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No.1 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 獣医生理学研究室

教授　木崎 景一郎 （きざき けいいちろう）

シーズのポイント

病気が発生する仕組みや治療法の基礎的研究

シーズ概要

私たちヒトやウシ、マウスなどの哺乳動物を対象にして、健常な動物の身体の生理機構を明らかにすると共に、病気
が発生する仕組みや治療法の基礎的研究を行っています。

ホームページ

 ● ● ● ● ● 農学部　共同獣医学科　木崎 景一郎● ●

No.2 農学部 学科 応用生物化学科 コース
研究室 分子生物学研究室

教授　西山 賢一 （にしやま けんいち）

シーズのポイント

生体膜がどのように形成されるのか

シーズ概要

大腸菌を用いて、タンパク質膜透過反応や膜挿入反応の分子機構をより詳しく調べ、動植物を問わずすべての生物に
適用できるような普遍的な概念を導き出すことを目的に研究しています。

ホームページ

 ● ● ● ● ● 農学部　応用生物化学科　西山 賢一●

No.3 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 獣医生理学研究室

准教授　大沼 俊名 （おおぬま としな）

シーズのポイント

腫瘍血管新生を標的とした治療法の開発

シーズ概要

私たちヒトやウシ、マウスなどの哺乳動物を対象にして、健常な動物の身体の生理機構を明らかにすると共に、病気
が発生する仕組みや治療法の基礎的研究を行っています。

ホームページ

 ● ● ● ● ● 農学部　共同獣医学科　大沼 俊名●

技 術 相 談 の 流 れ

ご相談される皆さま 岩 手 大 学

● 新製品のための技術
● 収量アップ
● 生産性の向上
● 地域の活性化
● 地域資源の活用
…

三陸復興・地域創生推進機構 学　部

技術課題技術課題 リエゾン教員・コーディネータリエゾン教員・コーディネータ 研究者研究者

① 相　　　談

④ 契約手続き
機密保持契約
共同研究契約
技術指導契約など

⑤  共 同 研 究 等 開 始

課題解決による事業展開・知財化・論文化

同じ色の
ページへ

表示されている色の
場面と関係しています。

② 打ち合わせ

③ 進め方決定
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生化学・細胞　【7】

農学部 教授 木崎景一郎 NO.1
農学部 教授 西山　賢一 NO.2
農学部 准教授 大沼　俊名 NO.3
理工学部 教授 小栗栖太郎 NO.4
理工学部 教授 福田　智一 NO.5
理工学部 准教授 芝　　陽子 NO.6
理工学部 准教授 尾﨑　　拓 NO.13

創薬・治療　【12】

農学部 教授 宇塚　雄次 NO.7
農学部 教授 佐藤　　洋 NO.8
農学部 教授 古市　達哉 NO.9
農学部 准教授 大沼　俊名 NO.3
農学部 准教授 片山　泰章 NO.10
農学部 助教 関　まどか NO.11
理工学部 教授 冨田　浩史 NO.12
理工学部 教授 福田　智一 NO.5
理工学部 准教授 尾﨑　　拓 NO.13
理工学部 准教授 芝　　陽子 NO.6
理工学部 准教授 菅野江里子 NO.14
理工学部 助教 浅井　彰太 NO.15

遺伝子　【8】

農学部 教授 木崎景一郎 NO.1
農学部 教授 古市　達哉 NO.9
農学部 准教授 中牟田信明 NO.16
農学部 助教 小林　沙織 NO.17
農学部 助教 関　まどか NO.11
理工学部 教授 小栗栖太郎 NO.4
理工学部 准教授 金子　武人 NO.18
理工学部 准教授 菅野江里子 NO.14

生体のメカニズム　【10】

農学部 教授 宇塚　雄次 NO.7
農学部 教授 木崎景一郎 NO.1
農学部 教授 佐藤　　洋 NO.8
農学部 教授 山本　欣郎 NO.19
農学部 准教授 大沼　俊名 NO.3
農学部 准教授 中牟田信明 NO.16
農学部 助教 小林　沙織 NO.17
農学部 助教 綱田　丈二 NO.20
理工学部 教授 小栗栖太郎 NO.4
理工学部 助教 坂田　和実 NO.21

