
１．基盤研究（Ｃ）
（単位：円）

研究代表者名 所属研究機関名 役職 研究課題名 交付決定額
平成23年度

交付額
平成23年度
前倒し交付額

未交付額

安積　陽子 北海道大学 准教授
早産で生まれた子どもへのスリープマネージメントによ
る睡眠習慣確立プログラムの構築

5,200,000 2,600,000 2,600,000

安部　由起子 北海道大学 教授 非正規雇用と所得分配に関する研究 4,940,000 1,560,000 3,380,000

伊東　弘行 北海道大学 助教
非平衡プラズマを利用したバイオマス由来軽質石油代
替材料の選択的合成に関する研究

4,550,000 2,210,000 2,340,000

伊藤　圭子 北海道大学 その他
エコ・カルチャー理論による障害児及び健常児を持った
日米家族比較研究

1,820,000 650,000 1,170,000

伊藤　真由美 北海道大学 助教
プラスチック高度リサイクリングのための界面性状制御
とアドバンスドジグテクノロジー

5,460,000 2,340,000 3,120,000

井上　農夫男 北海道大学 教授
機能的近赤外線スペクトロスコピーと筋電図を用いた
摂食嚥下時の脳機能解析法の確立

5,200,000 2,600,000 2,600,000

奥山　克史 北海道大学 助教
再石灰化能を有する象牙質知覚過敏症治療剤の長期
耐久性への挑戦

5,330,000 2,470,000 2,860,000

押野　武志 北海道大学 准教授
１９６８年以降の現代文学とサブカルチャーの相互交
渉と再編に関する総合的研究

4,940,000 1,820,000 3,120,000

横井　敏郎 北海道大学 准教授
包摂的な教育制度・行政システム構築に関する実証的
研究

5,070,000 1,560,000 3,510,000

横式　尚司 北海道大学 講師
高血圧性心房電気的リモデリングに対する伸展活性
化チャネル阻害による心房細動治療

3,640,000 1,170,000 2,470,000

横尾　英樹 北海道大学 その他
肝細胞癌悪性度バイオマーカー候補Ｅ－ＦＡＢＰの発
現、機能解析

5,200,000 2,210,000 2,990,000

加藤　大智 北海道大学 准教授 ベクターの唾液による病原体の感染増強機構の解明 5,330,000 1,950,000 3,380,000

加藤　祐次 北海道大学 助教
簡易生体内蛍光イメージング実現のための新たな３次
元再構成技術の開発

5,200,000 2,340,000 2,860,000

河合　久仁子 北海道大学 その他
海の上を飛ぶコウモリー流氷南限海域で発見された新
たな生態

5,590,000 3,120,000 2,470,000

河合　靖 北海道大学 教授
英語による英語授業における学習スタイルの影響と変
容

780,000 260,000 520,000

河上　洋 北海道大学 助教
ＲＢＭ５に結合する抗癌剤感受性制御遺伝子による膵
癌の耐性克服治療の開発

5,330,000 3,510,000 1,820,000

河西　哲子 北海道大学 准教授
視覚皮質における活性化拡散を指標とする視覚情報
処理過程の解析

5,200,000 2,990,000 2,210,000

柿沢　佳秀 北海道大学 准教授
ベルンシュタイン多項式による密度推定法の統計理論
とその応用に関する研究

5,200,000 1,950,000 3,250,000

関　秀司 北海道大学 教授
競争吸着法による食用海藻のヨウ素低減プロセスの開
発

4,550,000 1,040,000 3,510,000

関根　勇一 北海道大学 助教
アダプター分子ＳＴＡＰ－２によるＴ細胞活性制御機構
の解明

5,460,000 3,380,000 2,080,000

丸山　覚 北海道大学 助教
ダイオキシン類介在性アンドロゲン受容体分解による
治療抵抗性前立腺癌の治療法開発

5,330,000 3,380,000 1,950,000

丸尾　聖爾 北海道大学 准教授
ＥＢウイルスによるｐ１６－ｐＲｂ、ｐ１４－ｐ５３がん抑制
経路の制御とその意義

5,200,000 1,950,000 3,250,000

岸本　晶孝 北海道大学 教授 Ｃスター環上の流れの準対角性と内部近似性 3,770,000 1,950,000 1,820,000
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岩佐　信弘 北海道大学 助教
バイオマスの急速熱分解により得られるバイオオイル
からの水素製造プロセスの開発

5,200,000 2,340,000 2,860,000

岩切　大 北海道大学 助教
ＴＬＲ３シグナルを介したＥＢウイルス陽性胃がん発生
機構の解明

5,200,000 2,080,000 3,120,000

岩本　幹子 北海道大学 准教授
医療系大学院におけるインタープロフェッション教育プ
ログラムの構築と評価

2,080,000 650,000 1,430,000

鬼丸　力也 北海道大学 講師
高齢者に対する根治的放射線治療適応基準の確立に
向けた研究

4,030,000 2,470,000 1,560,000

亀山　武志 北海道大学 その他
核酸による新しい口腔内免疫賦活化の原理の確立と
その応用を目指す基盤研究

5,330,000 2,210,000 3,120,000

菊川　峰志 北海道大学 助教
光駆動型イオンポンプ：ハロロドプシンのクロライド輸送
素過程の解明

5,460,000 2,080,000 3,380,000

吉山　裕規 北海道大学 准教授
ＥＢウイルスの新しい潜伏感染遺伝子の腫瘍化分子機
構の解明

5,330,000 2,860,000 2,470,000

吉田　俊也 北海道大学 准教授 多様な生態系機能を考慮した非皆伐による森林施業 5,200,000 2,080,000 3,120,000

久住　一郎 北海道大学 准教授
精神病発症高リスク状態と初発統合失調症患者にお
ける中間表現系指標の体系的検討

5,200,000 2,470,000 2,730,000

久保　直樹 北海道大学 助教
被検者への負担が少ないＰＥＴ入力関数測定法確立に
向けての物理的障害要因の克服

3,640,000 910,000 2,730,000

久保田　肇 北海道大学 教授
持続成長可能な経済の可能性と国際貿易の役割に関
する研究

4,940,000 1,560,000 3,380,000

宮崎　忠昭 北海道大学 教授
ウイルス感染に対する生体防御機構およびアポトーシ
ス誘導機構の解明

5,330,000 3,120,000 2,210,000

宮田　靖志 北海道大学 その他 医学生・研修医と製薬企業との関係に関する調査研究 4,940,000 1,820,000 3,120,000

宮本　環 北海道大学 その他
バイオロジカルモーションと背景視野は脳内で統合さ
れるのか？臨床応用への基礎的検討

5,070,000 1,950,000 3,120,000

境　信哉 北海道大学 准教授
重度心身障害を伴う大脳性視覚障害児・者を対象とし
た視覚行動評価尺度の開発

5,460,000 4,810,000 650,000

橋本　あり 北海道大学 助教
乳癌の初期段階における浸潤・転移の分子機序の解
明

5,330,000 2,080,000 3,250,000

橋本　努 北海道大学 准教授 環境駆動型資本主義のビジョンと政策 2,730,000 780,000 1,950,000

近藤　巧 北海道大学 准教授
ゲーム理論による農民参加型灌漑管理組織の持続可
能性条件の解明

5,070,000 1,950,000 3,120,000

近藤　浩之 北海道大学 准教授 日本中世期における易学の受容と発展に関する研究 5,070,000 1,950,000 3,120,000

近藤　哲也 北海道大学 教授
種子散布から地上への出葉までに２回の冬を必要とす
る北方景観植物の種子休眠

5,460,000 2,860,000 2,600,000

金井　壮律 北海道大学 助教
三次元立体培養歯根膜線維芽細胞を用いた加齢に伴
う至適矯正力の解明

5,200,000 2,080,000 3,120,000

金内　優典 北海道大学 その他
マイクロＲＮＡの発現と上皮性卵巣がんの臨床像との
関連に関する研究

5,330,000 2,470,000 2,860,000

熊谷　健一 北海道大学 その他
ＣｅＣｏＩｎ５におけるＦＦＬＯ超伝導と特異な磁気秩序に
関する研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000
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兼平　孝 北海道大学 講師 新しい口臭測定シートの開発 4,810,000 3,380,000 1,430,000

原田　周作 北海道大学 准教授
濃度界面を有する微粒子分散系の集団的挙動と個別
的挙動

5,330,000 2,860,000 2,470,000

玄　武岩 北海道大学 准教授
東アジアにおける越境的なリージョナル放送空間の基
盤構築のための実践研究

4,030,000 1,820,000 2,210,000

古屋　温美 北海道大学 その他
カーボンフットプリントからみた国際競争力ある水産業
モデルの構築

5,070,000 1,820,000 3,250,000

後藤　康明 北海道大学 教授
多段配筋された鉄筋コンクリート部材の定着性能評価
法の確立

5,200,000 2,470,000 2,730,000

工藤　教孝 北海道大学 准教授
戦略的補完性とレジームシフトによる経済危機の分
析：サーチ理論からのアプローチ

5,070,000 2,730,000 2,340,000

工藤　秀明 北海道大学 准教授
サケ類における母川刷込関連脳領域の解明：嗅神経
一次投射領域の神経解剖学的解析

5,720,000 4,160,000 1,560,000

荒川　圭太 北海道大学 准教授
木質バイオマス生産を支える樹木冬芽の越冬機構の
解明

5,460,000 2,340,000 3,120,000

高見　敏子 北海道大学 准教授
プレ・アカデミック英語コーパスの構築と「学習英語」の
有用動詞コロケーションの特定

5,070,000 1,690,000 3,380,000

高山　望 北海道大学 助教
高次脳機能障害患者を支える主介護者の退院時指導
プログラムの構築

1,430,000 780,000 650,000

高草木　達 北海道大学 准教授
金属原子数を制御した精密担持金属触媒の開発と
も活性な金属原子数・界面構造の決定

5,330,000 2,990,000 2,340,000

今井　英幸 北海道大学 教授
大規模な質的データの分類とデータ構造の可視化に
関する研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

今野　哲 北海道大学 助教
気管支喘息、ＣＯＰＤの病態における組織因子（ＴＦ）、
第７因子（Ｆ７）の関与

5,330,000 2,730,000 2,600,000

佐々木　聡 北海道大学 講師
ポドサイト傷害によるボウマン嚢上皮細胞の変調作用
の機構解明

4,290,000 2,210,000 2,080,000

佐藤　華織 北海道大学 助教
咬合異常感と口腔内装置許容能力の関連性の検討
ー脳磁図による定量的評価ー

3,900,000 1,560,000 2,340,000

佐藤　洋子 北海道大学 教授
小児医療における子どもの意思決定と看護支援に関
する基礎的研究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

佐野　雄三 北海道大学 助教
広葉樹の道管相互壁孔に常在する抽出成分の同定と
通水への影響解析

5,460,000 2,860,000 2,600,000

榊原　守 北海道大学 助教
慢性心不全患者に対するＡＳＶ療法の心臓交感神経
活性に対する効果の解析

5,200,000 1,950,000 3,250,000

三井　貴彦 北海道大学 助教 間質性膀胱炎モデルにおける膀胱イメージング 5,200,000 2,860,000 2,340,000

三古谷　忠 北海道大学 准教授
言語と顎発育の充足と侵襲低減をめざした口唇口蓋
裂治療体系の開発

3,640,000 1,560,000 2,080,000

山口　佳三 北海道大学 教授 微分式系の幾何学とパラボリック幾何学の研究 5,070,000 2,210,000 2,860,000

山崎　浩司 北海道大学 准教授
水産食品におけるバクテリオシン耐性リステリア菌の
動態と制御に関する研究

5,330,000 1,690,000 3,640,000

山田　義裕 北海道大学 教授 メディアの若者言説に対する批判的メタファー分析 2,990,000 1,170,000 1,820,000
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山田　哲也 北海道大学 助教
人工マイクロＲＮＡを介したダイズの高度な遺伝子制御
系の開発とその利用

5,590,000 3,510,000 2,080,000

山本　雅人 北海道大学 准教授
自律的制御機構の進化に基づく生物行動の分析と生
成

5,070,000 2,990,000 2,080,000

山本　学 北海道大学 准教授
次世代高速無線システムのための小型高性能アンテ
ナ技術に関する研究

5,330,000 2,340,000 2,990,000

山本　忠男 北海道大学 助教
農業水利再編による水質環境の変化と環境用水の導
入可能性に関する検討

5,200,000 2,730,000 2,470,000

志賀　哲 北海道大学 講師
次世代型ヒト用半導体ＰＥＴの脳腫瘍治療戦略への応
用

5,070,000 1,950,000 3,120,000

寺田　龍男 北海道大学 教授
中世ドイツ文学の発信型研究の試み―日本文化を出
発点として

5,070,000 1,690,000 3,380,000

篠原　信雄 北海道大学 准教授
末梢循環腫瘍血管内皮細胞を用いた転移性腎癌患者
の診断・治療バイオマーカーの探索

4,940,000 3,380,000 1,560,000

芝木　晃彦 北海道大学 その他
補体をターゲットとした水疱性類天疱瘡の新規治療法
の開発

5,460,000 3,380,000 2,080,000

若松　純一 北海道大学 助教
発色剤無添加食肉製品の品質に及ぼす亜鉛プロトポ
ルフィリンＩＸの影響

5,460,000 3,120,000 2,340,000

初谷　紀幸 北海道大学 その他
植物の病原体感染に応答した細胞死シグナルの動態
解析

5,330,000 1,170,000 4,160,000

勝　義直 北海道大学 准教授
生物進化に伴うエストロゲン受容体の遺伝子重複と機
能獲得の解明

5,460,000 2,340,000 3,120,000

小河原　義朗 北海道大学 准教授
音声知覚の自動化を目指した日本語音声知覚トレー
ニングシステムの構築と実践への応用

4,940,000 1,690,000 3,250,000

小笠原　克彦 北海道大学 教授
ＧＩＳに組み込んだシステム・ダイナミクスによる医療環
境の予測と可視化

5,070,000 2,860,000 2,210,000

小野寺　康之 北海道大学 助教
ホウレンソウにおける性決定遺伝子コード候補領域の
絞り込み

5,200,000 2,080,000 3,120,000

松沢　祐介 北海道大学 助教
抗酸化物質を用いた口腔癌周囲環境中の活性酸素を
治療標的とした新規治療法の開発

5,330,000 2,730,000 2,600,000

松田　康裕 北海道大学 その他 う蝕感受性関連タンパク質のジェノタイピング 4,940,000 2,990,000 1,820,000 1,950,000

松本　美佐子 北海道大学 准教授 細胞外核酸取り込みとシグナル伝達の時空間的制御 5,330,000 2,470,000 2,860,000

上田　雅信 北海道大学 教授
ミニマリスト・プログラムの自然科学としての特質の解
明：哲学的基礎と方法論の分析

5,070,000 1,950,000 3,120,000

新明　康弘 北海道大学 助教
ゲラニルゲラニルアセトンによる正常眼圧緑内障モデ
ル動物の網膜神経節細胞死抑制

5,070,000 1,950,000 3,120,000

森　太郎 北海道大学 准教授 高性能住宅向け採暖システムの開発と評価 5,460,000 3,510,000 1,950,000

森松　正美 北海道大学 准教授
乳癌原因遺伝子ＢＲＣＡ２の変異を基点としたゲノム不
安定化による腫瘍発症機構の解析

5,460,000 2,860,000 2,600,000

森松　組子
（吉松組子）

北海道大学 准教授 東南アジア・南アジアにおける未診断熱性疾患の解析 5,330,000 2,210,000 3,120,000

真鍋　徳子 北海道大学 助教
循環器疾患のマルチモダリティ画像診断統合化データ
ベースを用いた 適診断樹の研究

4,680,000 2,860,000 1,820,000
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進藤　ゆかり 北海道大学 助教
オピオイド鎮痛薬を使用している難治性非癌性疼痛患
者の慢性疼痛との共存の過程

5,070,000 1,560,000 3,510,000

須藤　英毅 北海道大学 その他
生体力学的環境変化により生じる椎間板細胞・組織の
変性制御に関する統合的研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

水野　眞佐夫 北海道大学 教授
大学生における運動習慣の形成が自律神経機能とメ
ンタルヘルスへ及ぼす効果

5,590,000 4,160,000 1,430,000

菅谷　勉 北海道大学 准教授
垂直歯根破折の破折間隙にセメント質を誘導してレジ
ンと結合させる治療法の開発

3,640,000 650,000 2,990,000

星野　洋一郎 北海道大学 助教
胚乳の植物体再生系を利用した新規倍数性育種法の
開発

5,330,000 2,210,000 3,120,000

清水　直人 北海道大学 准教授
加圧熱水による反応場を用いたデンプン・多糖類のナ
ノ粒子分散系調製技術の開発

5,460,000 2,990,000 2,470,000

西屋　禎 北海道大学 講師
ｉＮＯＳが分解されないマウスの作製とそれを用いたｉＮ
ＯＳ分解系の生理機能の解明

5,330,000 2,210,000 3,120,000

西嶋　剣一 北海道大学 その他
血管新生因子ＰＤ－ＥＣＧＦを標的としたＦ－１８標識イ
メージング剤の開発

4,940,000 2,080,000 2,860,000

西尾　妙織 北海道大学 助教
Ｓｅｃ６３コンディショナルノックアウトマウスによる嚢胞
形成機序の解析

4,940,000 1,820,000 3,120,000

西野　浩史 北海道大学 助教 匂い受容野の形成に寄与する神経基盤の解明 5,330,000 2,080,000 3,250,000

青山　和佳 北海道大学 准教授
都市に生きるサマの民族誌――生業と信仰をめぐる選
択の過程

3,120,000 910,000 2,210,000

青柳　道子 北海道大学 講師
がん患者の配偶者が受けるソーシャルサポート―尺度
開発と精神的健康との関係―

2,080,000 780,000 1,300,000

石森　直樹 北海道大学 助教
ナチュラルキラーＴ細胞による動脈硬化における慢性
炎症遷延化の分子基盤の解明

5,330,000 2,600,000 2,730,000

石田　晃彦 北海道大学 助教
単一くし形微小電極を組み込んだ高感度マイクロ電気
化学検出システムの構築とその応用

5,590,000 3,510,000 2,080,000

千葉　仁志 北海道大学 教授
全リポ蛋白粒子の粒子径と疎水性に関するデータベー
スの作製

5,200,000 2,210,000 2,990,000

千葉　惠 北海道大学 教授 アリストテレス『デアニマ』の翻訳と註解 3,380,000 1,040,000 2,340,000

川村　周三 北海道大学 准教授
近赤外分光法と可視光画像を統合した米のアミロース
含量の非破壊分析法の開発

5,070,000 1,950,000 3,120,000

村林　俊 北海道大学 准教授
抗ガン剤の効能増強を目的とした変動磁場による物理
的ドラッグデリバリーシステム

4,810,000 2,340,000 2,470,000

太田　敬子 北海道大学 教授 中世東地中海を巡る国際関係及び海運史の再検討 5,200,000 2,080,000 3,120,000

大井　俊彦 北海道大学 准教授
非可食性バイオマス糖化物に適応するバイオプラス
チック製造微生物工場の開発

5,460,000 2,860,000 2,600,000

大久保　好章 北海道大学 助教
楽譜情報に基づく記号論的音楽情報検索のための基
盤技術開発

4,940,000 1,820,000 3,120,000

大西　俊介 北海道大学 助教
放射線化学療法後の消化管障害に対する同種卵膜間
葉系幹細胞移植による治療法の開発

5,330,000 1,950,000 3,380,000

大塚　吉則 北海道大学 教授
ヘルスツーリズムの基盤づくり－地形療法コースの策
定－に関する研究

5,720,000 4,810,000 910,000
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（単位：円）

研究代表者名 所属研究機関名 役職 研究課題名 交付決定額
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交付額
平成23年度
前倒し交付額

未交付額

大堀　ことは 北海道大学 その他
骨芽細胞組み込み型人工骨による顎堤再建へのＧＢ
Ｒ法の応用

4,290,000 1,950,000 2,340,000

大野　重昭 北海道大学 その他
難治性内因性ぶどう膜炎における網羅的自己抗体解
析研究

5,330,000 2,860,000 2,470,000

大野　由夏 北海道大学 准教授 経済制裁の有効性について：国際貿易論の視点から 4,680,000 1,170,000 3,510,000

滝口　満喜 北海道大学 教授
客観的病態診断を可能とする新たな超音波検査法の
確立と獣医臨床応用の進展

5,460,000 2,340,000 3,120,000

沢田　健 北海道大学 講師
植物由来有機分子分析による白亜紀温室期の古植生
変動の高精度復元

5,200,000 3,510,000 1,690,000

谷古宇　尚 北海道大学 准教授
フランシスコ会の美術－「聖霊」と「聖霊派」の図像につ
いて

5,200,000 1,040,000 4,160,000

谷口　勇仁 北海道大学 教授
企業事故防止のマネジメント　－企業社会責任の経営
学的実証研究－

4,810,000 1,430,000 3,380,000

谷本　晃久 北海道大学 准教授
北海道所在史料群の伝存状況からみる地域的特質に
関する基礎的研究

5,200,000 2,340,000 2,860,000

樽本　英樹 北海道大学 准教授
市民権制度のポストナショナルな変容に関する国際比
較研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

地主　将久 北海道大学 准教授
抗がん剤による抗腫瘍免疫応答活性に関わる分子機
構の解明

5,070,000 2,210,000 2,860,000

池ノ上　真一 北海道大学 その他
ヘリテージツーリズムによる地域の文化遺産マネジメ
ントに関する研究

5,330,000 2,470,000 2,860,000

中川　伸 北海道大学 講師
精神疾患に関わるストレス脆弱性の脳内神経基盤―
神経細胞新生と気分障害に着目してー

5,070,000 2,210,000 2,860,000

中田　耕 北海道大学 助教 高効率硝酸イオン還元電極の精密設計と実用化 5,460,000 3,640,000 1,820,000

長谷川　功一 北海道大学 その他
１９４０・５０年代のアメリカ犯罪映画における摩天楼と
自動車の表象の総合的研究

2,210,000 1,300,000 910,000

長谷川　拓哉 北海道大学 准教授
光沢度計を用いたスケーリング評価に基づくコンクリー
トの凍害劣化診断・補修技術

5,330,000 2,470,000 2,860,000

長谷部　晃 北海道大学 助教
光線力学療法を応用した培養細胞からの新規マイコプ
ラズマ除去方法の開発

5,200,000 2,860,000 2,340,000

辻　康夫 北海道大学 教授
多文化主義は生き残れるか：その理論的再構成と難問
への応答の試み

3,380,000 1,170,000 2,210,000

坪倉　誠 北海道大学 准教授
実用ブラフボディの戦略的空力抵抗低減制御に向けた
検証研究

5,330,000 1,950,000 3,380,000

鄭　漢忠 北海道大学 准教授
免疫担当細胞を標的とした新たなＢＲＯＮＪ治療法の開
発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

田中　之博 北海道大学 助教
３次元フォノニック結晶を利用した高性能くさび型音響
導波路の設計

4,290,000 1,950,000 2,340,000

田中　亮一 北海道大学 准教授 クロロフィル分解経路の全体像の解明 5,460,000 2,210,000 3,250,000

田邉　鉄 北海道大学 准教授 ゲーム型外国語学習教材による「学びあい」の有効性 3,380,000 1,430,000 1,950,000

渡邉　浩平 北海道大学 教授 中国メディアにおける民間セクターの研究 3,900,000 1,040,000 2,860,000
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交付額
平成23年度
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島本　直伸 北海道大学 その他
機能集積ハイドロゲル素子作製のためのナノ・マイクロ
加工プロセス

