












































[別紙様式 8] i 課題会号 | 個 09-…1 
平成21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 24 年 1 1 月 29 日

日本 大 学総長殿

氏 名 宣杢一二歪

所属・資格土木研究所専門研究員

下記のとおり提出いたします。

1 種[3 ¥C一般研究(個人研究) )/一般研究(共同研究) /総合研究
注:該当する種目をOで劉んでください。

2 研究課題

都市における社会活動・整備が周辺水域に及ぼす影響の定量評価

3 研究組織(共同研究・総合研究のみ該当します)

-研究代表者

-研究分担者(役割分担)

4 学会 発 表 等 (婆旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。)

発 表 者 名 学 会 名 発表テーマ 発表年月

宮 本守 土木学会年次講演会 印播沼・向崎)11流域における出水時の汚濁 2011年 9月

負祷流出特性に関する数値解析町砂町b・町・4・4・町砂町b・4・町砂町ー・ ・・4・・4・4・・町・4・町・・4・・4・4・・4・“・““白島町島副島副島町島副島町島副島町島副島副島 ‘4・“4・““‘4島田島副島副島“““‘“‘ー““・・・‘ι‘-ーーー‘・J‘J‘‘J‘・‘J‘・J‘J‘J‘・目・目』・・6・・.可6・‘・，竜町・4目酔屯目酔屯目酔目酔町島町島町島屯4・・・・・・・ E 
ー・・町酔町咽'‘・町町 ー・4・4・4・・4・4・4・4・4・可‘』白F町町町r町F町F町F目‘咽

町酔町酔町・・4・・・ ・町・・4・・・ ・・・4・4・・ ー目島副島田島“‘4・‘ ““‘白‘白島田』ι‘・J‘ーー-ー・J‘品目』副島.ιι目』ιι ‘ー・J‘・6・・‘・ι目』‘ιι副島町"目』目』・目』町，竜町・4 屯4・・・・町島町島町島4・・・ ・・4・・4・4・・4・4・4・白・・4・・4・4・・A・4・・‘‘目“・町F町F目‘目‘晶圃圃園田“園田‘町F園田‘圃圃園田‘町酔町酔町r・・・・・町F町F暗号町F町F町F目‘町F町F咽町町酔町F町F咽咽4咽咽町F町F町F暗号唱酔唱酔町

晶・・・・咽咽‘園田‘・・・町咽‘晶・・・咽町町晶町F咽司‘町r咽町‘町F町・・ 伊崎..'ー“町品目司、 町同・ ・ 白“““・“““可岨可....._......司守守咽咽・4・‘“・+

-・6・・J‘ー・J‘J‘J‘J‘J‘d竜也ι町，目』‘目』ι.也ι ・J‘J‘J‘母、・・町砂町砂町砂町砂町b・・町砂町・4・・ーー・4・4・・ー‘ー“‘‘ーー“・“白 町r・・司司『可引"町四町町“"“““"““4・・・・・4・4・・・4・白・4・4・・4・4・4・4・4・4・4・4・圃園田“・・司司町F町町F町F咽司酔町ー・+

'‘'‘・4・・・4・咽"咽町町町F咽咽・ー町・・ ・ ・“ ““““自・“田町刊司刊司咽 ・"““"“"““ "““ ““““凶"““‘凶“吋‘白・6・.“‘叫H“_........_..可E・E・‘E島町・-‘町E
目・目弔電町目』町"町砂町砂町・・・町砂町砂町，町砂町目酔町島町島田酔町島田酔骨骨・‘町島田島・‘““‘・ーーー“ー白 ι

町酔町酔町'‘・・ 町酔町酔町 町F唱酔唱酔町F町町酔町・咽司町町酔町酔咽唱酔唱酔暗号町酔町 司町F町F町F唱酔町F町町酔唱咽・咽e・曹司・4・4・・白・‘司司町F唱可・目‘町酔目‘ー・ 唱司咽町酔町酔咽・・ ‘・4 ・4・・4・4・4・4・4・町・4・・4・・+・・4・・4・4・・4・4・4・4・・・4・4・・・・・4・・晶・・・・4・園田‘晶晶晶目‘‘ ......，-町・・・“‘‘h引““"“““・