免疫　【1】

農学部 助教 小林　沙織 NO.17

生体・細胞の不思議解明・活用【38】

シーズの
概要紹介の
番号です



動物園・水族館動物

飼育管理・繁殖・健康

創薬・治療
遺伝子

生体のメカニズム・免疫

食・公衆衛生・環境影響

ウイルス・細菌・寄生虫

病理・感染症

生化学・細胞

愛玩動物

野生動物野生動物

実験動物
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生化学・細胞　【7】

農学部 教授 木崎景一郎 NO.1
農学部 教授 西山　賢一 NO.2
農学部 准教授 大沼　俊名 NO.3
理工学部 教授 小栗栖太郎 NO.4
理工学部 教授 福田　智一 NO.5
理工学部 准教授 芝　　陽子 NO.6
理工学部 准教授 尾﨑　　拓 NO.13

創薬・治療　【12】

農学部 教授 宇塚　雄次 NO.7
農学部 教授 佐藤　　洋 NO.8
農学部 教授 古市　達哉 NO.9
農学部 准教授 大沼　俊名 NO.3
農学部 准教授 片山　泰章 NO.10
農学部 助教 関　まどか NO.11
理工学部 教授 冨田　浩史 NO.12
理工学部 教授 福田　智一 NO.5
理工学部 准教授 尾﨑　　拓 NO.13
理工学部 准教授 芝　　陽子 NO.6
理工学部 准教授 菅野江里子 NO.14
理工学部 助教 浅井　彰太 NO.15

遺伝子　【8】

農学部 教授 木崎景一郎 NO.1
農学部 教授 古市　達哉 NO.9
農学部 准教授 中牟田信明 NO.16
農学部 助教 小林　沙織 NO.17
農学部 助教 関　まどか NO.11
理工学部 教授 小栗栖太郎 NO.4
理工学部 准教授 金子　武人 NO.18
理工学部 准教授 菅野江里子 NO.14

生体のメカニズム　【10】

農学部 教授 宇塚　雄次 NO.7
農学部 教授 木崎景一郎 NO.1
農学部 教授 佐藤　　洋 NO.8
農学部 教授 山本　欣郎 NO.19
農学部 准教授 大沼　俊名 NO.3
農学部 准教授 中牟田信明 NO.16
農学部 助教 小林　沙織 NO.17
農学部 助教 綱田　丈二 NO.20
理工学部 教授 小栗栖太郎 NO.4
理工学部 助教 坂田　和実 NO.21

免疫　【1】

農学部 助教 小林　沙織 NO.17

生体・細胞の不思議解明・活用【38】

15154710
タイプライターテキスト
*

15154710
タイプライターテキスト
*2020年2月退職
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飼育管理　【4】

農学部 教授 岡田　啓司 NO.22
農学部 教授 佐藤　　繁 NO.23
農学部 准教授 一條　俊浩 NO.24
農学部 准教授 高橋　正弘 NO.25

繁殖　【4】

農学部 教授 木崎景一郎 NO.1
農学部 教授 髙橋　　透 NO.26
農学部 准教授 高橋　正弘 NO.25
理工学部 准教授 金子　武人 NO.18

健康　【7】

農学部 教授 宇塚　雄次 NO.7
農学部 教授 岡田　啓司 NO.22
農学部 教授 佐藤　　至 NO.27
農学部 教授 佐藤　　繁 NO.23
農学部 教授 寺嶋　　淳 NO.28
農学部 准教授 一條　俊浩 NO.24
農学部 准教授 片山　泰章 NO.10

ウィルス・細菌・寄生虫　【6】

農学部 教授 落合　謙爾 NO.29
農学部 教授 寺嶋　　淳 NO.28
農学部 教授 村上　賢二 NO.30
農学部 教授 山﨑　真大 NO.31
農学部 助教 関　まどか NO.11
農学部 助教 山﨑　朗子 NO.32