5,200,000 2,470,000 2,730,000

東山　寛 北海道大学 助教
北海道農業における新規参入の新展開とリスク対応
の特質

4,290,000 1,170,000 3,120,000

東藤　孝 北海道大学 准教授 魚類の卵母細胞における油球形成の分子機構の解明 5,330,000 2,080,000 3,250,000

藤川　恵子 北海道大学 その他
高眼圧性ＲＧＣ障害新規評価系の開発：緑内障疾患モ
デルＶａｖマウスを用いた研究

5,330,000 2,990,000 2,340,000

藤谷　直樹 北海道大学 その他
糖脂質メタボローム解析による細胞のフェノタイピング
に関する研究

5,330,000 2,600,000 2,730,000

日下部　豊寿 北海道大学 助教
歯の移動メカニズムの加齢変化－三次元的歯槽骨内
微細構造からの検討－

5,200,000 3,250,000 1,950,000

日夏　幸雄 北海道大学 教授
希土類含有ぺロブスカイト化合物の多形構造と磁気的
性質

5,200,000 1,820,000 3,380,000

日置　幸介 北海道大学 教授 新発想による稠密ＧＰＳ網の新しい利用法の開拓 4,030,000 1,690,000 2,340,000

白石　秀明 北海道大学 助教
脳磁場計測を用いた乳児・小児障害脳における言語
機能獲得の予後評価

5,200,000 2,470,000 2,730,000

畠山　博充 北海道大学 助教 頭頸部癌シグナル伝達ネットワークの解明 4,940,000 3,120,000 1,820,000

飯笹　久 北海道大学 助教 上咽頭がん幹細胞におけるＥＢウィルス感染の関与 5,200,000 2,210,000 2,990,000

飯田　俊二 北海道大学 助教
生体模倣環境培養によるストレス負荷細胞の親和性
動態と骨形成能

5,330,000 3,250,000 2,080,000

品川　尚文 北海道大学 助教
気管支鏡検体を用いたｍｉｃｒｏＲＮＡによる非小細胞肺
癌の組織型診断

5,070,000 1,820,000 3,250,000

浜井　祐三子 北海道大学 准教授
イギリスにおける反アパルトヘイト市民運動と反人種主
義規範の広がり

4,550,000 1,300,000 3,250,000

浜田　淳一 北海道大学 准教授 大腸癌の肝転移を抑制するＨＯＸ遺伝子の同定 5,200,000 2,080,000 3,120,000

布施　泉 北海道大学 教授
マンガを構成要素とした情報倫理学習プログラムの研
究開発と評価

4,680,000 2,210,000 2,470,000

敷田　麻実 北海道大学 教授
観光の効果を地域社会へ還元する中間システムの研
究

5,460,000 2,210,000 3,250,000

武田　晴治 北海道大学 その他 一粒子レベルでのリポ蛋白質酸化状態解析 5,590,000 3,770,000 1,820,000

福井　彰雅 北海道大学 准教授
ケモカイン受容体ＣＸＣＲ７による原腸胚細胞集団運動
制御の解析

5,200,000 2,340,000 2,860,000

福島　順子 北海道大学 教授
片麻痺患者に対するイメージ訓練の有効性とその脳内
機構ー機能的磁気共鳴画像ー

4,810,000 1,950,000 2,860,000

福島　和昭 北海道大学 教授
新しい視点からの局所麻酔薬の薬理作用と有害作用
の研究

5,330,000 2,860,000 2,470,000

平松　尚志 北海道大学 助教
魚類の卵母細胞を標的とする新たな物質輸送システ
ムの開発に関する基礎的研究

5,460,000 2,600,000 2,860,000

保田　晋助 北海道大学 助教
リコンビントニックβ２グリコプロテイン１ドメインＶを用
いた血栓症治療の可能性

5,070,000 1,950,000 3,120,000
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平成23年度
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朴　紅 北海道大学 准教授
日本農業と東アジア回廊農業（北海道・東アジア・沖
縄）の比較農村構造論的研究

5,330,000 2,340,000 2,990,000

本宮　真 北海道大学 助教 同種肢・関節移植における遺伝子導入療法の応用 5,200,000 2,340,000 2,860,000

本多　尚文 北海道大学 准教授 完全ＷＫＢ法における超局所解析 5,070,000 1,820,000 3,250,000

毛利　哲夫 北海道大学 教授 ｋ空間の相平衡・相変態理論 5,330,000 2,860,000 2,470,000

木下　一郎 北海道大学 講師
核内転写因子ｃＪｕｎ阻害を利用した非小細胞肺癌の
癌幹細胞を標的にした治療法の検討

5,200,000 1,950,000 3,250,000

有馬　太郎 北海道大学 助教
咀嚼筋における血流動態を含めた非侵襲型機能特性
評価法の開発と応用

5,590,000 4,290,000 1,300,000

落合　正則 北海道大学 准教授
細胞性免疫に関与する昆虫サイトカインの微生物感染
による活性化機構の解析

5,330,000 2,340,000 2,990,000

李　敏啓 北海道大学 助教
骨芽細胞系列の分化多様性に対するＰＴＨと活性型ビ
タミンＤのアナボリック作用機序

5,200,000 2,210,000 2,990,000

劉　愛群 北海道大学 その他 中国語教育における「インプット処理指導」の応用研究 1,690,000 520,000 1,170,000

林　利彦 北海道大学 助教
ケロイド治療への新たな視点　～皮膚に対する抗線維
化薬の応用～

5,070,000 1,950,000 3,120,000

鈴木　恵二 北海道大学 教授 大規模計算支援による意思決定の簡易化 5,200,000 2,470,000 2,730,000

鈴木　志のぶ 北海道大学 准教授
議論の構造を説明する異文化コミュニケーション・モデ
ルの発展とＣＭＣ環境への応用

1,820,000 520,000 1,300,000

鈴木　仁 北海道大学 准教授
ハプロタイプ構造解析法による小型哺乳類の浸透交雑
の解析

5,200,000 2,080,000 3,120,000

鈴木　正彦 北海道大学 教授
ロベリアのポリアシル化アントシアニンの生合成機構の
解明

5,460,000 2,600,000 2,860,000

和田　はるか 北海道大学 助教
再生医学的手法を取り入れた新しいがん免疫細胞療
法の開発

5,070,000 1,950,000 3,120,000

和田　大 北海道大学 准教授
グルタミン酸生産菌の代謝工学の新展開：オキサロ酢
酸過剰生産型代謝への改変

5,330,000 2,340,000 2,990,000

鷲尾　健司 北海道大学 助教 植物種子に脱水耐性をもたらすゲノム機能の解明 5,460,000 2,860,000 2,600,000

詫間　滋 北海道大学 助教
延髄侵害受容システムの可塑的変化におけるグリア
細胞機能の免疫組織化学的検討

5,200,000 3,510,000 1,690,000

傳田　健三 北海道大学 教授
児童・青年期の双極性障害に関する臨床的、疫学的
研究

5,200,000 1,560,000 3,640,000

櫻田　譲 北海道大学 准教授
多国籍企業における国際課税要因が資本市場に与え
る影響について

4,940,000 1,040,000 390,000 3,900,000

淺野　行藏 北海道大学 教授
ビフィズス菌　対　ルミノコッカス属菌腸内細菌の機能
性比較

5,200,000 3,510,000 1,690,000

濱田　靖弘 北海道大学 准教授
新しい被覆材，軽量断熱テント，およびスノーキャノン
導入による雪氷活用の低コスト化

5,200,000 3,380,000 1,820,000

眞山　博幸 北海道大学 助教
マルチピラー表面の濡れにおけるエネルギー障壁の理
論的考察とその実験的評価

5,200,000 2,730,000 2,470,000
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眞壁　仁 北海道大学 准教授
徳川儒学思想における清朝学術の受容：徂徠学以降
の思想展開をめぐる新たな枠組の模索

5,070,000 1,300,000 3,770,000

齋藤　航 北海道大学 その他
脈絡膜血管新生におけるＲＮＡ結合蛋白リン酸化酵素
ＳＲＰＫの役割

5,200,000 2,080,000 3,120,000

藏田　伸雄 北海道大学 教授
道徳的行為の動機付けに関する内在主義と誠実さの
徳倫理との関連についての研究

4,550,000 1,690,000 2,860,000

趙　松吉 北海道大学 准教授
細胞増殖・血管新生分子イメージング：がん分子標的
薬の早期治療効果評価法の確立

5,200,000 2,340,000 2,860,000

関口　朋彦 北海道教育大学 准教授 天文観測実習を経験してきた理科教員の養成 4,680,000 2,210,000 2,470,000

高久　元 北海道教育大学 准教授
熱帯・温帯域のトゲダニ目の多様性研究と記載分類学
者養成への取り組み

5,200,000 1,690,000 3,510,000

今在　慶一朗 北海道教育大学 准教授 決定手続きにおける権威者に対する印象の形成過程 2,080,000 260,000 1,820,000

佐々木　貴子 北海道教育大学 准教授
授業記録の読解方略に基づく家庭科における授業記
録の方法の開発

3,770,000 2,210,000 1,560,000

佐野　比呂己 北海道教育大学 准教授
柳田国男監修高等学校国語科教科書所収教材の連
携的研究

4,420,000 1,690,000 2,730,000

坂井　誠亮 北海道教育大学 准教授
小学校社会科における「関心・意欲・態度」及び「思考・
判断・表現」の評価法

2,210,000 780,000 1,430,000

小林　真二 北海道教育大学 准教授
大正期函館圏モダニズム文化の研究―長谷川海太
郎・久生十蘭・水谷準を中心に―

4,290,000 3,120,000 1,170,000

庄井　良信 北海道教育大学 教授
高度教職能力開発におけるナラティヴ・カンファレンス
法の教育的意義に関する研究

4,810,000 1,950,000 2,860,000

松崎　邦守 北海道教育大学 教授
小学校外国語活動担当教員養成のためのポートフォリ
オ適用モデルの構築

5,070,000 2,210,000 2,860,000

前田　輪音 北海道教育大学 准教授 憲法教育の構築―「科学」と「生活」の結節点として 2,860,000 1,040,000 1,820,000

二宮　信一 北海道教育大学 准教授
専門家に過度に依存しない特別支援教育推進のシス
テム構築に関する実証的研究

2,990,000 1,170,000 1,820,000

木戸口　正宏 北海道教育大学 講師
社会的困難の集中する地域における若年者の移行過
程と自立支援に関する実証的研究

3,120,000 1,950,000 1,170,000

野村　忠央 北海道教育大学 准教授 仮定法節と不定詞節の比較による定形性の研究 2,340,000 1,040,000 1,300,000

鈴木　淳一 北海道教育大学 准教授
マイクロＲＮＡによる組織酸素センシング機構の修飾作
用に関する研究

5,200,000 3,640,000 1,560,000

和地　輝仁 北海道教育大学 准教授 リー代数の表現論と概均質ベクトル空間のｂ─関数 4,810,000 1,430,000 3,380,000

廣田　健 北海道教育大学 准教授
実践力ある教員養成カリキュラム開発と地域貢献のた
めの教材データベース構築の試み

3,250,000 1,820,000 1,430,000

鴈澤　好博 北海道教育大学 教授 光励起蛍光法による「活断層」年代測定法の開発 5,330,000 3,640,000 1,690,000

ＫＲＡＵＳＥＯＮ
Ｏ　ＭＡ

室蘭工業大学 准教授
海外のメディア情報との比較分析を通じた新たな情報
リテラシーと文化間理解力の涵養

3,380,000 910,000 2,470,000

チャン　ヨン
チョル

室蘭工業大学 准教授
新規のＰＣＥ完全脱塩素化菌の分解酵素精製及び汚
染土壌修復中の群集構造解析

5,460,000 2,990,000 2,470,000
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平成23年度
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橋本　邦彦 室蘭工業大学 教授
旧椴法華村における伝統的漁業・造船に関する語彙
調査

1,690,000 650,000 1,040,000

施　建明 室蘭工業大学 准教授
遺伝子機能予測における数理工学指向アルゴリズム
の開発

3,120,000 910,000 2,210,000

寺本　孝司 室蘭工業大学 准教授
ゴム切削における切りくず分離過程のインプロセス観
察を基にした加工誤差のモデル化

5,460,000 3,380,000 2,080,000

戎　修二 室蘭工業大学 准教授
希土類硫化物における多数の準安定磁気構造に起因
する巨大物性応答とその外場制御

5,200,000 3,120,000 2,080,000

相津　佳永 室蘭工業大学 教授
皮膚ガンに由来する光吸収・散乱異常のハイパースペ
クトル多層構造検出

5,330,000 2,340,000 2,990,000

中津川　誠 室蘭工業大学 准教授
水文予測情報を用いた既存ダムの機能向上に関する
研究

4,420,000 1,690,000 2,730,000

辻　寧英 室蘭工業大学 教授
３次元ベクトル有限要素ビーム伝搬法による光回路の
トポロジー 適設計に関する研究

4,030,000 2,340,000 1,690,000

田村　亨 室蘭工業大学 教授
持続可能な地域航空ネットワ－ク形成のための地域連
携戦略の評価

5,200,000 2,470,000 2,730,000

渡部　修 室蘭工業大学 准教授
心理物理学的逆相関法による高次認知判断プロセス
の推定法

4,940,000 2,470,000 2,470,000

渡邉　真也 室蘭工業大学 講師
局所パレート性を考慮した多目的 適化アルゴリズム
の開発と逆問題への応用

5,070,000 2,210,000 2,860,000

土屋　勉 室蘭工業大学 教授 中間層における杭の鉛直支持機構と評価法 5,200,000 2,210,000 2,990,000

木幡　行宏 室蘭工業大学 教授
繊維材混合流動化処理土の埋戻し地盤への適用に関
する研究

5,330,000 3,120,000 2,210,000

臺丸谷　政志 室蘭工業大学 教授 ボルト被締結体の衝撃破断評価基準の構築 4,940,000 2,990,000 1,950,000

岡部　善平 小樽商科大学 教授
高等学校から大学への移行における専門教育・職業
教育の有意性

3,380,000 1,690,000 1,690,000

加地　太一 小樽商科大学 教授 メタヒューリスティクスの謎の解明とその応用 5,330,000 1,170,000 4,160,000

江頭　進 小樽商科大学 教授
環境市場の成長と政策効果に関するシミュレーション
研究

4,680,000 1,560,000 3,120,000

佐野　博之 小樽商科大学 准教授
社会的選好と互恵的行動を導入したモデルによる財政
的外部性問題の再検討

1,560,000 520,000 1,040,000

山田　久就 小樽商科大学 准教授
アバール語における動詞＋動詞型の複合動詞に関す
る総合的研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000

小笠原　春彦 小樽商科大学 教授
離散及び連続変量の行動計量分析における漸近理論
の適用

4,940,000 1,820,000 3,120,000

小倉　一志 小樽商科大学 准教授
サイバースペースにおける「表現の自由」論の日米比
較

3,380,000 1,170,000 2,210,000

松家　仁 小樽商科大学 准教授
暴利商人と経済制度－１９１８年から１９４８年までの
ポーランド経済とマイノリティ

3,770,000 650,000 3,120,000

宮竹　史仁 帯広畜産大学 講師
堆肥化過程からのＮ２Ｏ排出を支配する新規機構の解
明とＮ２Ｏ排出予測式の導出

5,460,000 2,080,000 3,380,000

佐々木　基樹 帯広畜産大学 准教授 海生哺乳類の機能形態学的多様性と環境適応 5,460,000 2,860,000 2,600,000
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研究代表者名 所属研究機関名 役職 研究課題名 交付決定額
平成23年度

交付額
平成23年度
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佐藤　禎稔 帯広畜産大学 准教授
３Ｄ－ＣＡＤ／ＣＡＥを利用した次世代型ビートタッパの
高速高精度化に関する研究

5,330,000 2,210,000 3,120,000

清水　隆 帯広畜産大学 准教授
リポポリサッカライドによるウシ卵胞構成細胞の機能障
害の解明とその起因分子の探索

5,330,000 2,080,000 3,250,000

川島　千帆 帯広畜産大学 助教
将来の泌乳と繁殖に関わる子牛のＩＧＦ－１産生能の
決定因子の解明と人為的制御の検証

5,200,000 1,300,000 3,900,000

兼清　泰正 北見工業大学 准教授
ボロン酸を用いた糖検出チップの高速応答化とマルチ
カラーセンサーアレイへの展開

5,330,000 2,730,000 2,600,000

佐藤　利次 北見工業大学 准教授
食用担子菌による効率的なラッカーゼ等の有用タンパ
ク質発現系の確立

5,200,000 2,080,000 3,120,000

水本　正晴 北見工業大学 准教授
知識の文化的・言語的差異と民間意味論に関する実
験哲学的研究

5,070,000 780,000 4,290,000

村田　美樹 北見工業大学 准教授
ホウ素－水素結合活性化に基づく直截的ホウ素基導
入反応の反応制御とその応用

4,940,000 2,340,000 2,600,000

中山　恵介 北見工業大学 教授
北極圏の閉鎖性水域におけるメタン発生量推定に向
けた貧酸素水塊の発生機構の解明

5,330,000 2,730,000 2,600,000

柏　達也 北見工業大学 教授
ＵＨＦ帯電波を用いたＩＴＳ技術による自動車衝突防止
システムの開発に関する研究

3,640,000 1,300,000 2,340,000

野矢　厚 北見工業大学 教授
結晶粒径制御によるナノ結晶シリサイドの作製とナノコ
ンタクト界面の形成に関する検討

5,460,000 2,860,000 2,600,000

柳　等 北見工業大学 准教授
スウィーピング・パフォーマンス評価のためのカーリン
グブラシの開発と応用

4,940,000 1,950,000 2,990,000

結城　幸一 旭川医科大学 講師
プロスタノイドによる虚血心筋保護の情報伝達系の解
明

5,330,000 2,210,000 3,120,000

高原　幹 旭川医科大学 助教
扁桃病巣疾患における病態解明と扁桃摘出術の有用
性に関する基礎的エビデンス

5,070,000 1,950,000 3,120,000

佐々木　勝則 旭川医科大学 その他
新規鉄代謝指標・生体内不安定鉄ＮＴＢＩの革新的測
定法開発・実用化研究及び臨床応用

5,200,000 2,600,000 2,600,000

清水　惠子 旭川医科大学 教授 寒冷ストレスに関する病態の解明 5,070,000 2,600,000 2,470,000

千石　一雄 旭川医科大学 教授
精子形成遺伝子群の網羅的解析による精子形成メカ
ニズムの解明

5,330,000 3,250,000 2,080,000

船越　洋 旭川医科大学 准教授
トリプトファン代謝からみた情動の分子機序解析と代謝
性精神疾患の原因遺伝子の同定

5,330,000 2,470,000 2,860,000

大保　貴嗣 旭川医科大学 准教授
小胞体カルシウムポンプのリン酸化中間体の異性化に
よるカルシウム輸送部位の構造変化

5,460,000 2,080,000 3,380,000

竹原　有史 旭川医科大学 その他
ＤＮＡ修復機構ＡＰＥ－１の心筋幹細胞に対する細胞機
能再生及び虚血耐性に対する効果

5,590,000 3,250,000 2,340,000

竹内　利治 旭川医科大学 助教
熱ショック蛋白を介するポストコンディショニングの心保
護効果

2,340,000 1,560,000 780,000

田村　義之 旭川医科大学 准教授 ラットを用いたせん妄の神経生理学的研究 2,730,000 1,040,000 1,690,000

藤谷　幹浩 旭川医科大学 准教授
細胞膜有機イオン輸送体および接着分子による新規
微生物認識機構の解明と腸炎への関与

5,200,000 2,470,000 2,730,000

藤田　征弘 旭川医科大学 助教
ｓｈｏｒｔ－ｆｏｒｍ　ＧＩＰの分泌機構および糖代謝改善機
序を解明する

5,200,000 2,210,000 2,990,000

11



（単位：円）

研究代表者名 所属研究機関名 役職 研究課題名 交付決定額
平成23年度

交付額
平成23年度
前倒し交付額

未交付額

熱田　裕司 旭川医科大学 講師 神経性間欠跛行を再現するｆｉｃｔｉｖｅ実験モデルの開発 5,200,000 2,860,000 2,340,000

片田　彰博 旭川医科大学 講師
電気刺激による内喉頭筋の再運動化と筋萎縮の抑制
に関する研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

牧野　雄一 旭川医科大学 講師
免疫細胞制御における低酸素応答性転写因子群の役
割の解明と炎症性疾患治療への応用

5,200,000 2,210,000 2,990,000

野津　司 旭川医科大学 准教授
神経ペプチドオレキシンの消化管運動調節機構とその
意義

5,200,000 3,250,000 1,950,000

濱田　珠美 旭川医科大学 准教授
標準的治療を受ける進行非小細胞肺がんを持つ人の
ライフサポートプログラム開発

4,680,000 2,600,000 2,080,000

Ｖ・Ｍ　Ｆｕｈｒｔ 弘前大学 准教授
ヨーロッパと東アジアにおける歴史教科書対話の役割
と限界についての比較研究

4,420,000 1,560,000 2,860,000

阿部　敏之 弘前大学 准教授
有機半導体を適用したアンモニア酸化分解用可視光
応答性デバイスの開発

5,330,000 2,730,000 2,600,000

伊高　健治 弘前大学 准教授
反射高速電子回折の強度振動モニタリングによる有機
格子整合ヘテロエピタキシー成長

5,460,000 3,510,000 1,950,000

井瀧　千恵子 弘前大学 准教授
糖尿病セルフマネジメント支援に関する学生教育プロ
グラムの開発

5,070,000 2,080,000 2,990,000

右田　啓介 弘前大学 助教
疼痛慢性期における大脳皮質帯状回からの下行性抑
制系調節に対するプリン受容体の役割

5,200,000 2,340,000 2,860,000

奥村　謙 弘前大学 教授
冠攣縮性狭心症の成因に関する分子生物学的研究：
Ｐ１２２蛋白の役割の確立

5,200,000 2,600,000 2,600,000

横山　良仁 弘前大学 講師
光線力学的療法とクロフィブリン酸を用いた卵巣癌播
種病巣に対する治療戦略

5,200,000 1,690,000 3,510,000

岡本　浩 弘前大学 教授
高効率光デバイスの実現に向けた低欠陥量子ドットの
特性解明に関する研究

3,120,000 1,690,000 1,430,000

蝦名　敦子 弘前大学 教授 小学校の特性を活用した図工科学習モデルの構築 3,510,000 1,690,000 1,820,000

柿崎　育子 弘前大学 准教授
多機能性プロテオグリカン分子創出のための糖鎖工学
基盤技術の開発

5,330,000 1,950,000 3,380,000

葛西　敦子 弘前大学 准教授
養護教諭のためのフィジカルアセスメント教育プログラ
ムの構築

5,200,000 2,080,000 3,120,000

鬼島　宏 弘前大学 教授
膵・胆道癌の高悪性度形質を規定する時計遺伝子の
機能

5,070,000 1,950,000 3,120,000

吉田　秀見 弘前大学 講師
グリアの神経成長因子発現制御に基づいた脳血管障
害の新規治療法開発にむけた基礎検討

5,070,000 2,080,000 2,990,000

金子　高英 弘前大学 講師
皮膚腫瘍におけるメルケル細胞ポリオーマーウイルス
の病原性の証明

5,200,000 2,210,000 2,990,000

櫛方　哲也 弘前大学 講師
麻酔・手術後の睡眠、認知障害機序と治療法の研究：
覚醒、回復、周術期トータルケアへ

5,200,000 1,300,000 3,900,000

郡　千寿子 弘前大学 教授
東北日本海域における近世言語生活に関する研究－
往来物資料からの分析－

2,470,000 1,040,000 1,430,000

黒瀬　顕 弘前大学 教授
ＤＮＡ損傷修復マーカーを用いた膠芽腫における抗癌
剤作用機序と悪性化の解明

5,330,000 3,250,000 2,080,000

黒田　直人 弘前大学 教授
回転性脳損傷における側脳室前角上衣下損傷の意義
に関する法医病理学的研究

3,120,000 910,000 2,210,000
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斎藤　稔 弘前大学 教授
熱安定性計算による超好熱菌蛋白質の変性状態構造
と耐熱化機構の解明

4,420,000 1,560,000 2,860,000

細矢　浩志 弘前大学 教授
欧州自動車産業の生産ネットワークの形成と展開に関
する実証的研究

3,640,000 1,560,000 2,080,000

作道　信介 弘前大学 教授
北西ケニア牧畜民トゥルカナにおける「糞肛門」の地域
比較

5,200,000 2,080,000 3,120,000

三上　健一郎 弘前大学 助教
Ｎｏｔｃｈ／Ｊａｇｇｅｄ－１シグナルを介した肝線維化と肝
再生との病態連繋の解明

5,200,000 2,210,000 2,990,000

山田　順子 弘前大学 講師
不安機構の性差に及ぼす扁桃体ＧＡＢＡトニックシグナ
ルの役割と性ホルモンの関与

5,070,000 2,470,000 2,600,000

山田　嚴子 弘前大学 教授 民俗信仰の再文脈化をめぐるダイナミズム 5,330,000 2,080,000 3,250,000

柴田　英樹 弘前大学 教授
日本の倒産企業における「粉飾決算への関与」に関す
る研究

4,550,000 1,820,000 2,730,000

諸岡　道比古 弘前大学 教授
自然的宗教史から見た人間存在における悪、死そして
救いの構造研究

4,940,000 2,470,000 2,470,000

小磯　重隆 弘前大学 准教授 若年者の職場定着に関する研究～職業教育を通じて 2,990,000 780,000 2,210,000

小菅　正裕 弘前大学 准教授
本震直後の余震活動の解明：地震波振幅を用いた震
源とメカニズム解の同時推定

2,860,000 780,000 2,080,000

松宮　朋穂 弘前大学 助教
ＲＬＲｓを介した自然免疫機構における細胞内小器官
ネットワークの解明

5,200,000 2,080,000 3,120,000

松崎　康司 弘前大学 講師
ウイルス感知レセプターの自然免疫力を活用する新規
癌療法の確立

5,200,000 1,950,000 3,250,000

沼沢　拓也 弘前大学 助教
脊柱靱帯骨化症における脊柱靱帯および皮膚由来細
胞の骨化機序の解明

1,950,000 1,170,000 780,000

照井　君典 弘前大学 講師
ダウン症候群関連急性リンパ性白血病における細胞
増殖機構の解明

5,330,000 2,470,000 2,860,000

森　文秋 弘前大学 准教授
ＴＤＰ４３プロテイノパチ－におけるＲＮＡ代謝異常：スト
レス顆粒形成機構の解明

5,200,000 1,950,000 3,250,000

須藤　弘敏 弘前大学 教授 知恩院蔵阿弥陀二十五菩薩来迎図の研究 5,330,000 3,380,000 1,950,000

水上　浩哉 弘前大学 講師
ヒト２型糖尿病膵島β細胞におけるプロゲステロン受
容体の役割についての検討

5,330,000 2,470,000 2,860,000

浅野　研一郎 弘前大学 講師
ガンマナイフとグリオーマ細胞吸着療法を組み合わせ
た効率的腫瘍根絶療法の基礎研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000

