
■教員

受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者氏名 連名者 受賞対象となった研究のテーマ

2022/12/7 第32回日本MRS年次大会 奨励賞 大学院工学研究科講師 横井　達矢

格子欠陥の原子構造と特性の高精
度予測に向けたニューラルネット
ワーク記述子・原子間ポテンシャル
の構築

2022/12/8
令和4年度(第35回)有機合成化学協会
研究企画賞(塩野義製薬 研究企画賞)

大学院工学研究科助教 大村　修平
元素戦略で挑む鉄触媒を用いる不
斉C-Hフッ素化反応

2022/12/26 中部建築賞　入賞 大学院工学研究科准教授 太幡　英亮
石原可南子(環境学研究
科修了生)

あかばねこども園(建築作品)

2022/12/26 知財番付2022 東の横綱 大学院工学研究科准教授 安井　隆雄
馬場嘉信(未来社会創造
機構教授)、他6名

呼気センシングによる個人認証

2023/1/6
名古屋大学医学系研究科医学奨励賞
最優秀賞

医学部附属病院助教 前田　啓子 腸管上皮細胞の防御機構の解明

2023/1/10
第9回ものづくり日本大賞
経済産業大臣賞

大学院創薬科学研究科准教授 加藤　竜司 他1名
クラウド型再生医療細胞品質管理シ
ステム「AiCELLEX」の開発事業

2023/1/11
2022 ASLI Choice 
(Science and Technology) Award

宇宙地球環境研究所准教授 増永　浩彦

雲と降水の衛星観測に関する専門
書『Satellite Measurements of 
Clouds and Precipitation: 
Theoretical Basis』(Springer社)

2023/1/19
2022年度 日本建築衛生管理教育
センター　会長表彰

大学院環境学研究科教授 田中　英紀 建築物の環境衛生管理事業功労者

2023/1/28
計測自動制御学会中部支部
第五十三期支部賞研究賞

大学院工学研究科助教 山口　皓平 原進(工学研究科教授)
吸引領域の高速推定手法に基づく
非線形システムの構造・制御準同時
最適化手法

2023/1/30 コニカミノルタ画像科学奨励賞 医学部附属病院病院助教 平岩　宏章
心不全における胸部X線動態撮影を
用いた新規低侵襲的心機能および
血行動態評価法の開発

2023/1/31
第17回わかしゃち奨励賞　応用研究部門
優秀賞

生命農学研究科助教 加藤　晃代
微生物によるマルチ機能抗体の生
産技術開発

2023/1/31 第17回わかしゃち奨励賞　優秀賞
高等研究院／宇宙地球環境研究所
YLC特任助教

中村　紗都子
激甚宇宙天気災害時の送電網リス
ク評価：東海地域への観測網拡充

2023/2/1
文部科学省
マテリアル先端リサーチインフラ
令和4年度「秀でた利用成果」最優秀賞

大学院医学系研究科／高等研究院特任講師 佐藤　和秀

高橋一臣(中部ろうさい病
院呼吸器内科)、湯川博
(未来社会創造機構特任
教授)、馬場嘉信(同教授)

光応答性“Smart ADC”開発～光バ
イスタンダー効果と近赤外光線免疫
療法の二重の作用でがんを根治しう
る新概念・新技術を確立～

■学生

受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者氏名 連名者 受賞対象となった研究のテーマ

2022/10/13 JCA若手研究者ポスター賞　受賞者 大学院医学系研究科D4 Mohamed Abdelmoneim
医学系研究科癌免疫治
療研究室

Novel armed oncolytic HSV exhibits 
strong antitumor effects that lead 
to complete tumor regression

2022/10/17

第74回日本生物工学会大会
次世代アニマルセルインダストリー
研究部会
最優秀学生発表賞(博士の部)

