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 上村 了美
　理学研究科 研究員

ストレス環境下における遺伝子発現機構に関する
基礎研究～非モデル生物からの挑戦Ⅱ
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 鍋島 美奈子
　工学研究科 准教授

高床式砂栽培農業施設を活用した都市農業が社会、
経済、環境に与える影響の分析 その２
地域コミュニティ形成に果たす役割と課題

 佐久間 康富
 内田 佐和

和歌山大学 システム工学部 准教授
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　都市健康・スポーツ研究センター
　准教授

若年女性の咀嚼力と骨密度との関係に及ぼす体組成の
影響と適正体重保持における咀嚼機能の介入効果に
関する研究

 吉田 朋子
　複合先端研究機構 教授

銀ナノ粒子・銀ナノシェルの合成とその物性評価 和歌山大学
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