村松　惠二 弘前大学 教授 ヨーロッパ「極右」のイデオロギーと心理 1,300,000 520,000 780,000

丹治　邦和 弘前大学 助教
シヌクレイノパチー脳における異常αシヌクレインの意
義と結合タンパク質の役割

5,200,000 2,210,000 2,990,000

中村　剛之 弘前大学 准教授
水生ガガンボ類の幼生期解明と環境指標生物としての
利用

5,330,000 1,690,000 3,640,000

中里　博 弘前大学 教授
ヒルベルト空間・クレイン空間の作用素の数域の境界
についての研究とその応用

1,560,000 520,000 1,040,000

長崎　秀昭 弘前大学 教授
小学校国語科における能動的な言語力を育成するた
めの文法体系の開発

5,200,000 2,080,000 3,120,000
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嶋村　則人 弘前大学 講師
安全な脳梗塞治療法の開発：スタフィロキナーゼの応
用

5,200,000 2,600,000 2,600,000

東　徹 弘前大学 教授 科学者の伝記集の作成とその活用方策の確立 4,940,000 2,080,000 2,860,000

柏木　明子 弘前大学 准教授
大腸菌とＲＮＡファージＱβから成るモデル共進化系に
おける宿主ゲノムの経時変化解析

5,460,000 2,860,000 2,600,000

福山　麻美 弘前大学 その他
ヒアルロン酸をキーワードに新たな早産予知と治療に
挑む

4,940,000 2,080,000 2,860,000

福田　眞 弘前大学 教授
リードの異なる２組の静圧空気送りねじを使用した差
動空気ねじの開発

5,330,000 2,080,000 3,250,000

福島　裕敏 弘前大学 准教授
新教員養成システムの効果検証研究―弘前大学教育
学部を事例として

5,070,000 1,040,000 4,030,000

平田　淳 弘前大学 准教授
カナダにおける「開かれた教育行政」及び「開かれた学
校づくり」に関する調査研究

5,200,000 260,000 4,940,000

別宮　耕一 弘前大学 准教授 立方重偶符号についての研究 5,070,000 1,820,000 3,250,000

保田　宗良 弘前大学 教授
地域医療の質的向上を意図した医薬品流通システム
の構築

2,340,000 1,300,000 1,040,000

木村　純二 弘前大学 准教授
和辻哲郎による日本倫理思想史および日本文化史研
究の総合的再検討

4,810,000 1,690,000 3,120,000

木村　博人 弘前大学 教授
メカノセンサーとしての顎骨由来培養骨膜シート移植に
よる新規骨増生法の開発

5,070,000 1,820,000 3,250,000

野戸　結花 弘前大学 准教授
リンパ浮腫に対する運動療法プログラムの開発と効果
の検証

1,950,000 650,000 1,300,000

野田　美保子 弘前大学 教授
移動能力が異なる高齢者における日常生活活動水準
の横断的，縦断的評価方法の開発

4,160,000 2,210,000 1,950,000

野呂　徳治 弘前大学 准教授
第二言語によるオーラルコミュニケーション遂行時の心
理的ストレスとその対処方略

3,510,000 650,000 2,860,000

李　梁 弘前大学 教授
近世東アジアにおける新知識体系とその構築に関する
思想文化史的研究

4,030,000 1,560,000 2,470,000

澤田　真一 弘前大学 准教授
ニュージーランド文学におけるポストコロニアル・アイデ
ンティティの形成

2,080,000 1,430,000 650,000

阿久津　洋巳 岩手大学 教授 読みやすさを決める文字の空間配置 3,380,000 1,300,000 2,080,000

安倍　正人 岩手大学 教授 音響振動による大規模構造体中の欠陥の非破壊診断 5,460,000 4,030,000 1,430,000

宇佐美　公生 岩手大学 教授
道徳の形而上学的基層の批判的検討─ミニマルな道
徳形而上学の再構築のために

4,420,000 1,170,000 3,250,000

岡田　啓司 岩手大学 准教授 新生子牛の第四胃機能と移行免疫獲得 5,720,000 4,160,000 1,560,000

音喜多　信博 岩手大学 准教授
ダーウィン主義時代における現象学的人間学の科学
論的意義

4,940,000 1,430,000 3,510,000

橋本　良二 岩手大学 教授
光合成色素組成をマーカーとしたアスナロ属選抜系統
の遺伝分析と育種への利用

5,460,000 3,120,000 2,340,000

栗林　徹 岩手大学 教授
高度肥満者多発地域における要因解明と運動を中心
とした健康教育プログラム開発

5,200,000 2,730,000 2,470,000
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厚井　裕司 岩手大学 教授
難読化されたウイルス攻撃を防御・検出する高速ベイ
ジアンフィルタの研究

5,200,000 2,990,000 2,210,000

向川　政治 岩手大学 准教授
マイクロプラズマ散逸ソリトンの安定生成とプラズマ
フォトニック結晶

5,200,000 2,860,000 2,340,000

江本　理恵 岩手大学 准教授
教育業績評価システムとしての「ｅ－ティーチング・ポー
トフォリオ・システム」の開発

5,070,000 1,430,000 3,640,000

佐藤　宏明 岩手大学 助教
アレーアンテナ空間信号処理を用いたヒト循環器の運
動の非接触計測

5,590,000 4,680,000 910,000

斎藤　靖史 岩手大学 准教授
イネ胚乳シンシチウム形成と細胞化機構からみた受精
直後の冷温・高温感受性

5,460,000 2,600,000 2,860,000

山口　勉功 岩手大学 教授
シリコンカーバイド製ディーゼルパティキュラフィルター
からの白金族金属の回収

5,460,000 3,640,000 1,820,000

山崎　友子 岩手大学 教授 地域と協働した津波防災教育のモデル開発研究 5,070,000 2,470,000 2,600,000

小川　智 岩手大学 教授
電荷移動型自己組織化単分子膜による有機電子デバ
イスの界面ナノ空間の制御

5,460,000 2,860,000 2,600,000

小島　聡子 岩手大学 准教授
宮沢賢治の言葉と文体―近代の地方における「標準
語」の受容の実態―

1,950,000 780,000 1,170,000

小綿　利憲 岩手大学 その他 レアアースを用いない自動車用高強度材料の開発 3,770,000 2,470,000 1,300,000

松嶋　卯月 岩手大学 准教授
近赤外分光イメージングによる植物内水移動可視化シ
ステムの開発

5,200,000 2,340,000 2,860,000

西山　清 岩手大学 教授
Ｈ∞高速同定に基づく３次元高臨場感再生システムの
開発

3,640,000 910,000 2,730,000

船崎　健一 岩手大学 教授
複合型制御機構による高負荷３次元タービン翼の広範
囲高効率化に関する研究

5,460,000 3,250,000 2,210,000

前田　武己 岩手大学 准教授
アンモニア揮散低減と肥効促進を目的とした家畜排せ
つ物堆肥化時のＭＡＰ生成促進

3,900,000 1,040,000 2,860,000

早坂　啓造 岩手大学 その他
「岩手の入会」アーカイブ構築と資料分析を通した入会
の現代的意義の批判的追究

4,810,000 1,430,000 3,380,000

大河原　正文 岩手大学 准教授 粘土の粘着力ｃのメカニズムに関する研究 5,590,000 4,290,000 1,300,000

大川　一毅 岩手大学 准教授
地方大学における「卒業生サービス」の意義と可能性
に関する実証的研究

5,070,000 2,600,000 2,470,000

堤　賢一 岩手大学 教授
対立遺伝子間相互作用が関与する新しい耐寒性制御
モデルの検証と機構解明

5,070,000 2,860,000 2,210,000

田代　高章 岩手大学 准教授
小中一貫教育における地域連携を基盤とした総合的
学習カリキュラムの開発と評価

2,860,000 1,300,000 1,560,000

田中　隆充 岩手大学 准教授
伝統的な木材人工物における‘接ぎ手’技法の基礎調
査と幼児用玩具への応用

4,940,000 650,000 4,290,000

渡瀬　典子 岩手大学 准教授
家政学的視点に基づく社会関係資本形成とリーダー
シップ育成に関する構造的研究

3,510,000 1,170,000 2,340,000

土屋　直人 岩手大学 准教授
戦前・戦後東北における北方性教育運動の展開に関
する調査・研究

4,290,000 1,690,000 2,600,000

嶋田　和明 岩手大学 准教授
イソテルラゾール類のヘテロ環化付加を経る縮環ピリ
ジン系アルカロイド骨格の構築

5,460,000 3,120,000 2,340,000
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湯川　俊浩 岩手大学 准教授
四節リンク，ワンウェイクラッチ，立体カムによる複合伝
達機構型無段変速機の開発

3,380,000 1,040,000 2,340,000

藤代　博之 岩手大学 教授
スプリット型パルスコイルによる超強力な超伝導バルク
磁石の実現と磁気分離への応用

5,460,000 2,860,000 2,600,000

麦倉　哲 岩手大学 教授
岩手県内の樺太引揚げ者のファミリーヒストリー　住宅
困窮層の実態と支援の比較研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

比屋根　哲 岩手大学 教授
「林業」の紹介を軸とした一般向け森林環境教育教材
の開発

2,990,000 1,170,000 1,820,000

本村　健太 岩手大学 教授 インタラクティブ映像メディア表現の構成学的研究 3,900,000 1,040,000 2,860,000

名越　利幸 岩手大学 准教授
「気象庁数値予報モデル」を用いた中学生による大気
環境調査に関する教材開発

5,330,000 2,990,000 2,340,000

名古屋　恒彦 岩手大学 教授
重複障害者の自立をめざす「領域・教科を合わせた指
導」の継続的実践事例研究

2,080,000 1,040,000 1,040,000

木村　彰男 岩手大学 講師
低消費電力型クラスタＰＣを用いた小型で実用的な並
列画像処理システムの開発

5,200,000 2,470,000 2,730,000

澤井　健 岩手大学 助教
ウシ体外受精胚のエピジェネティクス特性とその制御
機構の解明

5,460,000 2,340,000 3,120,000

Ｇｒａｕｓｅ　Ｇｕｉ
ｄｏ

東北大学 助教
ＮａＯＨ／グリコールを用いた臭素系難燃剤含有耐衝
撃性ポリスチレンの脱臭素処理

5,200,000 1,950,000 3,250,000

ＨＡＮＳＥＮ　Ｆ
ＲＡＮＫ

東北大学 准教授
単調および凸作用素関数と量子情報・数理物理への
応用

4,030,000 1,430,000 2,600,000

Ｔｒｕｓｈｉｎ　Ｉｇｏ
ｒ

東北大学 准教授 グラフ上微分方程式の解析 5,070,000 2,210,000 2,860,000

阿南　友亮 東北大学 准教授
近代中国における社会の武装化と中国共産党の武装
闘争ー中央革命根拠地の事例分析

5,070,000 2,210,000 2,860,000

阿部　亨 東北大学 准教授
多眼ステレオ法を用いた高精度シーンフローの並列計
算法に関する研究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

阿部　宏 東北大学 教授
情報欠落文における主観性介入に関する日仏英対照
言語学的研究

4,680,000 1,690,000 2,990,000

芦野　有悟 東北大学 講師
Ｔｒａｎｓｌｏｃａｔｉｏｎ　ｄｅｆｅｃｔｉｖｅ逆転写酵素阻害剤に対す
る耐性機序

5,330,000 3,120,000 2,210,000

安田　浩康 東北大学 准教授
進行非小細胞肺癌に対する腫瘍微小循環促進剤併用
化学療法の橋渡し研究

5,200,000 1,820,000 3,380,000

安田　純 東北大学 その他
腫瘍特異的なｍｉＲＮＡ成熟過程阻害を誘導するＲＮＡ
結合タンパク質の探索

5,200,000 1,820,000 3,380,000

安田　聡 東北大学 准教授
末梢血多核白血球Ｒｈｏキナーゼ測定：冠攣縮性狭心
症の新たなバイオマーカーの開発

5,200,000 2,340,000 2,860,000

伊藤　潔 東北大学 准教授
子宮内膜癌微小環境：サイトカインを中心に、局所エス
トロゲン合成の制御因子を探る

5,200,000 2,860,000 2,340,000

依田　正信 東北大学 准教授
歯科用金属へのプラズマＣＶＤによるチタニアコーティ
ング－白い金属を目指して－

5,200,000 2,860,000 2,340,000

井樋　慶一 東北大学 教授
視床下部においてプロラクチン放出ペプチドがストレス
性緊急応答を制御するメカニズム

5,330,000 3,120,000 2,210,000

磯田　弦 東北大学 准教授
ベトナム北部の少数民族による棚田開発とその生業形
態の持続可能性

4,940,000 2,470,000 2,470,000
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宇都宮　裕貴 東北大学 講師
子宮内膜癌における新規レチノイン酸受容体標的遺伝
子の同定とその機能解析

5,070,000 2,470,000 2,600,000

永田　英明 東北大学 准教授 地域間交通からみる古代東北の政治と社会 2,210,000 1,040,000 1,170,000

榎本　正博 東北大学 准教授
新会計基準の導入に起因する利益マネジメントについ
ての実証研究

2,730,000 910,000 1,820,000

塩谷　昌史 東北大学 助教
ユーラシアにおける流通ネットワークの再編―ロシア製
綿織物輸出の観点より―

3,900,000 1,300,000 2,600,000

塩谷　隆 東北大学 教授 測度集中の幾何と曲率 4,940,000 1,820,000 3,120,000

塩飽　仁 東北大学 教授
発達障害の子どもと家族のための看護支援ガイドライ
ンの開発とその検証に関する研究

5,070,000 1,300,000 3,770,000

横井　渉央 東北大学 助教
応用経済学（都市経済学）からの道州制への提言：空
間計量経済学による財政外部性評価

2,990,000 1,170,000 1,820,000

横山　嘉彦 東北大学 准教授
鋳造欠陥の極めて少ない、高品位ガラス合金およびヘ
テロアモルファス合金の作製

5,330,000 2,340,000 2,990,000

岡田　毅 東北大学 教授
日本人科学研究者向け英語学術論文執筆支援用教
材システムの開発

3,770,000 1,040,000 2,730,000

岡本　聡 東北大学 その他
若年女性の子宮頸がん検診受診率や子宮頸がん発
症の推移とその要因の前向き調査

5,200,000 1,950,000 3,250,000

下西　充 東北大学 助教
歯根膜由来上皮―間葉相互作用におけるセメント質再
生に関する研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

加藤　健吾 東北大学 助教
ＥＭＴによる頭頸部癌悪性化および癌幹細胞活性化機
構の解析

5,200,000 2,210,000 2,990,000

加藤　準治 東北大学 助教
複合材料のエネルギー吸収性能 大化―マルチス
ケール構造 適化法の新導入

4,940,000 2,730,000 910,000 2,210,000

花輪　公雄 東北大学 教授 自由落下型センサーの数値モデル開発とその検証 4,550,000 1,560,000 2,990,000

笠原　江利子 東北大学 その他
視床下部ＣＲＨ遺伝子発現を指標とした顎顔面領域に
おける慢性痛発症機構の解明

4,550,000 1,820,000 2,730,000

笠木　治郎太 東北大学 その他 固体・液体金属における核融合及び核崩壊の促進 5,070,000 1,950,000 3,120,000

割田　仁 東北大学 助教
グリア新生と血管新生の両者を標的としたＡＬＳ脊髄再
生誘導

5,200,000 2,730,000 2,470,000

関口　悟 東北大学 講師
ドナーソースとしての膵外分泌細胞の有用性に関する
検討

5,460,000 3,900,000 1,560,000

丸山　芳夫 東北大学 教授
外分泌腺細胞核・ミトコンドリアでの膜の可塑性とイオ
ンチャネル連関

5,330,000 3,380,000 1,950,000

菊地　克子 東北大学 講師
自然免疫機構の皮膚角層バリア機能形成における影
響

5,070,000 1,430,000 3,640,000

菊地　聖史 東北大学 助教 歯科治療ロボットの開発 5,200,000 3,120,000 2,080,000

菊地　朗 東北大学 准教授 自然言語における度合い概念の役割－認識と構文 1,950,000 650,000 1,300,000

菊池　昭夫 東北大学 助教
多系統萎縮症における脳内αーシヌクレイン凝集体の
画像化とその臨床応用

5,200,000 2,340,000 2,860,000
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吉田　栄人 東北大学 准教授
ユカタン・マヤ語復興活動における言語学的知見の実
践と応用

4,940,000 1,820,000 3,120,000

久保　圭 東北大学 その他
生体内義歯床下圧力動態測定に基づくＩ－ＰＯｄインプ
ラント支持効果の検証

5,200,000 2,210,000 2,990,000

宮崎　達也 東北大学 その他
コンドロイチン硫酸Ｅによる骨形成促進作用と骨補填
材への応用に関する研究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

宮本　浩一郎 東北大学 助教
細胞層の透過率分布の可視化に基づく新しい有害・有
用物質スクリーニング法の研究

5,330,000 2,340,000 2,990,000

玉城　研太朗 東北大学 その他
ヒトバソヒビンの新たな抗血管新生薬、血管新生マー
カーの研究

5,330,000 2,730,000 2,600,000

金子　淳 東北大学 准教授
ビルレントファージを用いた遺伝子発現系の構築とそ
の応用

5,330,000 2,470,000 2,860,000

隅野　行成 東北大学 助教 ＬＨＣ時代における重いクォークの精密物理 5,070,000 1,950,000 3,120,000

熊代　良太郎 東北大学 助教
有機半導体単結晶によるナノスケール光共振器構造
の構築

5,460,000 2,470,000 2,990,000

兼平　正史 東北大学 助教
知覚過敏抑制材の効果　光化学トレーサー法による象
牙質透過性の解析

5,070,000 2,210,000 2,860,000

原　塑 東北大学 准教授
脳神経科学に基づく人格概念の自然化とその刑法学
的意義

4,290,000 1,430,000 2,860,000

古山　和道 東北大学 准教授
調節性へムプールの変化に即応するためのヘム生合
成調節機構の解明

5,330,000 2,210,000 3,120,000

古内　壽 東北大学 助教
選択的咀嚼筋制御と各咀嚼筋の代償性機能発現の特
性に関する研究

5,330,000 3,510,000 1,820,000

後藤　敏文 東北大学 教授 「業と輪廻」理論成立史に関する原典研究 4,550,000 1,170,000 3,380,000

江島　豊 東北大学 講師 敗血症性副腎不全への挑戦的治療戦略 5,200,000 2,340,000 2,860,000

荒川　元孝 東北大学 助教 ＵＭＳ技術によるガラス材料評価法の開発 5,330,000 2,860,000 2,470,000

高橋　計介 東北大学 准教授
細菌感染に対するサーフェスバリアとしての二枚貝体
表面粘液の機能解明

5,330,000 2,730,000 2,600,000

高橋　昭喜 東北大学 教授
３ｔｅｓｌａ脳ＭＲＩによる治療後グリオーマの腫瘍再発と放
射線壊死／非再発の鑑別

3,770,000 1,690,000 2,080,000

高橋　武司 東北大学 助教 ヒト液性免疫反応を惹起できるヒト化マウスの開発 5,200,000 1,950,000 3,250,000

高橋　和広 東北大学 教授
心腎貧血症候群の病態におけるレニン・アンジオテン
シン系の新規因子の解析

5,330,000 2,340,000 2,990,000

高山　真 東北大学 その他
脳機能障害患者の排便障害に対する大建中湯、温熱
療法の効果の検討

5,070,000 2,080,000 2,990,000

黒木　玄 東北大学 助教 量子パンルヴェ系の表現論的研究 3,900,000 1,300,000 2,600,000

今井　啓道 東北大学 講師
低出力体外衝撃波を用いた慢性創傷に対する非侵襲
性治療法の開発

5,330,000 2,730,000 2,600,000

今井　淳太 東北大学 講師
肝臓―膵β細胞間神経ネットワークを利用した膵β細
胞増量治療の開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000
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今井　順 東北大学 助教
知識・サービス経済における新しい男性性―福祉雇用
レジームの変化に関する基礎的研究

2,860,000 520,000 2,340,000

今井　勉 東北大学 准教授 ポール・ヴァレリー芸術論テクストの生成論的研究 5,070,000 2,080,000 2,990,000

今谷　晃 東北大学 講師
Ｎｏｔｃｈ遺伝子を介した腸上皮化生進展過程における
特有な胃癌幹細胞誘導機構の解明

5,070,000 2,210,000 2,860,000

佐竹　正延 東北大学 教授 急性白血病発症における小胞輸送脱制御の意義 5,200,000 2,210,000 2,990,000

佐藤　岳哉 東北大学 助教
ｉＰＳ細胞の腫瘍形成の原因である「不均一性の排除」
に関する研究

5,460,000 2,080,000 3,380,000

佐藤　弘夫 東北大学 教授
石塔と金石文を素材とする思想史研究の新たな領域と
方法の開拓

5,070,000 1,820,000 3,250,000

佐藤　善之 東北大学 准教授 超臨界二酸化炭素を利用した無溶媒塗装の開発 5,590,000 4,030,000 1,560,000

佐藤　拓一 東北大学 講師
メタゲノム解析に基づく根管内細菌叢菌種の全貌解明
と根尖性歯周炎の臨床診断への応用

5,330,000 3,380,000 1,950,000

佐藤　透 東北大学 准教授
日本的美意識の哲学的基礎づけ―侘び・寂び・幽玄を
中心に―

2,730,000 1,300,000 1,430,000

佐藤　奈央子 東北大学 助教
粘着シリコーンの接着機構の解明と義歯床粘膜面応
用に関する研究

5,200,000 2,470,000 2,730,000

斎藤　光浩 東北大学 助教
転位配列制御による導電性量子細線の形成技術とそ
の高密度化技術の開発

5,330,000 2,990,000 2,340,000

斎藤　浩海 東北大学 教授
超分散意思決定要素を含む大規模電力システムの安
定性理論の構築

4,680,000 1,430,000 3,250,000

坂巻　康司 東北大学 准教授
近代日本おけるフランス象徴主義受容に関する総合的
研究

4,290,000 1,040,000 3,250,000

坂本　修一 東北大学 助教
高度感性情報の抽出・提示を実現する視聴覚音声コ
ミュニケーションシステムの構築

5,200,000 2,990,000 2,210,000

笹原　洋二 東北大学 講師
ＮＯＧマウスを用いたＷＩＰ欠損症およびＷＡＳＰ異常症
の発症機構と分子病態の解明

5,200,000 1,820,000 3,380,000

笹野　泰之 東北大学 教授
ミネラルとプロテオームの解析を用いた修復骨成熟過
程におけるＭＭＰの役割の検討

5,070,000 1,690,000 3,380,000

三浦　昌人 東北大学 准教授
トロポニンＣのカルシウム親和性が不整脈の頻拍周期
の決定に果たす役割の解明

5,070,000 1,820,000 3,250,000

三上　直彦 東北大学 その他
気相分子クラスター反応中間体の光励起による反応経
路解析・新奇反応制御法の開拓

5,330,000 2,860,000 2,470,000

三石　大 東北大学 准教授
成長型教授設計プロセスのためのクラウド型教育環境
の構築

4,940,000 1,430,000 3,510,000

三木　貴博 東北大学 准教授
インターカレーションを利用したハイブリッドセラミックス
への重金属イオン固定化

5,590,000 2,340,000 3,250,000

山下　博司 東北大学 教授
中世タミル語の聖徒列伝『ペリヤ・プラーナム』の批判
的翻訳と文学的・思想史的研究

5,200,000 910,000 4,290,000

山口　昌弘 東北大学 教授 電弱対称性の破れとフレーバーの物理の新展開 4,940,000 1,950,000 2,990,000

山田　亜矢 東北大学 助教
細胞間コミュニケーションを利用した歯原性細胞分化
誘導法の開発

5,330,000 2,860,000 2,470,000
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山田　高広 東北大学 准教授
揮発性元素を含む金属シリサイドの低温合成と熱電特
性評価