大学院創薬科学研究科D3 竹本　悠人

今井祐太(本学修了生)、
蟹江慧(創薬科学研究科
客員准教授)、加藤竜司
(同准教授)、他2名

高品質セルバンク構築のための細
胞画像を用いた超早期細胞品質評
価

2022/11 JSST2022 Student Presentation Award 大学院工学研究科M2 勝又　稜平
西口浩司(工学研究科講
師)、干場大也(同助教)、
加藤準治(同教授)、他1名

Large-Scale Computation of 
Transient Topology Optimization 
Using the
Building-Cube Method

2022/11/8
2022年度日本建築学会大会(北海道)
学術講演会　環境工学部門　
若手優秀発表賞

大学院環境学研究科M2 森永　祐生
田中英紀(環境学研究科
教授)

建物群のエネルギー管理における
データ分析手法に関する研究　その
2　機械学習手法を用いたエネル
ギー消費の類型化と実態把握

2022/11/8
2022年度日本建築学会大会(北海道)
学術講演会　環境工学部門　
若手優秀発表賞

大学院環境学研究科M1 鈴木　遼平
田中英紀(環境学研究科
教授)、奥宮正哉(同元教
授)、鵜飼真紀子(同助教)

公共研究施設のZEB化に関する研
究　第12報　熱源システムにおける
再生可能エネルギー利用の効果検
証

2022/11/8
2022年度 日本建築学会大会(北海道)
学術講演会　環境工学委員会
若手優秀発表賞

大学院環境学研究科M1 内藤　裕崇

頻発する過酷気象を考慮する気象
データ のの開発(その1)気象観測結果
に基づくデータのの開発と建物熱負荷計
算への応用

2022/11/14 2022 GTR Research Award 大学院創薬科学研究科D2 杉山　亜矢斗
ペプチド・高分子ハイブリッドによる
再生促進のための界面開発

2022/11/28
第59回日本航空宇宙学会中部・関西支
部合同秋期大会
中部支部学生賞

大学院工学研究科D3 福嶋　岳
前方流速場nudgeによる衝撃波変調
の実験

2022/12/2
第20回日本流体力学会中部支部講演会 
優秀賞

大学院工学研究科M1 三木　佑真
超音速インテークの衝撃波/境界層
干渉に伴う剥離の緩和を目指した極
低温壁面冷却

2022/12/9
第65回自動制御連合講演会 
優秀発表賞

大学院工学研究科D2 坂野　幾海

ネットワークシステムのデータ駆動
型可制御性解析 ―ネットワークトポ
ロジを変化させると可制御性はどう
なるか?―

2022/12/14 第63回高圧討論会　ポスター賞 大学院工学研究科D2 浅野　秀斗

丹羽健(工学研究科准教
授)、佐々木拓也(同助
教)、長谷川正(同教授)、
他1名

新規高圧相マンガン窒化物の相安
定性及び圧縮挙動

祝　受賞!!   受賞者一覧
原則2023年1月1日から2023年1月31日までの期間の受賞情報をまとめています。

学年※ M…博士前期課程、D…博士後期課程



2022/12/14
日本結晶成長学会　
第51回結晶成長国内会議
学生ポスター賞

大学院工学研究科M2 神崎　亮

佐々木拓也(工学研究科
助教)、Nico Alexander 
Gaida(同元特任助教)、丹
羽健(同准教授)、長谷川
正(同教授)

塩化アンモニウムを用いたハイエン
トロピー窒化物の高温高圧単結晶
育成

2022/12/15
第33回エラストマー討論会
若手優秀発表賞

大学院工学研究科M2 太田　真瑚
イオン性官能基を有する高性能熱
可塑性エラストマーの創製

2022/12/17
建築系愛知15大学共通設計競技
「名古屋都市再生2022ウォーカブルなま
ちづくり」実行委員会　優秀賞

大学院環境学研究科M1 清家　悠大
児玉匠(環境学研究科
M1)、青山悠人(工学部
B4)、森琢人(同B4)