5 著書・雑誌論文 曙審・縮志・抜き帰1Jり等を添付してくださ川コピーの場合l対密議されたことが客観的にわかるものを添付してください。)

著 者 ・ 執 筆 者 著書名・雑誌名/論文名 巻・号 年月 出 版社・ 発 行所

宮本守
前)11流量観澱の新時代/都市…級河川iにおけ

1巻 2010年 9月
水文・水資源学会

る洪水流量観測と削)11計画上の課題 編集出版委員会
白F白・4・4・4・白・・・・・・・・・4・4・・4・4・+・・ ・ 凶“““h““‘“白血.........，-柄、町件"町時“"“‘“"““““‘臼可“・一一一】

※ホームページ等での公照の⑪否) いずれかをO咽んでください1 の場合は酎蓄を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表/掲載者名 新聞名 (朝刊・夕刊) 掲載年月日

なし
“4・4・‘町島町島田島町ー・ 4・‘町島町島田島町島田島町島町島田島町島町島町島園町島町島町島町ー・町島町島屯目酔目‘町島田“‘'‘ ・・・・・・・・・目』目』白』ι.目』白'・・・・・・・‘・・・“J“J“J‘J“J““」“‘ ーーーーー・ーーーーーー・ーー・・・町酔町酔町酔町酔目‘町酔町酔町目‘'‘町酔唱'“咽'“咽 可・町F町F目‘町F町F園田‘園町F目“咽目‘'‘咽 可・，曹司・曹司・・・・・・4・・・・・・4・・4・4・4・・ ・4・ ー・ ー・ ーー・‘・・ ーーー・・町酔園町ー圃圃圃園町F町r‘町園田‘町r‘町r‘町r“‘・曹司・曹司・・・・・・.・e・e・・・ ーー・‘ー暗号町酔町酔町酔町酔暗号町酔町酔町酔町酔町酔町酔町町‘

・・・・・・4・・・・ー・・・・・・ー・・町島町島町ー・・町島町島屯 ・a・・圃圃圃圃圃園町E町E町E目‘町島田““町目』竜 田・・・‘・・・‘・・・・‘目』‘目』副島田』・・・‘・“J““J“ 白'‘ ー‘ 島田島町島副島田島“‘'“‘4・・・・ 4・4・・・・・・・・・・・・・・・ 町島町ー・ー・・・・・4 ・・・・・・ 6・・・・・・・目・・J‘‘・‘・・・・・・・・6島田』‘ー・白』‘ 』目』“J““‘J“J‘」“ー 島田島副島田島田島町島田島田島副島田島町島田島田島町島町島島田島‘町島町b・町』町砂町町砂町砂 町b・町砂町・ ・ー ・・・・‘・・・‘ 白'‘ー‘ ‘ー ・‘・4・‘4・ ・・・・6・目』町b・・・6・・・・、・・.

その他(ビデオ， CD，シナリオ，写真，舞台等)

氏名 提出物 内容 数量

なし
‘町酔町酔町町酔町酔町酔町酔町酔町酔目‘町酔町酔圃唱 '“咽 可.圃圃圃園町"圃圃園田‘町町F目‘町F目‘町F目“咽目‘咽 圃曹司・・・・・園田‘圃園田‘・・4・4・e・4・4・4・ 4 目島‘目島島田島町島島田島町島町島町島a町島町島町島町島田島・・・・・・・ー・・・・・・・・・ 町島町島町ー・ー・・・・・・・・・目』町‘・・・・‘・・・・“・・・・‘・・・・‘ 白'‘ι‘白』‘ ー““‘ ・ 町 酔 暗 号 ・ 町唱 酔曙 目‘F町F晶司 '“町F圃園田‘'咽園田‘咽F咽目‘晶可曹司・・・4・・e・・・・・・ ー・ 号号町F町町F咽暗号目‘町酔晶司酔唱 '“ 