5,330,000 2,470,000 2,860,000

山田　勝芳 東北大学 その他 「工藤忠関係資料」による東北アジア近代史研究 2,990,000 1,040,000 1,950,000

山田　哲也 東北大学 准教授
過栄養時のエネルギー消費節約機構による肥満発症
メカニズムの解明

5,330,000 2,730,000 2,600,000

山内　大輔 東北大学 その他
味覚誘発脳磁界反応を利用した鼓索神経障害の他覚
的評価と予後診断

5,070,000 1,690,000 3,380,000

志賀　清人 東北大学 講師
ナノテクノロジーを用いた頭頸部癌の画期的な診断・
治療法の開発と臨床応用

5,200,000 2,470,000 2,730,000

寺田　弥生 東北大学 助教
水の過冷却液体状態での挙動の大規模計算機実験に
よる解明

5,200,000 2,600,000 2,600,000

篠原　文明 東北大学 助教
口腔癌のセツキシマブ感受性とＫＲＡＳ、ＢＲＡＦ、ＰＩＫ３
ＣＡ変異の解析

5,330,000 3,250,000 2,080,000

篠塚　勉 東北大学 准教授
中重核領域における短寿命中性子過剰核の磁気モー
メントの測定

4,940,000 2,990,000 1,950,000

柴田　近 東北大学 准教授
胃内寒冷受容体刺激の結腸運動亢進・排便誘発効果
を応用した経口排便誘発剤の開発

5,070,000 1,300,000 3,770,000

狩野　充浩 東北大学 その他
神経機能を加味した誤嚥ラットモデル作成と感覚刺激
に対する嚥下評価法の検討

1,820,000 650,000 1,170,000

周　暁 東北大学 教授
グラフ分割アルゴリズムの設計法とその応用に関する
研究

4,940,000 2,080,000 2,860,000

緒方　安伸 東北大学 その他
高配向窒化鉄ナノマグネット集合体の形成とその極限
磁力発現

5,330,000 1,820,000 3,510,000

小粥　太郎 東北大学 教授 情報化の進展による私法システムの変遷 4,940,000 1,430,000 3,510,000

小山　眞 東北大学 助教
ペンドリン変異体の細胞内における機能回復過程の解
明

5,330,000 3,250,000 2,080,000

小山内　実 東北大学 准教授
線条体ネットワークの状態遷移に対する自発カルシウ
ムリズムの寄与

5,200,000 1,950,000 3,250,000

小川　徹 東北大学 助教
低強度・高周波バイブレーションによる骨形成活性効
果のインプラントへの応用

5,330,000 2,730,000 2,600,000

小泉　祥一 東北大学 教授
義務教育学校における学力評価システムの改善モデ
ルの構築と評価に関する調査研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

小林　典男 東北大学 教授
銅酸化物超伝導体の超伝導・擬ギャップに関する強磁
場ナノ空間分解トンネル分光

5,200,000 2,990,000 2,210,000

小林　文生 東北大学 教授 物語とアイデンティティに関する理論的研究 3,640,000 1,430,000 2,210,000

小林　隆 東北大学 教授
言語運用における発想法の地域差と社会的・歴史的
背景についての研究

4,940,000 2,340,000 2,600,000

小澤　浩司 東北大学 講師 脊髄損傷に対する低出力衝撃波治療効果の検討 5,200,000 2,470,000 2,730,000

松井　敏高 東北大学 講師 ヘムオキシゲナーゼ研究の新展開 5,200,000 2,470,000 2,730,000

松宮　一道 東北大学 助教
異種感覚情報の統合による手の自己所有感覚生成機
構の解明とモデル化

5,850,000 4,550,000 1,300,000
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上埜　高志 東北大学 教授
学校におけるメンタルヘルス・リテラシーを阻害する要
因に関する研究

5,070,000 2,600,000 2,470,000

色川　俊也 東北大学 助教
ＴＲＰＶ－１活性に対する気道分泌反応からみた化学
物質過敏症の病態解明

5,200,000 1,820,000 3,380,000

新谷　尚弘 東北大学 准教授
出芽酵母オートファジーにおける小胞輸送ネットワーク
および膜融合機構の役割

5,590,000 2,990,000 2,600,000

森田　直子 東北大学 准教授
ロドルフ・テプフェールにおける物語技法と領域横断的
表現の関係

1,820,000 650,000 1,170,000

神谷　哲司 東北大学 准教授
家計を中心とした経済リテラシーに関する生涯発達的
研究

4,940,000 910,000 4,030,000

神田　浩樹 東北大学 助教 二重デルタ粒子光生成反応の研究 5,330,000 3,380,000 1,950,000

仁尾　正記 東北大学 教授
腸管マクロファージをターゲットとした新たな小腸移植
免疫抑制療法の検討

5,330,000 2,210,000 3,120,000

吹留　博一 東北大学 助教
基板微細加工を援用した選択的結晶成長によるグラ
フェンのナノ物性制御

5,460,000 3,640,000 1,820,000

翠川　博之 東北大学 その他
サルトルのモラル論における価値創出の基盤について
の研究

3,380,000 1,300,000 2,080,000

菅原　準一 東北大学 講師
胎盤発生過程におけるＣｄｘ２のエピジェネティックな分
子機構とヒト胎盤幹細胞の樹立

5,200,000 2,210,000 2,990,000

菅原　由美子 東北大学 助教
口腔粘膜のびらん潰瘍病変におけるＴｈ１７分化誘導
機構とオ－トファジ－の関与

5,200,000 2,210,000 2,990,000

菅谷　奈津恵 東北大学 准教授 日本語学習者の動詞活用メカニズムの解明 3,640,000 1,170,000 2,470,000

菅野　均志 東北大学 助教
褐色黒ぼく土とその類縁土壌の分布特性と地理情報
システムによる空間解析

5,330,000 3,510,000 1,820,000

菅野　新一郎 東北大学 講師
２つの新規ヒトＡＰエンドヌクレアーゼと新規ポリＡＤＰリ
ボシル化酵素の機能

5,460,000 3,380,000 1,040,000 2,080,000

星川　康 東北大学 助教
肺高血圧症治療ターゲットとしての抗酸化ストレス転写
因子Ｎｒｆ２の役割の解明

4,550,000 2,210,000 2,340,000

正宗　淳 東北大学 助教
膵星細胞による膵癌幹細胞ｓｔｅｍｎｅｓｓ制御機構の解
明とその治療応用

5,330,000 2,470,000 2,860,000

清水　宗治 東北大学 講師
新規骨格を有するフタロシアニン類縁体の創製とその
物性解明

5,200,000 2,340,000 2,860,000

西出　優子 東北大学 准教授
アジアにおける非営利組織の次世代育成とリーダー
シップー社会関係資本の視点

5,070,000 2,210,000 2,860,000

青戸　等人 東北大学 准教授 定理自動証明における補題発見法に関する研究 5,070,000 1,430,000 3,640,000

青木　雅明 東北大学 教授
研究開発プロジェクトの評価システム－戦略的視点か
らの分析－

4,420,000 1,820,000 2,600,000

石渡　明 東北大学 教授
日本の古生代オフィオライトの多様性と沈み込み帯プ
ロセス

2,990,000 1,690,000 1,300,000

石幡　直樹 東北大学 教授
メアリ・ウルストンクラフトにおける国家と女性の進歩の
概念の研究

3,250,000 1,430,000 1,820,000

千種　眞一 東北大学 教授 アルメニア語新約聖書における談話戦略の比較研究 4,550,000 1,690,000 2,860,000
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川井　泰 東北大学 助教
Ｎ・Ｃ末端でリンクした環状抗菌ペプチドの生合成機構
と環化意義の解明

5,460,000 2,080,000 3,380,000

泉田　明男 東北大学 助教 歯垢の付着を抑制する歯冠用硬質レジンの開発 5,070,000 2,340,000 2,730,000

前田　美香
（佐藤美香）

東北大学 その他
神経冠細胞が関与する、脊髄運動神経細胞体の脱落
防止機構の解明

5,330,000 1,950,000 3,380,000

足立　匡 東北大学 助教
ミュオンスピン緩和から見る鉄系・銅系超伝導体におけ
るスピン相関と超伝導の関連

5,070,000 3,120,000 1,950,000

村井　ユリ子 東北大学 准教授
症例フォローアップを軸にした薬学生・薬剤師・教員統
合型実務教育システムの構築

5,330,000 2,860,000 2,470,000

村上　祐子 東北大学 准教授 哲学のための中上級論理学推進 5,200,000 1,950,000 3,250,000

大槻　勤 東北大学 准教授 軌道電子に影響を受ける半減期変化の系統的研究 5,460,000 2,990,000 2,470,000

大槻　幸義 東北大学 准教授
パルス伝播を取り入れた時空間量子 適制御シミュ
レーション法の開発と応用

5,460,000 2,730,000 2,730,000

大内　孝 東北大学 教授
権威的法典籍を利用した外国法の継受・定着ないし変
改の歴史像と現代への示唆

4,160,000 1,040,000 3,120,000

大野　晋 東北大学 准教授
新信号処理技術に基づく準即時・高精度地震動分

布評価法の開発と被害推定への適用
5,200,000 2,600,000 2,600,000

丹羽　俊文 東北大学 准教授
乳癌個別化診断を目標とする新規エストロゲンシグナ
ル経路の解析と検査法の開発

4,810,000 1,950,000 2,860,000

丹田　奈緒子 東北大学 助教
周術期肺がん患者における二次元口内気体解析によ
る口腔環境指標の構築

5,200,000 3,120,000 2,080,000

池田　正二 東北大学 准教授 極微細スピントロニクスデバイス形成技術の開発 5,460,000 3,640,000 1,820,000

池田　忠義 東北大学 准教授
大学におけるハラスメント相談への対応・介入に関す
る臨床心理学的研究

2,730,000 780,000 1,950,000

竹内　直行 東北大学 その他
脳卒中後歩行障害に対する機能回復型ブレイン・マシ
ンインターフェイス開発

5,200,000 2,470,000 2,730,000

中村　貞二 東北大学 助手
登熟優先度調節系からのアプローチによるイネ穎果の
デンプン蓄積および品質向上

5,460,000 1,820,000 3,640,000

中村　保宏 東北大学 助教
ヒト前立腺癌のホルモン不応性獲得におけるセロトニ
ンの役割と新たな治療標的の可能性

5,070,000 1,950,000 3,120,000

中島　信博 東北大学 教授
プロスポーツの地域受容プロセスにおける、「地域密
着」の概念と機能の再検討

2,600,000 1,170,000 1,430,000

中野　俊樹 東北大学 助教
スーパーサーモンと普通魚の食欲調節の違いの解明
とその応用による養魚育成技術の開発

5,460,000 2,730,000 2,730,000

猪股　歳之 東北大学 助教
高等教育における「地域性」の現代的意義に関する研
究：大学の人材養成機能に注目して

3,380,000 1,170,000 2,210,000

張　陽 東北大学 助教
都市計画規制に関する経済分析：主に交通混雑の次
善政策として

3,770,000 1,560,000 2,210,000

張　曄 東北大学 その他
破骨前駆細胞活性化機構解析による生体吸収制御可
能な医療用セラミックの開発

4,940,000 2,080,000 2,860,000

長　秀連 東北大学 教授
オキシムの新規還元的環拡大反応による含窒素複素
環構築法の新展開と医薬合成への応用

5,460,000 2,730,000 2,730,000
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長谷川　浩司 東北大学 講師
量子タイヒミュラー空間の視点による量子差分モノドロ
ミー保存系の研究

4,940,000 2,080,000 2,860,000

長谷川　隆文 東北大学 助教
シヌクレイノパチーにおけるプリオン仮説の分子病態解
明

5,070,000 1,950,000 3,120,000

鳥羽　岳太 東北大学 助教
キイロショウジョウバエの求愛行動の基盤となる機能
的神経回路網の同定

5,070,000 1,560,000 3,510,000

陳　迎 東北大学 准教授
粒界構造制御による希土類磁石高保磁力化を目指し
たＮｄ－Ｏ生成機構の第一原理計算

5,330,000 2,730,000 2,600,000

津田　理 東北大学 准教授
イットリウム系超電導コイルの偏流現象解明と大電流
容量化に関する設計指針の確立

5,200,000 2,340,000 2,860,000

坪井　明人 東北大学 准教授
生体Ｉｎ　ｖｉｖｏパッチクランプ法を用いた咬合・咀嚼と精
神活動との関係の探索

5,070,000 2,340,000 2,730,000

鶴井　隆雄 東北大学 研究員
薄膜マイクロ電池用リチウムイオン導電体の原子レベ
ル構造制御と構造解析

2,860,000 1,560,000 1,300,000

庭野　吉己 東北大学 教授
反応動態解析に基づくカタラーゼ阻害剤を併用したヒド
ロキシルラジカル殺菌技術の確立

5,330,000 2,080,000 3,250,000

田邉　匡生 東北大学 助教
新規テラヘルツ高分解能測定によるリン酸亜鉛微細構
造の検出

5,330,000 2,470,000 2,860,000

渡邊　生恵 東北大学 助教 看護師の専門職性と離職意向に関する研究 5,070,000 1,560,000 3,510,000

渡邉　達也 東北大学 助教
びまん性絨毛膜羊膜ヘモジデローシスが胎児肺の成
長発達に与える影響の解明

5,330,000 2,210,000 3,120,000

土井　直洋 東北大学 その他
顔貌評価における主観的指標と三次元計測に基づく
客観的指標の相互連関に関する検討

5,200,000 2,860,000 2,340,000

嶋崎　啓 東北大学 准教授 ゲルマン語における文法範疇の発展パターンと個別性 3,250,000 1,170,000 2,080,000

東海林　亙 東北大学 助教 発生期におけるコレステロール代謝と細胞機能の制御 5,460,000 2,080,000 3,380,000

藤村　茂 東北大学 准教授
バイオフィルム産生の各種多剤耐性菌感染症に対す
る抗菌化学療法の検討

1,690,000 1,170,000 520,000

藤村　勇一 東北大学 その他
キラル芳香環分子の光誘起コヒーレント電子動力学に
関する研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

藤野　智子 東北大学 助教
トリアゾリウムカチオンを架橋部にもつ水易溶性人工
核酸の創製

5,330,000 1,950,000 3,380,000

椴山　儀恵 東北大学 助教
有機分子アリル化剤の開発を基軸とする革新的不斉
有機分子触媒反応の開拓

5,330,000 2,470,000 2,860,000

鍋島　寛志 東北大学 助教
重症免疫不全マウスを用いた、ヒト卵巣凍結融解モデ
ルマウス作成に関する検討

5,200,000 2,340,000 2,860,000

二間瀬　敏史 東北大学 教授
重力波天文学にむけた強重力系、高速天体、初期宇
宙からの重力波の理論的研究

4,810,000 2,080,000 2,730,000

白井　敦 東北大学 准教授
傾斜遠心顕微鏡を用いた血管表面の凹凸が好中球の
挙動に与える影響に関する実験的研究

5,330,000 2,080,000 3,250,000

迫田　丈志 東北大学 助手
長方形ＲＣ造ト形接合部の強度低下メカニズムの解明
とせん断強度式の構築

5,330,000 3,770,000 1,560,000

麦倉　俊司 東北大学 助教
バーチャル・リアリティー下ＭＲＩ検査：心理的検討と閉
所恐怖症・小児例への臨床応用

5,070,000 2,210,000 2,860,000

23



（単位：円）

研究代表者名 所属研究機関名 役職 研究課題名 交付決定額
平成23年度

交付額
平成23年度
前倒し交付額

未交付額

尾形　庄悦 東北大学 准教授 整凸体のミンコフスキー和とトーリック多様体の研究 5,070,000 1,820,000 3,250,000

武田　卓 東北大学 准教授
ＡＭＰＫ・ｍＴＯＲシグナルをターゲットとした子宮筋腫に
対する新治療戦略

5,200,000 2,210,000 2,990,000

武田　睦 東北大学 助教
慢性下肢虚血に対する新しい遺伝子治療システムの
開発

4,810,000 2,080,000 2,730,000

服部　徹太郎 東北大学 教授
親電子的反応性をもつ活性二酸化炭素種の調製と炭
素－炭素不飽和結合への固定化

5,330,000 2,210,000 3,120,000

福永　智広 東北大学 講師
歯の移動による侵害刺激に対する歯根膜におけるエン
ケファリンの機能に関する研究

5,330,000 2,470,000 2,860,000

福島　耕治 東北大学 助教 肝脂肪蓄積と炎症および細胞ストレス 4,160,000 1,560,000 2,600,000

米山　親能 東北大学 その他
Ｗｅｂ４ｕを活用した初級・中級フランス語ｅ－ラーニン
グ教育の応用的研究

5,070,000 3,250,000 1,820,000

米村　茂 東北大学 准教授
希薄気体力学効果を利用した新しい気体潤滑システ
ムの開発

5,330,000 2,210,000 3,120,000

朴　賢淑 東北大学 研究員
状況に埋め込まれた『国際結婚女性の貧困』に関する
研究

3,900,000 1,430,000 2,470,000

牧野　渡 東北大学 助教
更新世以降の棲息ニッチ分割における生態化学量論
の相対的重要性

5,460,000 2,600,000 2,860,000

堀　裕 東北大学 准教授 日本古代の予言（讖）と皇位継承 2,080,000 1,170,000 910,000

堀井　明 東北大学 教授
Ｓ１００Ａ４の制御による膵癌、肺癌の浸潤、転移の抑
制法の開発

5,330,000 1,950,000 3,380,000

本村　昌文 東北大学 その他
介護と看取りの現場に根ざした近世日本思想史研究
の構築

4,030,000 2,080,000 1,950,000

茂田　正哉 東北大学 助教
生体親和ナノマテリアル創製のための大気圧中温プラ
ズマ流システムの開発

5,330,000 2,860,000 2,470,000

木内　喜孝 東北大学 准教授
炎症性腸疾患感受性遺伝子ＮＫＸ２．３が関与するｄｉｓ
ｅａｓｅ　ｐａｔｈｗａｙ

5,200,000 2,470,000 2,730,000

野地　美代子 東北大学 その他
パウダージェットデポジション法による象牙質上ＨＡｐ高
機能インターフェイス創成

5,070,000 1,300,000 3,770,000

涌井　崇志 東北大学 助教 二重共鳴法による不安定核偏極生成装置の高度化 5,200,000 3,380,000 1,820,000

李　陽成 東北大学 助教
ラット下肢同種移植の急性拒絶反応における小胞体ス
トレス応答

4,810,000 2,860,000 1,950,000

劉　玉懐 東北大学 助教
モノリシック白色光源のための窒化物半導体赤色発光
層の開発

5,330,000 3,770,000 1,560,000

林　慎一 東北大学 教授
細胞内エストロゲンシグナル経路の可塑性とアロマ
ターゼ阻害剤耐性機序の解明

4,940,000 1,820,000 3,120,000

林　敦子 東北大学 その他
アルツハイマー病における書字障害の発現機構と神経
基盤の解明

4,940,000 1,300,000 3,640,000

鈴木　吉也 東北大学 助教
卵巣明細胞腺癌幹細胞マーカーの同定および標的分
子としての臨床応用

5,070,000 1,950,000 3,120,000

鈴木　美津子 東北大学 教授 ロマン主義時代における国民小説の誕生とその変容 4,420,000 1,170,000 3,250,000
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呂　戦鵬 東北大学 准教授
粒界の弾塑性変形を解明に基づくその応力腐食割れ
における決定的な役割

5,460,000 3,380,000 2,080,000

和泉　勇治 東北大学 講師
非観測情報の統計的推定によるＷｅｂアプリケーション
識別

4,940,000 1,430,000 3,510,000

國島　広之 東北大学 講師
病院環境における薬剤耐性菌制御のリスクマネジメン
トに関する研究

5,070,000 1,690,000 3,380,000

濱田　泰三 東北大学 教授
高齢者のための植物由来成分配合オーラルケア剤の
開発

5,330,000 2,340,000 2,990,000

伊藤　順子 宮城教育大学 教授
幼児期から児童期にかけての社会性の獲得に関する
発達的検討：発達の多様性の観点から

4,030,000 1,300,000 2,730,000

永田　英治 宮城教育大学 教授
英国Ｘクラブ会員科学者による科学活動と１８８０年代
日本における科学教育の形成過程

4,810,000 2,340,000 2,470,000

猿渡　英之 宮城教育大学 教授
基本法則を実感して理解するための定量的化学実験
教材とカリキュラムの開発

4,290,000 1,820,000 2,470,000

石澤　公明 宮城教育大学 教授
ファストプランツを共通生物教材とする小・中・高での一
貫学習プログラムの創設

5,200,000 2,600,000 2,600,000

前田　順一 宮城教育大学 教授
運動開始直後の機械的血管拡張機構に及ぼす自発
走運動と加齢の影響

5,330,000 3,510,000 1,820,000

村松　隆 宮城教育大学 教授
国際理解教育・国際教育協力のためのデジタル紙芝
居教材の構築法に関する研究

5,330,000 2,470,000 2,860,000

村上　タカシ 宮城教育大学 准教授 芸術表現におけるプロジェクトワークの実践研究 5,070,000 1,560,000 3,510,000

田端　輝彦 宮城教育大学 教授
小学校算数と中学校数学の接続を意図した比例概念
の形成に関する実証的研究

4,940,000 1,820,000 3,120,000

田端　健人 宮城教育大学 准教授
子どもの「問題行動」克服のための表現活動に関する
現象学的研究

4,810,000 1,950,000 2,860,000

立原　慶一 宮城教育大学 教授
鑑賞教育指導案の批判的考察と授業モデル（方法論）
の構築

5,070,000 2,470,000 2,600,000

齊藤　千映美 宮城教育大学 教授 学校飼育動物を活用する科学教育カリキュラムの開発 4,160,000 1,820,000 2,340,000

井門　正美 秋田大学 教授
ゲーミング・シミュレーション「事件報道」の開発－裁判
員へのメディアリテラシー－

5,070,000 1,950,000 3,120,000

奥山　栄樹 秋田大学 准教授 細管内表面粗さ測定システムに関する研究 5,330,000 2,600,000 2,730,000

岡田　恭司 秋田大学 教授
運動療法による骨格筋、脂肪組織、血管壁と脳海馬に
おける転写因子の発現について

5,070,000 2,210,000 2,860,000

加藤　純雄 秋田大学 准教授
担体－金属間相互作用を制御した排ガス浄化用貴金
属触媒の開発

5,460,000 2,470,000 2,990,000

吉岡　年明 秋田大学 助教
Ｈｅｒｅｇｕｌｉｎを介した大腸癌肝転移のメカニズムの解明
とその治療法の研究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

吉野　裕顕 秋田大学 講師 ω３系脂肪製剤による肝臓星細胞活性抑制の検討 5,200,000 2,860,000 2,340,000

久保田　広志 秋田大学 教授
高度に進化した２種のシャペロニンによる細胞機能制
御

5,330,000 2,080,000 3,250,000

宮井　和政 秋田大学 准教授
骨盤臓器組織障害性疼痛におけるセロトニン受容体シ
グナル系の役割

5,070,000 2,210,000 2,860,000
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玉本　英夫 秋田大学 教授
民俗芸能の舞踊の伝承を支援するための電子博物館
の構築に関する研究

5,330,000 2,730,000 2,600,000

熊谷　仁 秋田大学 講師
手術摘出卵巣からの卵子を用いたヒト加齢に伴う卵子
減数紡錘体機能の変化に関する研究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