病理・感染症　【6】

農学部 教授 落合　謙爾 NO.29
農学部 教授 村上　賢二 NO.30
農学部 教授 山﨑　真大 NO.31
農学部 准教授 福井　大祐 NO.33
農学部 助教 小林　沙織 NO.17
農学部 助教 関　まどか NO.11

実験動物　【3】

農学部 教授 宇塚　雄次 NO.7
農学部 教授 古市　達哉 NO.9
農学部 教授 山本　欣郎 NO.19

産業動物（家畜等）【30】
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生態・種の保全／ 
診断治療・種の保存　【4】

農学部 教授 宇塚　雄次 NO.7
農学部 准教授 福井　大祐 NO.33

農学部 助教 綱田　丈二 NO.20
理工学部 准教授 金子　武人 NO.18

 

ペット治療　【8】

農学部 教授 宇塚　雄次 NO.7
農学部 教授 佐藤　　洋 NO.8
農学部 准教授 片山　泰章 NO.10
農学部 准教授 福井　大祐 NO.33

農学部 助教 内田　直宏 NO.34
農学部 助教 小林　沙織 NO.17
農学部 助教 森田　智也 NO.35
理工学部 准教授 菅野江里子 NO.14

 

食　【3】

農学部 教授 佐藤　　洋 NO.8
農学部 助教 山﨑　朗子 NO.32
理工学部 教授 冨田　浩史 NO.12

公衆衛生　【2】

農学部 教授 佐藤　　至 NO.27
農学部 教授 寺嶋　　淳 NO.28

環境影響　【1】

農学部 教授 佐藤　　洋 NO.8

野生動物／動物園・水族館動物【4】

愛玩動物【8】

ヘルスケア【6】

15154710
タイプライターテキスト
*

15154710
タイプライターテキスト
*2020年2月退職
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No.1 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 獣医生理学研究室

教授　木崎 景一郎 （きざき けいいちろう）

シーズのポイント

病気が発生する仕組みや治療法の基礎的研究

シーズ概要

私たちヒトやウシ、マウスなどの哺乳動物を対象にして、健常な動物の身体の生理機構を明らかにすると共に、病気
が発生する仕組みや治療法の基礎的研究を行っています。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　木崎 景一郎●●

No.2 農学部 学科 応用生物化学科 コース
研究室 分子生物学研究室

教授　西山 賢一 （にしやま けんいち）

シーズのポイント

生体膜がどのように形成されるのか

シーズ概要

大腸菌を用いて、タンパク質膜透過反応や膜挿入反応の分子機構をより詳しく調べ、動植物を問わずすべての生物に
適用できるような普遍的な概念を導き出すことを目的に研究しています。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　応用生物化学科　西山 賢一●

No.3 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 獣医生理学研究室

准教授　大沼 俊名 （おおぬま としな）

シーズのポイント

腫瘍血管新生を標的とした治療法の開発

シーズ概要

私たちヒトやウシ、マウスなどの哺乳動物を対象にして、健常な動物の身体の生理機構を明らかにすると共に、病気
が発生する仕組みや治療法の基礎的研究を行っています。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　大沼 俊名●

http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E7%8D%A3%E5%8C%BB%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/
http://news7a1.atm.iwate-u.ac.jp/~sec/
http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E7%8D%A3%E5%8C%BB%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/
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No.4 理工学部 学科 化学・生命理工学科 コース
研究室 生命コース

教授　小栗栖 太郎 （おぐるす たろう）

シーズのポイント

神経機能素子の構造と機能

シーズ概要

シナプスにおける神経伝達物質の放出に必要なタンパク質を発見し、その機能を研究しています。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 理工学部　化学・生命理工学科　小栗栖 太郎●

No.5 理工学部 学科 化学・生命理工学科 コース
研究室 生命コース

教授　福田 智一 （ふくだ ともかず）

シーズのポイント

無限分裂細胞と人工多能性幹細胞に関する研究

シーズ概要

幅広い動物種において、細胞周期に関連する共通した３つの遺伝子を導入することで、元の細胞のゲノム状態や性質
を保持したまま無限に細胞分裂を誘導できることを見出しました。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 理工学部　化学・生命理工学科　福田 智一●

