
所属 申請者氏名 学位論文名 主　査 大学 副　査 大学 副　査 大学 副　査 大学 副　査 大学 開催時間

施設生産学 山﨑　　真 地形に適した作業システムの導入に関する研究 鈴木　保志 高知 森　　牧人 高知 山田　容三 愛媛 深井　誠一 香川 松岡　真如 高知 9:30-10:10

動物生産学 森　　拓也
遺伝的多様性および血清中総炭水化物含量を用いたアコ
ヤガイ母貝育種に関する研究

高木　基裕 愛媛 松原　孝博 愛媛 關　　伸吾 高知 枝重　圭祐 高知 松本　由樹 香川 10:15-10:55

施設生産学
Tanapoom

LAOJUNTA

Evaluation, creation and preservation of
Torenia  genetic resources（トレニア遺伝資源の
評価，創出ならびに保存に関する研究）

深井　誠一 香川 羽藤　堅治 愛媛 鈴木　保志 高知 高村武二郎 香川 鳴海　貴子 香川 11:00-11:40

植物生産学
MD. SAIFUL 

ISLAM 

Factors affecting bulblet growth of Lilium sp. via in vitro  —
modulating the links between organogenesis and methodology
(In vitro  におけるユリ属植物の子球の成長 に影響する要因 — 器官形
成制御の方法)

島崎　一彦 高知 尾形　凡生 高知 西村　安代 高知 奥田　延幸 香川 片岡　圭子 愛媛 11:45-12:25

植物生産学 米山　　仰
東南アジア熱帯林樹木における環境ストレス下の被
食防衛特性

市榮　智明 高知 鈴木　保志 高知 二宮　生夫 愛媛 豊田　正範 香川 上谷　浩一 愛媛 13:00-13:40

植物生産学

SYED
MOSTAFIZUL

HAQUE

Studies on organogenesis of Cymbidium in vitro  under controlled
environments
（制御環境下におけるin vitroでのシンビジウムの器官形成に関する研
究）

島崎　一彦 高知 尾形　凡生 高知 西村　安代 高知 奥田　延幸 香川 片岡　圭子 愛媛 13:45-14:25

学 位 論 文 公 開 審 査 会 プ ロ グ ラ ム （ 第 １ 会 場 ）

【平成31年2月9日（土）開催　（於；愛媛大学農学部）】



所属 申請者氏名 学位論文名 主　査 大学 副　査 大学 副　査 大学 副　査 大学 副　査 大学 開催時間

食糧科学 Muh Ali Arsyad

Effects of olive leaf powder on muscle protein structure and
heat-induced surimi gel property of fish red sea bream Pagrus
major
(オリーブ葉乾燥粉末が養殖マダイの筋肉タンパク質及びすり身加熱ゲ
ルの性状に及ぼす影響)

小川　雅廣 香川 川村　　理 香川 森岡　克司 高知 吉井　英文 香川 岸田　太郎 愛媛 9:30-10:10

食糧科学
Akkharapimon

Yotsombat

Cloning and functional expression of the D-glucoside 3-
dehydrogenase complex from Rhizobium  sp. S10 in Escherichia
coli  and its application for rare sugars production
（Rhizobium  sp. S10由来D-グルコシド3-デヒドロゲナーゼ遺伝子複合
体のクローニングと大腸菌内での組換え酵素生産および希少糖生産への
応用）

高田　悟郎 香川 櫻庭　春彦 香川 渡邉　誠也 愛媛 芦内　　誠 高知 森本　兼司 香川 10:15-10:55

食糧科学 Afroza Sultana

Microencapsulation of Flavors in Saccharomyces cerevisiae by
Spray Drying and Characterization of Their Release Behavior
(噴霧乾燥法による酵母へのフレーバー包括粉末化と酵母粉末からのフ
レーバー徐放特性)

吉井　英文 香川 合谷　祥一 香川 小川　雅廣 香川 森岡　克司 高知 岸田　太郎 愛媛 11:00-11:40

資源科学 大志田　達也
Functional analyses of extremophile specific
enzymes
（極限環境微生物特異的酵素の機能解析）