原　基 秋田大学 教授
溶融塩電析と自己組織化を利用したＮｂ基耐熱合金へ
の高耐酸化コーティングの創製

5,330,000 2,730,000 2,600,000

五十嵐　隆治 秋田大学 准教授
Ｒ／Ｓポックスダイアグラムの散布形状によるトラフィッ
クの異常検知

4,420,000 1,040,000 3,380,000

高橋　秋典 秋田大学 助教
ハースト空間を用いた異常トラフィック検知方法に関す
る研究

2,470,000 1,040,000 1,430,000

高橋　直人 秋田大学 講師 骨髄性白血病におけるｍｉｃｒｏＲＮＡ発現異常 5,460,000 3,900,000 1,560,000

高橋　博 秋田大学 准教授
電解透析法及び電気透析法を応用した新規レアメタル
分離システムの構築

5,330,000 4,030,000 1,300,000

佐々木　真紀
子

秋田大学 教授
抗がん剤治療中の患者を看護する看護師の尿中抗が
ん剤モニタリングに関する研究

3,900,000 1,170,000 2,730,000

佐藤　滋 秋田大学 教授
移植腎線維増生関連因子の解析と免疫抑制薬個別投
与量設計による線維化軽減効果の検討

4,290,000 2,600,000 1,690,000

三浦　昌朋 秋田大学 准教授
分子標的抗がん剤の血中トラフ濃度を指標とした個別
化投与設計法の確立

5,200,000 2,470,000 2,730,000

三上　健太郎 秋田大学 教授 ポアソン幾何におけるコホモロジー群の研究 5,070,000 2,080,000 2,990,000

山崎　智恵子
（嶋田智恵子

秋田大学 研究員
種分化過程における浮遊珪藻形態変遷の高時間分解
能復元

4,290,000 3,510,000 780,000

山本　浩史 秋田大学 准教授
心筋虚血再灌流後の好気的代謝復活による心筋傷
害：二酸化炭素産生とカルシウム過負荷

5,460,000 3,120,000 2,340,000

山本　良之 秋田大学 准教授
配位子による金－磁性へテロ構造ナノ粒子の磁気異
方性制御と磁気温熱療法への応用

4,810,000 2,860,000 1,950,000

小高　さほみ 秋田大学 准教授
家庭科・技術科教員の性別職域分離を乗り越えるため
の教育臨床学的研究

4,290,000 1,560,000 2,730,000

小山田　一 秋田大学 その他
プロスタグランジンＤ２のシグナル伝達機構の解明と新
規受容体の検索

5,330,000 3,380,000 1,950,000

小川　信明 秋田大学 教授
テラヘルツ顕微分光を利用した大気中単一エアロゾル
のキャラクタリゼーション

5,460,000 2,860,000 2,600,000

小代田　宗一 秋田大学 講師
エナメル芽・象牙芽前駆細胞株のスフェロイド共培養に
よる組織成熟機構の研究

5,200,000 2,470,000 2,730,000

上田　由紀子 秋田大学 准教授
ＭＲＩとＮＩＲＳの連携による英語学習者の語彙処理と文
処理に関する研究

5,070,000 2,080,000 2,990,000

真鍋　求 秋田大学 教授
メラノサイト幹細胞の未分化性維持機構とその破綻に
よる腫瘍発生の分子基盤

5,070,000 2,210,000 2,860,000

神谷　修 秋田大学 教授
金属ろう材でダイヤモンドを固定したマイクロソーワイ
ヤによるハイブリッド加工

5,330,000 2,860,000 2,470,000

石井　範子 秋田大学 教授
抗がん剤化学療法中及び治療後の看護における曝露
防止に関する研究

4,420,000 1,300,000 3,120,000

石橋　研一 秋田大学 その他 小学校理科の授業力を高める教材研究 2,340,000 910,000 1,430,000
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石橋　和幸 秋田大学 講師
ナノ磁性体による電磁誘導を利用したハイブリッド人工
血管の開発に関する研究

5,200,000 2,730,000 2,470,000

石沢　真貴 秋田大学 准教授
コミュニティにおける地域内格差と排除・連帯・参加に
関する実証的研究

2,860,000 1,040,000 1,820,000

足立　高弘 秋田大学 准教授
回転円すいの外表面を上昇する液膜流の生成メカニ
ズムと微粒化

5,330,000 1,560,000 3,770,000

村上　東 秋田大学 教授
冷戦期における合衆国ナショナリズムとソフト・パワー
としての表象文化の研究

4,810,000 2,080,000 2,730,000

村田　勝敬 秋田大学 教授
神経生理学的指標を用いた主観的ストレスの客観的
評価に関する研究

5,330,000 2,340,000 2,990,000

多田　英司 秋田大学 准教授
亜鉛めっき鋼板の端面腐食機構解明とマルチフィジッ
クス解析による高度防食技術の確立

5,460,000 3,380,000 2,080,000

打波　宇 秋田大学 講師 肝内胆管癌における肝内リンパ管侵襲機序の解明 5,070,000 1,820,000 3,250,000

大佐賀　敦 秋田大学 助教
ロケーション管理技術と仮想化で実現するセキュアで
ユビキタスな院内情報システム基盤

5,460,000 3,640,000 1,820,000

天辰　禎晃 秋田大学 准教授
Ｐ型フォトクロミック反応を利用した蛍光モジュレーショ
ン分子アセンブリの理論設計

5,720,000 4,160,000 1,560,000

藤田　幸司 秋田大学 助教
コミュニティ・エンパワメントによる高齢者の社会参加型
自殺予防の実証研究

5,200,000 1,560,000 3,640,000

藤田　浩樹 秋田大学 講師
糖尿病性腎症の発症に関わるマイクロＲＮＡの同定と
その機能解析

5,330,000 2,860,000 2,470,000

南條　博 秋田大学 准教授
脳虚血障害後の運動療法による内皮幹細胞活性化の
基礎的検討

5,070,000 2,860,000 2,210,000

飯野　健二 秋田大学 助教
心房細動の発症・維持に関与する新しいイオンメカニ
ズムの解明

5,200,000 1,690,000 3,510,000

妹尾　春樹 秋田大学 教授 消化管のビタミンＡ貯蔵細胞の形態と機能 5,200,000 2,600,000 2,600,000

柳澤　俊晴 秋田大学 助教
アンジオテンシン受容体制御による虚血性脳損傷抑制
のメカニズムに関する研究

5,200,000 1,950,000 3,250,000

林　信太郎 秋田大学 教授
ジオパークにおけるキッチン・ジオ実験を活用した地学
教育に関する研究

5,070,000 1,430,000 3,640,000

兒玉　英也 秋田大学 教授
妊娠末期の妊婦における自律神経機能の修復を目的
とした看護介入法の開発

4,030,000 1,950,000 2,080,000

巖見　武裕 秋田大学 准教授
高齢者の転倒防止を目的とした座位バランス能力評
価・訓練装置の開発

5,070,000 2,080,000 2,990,000

澤田　賢一 秋田大学 教授 樹状細胞による造血制御 5,330,000 2,860,000 2,470,000

濱岡　秀勝 秋田大学 准教授
交通安全に着目した自転車空間の構成方法に関する
研究

5,330,000 2,210,000 3,120,000

Ｍａｒｋ　Ｉｒｗｉｎ 山形大学 准教授 連濁の地域空間的変異 650,000 130,000 520,000

伊藤　豊 山形大学 准教授
明治期の日米文化交流史における来日アメリカン・
ボード宣教師と同化の諸問題

3,380,000 1,950,000 1,430,000

井上　純人 山形大学 助教
新規遺伝子改変マウスによるのＣＣＬ１の呼吸器細菌
感染症における機能解析

5,070,000 1,430,000 3,640,000
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奥間　智弘 山形大学 准教授
リンクが有理ホモロジー球面であるような複素２次元特
異点の研究

3,510,000 1,430,000 2,080,000

奥山　武彦 山形大学 教授 多雪地域における再活動地すべりの誘因と対策 5,330,000 3,250,000 2,080,000

横山　浩之 山形大学 教授
軽度発達障害の幼児を看護支援するペアレントトレー
ニングと被虐待児への応用

5,070,000 2,210,000 2,860,000

叶谷　由佳 山形大学 教授 訪問看護ステーションの管理運営指標の開発 4,940,000 1,690,000 3,250,000

関亦　正幸 山形大学 その他
高次クロマチンネットワークによるＴ細胞分化の調節機
構の解明

5,330,000 3,120,000 2,210,000

古瀬　みどり 山形大学 教授
在宅緩和ケアに関わる訪問看護師の家族ケア力向上
を目指した介入モデルの研究

3,770,000 2,210,000 1,560,000

荒若　繁樹 山形大学 講師
パーキンソン病治療標的としてのα－シヌクレイン発
現抑制のｉｎ　ｖｉｖｏ解析

5,330,000 3,510,000 1,820,000

高橋　一広 山形大学 講師
閉経後女性の内臓脂肪蓄積機構の解明―メタボロー
ム解析による創薬に向けた基礎的研究

5,200,000 2,990,000 2,210,000

高橋　敏能 山形大学 教授
家畜飼料からの強抗酸化物質“エルゴチオネイン”の
検索と赤肉内抗酸化能の検証

5,460,000 2,860,000 2,600,000

高橋　豊 山形大学 准教授
低消費電力スピン制御デバイス用低スピンダンピング
磁性材料の探索

5,200,000 2,730,000 2,470,000

今田　恒夫 山形大学 准教授
ｍｉｃｒｏＲＮＡ・尿プロテオーム解析による腎障害発症機
序の解明とその臨床応用

5,070,000 1,950,000 3,120,000

根本　建二 山形大学 教授 新しいバイオマーカーを用いた食道癌照射野の個別化 4,030,000 1,430,000 2,600,000

佐藤　慎也 山形大学 教授
冒険遊び場における子ども環境のネットワーク化に関
する研究

4,420,000 1,690,000 2,730,000

佐藤　和佳子 山形大学 教授
排泄ケアマネジメント相談マニュアルＶｅｒ．２の開発・有
効性の検討

5,070,000 1,300,000 3,770,000

佐藤　圓治 山形大学 教授 多重線形作用素の調和解析的研究 4,550,000 1,690,000 2,860,000

細矢　貴亮 山形大学 教授 ＭＲＩを用いた脳動脈解離診断法の確立 4,550,000 1,690,000 2,860,000

坂本　明美 山形大学 准教授
フランスのフレネ教育における〈自尊感情〉と〈他者へ
のかかわり〉

3,250,000 1,170,000 2,080,000

三橋　渉 山形大学 教授
高等植物における細胞周期停止因子の新規機能の探
索

5,460,000 2,340,000 3,120,000

三上　喜孝 山形大学 准教授
古代・中世の朝鮮半島における貨幣流通の様相と東ア
ジア世界

2,990,000 1,170,000 1,820,000

山下　泰弘 山形大学 准教授
「科学技術イノベーション政策の科学」のための情報基
盤の構築とその活用

3,640,000 1,430,000 2,210,000

山内　泰樹 山形大学 准教授
視覚系の生理的特性が及ぼす色覚の個人差の定量
的評価に関する研究

5,200,000 2,340,000 2,860,000

小松原　英範 山形大学 助教
船舶用トランスミッション用ハイパーコニカルギヤの歯
面疲労強度に関する研究

5,460,000 3,640,000 1,820,000

松本　裕行 山形大学 教授 確率解析とその微分作用素の研究への応用 4,810,000 1,690,000 3,120,000
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上原　拓也 山形大学 准教授
フェーズフィールドモデルによるミクロ・マクロ連成力学
解析手法の構築

5,330,000 2,860,000 2,470,000

新井　猛浩 山形大学 准教授
学校における子どもの情緒的安定を目指した食生活
教育プログラムの開発に関する研究

4,680,000 1,690,000 2,990,000

森　静香 山形大学 准教授
メタボローム解析による水稲の潮風害発生機構および
抵抗性発現機構の解明

5,330,000 1,430,000 3,900,000

仁科　浩美 山形大学 准教授
口頭発表における質疑応答コミュニケーション能力の
養成に関する基礎的研究

2,730,000 1,170,000 1,560,000

杉本　俊之 山形大学 准教授
対向Φ型コロナ放電電極対を用いる高密度正負イオン
群の生成と応用

5,330,000 2,860,000 2,470,000

赤倉　泉 山形大学 准教授
中国の民主化運動に関する考察　－　「右派」の視点
から

3,250,000 1,430,000 1,820,000

川勝　忍 山形大学 准教授 嗜銀顆粒性認知症の画像診断とアポリポ蛋白Ｅ多型 3,900,000 1,560,000 2,340,000

早田　孝博 山形大学 助教
退化超幾何関数と半単純リー群の離散系列表現の行
列係数の関係の解明

4,030,000 1,950,000 2,080,000

村山　良之 山形大学 教授
地域教育としての防災ワークショップ手法の改善と普
及に関する研究

4,810,000 2,470,000 2,340,000

帯刀　陽子 山形大学 助教 キラル側鎖を有する導電性ナノワイヤの創製 5,460,000 3,250,000 2,210,000

大泉　俊英 山形大学 助教
耐糖能障害は感染性呼吸器疾患発症の危険因子とな
りうるか、舟形町疫学研究

4,030,000 2,730,000 1,300,000

大谷　浩一 山形大学 教授 環境と遺伝子の相互作用が人格形成に与える影響 3,640,000 910,000 2,730,000

瀧本　淳一 山形大学 教授
環動ゲルと紐状ミセルのネットワーク構造と粘弾性の
シミュレーションによる研究

5,070,000 2,600,000 2,470,000

丹治　和世 山形大学 准教授
発話における遠心性コピーの神経機構：頭蓋内脳波に
よる検討

5,200,000 2,210,000 2,990,000

中村　孝夫 山形大学 教授
培養心筋細胞機能発現に及ぼす培地内必須脂肪酸
の重要性に関する革新的研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

中村　隆 山形大学 教授 ホガース研究：その神学とエロスの構図 2,080,000 780,000 1,300,000

中澤　信幸 山形大学 准教授
現代版「日台字音便覧」データベースの整備と「日台基
本漢字」発音対照表の構築

4,290,000 1,430,000 2,860,000

長谷　修 山形大学 准教授
生物防除微生物による単子葉作物の病害抵抗性誘導
機構

5,590,000 3,510,000 2,080,000

程　為国 山形大学 准教授
水田土壌炭素の変動を予測するためのイネの根から
分泌される有機態炭素量の測定

5,200,000 1,040,000 4,160,000

東山　禎夫 山形大学 教授
ハイブリッド回転電界場の微小液滴の回転混合システ
ムの研究

5,460,000 3,120,000 2,340,000

湯浅　哲也 山形大学 教授
乳癌早期診断のための低被曝型屈折コントラストＸ線
ＣＴの開発

5,330,000 2,210,000 3,120,000

南谷　靖史 山形大学 准教授
超短パルス高電界がん治療法のための高強度バース
トパルス列電磁波の生成と効果の研究

5,200,000 1,820,000 3,380,000

二藤部　丈司 山形大学 助教
動脈硬化性冠動脈疾患における心外膜脂肪の意義に
関する研究

5,070,000 1,560,000 3,510,000
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波多野　豊平 山形大学 准教授
生体内で不変的なＥＳＲ活性を保つスピンラベル剤の
開発とその応用

5,330,000 2,860,000 2,470,000

八月朔日　泰
和

山形大学 講師
脂質二次伝達物質リン酸化酵素の神経細胞および内
分泌細胞における発現局在の比較解析

5,200,000 2,080,000 3,120,000

半澤　直人 山形大学 教授
巨大古代湖は 上川水系の魚類のレフュージアだった
のか？

5,330,000 1,950,000 3,380,000

飯塚　博 山形大学 教授
農業系副産物の天然構造を利用した電磁遮へい・吸
収材料の開発とその応用

4,940,000 1,690,000 3,250,000

俵谷　圭太郎 山形大学 教授
酸性ホスファターゼ分泌能が高いアーバスキュラー菌
根菌の探索とその利用

5,330,000 2,080,000 3,250,000

富田　憲一 山形大学 准教授
高精度電子状態計算を利用した多自由度系の光電子
分光とモット転移の研究

5,070,000 2,340,000 2,730,000

幅崎　麻紀子 山形大学 助教
内戦復興社会におけるクォータ制の役割と受容の過
程：ネパールを事例として

5,460,000 2,210,000 3,250,000

福野　光輝 山形大学 准教授 紛争解決におけるマクロ公正と公正世界信念 5,200,000 2,600,000 2,600,000

北浦　守 山形大学 准教授
遠赤外領域の電磁波を用いた非平衡加熱による透明
セラミックシンチレーターの開発

5,330,000 3,770,000 1,560,000

本郷　誠治 山形大学 教授
Ｃ型インフルエンザウイルスの増殖を制御するＮＳ１蛋
白の機能ドメインの解明

5,330,000 2,080,000 3,250,000

木島　龍朗 山形大学 准教授
微小電力を駆動力とした微生物酵素によるアゾ分解反
応系の開発

5,330,000 1,950,000 3,380,000

李鹿　輝 山形大学 教授
渦ゆらぎの制御を用いた快適な空調環境と食品の自
然乾燥に関する研究

5,330,000 2,600,000 2,730,000

鈴木　明宏 山形大学 准教授
携帯電話を用いた経済実験ツールの開発及びその有
効性の検証

4,810,000 1,820,000 2,990,000

國方　敬司 山形大学 教授
イギリス農業革命研究の残された課題：農業は人口増
大にどのようにして応えたのか

4,940,000 1,820,000 3,120,000

澤田　裕治 山形大学 教授 中世都市ロンドンの裁判と法の法社会史的研究 2,470,000 1,170,000 1,300,000

Ｍａｈｏｎｅｙ　Ｓ
ｅａｎ

福島大学 助教 小・中学校の英語学習・指導の一致性に関する調査 2,340,000 910,000 1,430,000

奥本　英樹 福島大学 准教授
建設業におけるマネジメント・コントロール実態に適合
した入札制度設計に関する研究

3,250,000 1,170,000 2,080,000

岡沼　信一 福島大学 教授
ブリッジ結合磁路を利用した可変出力・磁気発振型正
弦波出力インバータの開発

5,330,000 2,990,000 2,340,000

黒須　充 福島大学 教授
スポーツクラブに対する公的助成に関する日独比較研
究

2,730,000 1,300,000 1,430,000

佐野　孝治 福島大学 教授
日本・韓国・台湾における外国人労働者政策と支援シ
ステムに関する国際比較研究

2,860,000 1,040,000 1,820,000

山口　克彦 福島大学 教授
ニッケル基合金の初期劣化部位検出を目指した超音
波干渉ＶＳＭの開発

5,070,000 2,730,000 2,340,000

小野原　雅夫 福島大学 教授
定言命法の体系とその実現のための技術的仮言命法
の創出に関する研究

2,470,000 780,000 1,690,000

照沼　かほる 福島大学 准教授
映像作品における女性像「プリンセス」と「戦う女性」に
みられるゴシック性の研究

2,340,000 650,000 1,690,000
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西崎　伸子 福島大学 准教授 新しい狩猟活動の生成に関する地域間比較研究 5,460,000 1,820,000 3,640,000

石渡　通徳 福島大学 准教授
非コンパクトな変分構造に付随する放物型・楕円型方
程式の研究

4,420,000 1,820,000 2,600,000

千葉　桂子 福島大学 教授 東北の刺し子の文様特性に関する研究 2,340,000 1,040,000 1,300,000

川崎　興太 福島大学 准教授
アメリカ諸州の経験を踏まえた持続可能な土地利用計
画・規制制度のあり方に関する研究

5,330,000 2,600,000 2,730,000

浅野　かおる 福島大学 教授
韓国軍事独裁政権下での夜学における民衆の学習・
教育運動に関する研究

2,340,000 910,000 1,430,000

増田　正 福島大学 教授
関節可動域の制限によって障害される日常生活動作
を予測する技術の開発

3,900,000 1,690,000 2,210,000

田中　明 福島大学 准教授
脳・抹消循環の動的応答解析による３次元映像のわず
かな違和感が与える影響評価

5,070,000 2,470,000 2,600,000

渡辺　博志 福島大学 教授
小学校「理科」支援のための、地域ネットワークを活用
した総合的な支援体制の構築

5,070,000 2,340,000 2,730,000

島田　邦雄 福島大学 准教授
撫でても超高感度で触覚を感じる非常に柔軟性のある
従来にない人工皮膚の開発研究

5,330,000 2,340,000 2,990,000

筒井　雄二 福島大学 教授
感覚性強化による動物のオペラント行動の形成と脳内
ドパミン作動性神経系との関連性

5,070,000 3,120,000 1,950,000

藤本　典嗣 福島大学 准教授 定住自立圏における中枢管理機能の集積 5,200,000 2,600,000 2,600,000

牧田　実 福島大学 教授 「地域自治」の検証―コミュニティを活かす制度設計 1,560,000 520,000 1,040,000

伊賀　文俊 茨城大学 教授
強相関希土類ホウ化物の高圧下における新奇秩序相
探究

5,200,000 2,340,000 2,860,000

伊藤　伸英 茨城大学 准教授 見える化・触れる化ものづくり教育システムの構築 4,420,000 1,560,000 2,860,000

稲葉　奈々子 茨城大学 准教授
社会的排除と反グローバリズム運動：底辺からの新し
い共同性創出の可能性

5,070,000 1,820,000 3,250,000

岡安　隆 茨城大学 教授 幾何解析を用いたＷｅｉｎｇａｒｔｅｎ超曲面の構成の研究 4,810,000 1,560,000 3,250,000

垣本　直人 茨城大学 教授 太陽光発電用リチウムイオン電池のＨＥＭＳ開発 2,080,000 910,000 1,170,000

久留主　泰朗 茨城大学 教授
低温環境における微生物由来変異原の海洋生態系に
及ぼす影響評価手法の開発

5,460,000 2,340,000 3,120,000

宮崎　章夫 茨城大学 准教授
高齢ドライバーの運転動機に基づいたリスク回避行動
の理解と遂行促進

3,120,000 390,000 2,730,000

宮嶋　照行 茨城大学 准教授
パイロット信号が不要なスパース通信路推定法の開発
とその応用

2,730,000 910,000 1,820,000

金　幸夫 茨城大学 教授
５位で連結したビスキノリノール誘導体の錯形成能と
分光特性

4,290,000 1,820,000 2,470,000

甲斐　教行 茨城大学 准教授
コッラード・ヴィーニの公共彫刻の政治史的・文化史的
解読

4,680,000 1,560,000 3,120,000

高原　英成 茨城大学 教授
網膜視細胞特異的に発現するタンパク質アルギニン脱
イミノ酵素の機能解明

5,330,000 1,950,000 3,380,000
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山村　靖夫 茨城大学 教授
富士山の森林限界および溶岩流上の植生構造に対す
る栄養塩制限の効果

5,330,000 2,470,000 2,860,000

渋谷　敦司 茨城大学 教授
地方自治体の総合計画策定におけるジェンダー視点
の主流化に関する実証的研究

3,640,000 1,690,000 1,950,000

勝二　博亮 茨城大学 准教授 書字困難児の早期支援プログラムの開発 4,940,000 1,170,000 3,770,000

小林　英美 茨城大学 准教授
英国１８‐１９世紀予約購読出版詩集と定期刊行物に
おけるその書評についての研究

1,300,000 520,000 780,000

松坂　晃 茨城大学 教授 知的障害児童生徒の体育学習内容策定の試み 2,080,000 910,000 1,170,000

松本　光太郎 茨城大学 准教授
「ロボットのエシックス」の学際的検討：行為の水準にお
けるモノ性・主体性・他者性

5,330,000 1,300,000 4,030,000

沼尾　達弥 茨城大学 教授
中性子を用いたセメント硬化体中の水分測定と体積変
化に関する研究

5,460,000 2,990,000 2,470,000

上妻　由章 茨城大学 准教授
分子モデルを基盤とした溶血性レクチンの機能改変と
抗マラリア機能向上に関する研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

上地　勝 茨城大学 准教授
思春期のレジリエンスと健康行動の関連についての実
証的研究

4,290,000 1,690,000 2,600,000

新納　浩幸 茨城大学 准教授
外れ値検出手法を利用したコーパスからの新語義発
見

4,940,000 1,430,000 3,510,000

西山　國雄 茨城大学 准教授
文法化における機能範疇の出現方法の分類と統合に
向けての研究

3,250,000 780,000 2,470,000

西野　由希子 茨城大学 准教授 １９７０年代香港文学の多角的検証 3,380,000 1,430,000 1,950,000

石見　幸男 茨城大学 教授
ＤＮＡ複製フォークでの分子集合と複製ヘリカーゼの役
割の解明

5,460,000 2,080,000 3,380,000

大友　征宇 茨城大学 教授
金属イオンによって誘起される光合成光捕集複合体の
構造と機能変化

5,200,000 2,210,000 2,990,000

中川　尚子 茨城大学 准教授 ナノマシン動作における揺らぎの役割と熱力学的理解 4,940,000 1,170,000 3,770,000

島影　尚 茨城大学 教授
低雑音・高温動作を実現する高温超伝導カイネティック
インダクタンス検出器の開発

5,330,000 2,600,000 2,730,000

藤井　文男 茨城大学 教授
ムンダ語のクレオール化メカニズムに見る，言語構造
の歴史的変化に関する類型論的考察

3,770,000 1,690,000 2,080,000

内田　千代子 茨城大学 准教授
ポストベンションに留意した自殺予防プログラムによる
大学生ピアサポーター養成の試み

5,460,000 2,990,000 2,470,000

富樫　泰一 茨城大学 教授
携帯端末を活用した水泳学習支援システム（ｉＳｗｉｍ）
の開発

2,340,000 1,430,000 910,000

武田　茂樹 茨城大学 准教授
単一伝送路を適用したＲＦＩＤによる低コスト・スマート
シェルフの実現

5,720,000 4,810,000 910,000

福田　浩子 茨城大学 准教授
多言語・多文化に開かれたリテラシー教育についての
研究：日本の言語教育への提言

4,420,000 3,380,000 1,040,000

木村　競 茨城大学 教授 「学級力」を基盤とした学力向上モデルの構築 4,810,000 1,950,000 2,860,000

木村　美智子 茨城大学 准教授
環境に配慮した持続可能なライフスタイルを実現する
環境教育の構築に関する研究

5,200,000 1,950,000 3,250,000
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野崎　英明 茨城大学 教授 ものづくり学習担当教員養成プログラムの開発 5,070,000 2,080,000 2,990,000

