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佐藤絵理子講師（工学研究科）
大阪市立大学大学院工学研究科後期博士課程
生物系専攻修了、博士（工学）
高分子学会、日本接着学会、日本化学会、日本ゴム協会

反応性アクリル系ポリマーの精密合成と
高性能易解体性接着材料への応用

　易解体性接着材料とは、使用時の優れた接着特
性とオンデマンドな解体性を併せ持つ接着・粘着材料
であり、省資源や生産性向上の観点から既存エネル
ギーの有効利用に貢献可能である。本発表では、外
部刺激による反応性アクリル系ポリマーの物性変化
を利用する新規易解体性接着材料の設計戦略を述
べ、解体の二段階保護による安定性向上、モルフォロ
ジー制御による刺激応答速度の向上、酸素耐性のあ
る重合系の開発など実用化に向けた取り組みを紹介
する。

夜久圭介（生活科学研究科D3）
大阪市立大学大学院生活科学研究科前期博士課程修了
修士（生活科学）
日本生化学会、日本栄養・食糧学会

ナンキョウ（タイショウガ）から単離された
1’-acetoxychavicol acetateの神経変性疾
患の予防効果

　神経変性疾患は、脳内の様 な々部位で神経細胞
が死滅することによって生じる進行性の疾患であり、
加齢に伴って発症リスクが上昇する。高齢化の進む
本邦においてこれら神経変性疾患の発症を予防す
ることは非常に重要である。本シンポジウムでは食によ
る疾患予防の観点から、タイで様 な々料理に用いられ
るタイショウガ（ナンキョウ）の根茎に含まれている
1’-acetoxychavicol acetateが神経保護におよぼす
影響について発表する。

米澤剛准教授（創造都市研究科）
大阪市立大学大学院理学研究科後期博士課程
生物地球系専攻（単位取得退学）、博士（理学）
日本情報地質学会、地理情報システム学会等

オープンソースを用いたベトナム
・ハノイの時空間都市変容と持続可能性

　ベトナムの首都ハノイは、急速な都市化が進む東南
アジアの中でも成長著しい都市の一つであるが、その
一方で深刻な都市問題が年々顕著化している。これ
らの問題解決には、都市を地下から地上までの3次元
空間としてとらえ、さまざまな分野で利用可能な基盤デ
ータを構築することが有効である。本研究発表では、
オープンソースを用いたハノイ都市空間の3次元モデ
ル構築方法を紹介し、そこから見えてくる都市変容等
の研究成果を発表する。

岡崎和伸准教授
（都市健康・スポーツ研究センター）
信州大学大学院医学研究科修了、博士（医学）
日本体力医学会、日本生理学会、日本体育学会、大
阪体育学会、日本運動生理学会、ランニング学会

高齢者の熱中症予防のための
具体的方法の開発

　毎年夏に問題となる熱中症。特に、熱中症による死
亡数の約7割を65歳以上の高齢者が占めており、そ
の予防対策は急務である。本発表では、暑熱環境下
において体温が上昇する際に、汗などによって体熱を
放散する能力（体温調節機能）が、加齢とともに著しく
低下していること、つまり、高齢者が‘暑さに弱い’ことを
提示し、高齢者の体温調節能を向上する、つまり、高
齢者が‘暑さに強くなる’ための具体的方策として、運
動直後の蛋白質・糖質の摂取を取り入れた持久性ト
レーニングの有効性について発表する。
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Eriko Sato
（Lecturer,  Graduate School of Engineering)
Graduate School of Engineering Osaka City University,Ph.D.
Member of Society of Polymer Science, Adhesion Society of Japan, Chemical 
Society of Japan, Society of Rubber Science and Technology, Japan

Precise Synthesis of Acrylic Polymers 
and Application to High Performance 
Dismantlable Adhesive Materials
  Dismantlable adhesion materials have both 
good adhesion properties in use and on demand 
dismantlability, and are attractive materials to help the 
efficient use of energy in terms of resource saving and 
productivity growth.  In this presentation, the design 
strategy of the novel dismantlable adhesion materials 
using the property changes of reactive acrylic 
polymers induced by external stimuli will be 
described and then investigations concerning 
practical applications including stability 
improvement by using dual-rock system, the 
enhancement of adhesion strength and stimuli 
responsibility, and the development of oxygen 
tolerance polymerization system will be presented.

Keisuke Yaku
（Doctoral student,  Graduate School of Human Life Science)
Graduated the masters program at the Osaka City University Graduate School of 
Human Life Science,Master of Human Life Science.
Member of Japanese Biochemical Society, Japan Society of Nutrition and Food 
Science

Neuroprotective effect of 
1'-acetoxychavicol acetate extracted 
from Alpinia galangal
 Neurodegenerative diseases are progressive 
diseases caused by death of neurons in brain. The 
incidence increases with aging. It is important to 
prevent neurodegeneration in our aging society. I 
will present the effect of 1’-acetoxychavicol acetate 
which is extracted from Alpinia galangal on 
neuroprotection.

Go Yonezawa 
（Associate Professor,  Graduate School for Creative Cities) 
Graduate School of Science, Osaka City University,Ph.D.
Member of  Japan Society of Geoinformatics, GIS Association of Japan etc.

Urban Spatiotemporal Transformation 
and Sustainability of Hanoi, Vietnam 
Using Open Source
  Hanoi city, the capital of Vietnam, is one of the 
fastest-growing cities in Southeast Asia. However, the 
serious urban problems are increasing year after year. 
To consider the city as a three dimensional （3-D） 
spatial area （from underground to surface）, and 
generate the basis data for diverse study fields is 
important. This presentation indicates the 
fundamental urban 3-D model and its application for 

the transformation of Hanoi city.    

Kazunobu Okazaki
（Associate Professor,Reseach Center of Urban Health and Sports)
Shinshu University Graduate School of Medicine,Ph.D.  
Member of  Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine, Japanese 
Physiological Society, American College of Sports Medicine、American Physiological 
Society, Japanese Society of Physical Education, Osaka Society of Physical 
Education, Japan Society of Exercise and Sports Physiology, Society for Running

Practical method for the privention of 
heat related illness in the elderly
   One of the life-threating problems in the summer 
is ‘heat related-illness’. Especially, about 70% of the 
number of deaths from the disorder is affects the 
elderly, therefore it is required to develop the 
effective measures for it. In this presentation, I will 
present that thermoregulatory capacity in a hot 
environment measured by the enhanced sweating 
and skin vasodilation to the increased core body 
temperature deteriorates with biological aging. In 
addition, I will present the effectiveness of 
endurance exercise training in conjunction with the 
post-exercise protein and carbohydrate intake to 
enhance thermoregulatory capacity in the elderly.
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学長奨励賞を受賞した大阪市立大学の若手研究者 4名が研究発表を行います。
Four recipients of the Osaka City University Presidential Awards for Encouragement will give 
presentations about their research.