No.6 理工学部 学科 化学・生命理工学科 コース
研究室 生命コース

准教授　芝　陽子 （しば ようこ）

シーズのポイント

動物細胞内におけるタンパク質の輸送機構の解明

シーズ概要

主に哺乳動物のがん細胞を用いた受容体の輸送機構や細胞外小胞の形成機構等、分子細胞生物学の研究を行っていま
す。またその研究経験を生かしたドラッグデリバリーシステム（DDS）やDDSの細胞内動態を解明する研究も行って
います。分子細胞生物学全般に経験を持っていますので、特異的な細胞で調べたいけどどのように研究したらいいかわ
からない等のご質問がおありでしたら、お気軽にご相談ください。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 理工学部　化学・生命理工学科　芝　陽子●

http://www.se.iwate-u.ac.jp/teacher/ogurusu-taro
http://web.cc.iwate-u.ac.jp/~tomof009/cell_and_gene/Welcome.html
http://lifesci.iwate-u.ac.jp/intercell/index.html
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No.7 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 獣医画像診断学研究室

教授　宇塚 雄次 （うづか ゆうじ）

シーズのポイント

犬や猫に対する有効な断層撮影法（CTやMRI）の検討

シーズ概要

外科的疾患の原因や病態の解明を特殊な画像検査（断層撮影検査）を駆使して診断したり、また疾患の外科的な治療
法の開発など、犬と猫を対象とした幅広い分野を対象に研究と教育を行っています。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　宇塚 雄次●●●●

No.8 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 比較薬理毒性学研究室

教授　佐藤　洋 （さとう ひろし）

シーズのポイント

薬が効いたり毒になるメカニズムの研究

シーズ概要

医薬品や環境化学物質の薬理（薬効）および毒性作用に着目し、種々の物質で惹起される作用のメカニズム解析や種
差・系統差に関する研究を行っています。

主な研究テーマ
・医薬品の副作用による感覚器障害の発生メカニズム解析
・抗がん剤の副作用による運動器障害とその発生メカニズム解析
・ホルモン依存性腫瘍の発生メカニズムと種差・系統差に関する研究

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　佐藤　洋● ●●

No.9 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 実験動物学研究室

教授　古市 達哉 （ふるいち たつや）

シーズのポイント

疾患の病態機序の解明、遺伝子の生体内機能の解明

シーズ概要

ヒトや動物の疾患を再現できるモデル動物を作製し、疾患の病態メカニズムについて研究しています。遺伝子改変マ
ウスを作製し、遺伝子の生体内機能について研究しています。

最近の研究テーマ
・Cant1遺伝子欠損マウスのDesbuquois骨異形成症モデル動物としての評価
・軟骨細胞特異的Crim1遺伝子欠損マウスの作製と表現型解析

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　古市 達哉●●

http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E7%94%BB%E5%83%8F%E8%A8%BA%E6%96%AD%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/
http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E6%AF%94%E8%BC%83%E8%96%AC%E7%90%86%E6%AF%92%E6%80%A7%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/
http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E5%AE%9F%E9%A8%93%E5%8B%95%E7%89%A9%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/
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No.10 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 獣医画像診断学研究室

准教授　片山 泰章 （かたやま まさあき）

シーズのポイント

腎障害モデルの作成、骨折治癒モデルの作成など

シーズ概要

研究室での研究活動と同時に、動物病院における外科診療系を担当している。主な研究内容は、犬のてんかんや椎間
板疾患といった神経病を対象とした研究や、伴侶動物医療における腎移植の進展に関する研究ならびに骨折等の整形外
科疾患に対する治療法に関する研究である。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　片山 泰章●● ●

No.11 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 獣医寄生虫学研究室

助教　関　まどか （せき まどか）

シーズのポイント

動物の寄生虫の診断・治療および疫学調査

シーズ概要

様々な動物の寄生虫について、診断ツールの開発や新規治療薬の開発を行っています。また、寄生虫の拡散経路の解
析につながる疫学調査も行っています。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　関　まどか●●