柳平　丈志 茨城大学 准教授
磁気結合された高電圧スイッチングセルによる高繰り
返しパルスパワーの発生

4,420,000 1,820,000 2,600,000

楊　子江 茨城大学 教授
急激なシステム変動と未知外乱に有効な適応ロバスト
制御系の提案およびその発展と応用

5,200,000 2,210,000 2,990,000

Ｂｕｋｈ　Ａｌｅｘａ
ｎｄ

筑波大学 准教授
北方領土問題に見るナショナルと地方アイデンティティ
との相互作用と対立

5,330,000 1,950,000 3,380,000

ＭＩＹＡＭＯＴＯ
ＥＤＳ

筑波大学 准教授 文理解におけるワーキングメモリ負荷の軽減化 4,940,000 1,170,000 3,770,000

ＲＡＫＷＡＬ　Ｒ
ＡＮＤＥ

筑波大学 教授 胎児組織に着目した成人疾患発症の分子基盤の解明 5,070,000 1,950,000 3,120,000

Ｓ．Ｊ　Ｔｕｒｎｂ
ｕｌｌ

筑波大学 准教授
ソフトウエア産業による日本経済成長への貢献に関す
る研究

1,950,000 650,000 1,300,000

イリチュ　美佳
（佐藤美佳

筑波大学 准教授
高次シンボリックデータに対するクラスターワイズ手法
の開発とその応用

5,070,000 2,340,000 2,730,000

依馬　正次 筑波大学 講師 新規血管新生関連遺伝子の個体解析 4,940,000 1,820,000 3,120,000

井出　幸二郎 筑波大学 助教 認知機能に対する一過性の運動による効果 5,330,000 4,030,000 1,300,000

稲永　由紀 筑波大学 講師
大学立地政策終焉後における高等教育機関の地域配
置と人材養成機能に関する研究

5,330,000 3,770,000 1,560,000

羽生　冬佳 筑波大学 准教授 観光圏におけるブランド構築に関する実証的研究 4,680,000 1,560,000 3,120,000

永森　光晴 筑波大学 講師
ＬｉｎｋｅｄＤａｔａ環境の実現に向けたメタデータスキーマ
レジストリの応用

5,200,000 2,340,000 2,860,000

塩谷　真弘 筑波大学 准教授 高次Ｃｈａｎｇ予想と飽和イデアルのモデルの構成 2,990,000 1,170,000 1,820,000

王　碧昭 筑波大学 教授
発生期腎臓血管網を解析するシステムの開発および
血管ネットワークの構築

5,200,000 1,690,000 3,510,000

岡本　史樹 筑波大学 講師
組織シーラントを用いたガスタンポナーデ不要の網膜
剥離手術の有効性，安全性の検討

5,070,000 1,950,000 3,120,000

沖　明典 筑波大学 准教授
オーダーメード化学療法を目指した抗癌剤感受性検査
の判定基準の策定

5,200,000 1,820,000 3,380,000

下條　信威 筑波大学 講師
顆粒球コロニー刺激因子の術前投与による致死的不
整脈抑制の検討

5,200,000 2,210,000 2,990,000

加藤　克紀 筑波大学 准教授
実験室マウスの社会行動発達における親和行動の役
割に関する研究

4,810,000 1,170,000 3,640,000

河合　弘二 筑波大学 講師 非生菌ＢＣＧ製剤を用いた転移がんの治療 4,550,000 1,170,000 3,380,000

鎌田　博 筑波大学 教授
高等植物の胚発生に関わるエピジェネティック因子の
相互作用と発現調節機構の解明

5,460,000 1,690,000 3,770,000

吉田　富二雄 筑波大学 教授
攻撃的情報の累積的影響：閾下刺激実験およびネット
いじめ行動の調査を通して

5,070,000 2,340,000 2,730,000

久賀　圭祐 筑波大学 准教授
高血圧性心病変の形成におよぼす脂質合成系転写因
子ＳＲＥＢＰ－１の役割

5,330,000 3,120,000 2,210,000
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久保田　章 筑波大学 教授
中・高連携を企図したタスク分析に基づくライティング
のシラバス開発

3,770,000 1,430,000 2,340,000

宮原　克人 筑波大学 講師
農閑工芸の研究　ー地域資源を活用する造形教育プ
ログラムの構築ー

4,550,000 2,210,000 2,340,000

宮本　定明 筑波大学 教授
半教師付きクラスタリングの包括的研究と制約混合分
布モデルへの挑戦

5,200,000 2,340,000 2,860,000

許　明子 筑波大学 准教授
パーソナル・テリトリーとポライトネス・ストラテジーに関
する日韓中対照研究

2,730,000 1,170,000 1,560,000

橋本　昭洋 筑波大学 教授 国の安定性の量的評価：冷戦終結前後の実証分析 2,340,000 1,040,000 1,300,000

桑原　直巳 筑波大学 教授
キリスト教的人文主義教育思想の歴史とその現代的
意義に関する研究

5,200,000 1,560,000 3,640,000

原　尚人 筑波大学 教授
悪性褐色細胞腫の悪性化機序と分子標的薬の作用機
序の基礎研究

5,200,000 4,420,000 780,000 780,000

原田　悦子 筑波大学 教授
人工物利用における「背後にある潜在論理構造」の学
習：認知的加齢の影響の検討

5,200,000 2,470,000 2,730,000

古賀　弘樹 筑波大学 准教授
不正者全員を特定可能な電子指紋符号の構成法とそ
の性能解析

4,030,000 1,560,000 2,470,000

古川　宏 筑波大学 准教授
ランドマークの認知的有用性に基づき歩行者の不安を
軽減する経路案内法の実証的研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

江口　隆裕 筑波大学 教授
フランスにおける移民労働者の生活保障に関する双方
向的研究

4,810,000 1,820,000 2,990,000

高橋　昭光 筑波大学 講師
動脈硬化モデルマウスにおける脂質合成転写因子ＳＲ
ＥＢＰ－１遺伝子抑制効果の検討

5,200,000 2,080,000 3,120,000

高崎　真美 筑波大学 助教
低酸素刺激がｉＰＳ細胞の大脳皮質分化において果た
す役割と分子機構

5,460,000 2,470,000 2,990,000

今井　剛 筑波大学 教授
ＥＣ加熱変調を用いたＥＬＭ状熱流束模擬による境界
プラズマ制御研究

5,330,000 2,730,000 2,600,000

佐々木　建昭 筑波大学 その他 近似グレブナー基底の算法と応用の研究 5,070,000 1,950,000 3,120,000

佐藤　正美 筑波大学 准教授
直腸がん肛門括約筋温存術後の排便障害軽減へ向
けた看護支援の挑戦的取り組み

4,680,000 1,300,000 3,380,000

佐藤　忠彦 筑波大学 准教授
ベイジアンモデリングによる小売マーケティングの新展
開

3,900,000 1,430,000 2,470,000

佐野　隆弥 筑波大学 教授
エリザベス朝演劇文化の誕生に作用した大学才人と英
国国教会の接触に関する動態的研究

2,600,000 1,040,000 1,560,000

榊原　謙 筑波大学 教授
放射光血管造影を用いた転移性肺腫瘍の早期診断の
可能性

5,070,000 1,040,000 4,030,000

山下　創一郎 筑波大学 講師
マイクログリアに焦点をあてた術後の高次機能障害の
発症機序の解明とその予防法の検討

5,200,000 3,640,000 1,560,000

山海　知子 筑波大学 准教授
アポトーシス並びに細胞増殖因子と出血性脳血管疾
患に関する前向き疫学研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

山中　勤 筑波大学 准教授 植物種間の水の吸い分けはなぜ生じるか 5,070,000 2,730,000 2,340,000

山中　敏正 筑波大学 教授
デザイン要素の「ちがい」を魅力に変える「目利き力」の
感性科学的基盤解明

5,720,000 4,940,000 780,000

34



（単位：円）

研究代表者名 所属研究機関名 役職 研究課題名 交付決定額
平成23年度

交付額
平成23年度
前倒し交付額

未交付額

山田　秀 筑波大学 教授
市場不具合データ解析とそのコンピュータシミュレー
ションでの活用による品質確保

5,330,000 2,080,000 3,250,000

山本　早里 筑波大学 准教授
地域再生に参画する環境色彩デザイン－住民主体の
合意形成手法を用いて－

5,330,000 1,820,000 3,510,000

若林　誠一郎 筑波大学 教授
無限回微分可能函数の枠組においてコーシー問題が
適切となる双曲型方程式の特徴付け

5,070,000 1,430,000 3,640,000

狩野　均 筑波大学 准教授
動的環境における大規模な多目的 適化問題を対象
とした並列群知能法の高速化

3,250,000 1,170,000 2,080,000

首藤　文洋 筑波大学 講師
安らぎを感じる心象的空間イメージを作り出す環境音
による聴覚刺激効果の脳機能的解明

5,200,000 2,860,000 2,340,000

秋山　英三 筑波大学 准教授
集団間の競争とゲームの構造がリーダーシップの進化
に与える影響の分析

4,940,000 1,560,000 3,380,000

小川　美登里 筑波大学 准教授
パスカル・キニャール研究：文学とジェンダーの新たな
関係性に向けて

3,640,000 1,040,000 2,600,000

小田　ちぐさ 筑波大学 助教
ＭＡＩＲ－Ｉ（ＣＤ３００ａ）を分子標的とした敗血症に対す
る治療法の開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

小幡谷　英一 筑波大学 准教授 波形単板を用いた新規な木質ハニカム構造体の開発 5,200,000 2,210,000 2,990,000

庄司　功 筑波大学 教授
心理的バイアスを考慮した意思決定問題に関する計
算モデルの開発とその応用

2,730,000 1,430,000 1,300,000

松井　圭介 筑波大学 准教授
ヘリテージ化されるキリシタンと場所の商品化に関わる
観光地理学的研究

5,460,000 2,600,000 2,860,000

松下　明 筑波大学 研究員
脳白質構造解析を利用した、頭蓋内病変の圧迫・浸潤
に対する評価手法の開発

4,550,000 2,080,000 2,470,000

上山　泰 筑波大学 教授
障害者権利条約と整合的な制限行為能力制度の再構
築

3,380,000 1,040,000 2,340,000

上杉　憲子 筑波大学 准教授
新型バーチヤルスライドを用いた腎血管構築の再現と
慢性腎臓病進展機構の解明

5,590,000 4,550,000 1,040,000

上野　健一 筑波大学 准教授
中部山岳域における冬期の降雨発生と積雪構造への
影響評価

4,160,000 2,210,000 1,950,000

新井　哲明 筑波大学 講師
複合型蛋白質蓄積症としての認知症疾患の病態解明
を目指した病理生化学的研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

森岡　隆 筑波大学 教授
本阿弥光悦筆和歌巻の特徴解明と伝光悦筆和歌巻の
真贋鑑定法の確立

3,510,000 910,000 2,600,000

森下　將史 筑波大学 助教
２次元量子固体フラストレート量子スピン系における非
磁性置換とバリスティック熱伝導

5,070,000 2,340,000 2,730,000

森田　純 筑波大学 教授
無限次元代数群とリー環の構造の研究、および語・記
号列への応用

5,070,000 1,690,000 3,380,000

森島　祐子 筑波大学 講師
Ｔｈバランスの制御による難治性喘息に対する新規治
療法の探索

5,200,000 1,430,000 3,770,000

真田　久 筑波大学 教授 オリンピック競技会の文化・芸術性に関する研究 3,770,000 1,300,000 2,470,000

星野　光男 筑波大学 講師 非可換ゴレンシュタイン環の研究 3,640,000 1,300,000 2,340,000

星野　豊 筑波大学 准教授 国際的な知財信託に関する総合的研究 5,330,000 1,690,000 3,640,000
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西丸　広史 筑波大学 准教授
哺乳類の歩行運動機能成熟における脊髄神経回路制
御機構の発達

4,940,000 1,690,000 3,250,000

西山　博之 筑波大学 教授
ＣＸＣＲ４－βａｒｒｅｓｔｉｎ２－ＥＲＫ経路を利用した膀胱癌
早期診断治療法の開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

青木　佐奈枝 筑波大学 准教授
現実生活体験が青年期の精神的健康および社会適応
に及ぼす影響―解離の観点から―

5,070,000 2,210,000 2,860,000

斉藤　泰嘉 筑波大学 教授
第三の美術展（コミュニティ型アートプロジェクト）による
地域教育力の開発

4,680,000 1,560,000 3,120,000

石田　政義 筑波大学 教授
固体酸化物形燃料電池における高温電気絶縁の特性
解明に基づく設計指針の確立

5,200,000 2,600,000 2,600,000

千葉　智樹 筑波大学 教授 プロテアソーム活性化因子の機能的相互作用の解析 5,460,000 2,860,000 2,600,000

川間　健之介 筑波大学 教授
重度重複障害児の社会参加を目指したカリキュラムの
開発

4,550,000 1,950,000 2,600,000

川口　未央 筑波大学 講師
新規サイトカインＩＬ－３３によるＩＬ－１７Ｆの発現と喘息
との関連

4,550,000 2,340,000 2,210,000

前川　啓治 筑波大学 教授
開発から実践へ－安心院農村民泊による地域再生の
モデル化と移植に関する政策的提言

5,070,000 1,690,000 3,380,000

前野　哲博 筑波大学 教授
外来診療支援システムの開発と検証－良質な診療と
時間短縮の両立を目指して－

5,070,000 1,950,000 3,120,000

倉橋　節也 筑波大学 准教授
不完全情報下での隠れた社会ネットワーク推定と普及
プロセスの研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

増岡　彰 筑波大学 准教授 函手的見地からのスーパー代数群の研究 5,070,000 1,820,000 3,250,000

足立　孝二 筑波大学 講師
創傷治癒過程における酸化ストレス応答タンパク質Ｔｒｉ
ｍ１６の分子機能

5,070,000 2,210,000 2,860,000

太田　圭 筑波大学 准教授
現代日本画制作における伝承的日本画技法の実践的
検討

4,420,000 1,950,000 2,470,000

大森　肇 筑波大学 准教授
長時間運動時の血糖維持に及ぼすタウリン投与の影
響

5,070,000 1,820,000 3,250,000

大石　久史 筑波大学 助教
膵内分泌細胞分化における大Ｍａｆ群転写因子の機能
解析とその応用

5,200,000 1,950,000 3,250,000

滝沢　茂 筑波大学 講師
断層岩・マイロナイト形成のエネルギー　－地質学・物
質地震学の新展開－

3,770,000 1,820,000 1,950,000

谷口　祥一 筑波大学 教授
ＦＲＢＲに依拠した著作および表現形の同定と同定結
果を用いた検索システムの構築

4,940,000 2,340,000 2,600,000

池田　雅則 筑波大学 教授
ＡＢＬにおける債務者の目的財産の処分権能と担保権
の効力の相克に関する研究

2,470,000 520,000 1,950,000

竹田　一則 筑波大学 教授
入院児への心理的支援における非侵襲生理計測を用
いたストレス評価に関する研究

5,330,000 3,380,000 1,950,000

中井　啓 筑波大学 講師
血管内皮選択的ＢＮＣＴを用いた脳血管再狭窄予防法
の開発

5,200,000 2,860,000 2,340,000

中谷　敬 筑波大学 准教授
イモリ嗅細胞におけるアミノ酸応答のシグナル伝達機
構と生息環境による応答の調節

5,330,000 1,560,000 3,770,000

中馬越　清隆 筑波大学 講師 認知症患者のバランス障害メカニズムの解明 5,200,000 2,080,000 3,120,000

36



（単位：円）

研究代表者名 所属研究機関名 役職 研究課題名 交付決定額
平成23年度

交付額
平成23年度
前倒し交付額

未交付額

中本　真晃 筑波大学 講師
テトラヘドランとシクロブタジエン：炭素高歪み分子の創
製と特異な電子状態の解明

5,200,000 2,340,000 2,860,000

町田　正直 筑波大学 研究員
運動による筋萎縮抑制機構におけるリボソーム合成の
関与

5,070,000 1,560,000 3,510,000

追川　修一 筑波大学 准教授 並列処理に基づいたＯＳカーネルの再構成 5,070,000 1,170,000 3,900,000

坪井　美樹 筑波大学 教授
日本語史研究における抄物資料の活用促進のための
研究

2,080,000 910,000 1,170,000

鶴岡　秀一 筑波大学 准教授
アニオン型尿毒症性物質群を除去するハイブリッド型
人工腎臓の開発

5,330,000 1,170,000 4,160,000

鶴嶋　英夫 筑波大学 講師 環境応答性ナノ粒子を用いた脳虚血治療の研究 5,200,000 3,120,000 2,080,000

田林　明 筑波大学 教授
農村空間の商品化からみた日本の余暇・観光振興の
地域差に関する実証的研究

5,070,000 2,340,000 2,730,000

渡辺　基信 筑波大学 講師
脾臓摘出による新しい肝細胞癌発癌抑制治療法の開
発

5,200,000 2,470,000 2,730,000

島田　康行 筑波大学 教授
高大接続場面における「小論文」等を契機とする文章
表現の学習に関する研究

2,080,000 780,000 1,300,000

藤井　範久 筑波大学 准教授
投運動における運動連鎖に関するシミュレーション研
究

3,900,000 1,430,000 2,470,000

藤原　良叔 筑波大学 教授
多重構造を持った組合せ的デザインの統合と統一的
構成法の研究

5,070,000 2,080,000 2,990,000

徳永　幸彦 筑波大学 准教授 コスモポリタンを使った種の壁の操作実験 5,200,000 1,820,000 3,380,000

徳丸　亜木 筑波大学 教授
伝承主体における伝承の主体化・内面化についての
民俗学的研究

3,640,000 1,820,000 1,820,000

徳田　安春 筑波大学 教授
臨床推論能力の評価と能力向上トレーニングの開発
研究

4,810,000 1,690,000 3,120,000

呑海　さおり 筑波大学 助教
大学図書館の学習支援空間における人材育成プログ
ラム・モデルの構築

5,330,000 1,560,000 3,770,000

那須　昭夫 筑波大学 准教授
オノマトペの語末特殊モーラの韻律機能特性に関する
実証的研究

3,900,000 1,690,000 2,210,000

内藤　久裕 筑波大学 准教授
移民受け入れによる経済社会の成長・持続可能性の
研究

5,070,000 2,340,000 2,730,000

鍋倉　賢治 筑波大学 准教授
中・長距離走におけるレース中の生理応答とパフォー
マンスの関係

4,940,000 1,820,000 3,120,000

南　優子 筑波大学 准教授
ゲノムＰＣＲ法およびＦＩＳＨ法での肺腺癌の浸潤に関
わる新規遺伝子の解析

5,070,000 2,210,000 2,860,000

日野　健一 筑波大学 教授
超短パルス励起半導体における動的ファノ共鳴と過渡
的準粒子生成

5,330,000 3,120,000 2,210,000

馬　恩博 筑波大学 助教
日本と中国における虚血性心疾患と脳卒中の死亡率
とリスク傾向の比較研究

4,420,000 2,340,000 2,080,000

白木　賢太郎 筑波大学 准教授
タンパク質の凝集や失活を防ぐ高分子アディティブの
開発

5,200,000 2,340,000 2,860,000

樋口　直宏 筑波大学 准教授
施設一体型小中一貫校における児童生徒の成長過程
と教育実践

4,680,000 1,300,000 3,380,000
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浜名　恵美 筑波大学 教授 世界シェイクスピア上演をとおした異文化理解教育 4,940,000 2,080,000 2,860,000

冨田　成夫 筑波大学 准教授
宇宙線によるイオン誘起核生成過程の加速器を用い
た実験的研究

5,200,000 3,640,000 1,560,000

風間　計博 筑波大学 准教授
日本の遠洋漁船における外国人出稼ぎ者の多文化コ
ミュニティ形成に関する人類学的研究

4,030,000 1,170,000 2,860,000

福井　幸男 筑波大学 教授
点群データによる曲面形状の類似度評価と靴型活用
への応用

5,330,000 2,340,000 2,990,000

平井　明代 筑波大学 准教授
発話を促す実用的スピーキングテストの開発とピア評
価システムの確立

4,810,000 1,430,000 3,380,000

片平　克弘 筑波大学 准教授
学習者の科学概念変容における意思的および文化社
会的要因の解明と教授デザインの構成

5,330,000 3,120,000 2,210,000

芳鐘　冬樹 筑波大学 准教授
学際的研究領域の類型化および学際共同研究の影響
に関する計量書誌学的分析

3,120,000 1,170,000 1,950,000

牧本　直樹 筑波大学 教授 多変量データの極値相関モデルとリスク管理への応用 4,030,000 910,000 3,120,000

牧野　昭二 筑波大学 教授
脳科学と情報科学を融合させたＢＭＩ構築のための多
チャネル脳波信号処理技術の革新

4,550,000 1,690,000 2,860,000

本間　真人 筑波大学 准教授
ヒト末梢血単核細胞を用いた核酸誘導体の効果予測
に関する研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

木戸　光子 筑波大学 講師
文章展開機能を重視した日本語上級学習者の作文教
育

4,550,000 1,820,000 2,730,000

木村　真生子 筑波大学 助教 カナダにおけるインサイダー取引規制の研究 4,810,000 1,690,000 3,120,000

柳田　優子 筑波大学 教授
日本語の格システムの類型的変化と統語コーパス構
築に向けての基礎研究

4,030,000 1,560,000 2,470,000

落合　直之 筑波大学 教授
陳旧性末梢神経損傷に対する末梢神経緩徐伸長法の
適応に関する研究

4,940,000 2,600,000 2,340,000

領家　美奈 筑波大学 准教授
多様な顧客要望に対応するファジィ情報統合モデルに
基づく製品デザイン支援

5,070,000 2,080,000 2,990,000

鈴川　和己 筑波大学 講師 末梢血を用いたＤＮＡ修復活性評価法の確立 5,330,000 2,470,000 2,860,000

鈴木　伸崇 筑波大学 准教授 正規木文法のための差分抽出アルゴリズムの開発 3,510,000 650,000 2,860,000

鈴木　石根 筑波大学 准教授
キメラセンサーを用いたヒスチジンキナーゼの機能解
析

5,330,000 2,470,000 2,860,000

檜垣　良成 筑波大学 准教授
ヴォルフ主義哲学との関係から見たカントのヴィル
キューアの自由をめぐる総括的研究

2,340,000 1,040,000 1,300,000

榮　武二 筑波大学 教授
画像処理用並列演算素子に 適化された粒子線線量
分布計算法の開発とその精度評価

5,460,000 2,990,000 2,470,000

潘　亮 筑波大学 准教授
デタント期の日本外交における二国間同盟と多国間主
義の相関関係に関する考察

5,070,000 1,300,000 3,770,000

澤江　幸則 筑波大学 講師
自閉症児の対人調整を目的とした運動プログラムの開
発

5,200,000 2,860,000 2,340,000

齋藤　一 筑波大学 准教授
日本の〈辺境〉における英文学研究に関する研究－沖
縄と北海道を中心に

2,080,000 780,000 1,300,000
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齋藤　知栄 筑波大学 講師
慢性腎臓病の進行抑制のための医薬連携システム構
築