櫻庭　春彦 香川 麻田　恭彦 香川 大西　浩平 高知 関藤　孝之 愛媛 渡邉　　彰 香川 11:45-12:25

食糧科学 中辻　伸嘉
コラーゲン代謝関連遺伝子発現量を指標としたマダ
イ肉の物性評価に関する研究

森岡　克司 高知 足立　亨介 高知 小川　雅廣 香川 合谷　祥一 香川 岸田　太郎 愛媛 13:00-13:40

資源科学 芦田　能基

Prediction of Binding Mode of Aplysiatoxin with Protein Kinase C
and Development of a Synthetically-accessible Aplysiatoxin
Analog
(アプリシアトキシンとプロテインキナーゼCとの結合様式の予測と合成
が容易なアプリシアトキシンアナログの開発)

川浪　康弘 香川 柳田　亮 香川 山内　　聡 愛媛 手林　慎一 高知 西脇　　寿 愛媛 13:45-14:25

資源科学 田頭　歩佳 卵白由来リゾチームの抗炎症効果に関する研究 菅原　卓也 愛媛 受田　浩之 高知 西　　甲介 愛媛 小川　雅廣 香川 岸田　太郎 愛媛 14:30-15:10

資源科学 鈴木　将彦
Study on allelopathy of four invasive plant
species （4種の侵略的植物種のアレロパシーに関す
る研究）

加藤　　尚 香川 佐藤 正資 香川 手林　慎一 高知 山内　聡 愛媛 西脇　　寿 愛媛 15:15-15:55

学 位 論 文 公 開 審 査 会 プ ロ グ ラ ム （ 第 ２ 会 場 ）
【平成31年2月9日（土）開催　（於；愛媛大学農学部）】



所属 申請者氏名 学位論文名 主　査 大学 副　査 大学 副　査 大学 副　査 大学 副　査 大学 開催時間

生産環境学 石坂　閣啓
室内空気中総揮発性有機化合物(TVOC)のパッシブサ
ンプリング法による分析技術の研究開発

川嶋　文人 愛媛 木場　章範 高知 野村　美加 香川 鑪迫　典久 愛媛 高橋　　真 愛媛 9:30-10:10

土地管理学 向　　　群

Energy Saving Technology Development for the
Treatment of Reverse Osmosis Concentrate Using
a Rotating Advanced Oxidation Contactor （回転
円板型促進酸化装置を用いた逆浸透濃縮排水の省エ
ネルギー型処理技術の開発）

藤原　　拓 高知 深堀　秀史 愛媛 張　　　　浩 高知 治多　伸介 愛媛 山下　尚之 愛媛 10:15-10:55

生産環境学 宇治　雄也
イネ病害抵抗性誘導時に重要なジャスモン酸シグナ
ル伝達機構の解明

五味　剣二 香川 秋光　和也 香川 曵地　康史 高知 木場　章範 高知 小林　括平 愛媛 11:00-11:40

動物生産学 髙橋　和裕
肉用牛の生産性向上に対する遺伝要因・環境要因の
研究

枝重　圭祐 高知 橘　　哲也 愛媛 益本　俊郎 高知 松本　由樹 香川 松川　和嗣 高知 11:45-12:25

生産環境学 森田　剛成
広島県におけるイチジク株枯病の発生パターンの把
握とそれらに対応した防除技術開発に関する研究

秋光　和也 香川 五味　剣二 香川 曵地　康史 高知 木場　章範 高知 小林　括平 愛媛 13:00-13:40

資源科学 白米　優一
Molecular Biology and Materials Engineering of
Poly-γ-Glutamate
（ポリ-γ-グルタミン酸の分子生物学と材料工学）

芦内　　誠 高知 麻田　恭彦 香川 大西　浩平 高知 渡邉　誠也 愛媛 若松　泰介 高知 13:45-14:25

【平成31年2月9日（土）開催　（於；愛媛大学農学部）】

学 位 論 文 公 開 審 査 会 プ ロ グ ラ ム （ 第 ３ 会 場 ）
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