‘・園町園町酔目‘町r・・，園田“町F目‘町‘圃圃圃圃可・・・F圃圃圃圃圃'町目“a‘・ ・・4・・・・4・e・・4・4・4・4・4・A・ ・4・ ー・ ーーーーーーーーーーーーーーーー・・目“・・・司 e・曹司・曹司圃司圃圃圃圃圃曹司・・・・‘・・4・4・・・・・4・4・・・・・・ 島田島田島島田島田島田島副島田島田島田島‘ーー・4・・・4・・・・・4・・4・・・4・・・・ 町砂町'‘・・・・・母 国』目』町目』町砂町，目』目』町目』町・‘・‘・・目』副島田』副島目』‘白 ‘J‘J“““““  ー・ーー・ ー・ー・ 町酔町酔暗号唱町 目‘町酔・・暗 号目‘'唱目‘唱目‘'“町F目‘'町・園町r・‘

7 その他の成果 (下記のような成巣があれば記入してください。)

(知的財産権の取得)

(外部資金の獲得)

(他の研究への発展)

(その他)



















































































































【別紙様式 8】

1 課題番号 | 個 … l 

注課題番号を記入してください。

平成21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 24年 1 2月 2 5日

日本 大 学総長殿

氏 名 津 田啓方 @ 
所属・資格 歯学部・助教

下記のとおり提出いたします。

1 種目医研究(個人研菊〉一般研究(共同研究) /総合研究 注.該当する種目をOで囲んでください。

2 研究課題

歯周病細菌病原因子である酪酸の産生とその調節に関与する遺伝子の同定

3 研究組織(共同研究・総合研究のみ該当します)

-研究代表者

-研究分担者(役割分担)

4 学会発表等 (要旨集の抜き制り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。)

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

山一……一一一一...__........一一一一...__.“_......_.- ……。…._.._.._._._._._.-…

ト一一一一一一一…一一一一一一一一一一一一一一回一一回 一
一……一一山一一……"一一ー・H・H・.._.......・a・-"・一一一H・M・-

一…一…一一一一一一一一一 一

一一…一一一一…

一一 。……………"一一回一一

5 著書・雑誌論文 曙害・雑誌・扱き刷り等を添付してくださ仇コピーの場合は掲載されたことが客観的lオコかるものを添付してください。)

著者・執筆者 著書名・雑誌名/論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

Yoshikazu Mikami， Journal of Pharmacological Sciences Vol. 117 The ]apanese 
Naoto Suzuki， Tomihisa Bacitracin Upregulates mbrABTranscription (2011) 2011年 10 Pharmacological 
Takahashi， Kichibee via mbrC[) to Confer Baci tracin Resistance in No. 3 P 月
Otsuka， H i romasa Tsuda Streptococcus mutans 204-207 

Society 

...._--一…一一一一………一………一一…町…圃叫申…町-旬叩叫一-叫叫叩…噛“叩山…噛刷山山…-“叫叩a“叩'“一a一一由一一叩山'“山a“-一一一一一一一一一曹一，一目一E町叩E目一""-一'由一一"戸{一E目一一一一曹叫吋一山山…山…-“山…-“……-叩……“町一…一一.….._........._.............._.-. ..................__......一山叫山山抽山‘抽…‘』山.凶一‘ ・H・-・『・町"・ー・町・・M・向

山山“・...__..・m・-・山田町田M....・-町・M・・a・..._....._.....__.・-…一司圃園田..._.._....一一一..........…町…一一“一...._.........… -_...._._一一一……町E・・，，'_'，_..・M・・"-・M・.........・H・.....・"・4・e一・…・・一一一一………….....…"…一…甲

….... .. ・""-・H・"一…一.._.....ー……-_..・H・.....・p・……-一一一............一一…_._.._........_.…H・H・-…一"“・・・・・・・・・・・・.._....・・・・・・‘崎前帥M 一一_...川町一""-・……"山一……・H・-“M・M・-……・・“…"・..................._...・M・

{ 
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6 その他の発表

新聞掲載

発表/掲載者名 新聞名 (朝刊・夕刊) 掲載年月日

........・-田町"・・・・................・...............・H・........-ー 白川町・m ・山山甲山叩山山山山山山田町田川・.........山田山山・..-山山山田町........_.......... ・M・........ “.... .. “................・・H・....................... 山山........・-“.................….._........._....….............._.._...…………目凶.........‘ 叩句

同町戸町"・_..・......甲山・・吋山山町・H・M・M山山..............................・・H・山市町田町........・a・山山由_.-・
!. 