4,030,000 1,690,000 2,340,000

齊藤　康典 筑波大学 准教授 クロイソカイメンにおける自己・非自己認識機能 5,070,000 2,860,000 2,210,000

皆川　洋喜 筑波技術大学 教授
タブレット端末を用いた聴覚障害者のための字幕情報
保障システム

5,200,000 2,470,000 2,730,000

黒木　速人 筑波技術大学 准教授
聴覚障害者のための字幕システムにおける字幕とノン
バーバル情報の呈示法に関する研究

4,940,000 1,560,000 3,380,000

三好　茂樹 筑波技術大学 准教授
移動を伴う状況下でも利用可能な聴覚障害者用モバイ
ル型遠隔情報保障システムの 適化

5,200,000 1,560,000 3,640,000

西岡　知之 筑波技術大学 准教授
聴覚障害などを持つ学生に対する個別情報保障に関
する研究

5,070,000 3,380,000 1,690,000

大武　信之 筑波技術大学 教授
点字問題を含むセンター試験アーカイブ環境の構築と
資源再利用有効化に関する研究

5,070,000 1,170,000 3,900,000

飯塚　潤一 筑波技術大学 教授
視覚障害者のユーザビリティを確保したウェブサイトの
構造解明に関する研究

3,120,000 1,040,000 2,080,000

平賀　瑠美 筑波技術大学 教授 聴覚障害者の音楽コミュニケーション実現に向けて 5,330,000 1,560,000 3,770,000

Ｍ　Ｋａｅｗｍａ
ｎｏｔｈ

宇都宮大学 教授 タイ都市社会の変容と地域住民組織 4,550,000 1,300,000 3,250,000

依田　秀彦 宇都宮大学 准教授
生産性と光学特性に秀でたチューナブル波長選択フィ
ルタチップの開発

5,330,000 2,080,000 3,250,000

加藤　謙一 宇都宮大学 教授
小学生から高校生における疾走運動の学習指導に関
する研究

4,160,000 2,470,000 1,690,000

丸山　剛史 宇都宮大学 准教授
戦前日本の初等教員養成における初等教員検定の意
義と役割に関する通史的事例研究

4,550,000 1,950,000 2,600,000

古村　学 宇都宮大学 講師 世界自然遺産地域におけるエコツーリズムの比較研究 4,160,000 1,430,000 2,730,000

今泉　繁良 宇都宮大学 教授
終処分場土質系遮水層の許容局所沈下量簡易評

価法と遮水性評価に関する研究
4,940,000 1,040,000 3,900,000

秋山　満 宇都宮大学 准教授
耕畜連携における地域連携型複合生産システムの形
成に関する実証的研究

3,770,000 1,430,000 2,340,000

小宮　秀明 宇都宮大学 教授
生活習慣や肥満関連遺伝子が内臓脂肪の蓄積に及
ぼす影響

4,940,000 1,820,000 3,120,000

松英　恵吾 宇都宮大学 准教授
航空機ＬｉＤＡＲデータを利用した森林管理システムの
開発

5,850,000 4,810,000 1,040,000

松村　啓子 宇都宮大学 准教授
家畜伝染性疾病に対するリスク管理の地域的実態に
関する研究

1,560,000 650,000 910,000

上原　伸夫 宇都宮大学 准教授
熱刺激により生成する金ナノ粒子を用いる高感度ナノ
プローブの創製

4,420,000 2,080,000 2,340,000

上村　佳嗣 宇都宮大学 准教授
赤外線トラッキングを用いた電磁界分布の可視化とそ
の応用に関する研究

4,680,000 1,300,000 3,380,000

青山　真人 宇都宮大学 助教
動揺病の制御により家畜の輸送ストレスを軽減する試
み

5,330,000 2,470,000 2,860,000

川口　尊久 宇都宮大学 助教
摩擦を利用したナノ位置決めと接触部ナノ観察に関す
る研究

4,420,000 2,340,000 2,080,000
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船渡　寛人 宇都宮大学 准教授
連系・自立どちらの運転状態でも高性能を発揮する新
しい構造切り替え型電力変換装置

5,460,000 2,990,000 2,470,000

相田　吉昭 宇都宮大学 教授
パンサラサ高緯度海域における中生代海洋プレート層
序の構築とシリカオーシャンの解明

4,940,000 2,600,000 2,340,000

大栗　行昭 宇都宮大学 教授
近代日本農村における土地担保の展開と地主制に関
する研究

2,990,000 1,040,000 1,950,000

単　躍進 宇都宮大学 准教授 無毒・安価な酸化物蛍光体材料の研究開発 5,200,000 2,470,000 2,730,000

長尾　慶和 宇都宮大学 教授
ヒトｉＰＳ細胞のヒツジ胎子微少環境内における造血系
分化誘導システムの確立

5,460,000 1,690,000 3,770,000

嶋脇　聡 宇都宮大学 准教授
電動義手による物体把持向上のためのヒト指尖部ｐｕｌ
ｐ機能の研究

5,330,000 2,860,000 2,470,000

湯上　登 宇都宮大学 教授
プラズマアンテナからのテラヘルツ電磁波エネルギー
計測

5,200,000 3,380,000 1,820,000

藤原　浩己 宇都宮大学 教授
セメント無使用（クリンカーフリー）高強度コンクリートの
開発

5,720,000 3,510,000 2,210,000

二瓶　賢一 宇都宮大学 准教授
食品成分のインバース分析法を核とする生理活性物
質創製スキームの構築

5,200,000 1,300,000 3,900,000

白寄　篤 宇都宮大学 助教
管材のハイドロフォーミングにおける摩擦利用技術開
発

4,160,000 2,470,000 1,690,000

蕪山　由己人 宇都宮大学 准教授
コラーゲン由来ペプチド・アミノ酸の栄養生理機能の解
析

3,770,000 1,560,000 2,210,000

柄木田　康之 宇都宮大学 教授
ヤップ出身者の脱領域的公共圏と文化的アイデンティ
ティ

4,940,000 1,300,000 3,640,000

里　周二 宇都宮大学 教授
波尾振動性雷インパルス電圧波形校正システムの開
発

5,330,000 3,250,000 2,080,000

齋藤　高弘 宇都宮大学 教授 蛍光分光法を用いた麹菌活性評価システムの開発 5,590,000 3,250,000 2,340,000

安田　浩樹 群馬大学 准教授
海馬シナプスのメタ可塑性におけるプロテインキナー
ゼＰＫＮの役割

5,200,000 1,560,000 3,640,000

依藤　宏 群馬大学 教授
骨格筋細胞骨格と裏打ち構造に関する形態学的、分
子細胞生物学的研究

5,330,000 2,210,000 3,120,000

井門　亮 群馬大学 准教授
関連性理論に基づいた日・英語のイディオム解釈に関
する認知的研究

1,560,000 650,000 910,000

永由　徳夫 群馬大学 准教授 中世書論に基づく日本書道史の再構築 4,420,000 1,690,000 2,730,000

横尾　英俊 群馬大学 教授 新規な変換型無ひずみデータ圧縮法の展開と応用 3,900,000 1,430,000 2,470,000

横堀　武彦 群馬大学 その他 マウス、ヒト食道のｉｎ　ｖｉｔｒｏ長期臓器培養法の確立 5,200,000 2,210,000 2,990,000

岡崎　彰 群馬大学 教授
デジタルコンテンツとモデル実験とを有機的に結び付
けた天文学習プログラムの開発

2,470,000 1,040,000 1,430,000

河西　憲一 群馬大学 准教授
客の待ち時間に制限がある待ち行列システムの基礎
研究

3,250,000 1,170,000 2,080,000

河島　基弘 群馬大学 講師
人間と動物の関係についての一考察―ペットブームと
グルメブームの矛盾を手がかりに

2,470,000 260,000 2,210,000
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解良　恭一 群馬大学 その他
肺癌における血管新生阻害剤（ベバシズマブ）のバイ
オマーカー探索

5,330,000 2,470,000 2,860,000

外山　吉治 群馬大学 准教授
フィブリノゲンクライオゲル形成機構の解明：血液凝固
におけるフィブリンゲルとの違い

5,070,000 2,470,000 2,600,000

角野　博之 群馬大学 助教
糖尿病患者における動脈硬化進展の病期を反映する
至適バイオマーカーの探索

5,200,000 2,990,000 2,210,000

関　庸一 群馬大学 教授
時空間上の大規模履歴の自己組織化による状態遷移
確率モデルの構築

5,200,000 1,950,000 3,250,000

岸岡　真也 群馬大学 准教授
ナノ構造制御による多環縮合系パイ共役の高密度化と
高電子伝導性材料への展開

5,460,000 3,380,000 2,080,000

岩崎　俊晴 群馬大学 講師
環境化学物質の脳発達への影響～グリアとニューロン
における多角的解析

5,590,000 2,860,000 2,730,000

吉原　利忠 群馬大学 助教
細胞内酸素濃度イメージングのための蛍光・りん光同
時発光型分子酸素計の開発

5,330,000 3,120,000 2,210,000

牛久保　美津
子

群馬大学 教授
アクションリサーチによる筋萎縮性側索硬化症療養者
の在宅終末期ケアの開発

5,330,000 2,600,000 2,730,000

橋本　貢士 群馬大学 助教
摂食抑制ペプチドＮｅｓｆａｔｉｎー１の細胞内及びインビボ
での作用機構の解明

5,200,000 2,730,000 2,470,000

古賀　康彦 群馬大学 その他
アクチンミオシン結合蛋白トランスジェニックマウスにお
ける間質性肺炎の検討

5,200,000 1,950,000 3,250,000

江原　威 群馬大学 講師
放射線照射が腫瘍浸潤能に及ぼす影響についての分
子生物学的検討

3,510,000 1,560,000 1,950,000

荒木　徹 群馬大学 准教授
ネットワークの耐故障性を考慮したグラフ構造の解析と
アルゴリズムの設計

4,290,000 2,210,000 2,080,000

行木　信一 群馬大学 准教授
翻訳が滞ったリボソームのｔｍＲＮＡ非依存的な新規レ
スキュー機構の解析

5,460,000 2,210,000 3,250,000

高井　ゆかり 群馬大学 助教 慢性疼痛ケア基準の構築 4,940,000 1,040,000 3,900,000

佐藤　賢 群馬大学 助教
非アルコール性脂肪肝炎における核内受容体転写共
役活性化因子ＰＤＩＰ１の役割

5,070,000 1,430,000 3,640,000

佐藤　哲郎 群馬大学 助教
転写共役因子ＰＤＩＰ１欠損による脂質代謝異常の病態
解析とＰＤＩＰ１の分子機能解析

5,200,000 2,730,000 2,470,000

佐藤　隆史 群馬大学 准教授
慢性炎症疾患制御に向けた新規核内受容体機能の解
析

4,290,000 2,210,000 2,080,000

砂長　則明 群馬大学 助教
非小細胞肺癌にてＫＲＡＳ変異及びＥＧＦＲ変異により
誘導されるＥＲＥＧ発現の意義

5,330,000 2,860,000 2,470,000

三輪　空司 群馬大学 助教
Ｉｎ－ｖｉｖｏ計測のためのボクセルベース音響放射圧加
振映像法の創出

5,200,000 2,210,000 2,990,000

三輪　秀樹 群馬大学 助教
情動記憶の消去における扁桃体神経回路制御機構の
解明

5,330,000 2,340,000 2,990,000

山下　孝之 群馬大学 教授
前がん状態にみられる細胞老化とゲノム不安定性にお
ける複製ストレス応答機構の役割

5,070,000 2,210,000 2,860,000

山口　誉夫 群馬大学 教授
介護者と披介護者にやさしい介護用機械アームの生
体動特性を利用した開発

3,640,000 1,560,000 2,080,000

山口　陽弘 群馬大学 准教授
教職大学院で学部卒業者が獲得すべき教師スキルの
解明とそのルーブリックの作成

4,160,000 2,340,000 1,820,000
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山崎　恒夫 群馬大学 准教授
神経変性疾患と顆粒空胞変性との関わりに関する研
究

5,200,000 2,470,000 2,730,000

山田　正信 群馬大学 講師
新たな疾患概念「潜在性中枢性甲状腺機能低下症」の
確立と病態の解析

5,070,000 2,210,000 2,860,000

山本　隆夫 群馬大学 教授
相境界面の運動に着目した異方性ゲル形成の統計力
学の構築とその応用

4,810,000 2,470,000 2,340,000

柴田　宏 群馬大学 准教授
インスリンによるレトロマー複合体の機能制御を介した
ＧＬＵＴ４分解促進機構の解明

5,330,000 2,860,000 2,470,000

小山　徹也 群馬大学 教授
トリプルネガティブ乳癌の発生進展とＬＡＴ１発現　分子
治療の可能性

5,070,000 2,860,000 2,210,000

小澤　厚志 群馬大学 その他
多発性内分泌腫瘍症１型の腫瘍発生メカニズムの解
明

5,070,000 2,730,000 2,340,000

松井　博 群馬大学 助教
日本人前立腺癌における全ゲノム関連解析から同定
された前立腺癌責任遺伝子座群の検討

4,940,000 1,820,000 3,120,000

松浦　勉 群馬大学 准教授 再生核理論の応用と工学的問題への新展開 4,940,000 2,340,000 2,600,000

松永　あけみ 群馬大学 教授
幼児の他児認知形成に及ぼす保育者の言葉がけの影
響

2,470,000 1,300,000 1,170,000

上野　圭司 群馬大学 教授 シラノン錯体の合成，構造，反応性 5,200,000 2,340,000 2,860,000

上里　京子 群馬大学 教授
キャリア開発・予防職業生活問題教育の日仏比較とカ
リキュラム再構築

5,070,000 1,690,000 3,380,000

新井　雅隆 群馬大学 教授
ディーゼル機関の排気流路における炭素状微粒子の
壁面付着および離脱機構の解明

5,330,000 2,340,000 2,990,000

新井　昌史 群馬大学 准教授
駆出率保持性心不全発症をもたらす心血管系因子の
解明と治療法への応用

5,330,000 3,380,000 1,950,000

森　勝伸 群馬大学 准教授
イオンの輸送を全て水で行う環境低負荷型イオン分析
システムの開発

5,200,000 2,210,000 2,990,000

杉山　学 群馬大学 准教授
わが国の電力自由化後における電力各社の生産性に
対するＤＥＡを用いた時系列評価

2,990,000 260,000 2,730,000

菅野　研一郎 群馬大学 准教授
遷移金属錯体の特性を活かした新規なケイ素－ケイ
素結合形成反応の開発

5,200,000 2,080,000 3,120,000

成田　耕介 群馬大学 助教
インスリン抵抗性が気分障害の遷延化に与える影響に
関する包括的検討

4,940,000 1,820,000 3,120,000

清水　義彦 群馬大学 教授
砂州掘削による樹木生育基盤撹乱の誘発と低水路管
理に向けての基礎研究

5,330,000 2,470,000 2,860,000

西薗　大実 群馬大学 教授
食品スーパーにおける冷媒フロン管理情報の開示状
況

1,300,000 910,000 390,000

石塚　全 群馬大学 講師
プロトン感知性受容体刺激のアレルギー性気道炎症と
線維化へ及ぼす影響に関する研究

5,330,000 2,600,000 2,730,000

前嶋　明人 群馬大学 助教 血管内皮由来因子による腎幹細胞数の制御 4,940,000 2,210,000 2,730,000

早川　由紀夫 群馬大学 教授
インターネットを活用した情報共有による新しい地学教
育

5,070,000 2,340,000 2,730,000

村上　岩範 群馬大学 助教
高温超電導軸受を持つ磁気浮上電力貯蔵フライホ
イールの開発と動特性解析

5,200,000 2,600,000 2,600,000
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大西　浩史 群馬大学 准教授
脳内ストレス応答を制御する蛋白質チロシンリン酸化
シグナルの解析

5,070,000 2,210,000 2,860,000

大野　達也 群馬大学 准教授
子宮頸癌の再発リスク分類とリスクに応じた高精度放
射線治療法の開発

4,290,000 1,690,000 2,600,000

池田　将樹 群馬大学 講師
タウのリン酸化におけるプレセニリンの役割と脳脊髄
液における分子機能の解析

5,200,000 1,820,000 3,380,000

中村　彰男 群馬大学 講師
血管平滑筋細胞の脱分化に伴い異常発現するマイク
ロＲＮＡから動脈硬化症の原因を探る

5,200,000 2,600,000 2,600,000

中村　敦雄 群馬大学 教授
マルチモーダルテクストを「よむ」学習活動の創発に向
けた理論的基盤の構築

5,070,000 2,600,000 2,470,000

中沢　信明 群馬大学 准教授
嚥下障害の予防を目的とした高齢者のための顔面体
操トレーニングシステムの開発

4,550,000 1,950,000 2,600,000

中島　忠 群馬大学 助教
虚血性心疾患にともなう致死性不整脈発症の遺伝的
基盤についての検討

5,070,000 2,080,000 2,990,000

中野　眞一 群馬大学 教授 平面構造のコンパクトなデータ構造に関する研究 5,070,000 1,820,000 3,250,000

長尾　辰哉 群馬大学 准教授 複雑な秩序変数をもつ系における共鳴ｘ線散乱の理論 3,640,000 1,950,000 1,690,000

天野　博雄 群馬大学 講師 アトピー性皮膚炎における痒みとその制御 5,200,000 2,340,000 2,860,000

渡辺　秀臣 群馬大学 教授 マウス筋原細胞の筋分化に及ぼす群生効果の解析 5,070,000 2,210,000 2,860,000

渡利　久規 群馬大学 教授
タンデム双ロール法による革新的軽量クラッド材料の
開発

5,200,000 2,470,000 2,730,000

渡邉　智秀 群馬大学 教授
脱窒バイオカソードを適用した微生物燃料電池性能の
向上と有機物・窒素処理への応用

5,330,000 2,600,000 2,730,000

藤井　孝明 群馬大学 助教
血管新生因子ＳｈｈによるＡｎｇｉｏｐｏｉｅｔｉｎ制御機構：病
態モデルへの展開

5,330,000 2,470,000 2,860,000

白石　洋一 群馬大学 准教授 組込みソフトウェア開発支援環境の研究 5,460,000 4,160,000 1,300,000

粕谷　健一 群馬大学 教授
生分解性高分子周辺環境における微生物生態系解析
と微生物叢制御

5,330,000 1,170,000 4,160,000

畑田　出穂 群馬大学 准教授
癌ではなぜメチル化と脱メチル化が同時におこるの
か？

5,330,000 1,690,000 3,640,000

半田　寛 群馬大学 講師
細胞外マトリックスを使用したヒト骨髄異形成症候群特
異的ｉＰＳ細胞長期培養系樹立

5,330,000 2,210,000 3,120,000

尾崎　俊二 群馬大学 准教授
希少金属を使用しない太陽電池用新規半導体材料の
創製

4,160,000 2,340,000 1,820,000

平戸　政史 群馬大学 准教授
上行性感覚信号賦括によるヒト随意運動神経回路網
機能再建についての研究

4,940,000 2,600,000 2,340,000

北村　純 群馬大学 准教授 戦後日本公文書管理史の研究 910,000 260,000 650,000

本島　邦行 群馬大学 准教授 電磁波伝達関数を用いた非接触金属探傷法 4,030,000 1,040,000 2,990,000

麻生　知寿 群馬大学 助教
内在性カンナビノイドの神経終末における産生機構と
神経発達への影響の検討

4,680,000 2,340,000 2,340,000
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木村　孝穂 群馬大学 助教
リポ蛋白質ＨＤＬの抗動脈硬化作用におけるＡＭＰキ
ナーゼの役割と循環器疾患治療薬

5,200,000 2,210,000 2,990,000

野島　美久 群馬大学 教授
糸球体バリアー機能におけるチロシンリン酸化脱リン
酸化経路の解析

5,070,000 2,210,000 2,860,000

齋藤　勇一郎 群馬大学 助教 新しいＲＦＩＤを利用した病院業務定量化の確立 4,680,000 1,820,000 2,860,000

魏　書剛 群馬大学 教授
小ＳＤ数表現を用いた長い語長の剰余べき乗演算

システムの研究
3,120,000 1,430,000 1,690,000

Ｖｙｅ　Ｓｔａｃｅｙ 埼玉大学 助教 Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ　Ｎｅｅｄｓ　Ａｎａｌｙｓｉｓ 2,860,000 1,170,000 1,690,000

円谷　陽一 埼玉大学 教授
高等植物細胞壁のアラビノガラクタン－プロテインの糖
鎖構造と機能

4,420,000 1,820,000 2,600,000

外山　紀久子 埼玉大学 教授
空間調整術としてのアート：ネオ・プレモダニズムの系
譜学

3,770,000 780,000 2,990,000

関口　和彦 埼玉大学 助教
光とオゾンを効果的に利用した高効率な液相系光触媒
分解手法の開発とそのシステム化

5,590,000 2,730,000 2,860,000

亀崎　美苗 埼玉大学 准教授
学校における住教育の授業作りに有効な教材開発と
その評価

5,070,000 2,210,000 2,860,000

桐谷　正信 埼玉大学 准教授
アメリカ・カナダ社会科における多文化教師教育に関
する研究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

後藤　和子 埼玉大学 教授
クリエイティブ産業と著作権に関する研究―産業組織
と契約に着目して

4,940,000 1,950,000 2,990,000

荒居　善雄 埼玉大学 教授
量子ドット型多層膜太陽電池の高精度歪解析技術の
開発

5,330,000 2,730,000 2,600,000

高木　英至 埼玉大学 教授
コンピュータシミュレーションを用いた恋愛関係形成過
程の研究

2,860,000 650,000 2,210,000

黒川　秀樹 埼玉大学 准教授
エチレン低重合に高活性な層状粘土鉱物固定化遷移
金属錯体における配位子構造の 適化

3,380,000 1,690,000 1,690,000

根本　直人 埼玉大学 准教授
低分子化合物を特異的に認識する新機能ペプチドの
進化工学的創製

5,330,000 2,470,000 2,860,000

佐藤　勇一 埼玉大学 教授
高層煙突支持部材に発生する自励振動の防止方法に
関する研究

5,200,000 2,990,000 2,210,000

山口　貴之 埼玉大学 准教授
ウラン核分裂片量子ビームに対する陽子半径の系統
的測定

5,590,000 5,200,000 390,000

山根　敏 埼玉大学 准教授
次世代プラズマＭＩＧハイブリッド溶接の知的自動制御
に関する基礎研究

5,200,000 2,470,000 2,730,000

酒井　文雄 埼玉大学 教授
平面代数曲線の高次ワイエルシュトラス点とモジュライ
空間の幾何

5,070,000 1,950,000 3,120,000

渋谷　治美 埼玉大学 教授 カントの人間哲学の総合的理解の試み 2,080,000 650,000 1,430,000

渋谷　百代 埼玉大学 講師
異文化対立の解決プロセスにおける内外コミュニケー
ション戦略の実際と課題及び可能性

4,810,000 1,040,000 3,770,000

重原　孝臣 埼玉大学 教授
ジョルダン問題およびクロネッカ問題の安定かつ効率
よい数値解法の確立

5,070,000 1,430,000 3,640,000

重川　純子 埼玉大学 教授
長期家計記録による家計動態と家族経済史の実証的
研究

2,600,000 1,170,000 1,430,000
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勝部　昭明 埼玉大学 その他
植物インピーダンスの精密測定とその応用に関する研
究

5,330,000 2,990,000 2,340,000

小林　亜子 埼玉大学 教授
フランス革命期「ライン左岸併合地」における「公教育
組織法」施行過程の実証的研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

小林　哲也 埼玉大学 教授
ハーダー腺とファブリキウス嚢における新規抗菌ペプ
チドの探索と発現調節機構の解析

5,330,000 2,210,000 3,120,000

森安　裕二 埼玉大学 准教授
植物細胞に特有の液胞の形成・拡大とそれらに伴う
オートファジーの解析

5,200,000 2,990,000 2,210,000

水村　典弘 埼玉大学 准教授
日本における【良い会社】と企業倫理のプラットフォー
ムの構築

1,820,000 520,000 1,300,000

杉原　儀昭 埼玉大学 准教授 硫黄原子源として働く新規な硫化剤の開発 5,590,000 3,380,000 2,210,000

清水　誠 埼玉大学 教授
科学的な思考力の育成を図る教授・学習方法の開発と
教師教育への適用

5,070,000 1,690,000 3,380,000

川端　博子 埼玉大学 教授 衣生活の改善による授乳期の女性への支援 5,330,000 3,770,000 1,560,000

浅田　茂裕 埼玉大学 教授
学びと暮らしの環境における木質利用と子どもの育ち
に関する基礎研究

5,330,000 2,990,000 2,340,000

前川　仁 埼玉大学 教授 特別なマーカーによらない拡張現実感に関する研究 5,330,000 2,210,000 3,120,000

大塚　秀高 埼玉大学 教授 短篇白話小説集「三言」会校会評本の作成 4,420,000 1,690,000 2,730,000

大友　秀明 埼玉大学 教授
「文化学習」を中核とした政治教育・シティズンシップ教
育の構想と実践

1,950,000 650,000 1,300,000

長瀬　正義 埼玉大学 教授 ラプラシアンの断熱展開理論の研究とその応用 4,940,000 1,950,000 520,000 2,990,000

長谷川　孝明 埼玉大学 教授
モバイル機器とインフラ設置機器が協調動作する歩行
者ナビゲーション環境の実現

4,940,000 910,000 4,030,000

長谷川　靖洋 埼玉大学 准教授
収束イオンビームを用いたナノワイヤー熱電変換素子
へのナノ電極形成・輸送特性の解明

5,070,000 3,770,000 1,300,000 1,300,000

田代　美江子 埼玉大学 准教授
東アジアにおける性教育の特徴とそれをふまえた性教
育教材開発および授業研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