No.12 理工学部 学科 化学・生命理工学科 コース
研究室 生命コース

教授　冨田 浩史 （とみた ひろし）

シーズのポイント

失明者の視覚機能再建を目指す

シーズ概要

生物学的技術（遺伝子治療）あるいは工学技術（人工網膜）などを駆使して、「視覚機能を取り戻す」治療法の開発
を目指しています。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 理工学部　化学・生命理工学科　冨田 浩史● ●

http://news7a1.atm.iwate-u.ac.jp/~surgery/
http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E7%8D%A3%E5%8C%BB%E5%AF%84%E7%94%9F%E8%99%AB%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/
http://web.cc.iwate-u.ac.jp/~htomita/vis-neurosci/
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No.13 理工学部 学科 化学・生命理工学科 コース
研究室 生命コース

准教授　尾﨑 拓 （おざき たく）

シーズのポイント

ミトコンドリア機能強化による細胞変性の抑制

シーズ概要

ミトコンドリアに存在するタンパク質とそのパートナータンパク質との相互作用を標的とした特異性の高いペプチド
を開発し、網膜疾患への適用を目指しています。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 理工学部　化学・生命理工学科　尾﨑 拓●

No.14 理工学部 学科 化学・生命理工学科 コース
研究室 生命コース

准教授　菅野 江里子 （すがの えりこ）

シーズのポイント

加齢に伴う神経変性に対する治療法の開発

シーズ概要

生物学的技術（遺伝子治療）を用い、「視覚機能を取り戻す」治療法の開発を目指しています。また、地域の特性を
生かしたサプリメントの開発を目指しています。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 理工学部　化学・生命理工学科　菅野 江里子● ●

No.15 理工学部 学科 化学・生命理工学科 コース
研究室 化学コース

助教　浅井 彰太 （あさい しょうた）

シーズのポイント

新規医薬品合成の効率化

シーズ概要

新規有機化学反応の開発と天然物および生物活性物質合成応用

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 理工学部　化学・生命理工学科　浅井 彰太●

http://www.se.iwate-u.ac.jp/teacher/ozaki-taku
http://web.cc.iwate-u.ac.jp/~htomita/vis-neurosci/
http://www.chem.iwate-u.ac.jp/labo_web/org_synthesis/HP/index.html
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No.16 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 獣医解剖学研究室

准教授　中牟田 信明 （なかむた のぶあき）

シーズのポイント

匂いを感じるメカニズム

シーズ概要

さまざまな脊椎動物において嗅覚系と鋤鼻系が果たす役割を明らかにするため、嗅覚器の解剖学的特徴や嗅覚受容体
などの遺伝子発現について研究しています。

水中の匂いをかぐ魚類の鼻から、空気中の匂いをかぐ哺乳類の鼻まで、あらゆる動物を対象とした嗅覚の研究に取り
組んでいます。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　中牟田 信明●

No.17 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 小動物病態内科学研究室

助教　小林 沙織 （こばやし さおり）

シーズのポイント

小動物の免疫不全や遺伝疾患

シーズ概要

小動物の免疫不全や遺伝疾患の病態のメカニズムを解き明かし治療法を探ります。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　小林 沙織●● ●

No.18 理工学部 学科 化学・生命理工学科 コース
研究室 生命コース

准教授　金子 武人 （かねこ たけひと）

シーズのポイント

動物の繁殖技術開発と遺伝子工学に関する研究

シーズ概要

実験動物、産業動物、絶滅危惧動物を中心とした生殖学・生殖工学・人工繁殖学研究およびゲノム編集技術の開発・
支援を行っています。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 理工学部　化学・生命理工学科　金子 武人●●●

http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E7%8D%A3%E5%8C%BB%E8%A7%A3%E5%89%96%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/
http://news7a1.atm.iwate-u.ac.jp/~naika/index.html
http://web.cc.iwate-u.ac.jp/~takehito/
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No.19 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 獣医解剖学研究室

教授　山本 欣郎 （やまもと よしお）

シーズのポイント

組織学、生化学、生理学による呼吸調節の仕組み解明

シーズ概要

動物の形態学的特徴と生体の調節機構の解明を大きなテーマと捉え、呼吸調節に関わる反射機構の解明に取り組んで
います。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　山本 欣郎●●

