
平成２３年 大阪大学功績賞の受賞者について 

功績賞は、大阪大学に勤務する教員のうち、教育、研究、社会・国際貢献又は管理

運営上の功績が特に顕著であると認められた者を顕彰し、本学における教育・研究の

教育、研究、社会･国際貢献又は管理運営の一層の発展を期することを目的として行

われています。 

平成２３年 大阪大学功績賞受賞者名簿 

功績賞特別賞 
所属 職名 氏名 功績名 

生命機能研究科 寄附講座教授 岸本 忠三 インターロイキン６の発見 

（研究室 HP）http://www.ifrec.osaka-u.ac.jp/jpn/laboratory/immuneregulation/index.php 
 

功績賞（教育部門） 
所属 職名 氏名 所属 職名 氏名 

工学研究科 准教授 中野 元博 基礎工学研究科 教授 大垣 一成 

情報科学研究科 教授 藤原 融 大学教育実践ｾﾝﾀｰ 准教授 服部 憲児 

功績賞（研究部門） 
所属 職名 氏名 所属 職名 氏名 

文学研究科 教授 小林 茂 人間科学研究科 教授 河森 正人 

人間科学研究科 准教授 吉川 徹 理学研究科 講師 石水 毅 

理学研究科 教授 大鹿 健一 理学研究科 准教授 川口 周 

理学研究科 助教 北河 康隆 理学研究科 教授 原田 明 

理学研究科 准教授 森田 靖 医学系研究科 教授 熊ノ郷 淳 

医学系研究科 教授 森 正樹 歯学研究科 助教 江草 宏 

歯学研究科 教授 惠比須 繁之 歯学研究科 教授 阪井 丘芳 

歯学部附属病院 講師 池邉 一典 薬学研究科 准教授 近藤 昌夫 

薬学研究科 教授 堤 康央 薬学研究科 教授 水口 裕之 

工学研究科 准教授 井藤 幹夫 工学研究科 教授 菊地 和也 

工学研究科 教授 林 高史 工学研究科 教授 廣瀬 明夫 

工学研究科 教授 藤原 康文 工学研究科 助教 松﨑 典弥 

工学研究科 教授 南 二三吉 工学研究科 准教授 森 浩亮 

工学研究科 教授 森田 清三 工学研究科 教授 渡部 平司 

基礎工学研究科 教授 新井 健生 基礎工学研究科 教授 木村 剛 

基礎工学研究科 助教 新宅 博文 基礎工学研究科 教授 杉本 信正 

基礎工学研究科 教授 長井 英生 基礎工学研究科 教授 真島 和志 

基礎工学研究科 准教授 椋田 秀和 情報科学研究科 教授 東野 輝夫 

情報科学研究科 助教 肥後 芳樹 情報科学研究科 教授 四方 哲也 

産業科学研究所 教授 朝日 一 産業科学研究所 准教授 谷口 正輝 

産業科学研究所 准教授 西野 邦彦 産業科学研究所 助教 能木 雅也 

蛋白質研究所 教授 相本 三郎 接合科学研究所 教授 近藤 勝義 

接合科学研究所 教授 藤井 英俊 
超高圧電子顕微鏡

ｾﾝﾀｰ 
准教授 荒河 一渡 

世界言語研究ｾﾝﾀｰ 准教授 高橋 美恵子 世界言語研究ｾﾝﾀｰ 准教授 古谷 大輔 



功績賞（社会・国際貢献部門） 
所属 職名 氏名 所属 職名 氏名 

ｳｪﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝﾕﾆｯﾄ 准教授 伊藤 雄一 文学研究科 教授 湯淺 邦弘 

法学研究科 教授 大久保 規子 理学研究科 教授 荻原 哲 

基礎工学研究科 講師 熊谷 悦生 言語文化研究科 教授 成田 一 

生命機能研究科 教授 藤田 一郎    

功績賞（管理運営部門） 
所属 職名 氏名 所属 職名 氏名 

安全衛生管理部 教授 山本 仁 法学研究科 元教授 植松 利夫 

医学部附属病院 教授 朝野 和典 工学研究科 教授 原島 俊 

高等司法研究科 教授 青江 秀史 産業科学研究所 教授 菅沼 克昭 

大学教育実践ｾﾝﾀｰ 教授 山成 数明    

※受賞者の並びは部局別、五十音順 

 

 