アーバン・テキスタイル

2022/12/18
日本機械学会　
第33回バイオフロンティア講演会
若手優秀講演表彰

大学院工学研究科M2 水口　蒼紫
自動車衝突時の歩行者路面傷害軽
減のためのブレーキ波形に関する
研究

2022/12/19
環境情報科学会
事務局長賞

大学院環境学研究科M1 藤川　奈々
山下奈穂(環境学研究科
助教)、白川博章(同准教
授)、谷川寛樹(同教授)

滞留年数の延長による将来ストッ
ク・フロー及びCO2排出量への影響
評価　道路におけるケーススタディ

2022/12/21
2022年度日本建築学会大会(北海道)
構造部門振動分野　若手優秀発表賞

大学院環境学研究科M1 成澤　恒星
平井敬(減災連携研究セ
ンター助教)、福和伸夫(同
特任教授)

建築振動教育のための加速度計
測・分析・可視化システムの開発　
その1　全体概要と無線によるデータ
伝送機能を備えたMEMS加速度計を
用いた振動計測

2022/12/23
第21回産官学接着若手フォーラム
ベストポスター・プレゼン賞

大学院工学研究科M2 河上　知良
低分子液晶との接触で誘起される
液晶性光配向膜の構造転移現象と
その場観測

2022/12/23
第21回産官学接着若手フォーラム
ベストポスター・プレゼン賞

大学院工学研究科M1 古田　大輔
自由界面を開始点とする光RAFT重
合による側鎖型液晶高分子薄膜の
調製

2022/12/23
第21回産官学接着若手フォーラム
ベストポスター・プレゼン賞

工学部B4 坂本　萌
シリカ微粒子を複合化した生体親和
性高分子PMEAのシランカップリング
剤による力学特性の制御

2023/1/6 名古屋大学医学系研究科医学奨励賞 大学院医学系研究科D4 竹内　想

2023/1/16 2022 GTR成果報告会 優秀ポスター賞 大学院工学研究科D1 沖田　ひかり
人工核酸のケミカルライゲーション
に関する研究

2023/1/16 11th NUSRシンポジウム 学生ポスター賞 大学院工学研究科M2 武田　良樹

佐々木拓也(工学研究科
助教)、丹羽健(同准教
授)、長谷川正(同教授)、
他1名

新規な六方晶Cr-Ge系化合物の高
温高圧合成と磁気的性質

2023/1/18
日本女性腎臓病医の会(JSWN)
研究活動奨励賞

大学院医学系研究科D4 古志　衣里

微小変化型ネフローゼに対するリツ
キシマブ治療の作用機構の全容解
明を目指して ―ヒト末梢血白血球
の網羅的解析を通して―

2023/1/24 電気学会優秀論文発表賞 大学院工学研究科D1 小名木　良太
モンテカルロ法による真空中絶縁破
壊後の金属蒸気拡散の推定

2023/1/24 電気学会優秀論文発表賞 大学院工学研究科M2 川端　大海

DCモータの整流子片摺動過程にお
ける転流プロセスの理論計算 
--- 摺動速度に対する残留電流の
依存性 ---

2023/1/24 電気学会優秀論文発表賞 大学院工学研究科M1 金森　涼太朗

長距離高圧配電線を介して遠方か
ら連系された PVS とその出力可能
電力 - 異なる配電線長と負荷消費
電力

2023/1/24 IEEE名古屋支部学生奨励賞 大学院工学研究科D2 北　直樹
陰極Cu-陽極SUS電極系の真空中
コンディショニングによる絶縁耐圧向
上効果

2023/1/24
令和四年度電気・電子・情報関係学会
東海支部連合大会奨励賞

大学院情報学研究科M1 加藤　優吾

要約が必要な質問応答タスクにおけ
る事前学習モデルの利用(小川泰弘
(知能システム学専攻 准教授)，外
山勝彦(知能システム学専攻 教授)
と共著)

2023/1/25 SCIS論文賞 大学院工学研究科M1 栗原　昂汰 Google Adiantum に対する量子攻撃
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