No.20 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 比較薬理毒性学研究室

助教　綱田 丈二 （つなだ じょうじ）

シーズのポイント

音声コミュニケーションの解明

シーズ概要

霊長類の音声コミュニケーションの神経メカニズムの解明

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　綱田 丈二● ●

No.21 理工学部 学科 化学・生命理工学科 コース
研究室 生命コース

助教　坂田 和実 （さかた かずみ）

シーズのポイント

生体中の神経回路の信号処理・伝達のしくみを研究

シーズ概要

線虫の神経回路をコンピュータ上で再現しました。再現した回路を使って、生体中の神経回路で信号処理・信号伝達
がどのように行われているのかを詳細に調べています。これまでの結果から、前進運動の際に頭部と胴体部分の運動を
上手に連携させるために必要な条件が分かってきました。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 理工学部　化学・生命理工学科　坂田 和実●

15154710
タイプライターテキスト
※2020年2月退職

15154710
タイプライターテキスト

15154710
タイプライターテキスト

15154710
長方形

http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E7%8D%A3%E5%8C%BB%E8%A7%A3%E5%89%96%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/
http://www.se.iwate-u.ac.jp/teacher/sakata-kazumi
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No.22 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 産業動物臨床学研究室

教授　岡田 啓司 （おかだ けいじ）

シーズのポイント

家畜福祉に基づいた家畜群管理システム

シーズ概要

家畜福祉に基づいた家畜群管理システムの研究や家畜のQOL評価法の研究、福島における被曝牛の健康調査などを
行っています。

キーワード：IoTによる牛群管理、牛の護蹄管理

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　岡田 啓司●

No.23 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 産業動物内科学研究室

教授　佐藤　繁 （さとう しげる）

シーズのポイント

食料生産動物の健康を維持

シーズ概要

食料生産動物の健康を維持するため、各種代謝病の診断法と治療法を解明します。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　佐藤　繁●

No.24 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 産業動物内科学研究室

准教授　一條 俊浩 （いちじょう としひろ）

シーズのポイント

牛の臨床と家畜群管理

シーズ概要

牛の臨床においては、動物病院産業動物診療科に依頼される2次診療を中心に臨床現場で治療困難な症例への積極的
対応とFAMSによる不明疾病の解明を実践しています。新たな取り組みとして5G回線を利用した遠隔地診療支援サー
ビスと迅速診断システムの構築に向けた実証試験を行っています。

家畜群管理ではIoTを用いた牛群管理として哺乳ロボット、搾乳ロボットによるデータ収集と牛の生産性のモニタリ
ングを実践しています。さらに、農場マネージメントとして農場HACCP認証システムの構築、JGAP（畜産）認証
取得に向けたサポートを行っています。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　一條 俊浩●

http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%8B%95%E7%89%A9%E8%87%A8%E5%BA%8A%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/
http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%8B%95%E7%89%A9%E5%86%85%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4-2/
http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%8B%95%E7%89%A9%E5%86%85%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4-2/
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No.25 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 産業動物臨床学研究室

准教授　高橋 正弘 （たかはし まさひろ）

シーズのポイント

受胎率向上に関する研究

シーズ概要

牛の経腟採卵、胚移植、クローン技術など繁殖技術を中心に産業動物臨床に関わるテーマに取り組んでいます。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　高橋 正弘●

No.26 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 繁殖機能制御学研究室

教授　髙橋　透 （たかはし とおる）

シーズのポイント

繁殖診療を通して動物の世代を紡ぎ,　生命を見つめる

シーズ概要

産業動物（主に牛と馬）の妊娠成立の分子機構を解明し、繁殖障害の診断や治療に役立つ技術開発を目標にしてい
る。また、研究成果を活かして酪農/肉牛農家の経営改善に繋がる繁殖技術の提案を行うとともに、岩手の馬産振興の
一助として、地域の農用重種馬の繁殖診療も行っている。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　髙橋　透●

