一般教育等 林　恵嗣
2 第16回日本歌曲振興会日本歌曲コンクール作曲部門　優秀賞 講師 こども学科 山本　学
3 第3回TIAA全日本作曲家コンクール室内楽部門　入選 講師 こども学科 山本　学

（平成20年度）

賞名 役職 所属 受賞者

1 日本小児歯科学会 優秀発表賞 教授 歯科衛生学科 仲井　雪絵
2 平成19年度 大阪大学歯学会 優秀研究奨励賞 准教授 歯科衛生学科 木林　美由紀
3 第6回万葉の歌音楽祭　明日香村長賞（第2位） 講師 こども学科 山本　学
4 アーツ・チャレンジ2008音楽部門アーティスト 講師 こども学科 山本　学

（平成21年度）

賞名 役職 所属 受賞者

20 行動美術協会「第64回 行動展」建畠覚造賞 准教授 こども学科 藤田　雅也

（平成22年度）

賞名 役職 所属 受賞者

7 こども環境学会　活動奨励賞 准教授 社会福祉学科社会福祉専攻 松平　千佳
8 全国公立短期大学協会文部科学大臣表彰 教授 こども学科 漁田　俊子

（平成23年度）

賞名 役職 所属 受賞者

9 第8回日本認知心理学会優秀発表賞 教授 こども学科 漁田　俊子
21 行動美術協会「第66回 行動展」行動美術賞（最高賞） 准教授 こども学科 藤田　雅也



（平成24年度）

賞名 役職 所属 受賞者

3 日本カレドニア学会学術奨励賞 講師 一般教育等 有元　志保

（平成25年度）

賞名 役職 所属 受賞者

1 吉川博士記念賞 教授 一般教育等 鶴橋　俊宏
6 公益財団法人日本教育公務員弘済会本部 奨励賞 准教授 歯科衛生学科 木林　美由紀

15 第3回小田原賞作曲コンクール　入選 講師 こども学科 山本　学

（平成26年度）

賞名 役職 所属 受賞者

10 全国保育士養成協議会表彰 教授 こども学科 漁田　俊子
16 神奈川県相模原市中央区の歌　次点（優秀賞） 講師 こども学科 山本　学
17 第9回米原市芸術展覧会作詞作曲部門　教育長賞（第2位） 講師 こども学科 山本　学

（平成28年度）

賞名 役職 所属 受賞者

18 月刊ピアノ×ピティナ編曲オーディション2016　月刊ピアノ特別賞 講師 こども学科 山本　学
19 3rd Prize at The 5th Tokyo International Competition for Art Song Composition（東京国際歌曲作曲コンクール第3位） 講師 こども学科 山本　学
22 名古屋ライトハウス愛盲報恩会第11回片岡好亀賞 教授 社会福祉学科介護福祉専攻 立花　明彦
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