その他(ピデオ， CD，シナリオ，写真，舞台等)

氏名 提出物 内容 数量

………_..・H・_._._........_.……....._...・._.._.・-………山町一一一…一一一…一……....““田町............................…一戸川…山山山叩…山一 …一“一一一一…叩何回一一一一““自白目 町内・-.....山町山H・・H・

一一一……一一一一一一 一………….__..ト一回同一一一一一』日目白一 …一一一司一一一一一 i 】凶一_.-

7 その他の成果 (下記のような成果があれば記入してください。)

(知的財産権の取得)

(外部資金の獲得)

[文部科学省科学研究費補助金]

若手研究 (B)、津田啓方(日本大学歯学部)、

ヒストンアセチノレ化調節食品成分による歯周炎骨破壊予防法の開発、

4， 160千円(直接経費:3，200千円，間接経費:960千円)、

平成 21年'"'-'22年度

(他の研究への発展)

(その他)























【別紙様式 8】

[ 課題番号 [一…-100 I 

注課題番号を記入してください。

平成21年度 学術研究助成金成果物報告書

平成 24年 1月 1 0日

日本大学総長殿

氏名 大 木 秀郎 /誠ふ

所属・資格 歯学部・教授 '-'-'" 

下記のとおり提出いたします。

ど般研究(個人研~/一般研究(共同研究) /総合研
注:該当する種目をOで囲んでくださ

1 種目 究
L、。

2 研究課題

T helper I型病変のリンパ節における樹状細胞動態

3 研究組織(共同研究・総合研究のみ該当します)

-研究代表者

-研究分担者(役割分担)

4 学会発表等 (要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。)

発表者名 学会名 発表テーマ 発表年月

一一一-----一一_..._--- 一一一一…………-_...…

一一一

一 …………ー一一一一一

一一一一…町一一一一一一一_.-一 一 一 一一 一一一一一一一…ー

一一一一一 一一一回一一一・ーー……"

5 著書・雑誌論文 曙害雄志・抜き刷り等を添付してくださ仇コピーの場合財職されたことが客輔切功かるものを添付してください。)

著者・執筆者 著書名・雑誌名/論文名 巻・号 年月 出版社・発行所

NAOYUKlMATSUMOTO，SHOTARO Anticancer Research / Prognostic Va1ue of 
2010 

聞広AE，HIDEROOHKI， et a1 
LYVE-1-Positive Lymphatic Vesse1 1ll 30 Apri1 Anticanncer 
Tongue Squamous Ce11 Carcinomas Research 

ト一一一一一一一一一一一一一一司一一一一 一 一一一一一一一一一一一…_..._"_一一

一 一

一一一

一 トー一一一一一一一 ト一一一一"一 山

※ホ4 ページ等での公開の(⑤否) いずれかをOで囲んでください。否の場合比理白書を添付して下さい。
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6 その他の発表

新聞掲載

発表/掲載者名 新聞名 (朝刊・夕刊) 掲載年月日

一一一一一同一一一一一一一一一一一一一←一一一一一一一一一一一一一一一一一叩一一一 m一一一一一一一一一一一一→一一一一一回一一一一一一一…一一一回…

一…一一一一一一一一一一一一一十一一…一一一一一一一一一一一一一一一一町一一一一一一ト一一一一一一一一一一一一…四一一帥司

その他(ビデオ， CD，シナリオ，写真，舞台等)

氏名 | 提出物 内容 数量

ト一一一一一一一一一ーーー一一一一一一 ; 一一一一一一一一一一一一一一卜一一一一一一一一一一間

ト一一一一一一一一一一一一一一十一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一←一一一一

7 その他の成果 (下記のような成果があれば記入してください。)

(知的財産権の取得)

(外部資金の獲得)

(他の研究への発展)

(その他)
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