No.27 農学部 学科
動物医学食品安全教育研究
センター

コース
研究室 獣医環境衛生学研究室

教授　佐藤　至 （さとう いたる）

シーズのポイント

環境汚染化学物質や放射線などの健康影響

シーズ概要

人の健康に対する様々な危害因子のうち、物理化学的因子、すなわち、放射線（放射性物質）、重金属、環境汚染化
学物質などの危害特性の解明、曝露の評価ならびに危害の制御に関する研究を行っています。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　動物医学食品安全教育研究センター　佐藤　至● ●

http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%8B%95%E7%89%A9%E8%87%A8%E5%BA%8A%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/
http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E7%B9%81%E6%AE%96%E6%A9%9F%E8%83%BD%E5%88%B6%E5%BE%A1%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/
http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E7%8D%A3%E5%8C%BB%E7%92%B0%E5%A2%83%E8%A1%9B%E7%94%9F%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/
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No.28 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 獣医公衆衛生学研究室

教授　寺嶋　淳 （てらじま じゅん）

シーズのポイント

食品由来感染症の病原細菌について研究

シーズ概要

動物・環境由来の食物や微生物など、それぞれ食中毒、人獣共通感染症等において、ヒトに危害を及ぼす様々な因子
の作用機序と宿主の反応を獣医学的観点からアプローチする。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　寺嶋　淳● ●

No.29 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 獣医病理学研究室

教授　落合 謙爾 （おちあい けんじ）

シーズのポイント

トリ白血病ウイルスに関する病理学、分子生物学および疫学的研究。

シーズ概要

神経系と心筋に病原性を示すトリ白血病ウイルスに関する病理学、分子生物学および疫学的研究。家畜、犬、猫、鳥
類の自然発生疾患に関する病理学的研究。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　落合 謙爾●

No.30 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 獣医微生物学研究室

教授　村上 賢二 （むらかみ けんじ）

シーズのポイント

動物のウイルス感染症について診断法、予防法の研究

シーズ概要

動物の感染症について、特に病原ウイルスの特性や、それが動物に感染して発病するメカニズムなどを明らかにする
ことにより、診断・予防法の開発、清浄化につながる研究を進めています。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　村上 賢二●

http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E7%8D%A3%E5%8C%BB%E5%85%AC%E8%A1%86%E8%A1%9B%E7%94%9F%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/
http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E7%8D%A3%E5%8C%BB%E7%97%85%E7%90%86%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/
http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/655/
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No.31 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 小動物病態診断学研究室

教授　山﨑 真大 （やまさき まさひろ）

シーズのポイント

犬ベバシア症の新規治療法の開発

シーズ概要

犬ベバシア症の新規治療法の開発および犬ベバシア原虫の薬剤耐性獲得メカニズムの解明、犬のリポタンパク質の生
化学的解析および代謝性疾患における役割の解明。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　山﨑 真大●

No.32 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 獣医公衆衛生学研究室

助教　山﨑 朗子 （やまざき あきこ）

シーズのポイント

食品衛生に関する細菌研究

シーズ概要

獣医公衆衛生学研究室は、動物・環境由来の食物や微生物など、それぞれ食中毒、人獣共通感染症、細菌・ウイル
ス・寄生虫・真菌（カビ）による感染症等のヒトに危害を及ぼす様々な因子を獣医学的観点からアプローチしていま
す。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　山﨑 朗子● ●

No.33 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 小動物外科学研究室

准教授　福井 大祐 （ふくい だいすけ）

シーズのポイント

動物を守る、環境を守る、人と動物の共存と生物多様性保全

シーズ概要

犬猫とエキゾチック動物（伴侶動物）、動物園動物、野生動物と人の健康とくらしを育むOne Healthを科学し、臨
床技術の研究・開発を目指します。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　福井 大祐●●●

http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E5%B0%8F%E5%8B%95%E7%89%A9%E7%97%85%E6%85%8B%E8%A8%BA%E6%96%AD%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/
http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E7%8D%A3%E5%8C%BB%E5%85%AC%E8%A1%86%E8%A1%9B%E7%94%9F%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/
http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E5%B0%8F%E5%8B%95%E7%89%A9%E5%A4%96%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/
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理工学部シーズ集はこちら 農学部シーズ集はこちら  

http://www.eng.iwate-u.ac.jp/jp/seeds/ http://www.agr.iwate-u.ac.jp/37seeds/

岩 手 大 学 学 部 別 研 究 シ ー ズ 集

No.34 農学部 学科 共同獣医学科 コース
研究室 小動物病態診断学研究室

助教　内田 直宏 （うちだ なおひろ）

シーズのポイント

犬猫の腫瘍発達のメカニズムの研究

シーズ概要

犬猫の腫瘍発達のメカニズムを形態的および分子生物学的手法を用いて研究し、診断や治療に役立てるよう取り組ん
でいます。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　共同獣医学科　内田 直宏●

No.35 農学部 学科 動物病院 コース
研究室

助教　森田 智也 （もりた ともや）

シーズのポイント

犬における心腎連関の解明

シーズ概要

心疾患犬の右心室機能と腎機能の関連を明らかにする。それにより治療すべき症例の選定や新たな治療選択の一助と
なることができる研究を行う。

ホームページ

	●	 ●	 ●	 ●	 ●	 農学部　動物病院　森田 智也●

http://www.agr.iwate-u.ac.jp/lab/%E5%B0%8F%E5%8B%95%E7%89%A9%E7%97%85%E6%85%8B%E8%A8%BA%E6%96%AD%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4/
http://www.agr.iwate-u.ac.jp/teacher-gk08/
http://www.eng.iwate-u.ac.jp/jp/seeds/
http://www.agr.iwate-u.ac.jp/37seeds/
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氏　名 学　部 ページ

あ 浅井　彰太 理工学部 11

一條　俊浩 農学部 14

内田　直宏 農学部 18

宇塚　雄次 農学部 9

大沼　俊名 農学部 7

岡田　啓司 農学部 14

小栗栖太郎 理工学部 8

尾﨑　　拓 理工学部 11

落合　謙爾 農学部 16

か 片山　泰章 農学部 10

金子　武人 理工学部 12

木崎景一郎 農学部 7

氏　名 学　部 ページ

小林　沙織 農学部 12

さ 坂田　和実 理工学部 13

佐藤　　至 農学部 15

佐藤　　繁 農学部 14

佐藤　　洋 農学部 9

芝　　陽子 理工学部 8

菅野江里子 理工学部 11

関　まどか 農学部 10

た 髙橋　　透 農学部 15

高橋　正弘 農学部 15

綱田　丈二 農学部 13

寺嶋　　淳 農学部 16

氏　名 学　部 ページ

冨田　浩史 理工学部 10

な 中牟田信明 農学部 12

西山　賢一 農学部 7

は 福井　大祐 農学部 17

福田　智一 理工学部 8

古市　達哉 農学部 9

ま 村上　賢二 農学部 16

森田　智也 農学部 18

や 山﨑　朗子 農学部 17

山﨑　真大 農学部 17

山本　欣郎 農学部 13

索 　 引

連 携 シ ー ズ 集 の ご 紹 介

15154710
タイプライターテキスト
*2020年2月退職

15154710
タイプライターテキスト

15154710
タイプライターテキスト

15154710
タイプライターテキスト
*
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https://www.youtube.com/channel/UC8ua2BprbPkSvGSMYwK1aOA
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また、掲載内容以外でも
技術課題で

困りごとがございましたら
お気軽にご相談ください。

本シーズ集の
掲載内容に関する
お問い合わせは、

下記にお願いいたします。

岩手大学　地域連携・創生センター
三陸復興・地域創生推進機構

〒020-8551 盛岡市上田4－3－5 岩手大学地域連携推進センター棟2階

連絡先

019-621-6892

E-Mail 

TEL

FAX

chiren@iwate-u.ac.jp

019-621-6491
6294
6684

岩手大学
地域連携推進シンボルマーク

Ⓡ

国立大学法人  岩手大学
地域連携・創生センター

盛岡城跡公園

館坂橋
理工学部東口

ここです

担当：今井、貫洞