渡辺　紫乃 埼玉大学 准教授 中国の対外援助外交の理論と実践 5,330,000 2,210,000 3,120,000

島村　徹也 埼玉大学 教授
複数のマイクロホンによる骨導振動のピックアップと骨
導音声の品質改善

3,770,000 1,820,000 1,950,000

藤原　隆司 埼玉大学 准教授
無機・有機ハイブリッドナノクラスターの協奏的レドック
ス機能

5,460,000 2,600,000 2,860,000

内木　哲也 埼玉大学 教授
直観的なメディア特性に基づいた情報教育のための教
材に関する研究

4,940,000 1,950,000 2,990,000

日原　由香子 埼玉大学 准教授
光合成電子伝達のセンシングによる転写制御機構の
解明

5,330,000 2,080,000 3,250,000

馬場　久志 埼玉大学 教授
抽象語の理解と使用を手がかりとした思考力育成に関
する研究

4,290,000 2,470,000 1,820,000

牧　剛史 埼玉大学 准教授
コンクリートおよび鋼材との界面におけるクリープ挙動
に基づく合理的設計手法の開発

5,330,000 2,600,000 2,730,000
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牧　陽一 埼玉大学 教授 中国現代アートにおける政治性 5,330,000 2,210,000 3,120,000

末松　栄一郎 埼玉大学 教授
財務・非財務指標が従業員の心理と行動に与える影
響の研究：実験計画アプローチ

4,680,000 2,340,000 2,340,000

弥益　恭 埼玉大学 教授
小型魚モデルの利点を駆使した脳形成オーガナイ
ザーの形成制御機構の解明

5,200,000 1,820,000 3,380,000

李　潔 埼玉大学 教授
中国ＧＤＰ統計に関する現状と課題　―日本との比較
―

4,940,000 1,430,000 3,510,000

齊藤　正人 埼玉大学 准教授
地盤の非線形性を考慮した群杭基礎の杭間相互作用
とインピーダンス特性の実験的評価

5,460,000 3,510,000 1,950,000

磯邉　聡 千葉大学 准教授
児童生徒の校種移行時の適応を向上させるための
「テークオーバーゾーン」

5,200,000 2,600,000 2,600,000

一國　伸之 千葉大学 准教授 ナノ組織化された原子構造をもつ新規反応場の創成 5,460,000 2,990,000 2,470,000

稲葉　尚志 千葉大学 教授 積分不可能平面場上の流れと葉層構造 3,250,000 1,040,000 2,210,000

碓井　宏和 千葉大学 助教 侵入奇胎の成因に関与する遺伝子の探索 5,200,000 2,990,000 2,210,000

越谷　重夫 千葉大学 教授 有限群の表現論におけるブルエ予想の解決 4,810,000 1,430,000 3,380,000

奥平　幸司 千葉大学 准教授
異方性界面を利用したアジマス配向有機薄膜作成の
実用的手法の開発

5,460,000 3,640,000 1,820,000

黄野　皓木 千葉大学 助教
インターロイキン－１１を用いた新規心血管外科治療
法の確立

5,200,000 2,730,000 2,470,000

加々美　新一
郎

千葉大学 助教
関節リウマチのＴｈ１７細胞分化におけるＷｎｔ／カテニ
ン－ＳＧＫ１経路の役割の解明

5,200,000 2,210,000 2,990,000

加藤　修 千葉大学 教授
大学教養教育におけるＥＳＤとしての地域活性化ワー
クショップの展開

5,200,000 1,950,000 3,250,000

花澤　豊行 千葉大学 准教授
核酸医薬の併用による上顎癌新規治療法の確立に向
けた基礎的研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000

掛川　一幸 千葉大学 教授
非晶体から形成させた共晶材料によるＴＰＶ発電用高
性能エミッター材料の開発

5,330,000 2,340,000 2,990,000

舘野　馨 千葉大学 助教 Ｎｏｔｃｈシグナルに着目した新規血管再生治療の開発 5,330,000 2,470,000 2,860,000

岩崎　寛 千葉大学 准教授
都市緑地におけるストレス緩和を目的としたナイトラン
ドスケープの提案と効果検証

5,200,000 1,950,000 3,250,000

岩田　美保 千葉大学 准教授
幼児期から児童期中期にかけての他者理解－社会的
相互作用と言語的側面に着目して

2,210,000 1,040,000 1,170,000

宮崎　清 千葉大学 その他
アジアにおける内発的地域振興デザインのあり方に関
する調査・研究

5,330,000 1,560,000 3,770,000

桐谷　佳惠 千葉大学 准教授
コミュニケーションデザインおける情報ゲシュタルトの
切り出しと視覚化

3,640,000 1,300,000 2,340,000

金井　数明 千葉大学 助教
筋萎縮性側索硬化症の持続性ナトリウムチャネル障
害と神経細胞死に関する生理学的研究

5,330,000 3,380,000 1,950,000

桑原　聡 千葉大学 教授
軸索興奮性測定を用いた糖尿病性神経障害、慢性疼
痛の客観的評価と至適治療の確立

5,200,000 3,120,000 2,080,000
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古川　勝規 千葉大学 助教
免疫栄養療法による高度侵襲手術に対するリスク軽減
のための治療戦略

5,200,000 2,210,000 2,990,000

呉　勁 千葉大学 その他
核医学手法による生体脳内ホスホジエステラーゼの可
視化と定量法の創出

5,200,000 1,950,000 3,250,000

江頭　祐嘉合 千葉大学 教授
脳炎症時におけるトリプトファン代謝鍵酵素による神経
毒制御機構の解明

5,590,000 2,990,000 2,600,000

溝渕　輝明 千葉大学 助教
仮想肺組織量を指標とした、肺切除後のリモデリング
“代償性肺成長”の検証

5,200,000 2,730,000 2,470,000

高原　茂 千葉大学 准教授
分子間力制御によるナノカーボン材料の光機能性可溶
化剤

5,460,000 2,730,000 2,730,000

根矢　三郎 千葉大学 教授 超分子複合体を用いる人工酸素運搬体の創製 5,330,000 2,210,000 3,120,000

佐藤　栄作 千葉大学 教授
小売施策の影響を考慮した店舗選択行動モデルに関
する基礎研究

1,560,000 520,000 1,040,000

佐藤　宗子 千葉大学 教授
戦後の少年少女向け翻訳叢書にみる「西洋」と「東洋」
――教養形成の追究

1,820,000 520,000 1,300,000

佐藤　成樹 千葉大学 講師
ミオシン結合タンパク質による新たな筋収縮制御機構
の解明

5,330,000 2,080,000 3,250,000

坂東　弘之 千葉大学 助教
広波長域偏波無依存な２光子吸収型全光スイッチへ
の３次非線形感受率テンソルの検討

5,460,000 4,160,000 1,300,000

三神　史彦 千葉大学 准教授
高ずり速度領域での界面活性剤水溶液のミセル高次
構造形成に関する研究

5,460,000 3,900,000 1,560,000

三谷　徹 千葉大学 教授
中国蘇州庭園における自然観の表現と空間形態に関
する研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

山本　緑 千葉大学 その他
出生コホート調査におけるインフォームド・コンセント体
制の構築と評価手法の開発

2,860,000 1,560,000 1,300,000

志賀　弘典 千葉大学 その他 カラビヤウ曲面族の数論的側面と超幾何系 5,070,000 2,210,000 2,860,000

指田　吾郎 千葉大学 助教
ＭＬＬ遺伝子変異体による骨髄異形成症候群モデルマ
ウスの作製と分子基盤の理解

5,070,000 2,210,000 2,860,000

寺井　正憲 千葉大学 教授
編集を概念装置とした読むことの学習指導論の再構築
とその授業開発に関する研究

4,940,000 1,300,000 3,640,000

寺内　文雄 千葉大学 准教授
操作感に着目した押しボタンスイッチ用フィーリングテ
スタの開発

5,460,000 4,030,000 1,430,000

柴　史之 千葉大学 准教授
ヘキサシアノ鉄酸金属塩ナノ粒子の精密合成：混合原
子価機能性材料の創成と展開

5,070,000 2,990,000 2,080,000

若林　明雄 千葉大学 教授
社会的認知能力の個人差とその神経生理学的基盤に
関する研究

5,330,000 3,640,000 1,690,000

種村　秀紀 千葉大学 教授 非平衡無限粒子系の解析 4,810,000 1,690,000 3,120,000

秋葉　淳 千葉大学 准教授
オスマン帝国における教育の連続性と変化（１９世紀
～２０世紀初頭）

4,940,000 1,950,000 2,990,000

小山　慎一 千葉大学 助教
エコデザインへの心理学的アプローチ：愛着の発達に
関する基礎研究

5,460,000 2,340,000 3,120,000

小倉　佳絵
（高光佳絵）

千葉大学 助教
戦間期アメリカのアジア・太平洋秩序形成をめぐる国際
的非政府組織と国務省の関係

2,990,000 1,040,000 1,950,000
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小池　博文 千葉大学 助教
ＣＥＡ遺伝子ｆａｍｉｌｙの癌と周囲組織における発現と相
互作用の検討

4,940,000 1,690,000 3,250,000

小野　智香子 千葉大学 その他
イテリメン語の語彙データベース構築と比較研究ー系
統・接触関係の解明に向けてー

4,940,000 1,560,000 3,380,000

小林　カオル 千葉大学 准教授
ＣＹＰ３Ａ遺伝子クラスター導入マウスを用いたヒトにお
ける性差の研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

松下　一之 千葉大学 講師
ｃ－ｍｙｃ遺伝子転写抑制因子のスプライシング変異機
序の解明と癌医療への応用

4,550,000 1,690,000 2,860,000

上原　浩一 千葉大学 助教
モデル植物ミヤコグサにおける生殖様式の進化生物
学的研究

5,330,000 2,080,000 3,250,000

上杉　賢士 千葉大学 教授
学習者の発達的ニーズに応える中等教育カリキュラム
の開発と実証

5,330,000 3,250,000 2,080,000

上里　昌也 千葉大学 助教
鎮静下胃内視鏡的粘膜下層剥離術中の患者唾液アミ
ラーゼによる術中管理システムの構築

5,200,000 2,860,000 2,340,000

森　雅裕 千葉大学 講師
視神経脊髄炎患者血清中抗アクアポリン４抗体の抗原
決定部位の解明

5,070,000 780,000 4,290,000

森　幹人 千葉大学 助教
ｍｉＲ－２０３を介した食道癌の増殖・浸潤・転移の発
現・機能解析

5,200,000 1,690,000 3,510,000

森吉　泰生 千葉大学 教授 繰り返し極短パルス低温プラズマによる着火制御 5,330,000 2,860,000 2,470,000

須藤　明 千葉大学 助教
自己免疫疾患発症におけるＳｏｘファミリー分子の役割
の解明

5,200,000 1,950,000 3,250,000

菅　幹生 千葉大学 准教授
ＭＲＩ装置の固有振動を活用した生体内硬さ分布測定
法の確立

5,460,000 4,030,000 1,430,000

星野　英久 千葉大学 助教
拡大観察用胸腔鏡による肺癌胸膜浸潤の評価および
内視鏡によるグレード分類作成

5,200,000 1,950,000 3,250,000

西田　康二 千葉大学 教授 記号的リース代数のネータ性に関する研究 5,070,000 2,210,000 2,860,000

石井　正人 千葉大学 教授 印欧語における非人称受動表現の比較研究 4,940,000 1,040,000 3,900,000

石坂　透 千葉大学 講師
生体適合性ナノファイバーによる自己組織完全再生を
目指した人工血管の開発

4,810,000 1,040,000 3,770,000

石川　雅智 千葉大学 その他
アルツハイマー型認知症患者におけるニコチン受容体
とアミロイド蓄積の関係の検討

5,070,000 2,080,000 2,990,000

石川　博士 千葉大学 助教
ｍＴＯＲシグナル伝達経路を標的とした、新たな子宮筋
腫治療法の開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

石村　隆一 千葉大学 教授 複素領域の非局所微分方程式と畳込み方程式の研究 4,810,000 1,300,000 3,510,000

前田　早苗 千葉大学 教授
学士課程教育の質保証に関する日米比較－教養教育
の位置づけの視点から－

2,990,000 1,300,000 1,690,000

村山　俊彦 千葉大学 教授
セラミド・アラキドン酸代謝制御物質の創出と肺疾患へ
の応用

5,330,000 2,470,000 2,860,000

多田　裕司 千葉大学 助教
慢性肺気腫症の病態解析とＣＤ４０抑制による新規治
療法の開発

5,070,000 1,690,000 3,380,000

太田　聡 千葉大学 准教授
ポリオーマウイルス関連腫瘍の腫瘍発生の機序解明：
メルケル細胞ウイルスから迫る

5,200,000 2,080,000 3,120,000
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大河　昭彦 千葉大学 講師
難治性慢性疼痛における遺伝子のエピジェネティック
制御機構の病態解明

5,330,000 3,380,000 1,950,000

大鋸　崇 千葉大学 准教授 金融危機の時系列分析 5,200,000 2,990,000 2,210,000

大森　達也 千葉大学 助教
可変周波数ＳＡＷ共振子の開発とその応用に関する研
究

5,330,000 2,990,000 2,340,000

大石　亜希子 千葉大学 准教授 女性労働と子育て世帯間の所得格差に関する研究 4,420,000 1,950,000 2,470,000

大日方　昂 千葉大学 その他
細胞運動制御の新展開：筋収縮調節タンパク質トロポ
ニンによる細胞運動の制御

5,460,000 2,340,000 3,120,000

瀧口　裕一 千葉大学 教授 癌幹細胞をターゲットにした肺癌分子標的治療の開発 5,200,000 2,470,000 2,730,000

瀧澤　文雄 千葉大学 教授
現象学的運動学の可能性－身体教育としての運動指
導を目指して－

2,600,000 780,000 1,820,000

知花　博治 千葉大学 准教授
カンジダ感染における留置カテーテルの影響に関する
遺伝子機能解析

5,200,000 2,210,000 2,990,000

竹本　稔 千葉大学 助教
セマフォリン３ｇ遺伝子解析による生活習慣病の機序
解明と新しいバイオマーカーの開発

4,940,000 1,430,000 3,510,000

中山　茂樹 千葉大学 教授
精神科病院における空間的アプローチによる治癒環境
に関する研究

5,200,000 2,340,000 2,860,000

中山　隆史 千葉大学 教授
金属／半導体界面の原子拡散・構造安定性の理論：
無機から有機への展開

5,200,000 3,120,000 2,080,000

中村　友紀子 千葉大学 准教授
実際の配筋を考慮した地震被害を説明しうるＲＣ造柱
の変形能の評価法の検討

5,070,000 1,560,000 3,510,000

中本　剛 千葉大学 教授
親和性の高い雰囲気におけるレーザー誘起反応を利
用した高硬度材料の加工

5,200,000 2,210,000 2,990,000

朝比奈　真由
美

千葉大学 講師
医学生における専門職連携教育の長期学習効果の評
価とプログラムの有用性の検討

5,200,000 1,950,000 3,250,000

町田　基 千葉大学 教授
水質汚染物質の吸着・分解除去のための高性能活性
炭の設計

2,600,000 910,000 1,690,000

長　泰行 千葉大学 助教
生物間の間接相互作用網を創出する「捕食－被食関
係」に関する行動生態学的研究

5,590,000 4,810,000 780,000

津村　紀子 千葉大学 助教
内陸地震震源域における地震波減衰構造の時間変化
の研究

5,070,000 2,600,000 2,470,000

塚越　覚 千葉大学 助教 ミシマサイコ（柴胡）の養液栽培技術の確立 5,720,000 4,290,000 1,430,000

貞廣　斎子 千葉大学 准教授
小中学校再配置計画における政策参照と立案支援に
関する研究

5,330,000 4,030,000 1,300,000

天知　誠吾 千葉大学 准教授
ヒ酸還元能を持つジオバクター属細菌による水田土壌
からのヒ素溶出

5,200,000 1,820,000 3,380,000

土肥　充 千葉大学 准教授
ＣＡＬＬを活用する英語教育総合システムの高度化に
関する研究

5,200,000 2,470,000 2,730,000

島津　省吾 千葉大学 教授
開脚型ピラー錯体を利用した層状無機結晶空間への
不斉触媒反応場の創製

5,720,000 4,550,000 1,170,000

藤井　知 千葉大学 その他 ダイヤモンドを使ったＲＦ－ＳＡＷフィルタの研究 5,200,000 2,600,000 2,600,000
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内山　智之 千葉大学 助教
過活動膀胱、間質性膀胱炎に対する低反応レベル
レーザー照射療法の有用性に関する検討

5,330,000 2,860,000 2,470,000

柏崎　隆志 千葉大学 助教
３次元有限要素法による高強度ＲＣ柱・梁接合部の耐
震性能評価法の開発

5,460,000 2,340,000 3,120,000

菱木　知郎 千葉大学 講師
小児悪性固形腫瘍に対するＮＫＴ細胞免疫系を用いた
新規免疫細胞療法の開発研究

5,200,000 1,820,000 3,380,000

浜野　有記 千葉大学 助教
老化が慢性腎臓病の発症・進展に及ぼす影響と機序
の解明

5,070,000 1,690,000 3,380,000

武内　正博 千葉大学 助教
新規白血球表面抗原ＬＲ１１の白血病および正常造血
における役割の解明

5,070,000 2,210,000 2,860,000

米村　千代 千葉大学 准教授
戦後日本における家業経営の変容と展開に関する社
会学的研究

5,070,000 1,170,000 3,900,000

片岡　洋子 千葉大学 教授
子ども・青年の生きづらさと生活綴方教育の現代的意
義に関する研究

5,070,000 1,690,000 3,380,000

片桐　雅隆 千葉大学 教授
「個人化・私化・心理化」論の展開－社会概念の再構
築を目指して

3,250,000 1,430,000 1,820,000

保坂　亨 千葉大学 教授
現職教員の研修／学習機会の体系的再構築をめざし
て

4,420,000 1,690,000 2,730,000

保坂　高殿 千葉大学 教授 ローマ帝政後期の政治と宗教 3,120,000 1,040,000 2,080,000

北神　正人 千葉大学 准教授
半導体ディスク装置の高信頼化および長寿命化の研
究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

本多　佐保美 千葉大学 准教授
１９２０～１９４０年代の音楽科教育近代化過程に関す
る研究

3,770,000 1,560,000 2,210,000

桝　飛雄真 千葉大学 准教授
結晶多形を利用したキラル有機結晶の多面的観測と
不斉制御

5,200,000 2,080,000 3,120,000

木下　剛 千葉大学 准教授
英国におけるグリーンスペースの概念と持続可能な地
域再生の手法に関する研究

5,330,000 2,600,000 2,730,000

木村　定雄 千葉大学 教授
閉経後高血圧の新しい発症経路の解明：ＡＴ１受容体・
ＲＧＳ・ＳＰＬの相互作用解析

5,330,000 2,600,000 2,730,000

木村　文夫 千葉大学 准教授
パターン認識受容体シグナルを介した周術期免疫応
答の解明と術後臓器不全対策

5,070,000 1,950,000 3,120,000

鈴木　紀行 千葉大学 准教授
酸化ストレスの画像化のためのＳＰＥＣＴプローブの開
発

4,680,000 1,430,000 3,250,000

鈴木　浩太郎 千葉大学 その他 新規ＮＦ－ｋＢ抑制性シグナルの解明 5,070,000 2,210,000 2,860,000

鈴木　洋一 千葉大学 准教授
臍帯由来間葉系細胞の遺伝子発現とエピジェネティク
スのアレルギー疾患発症との関連

5,330,000 2,600,000 2,730,000

國吉　一樹 千葉大学 助教
ラット腕神経叢損傷モデルにおける疼痛発生機序の解
明と新規薬物治療の可能性

3,640,000 1,300,000 2,340,000

廣井　良典 千葉大学 教授 福祉政策と都市政策の統合に関する研究 4,030,000 1,820,000 2,210,000

廣瀬　晃一 千葉大学 助教
気管支喘息およびＣｈｕｒｇ－Ｓｔｒａｕｓｓ症候群におけるＴ
ｈ９細胞の役割の解明

5,200,000 2,470,000 2,730,000

檜垣　泰彦 千葉大学 准教授
実名開示型多世代ＳＮＳにおけるコミュニティ活性化要
件と世代間特性の解析

5,070,000 2,340,000 2,730,000
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齋藤　雪彦 千葉大学 准教授 農村勤労者の社会的孤立と居場所づくりに関する研究 4,940,000 1,820,000 3,120,000

Ｋｎｅｌｌｅｒ　Ｒｏｂ
ｅ

東京大学 教授
治験を視野に入れた海外ネットワーク構築による日本
のバイオ技術支援の模索

3,380,000 1,300,000 2,080,000

ＭＡＲＩＡＮＮＥ
ＳＩＭ

東京大学 准教授 １９ー２１世紀のフランスにおける詩と絵画の研究 5,200,000 2,080,000 3,120,000

阿部　淳 東京大学 助教 バイオマス作物の根の特性と耐湿性に関する研究 5,200,000 2,080,000 3,120,000

安藤　宏 東京大学 教授 近代文学関係定期刊行物の総合的研究 4,810,000 1,300,000 3,510,000

伊原　さよ子 東京大学 助教 新たな重合分子を介した細胞形態制御機構 5,330,000 2,210,000 3,120,000

伊藤　公一 東京大学 助教
心房細動モデルを用いた心房筋におけるチャネル分
子背景の加齢性変化の解析

5,460,000 3,120,000 2,340,000

伊藤　伸子 東京大学 講師 神経傷害性疼痛における生理活性脂質の役割の解明 5,070,000 2,470,000 2,600,000

伊藤　泰弘 東京大学 研究員
明治・大正・昭和前期の論文に記載された古生物証拠
標本の所蔵調査

5,070,000 2,080,000 2,990,000

伊藤　靖浩 東京大学 助教
大脳新皮質ニューロン移動におけるＰＤＫ１ーＡｋｔ経路
の機能解析

5,330,000 1,950,000 3,380,000

井垣　浩 東京大学 講師 放射線肺臓炎の新規予防法開発を目指した基礎研究 5,200,000 2,470,000 2,730,000

井川　靖彦 東京大学 その他
求心性神経伝達系を標的とする下部尿路機能障害の
新規薬物療法の開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

臼井　智彦 東京大学 その他 角膜血管新生におけるセマフォリンの機能 5,200,000 1,820,000 3,380,000

永井　恒志 東京大学 助教
睡眠時無呼吸症候群動物モデルにおける心血管病変
の解析

5,460,000 3,640,000 1,820,000

永田　智子 東京大学 講師
退院支援における支援行為の抽出と再構成―患者特
性に応じた支援方法の確立に向けて―

5,070,000 1,820,000 3,250,000

榎本　敦 東京大学 助教
リン酸化プロテオーム情報を基盤とした放射線感受性
機構の解析と予測法の開発

5,070,000 1,950,000 3,120,000

塩原　肇 東京大学 准教授 新海底地震観測技術による傾斜変動観測への挑戦 5,200,000 2,860,000 2,340,000

塩川　徹也 東京大学 その他
『パンセ』と『キリスト教護教論』―パスカルの著作の意
味と価値

4,810,000 1,950,000 2,860,000

岡崎　由希子 東京大学 助教 骨格筋・心筋におけるＡｋｔ１およびＡｋｔ２の機能の解明 5,200,000 2,210,000 2,990,000

岡田　憲典 東京大学 助教
イネのジャスモン酸情報伝達を担う鍵転写因子の機能
と発現制御機構の解明

5,460,000 3,120,000 2,340,000

岡部　弘基 東京大学 助教
アンチセンスプローブを用いた生きた細胞のｍＲＮＡイ
メージング

5,330,000 1,690,000 3,640,000

沖　一雄 東京大学 講師
衛星および地理情報データを用いた流域窒素循環評
価システムの開発

5,330,000 2,210,000 3,120,000

沖　俊彦 東京大学 その他
ＭｇｃＲａｃＧＡＰの分解機構：新しい細胞周期チェックポ
イント

5,070,000 2,210,000 2,860,000
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荻原　成騎 東京大学 助教
バイオマーカーによって明らかにするイノセラムスの古
生態

4,160,000 1,820,000 2,340,000

下川　淳 東京大学 助教
高度に縮環した天然物ステモフォリンの全合成及び構
造活性相関研究

5,330,000 2,730,000 2,600,000

下澤　達雄 東京大学 講師
エピジェネティック制御からみた食塩感受性高血圧のメ
カニズムと診断法の開発

5,200,000 2,860,000 2,340,000

加瀬　和俊 東京大学 教授
失業対策としての公的雇用政策の原理と実態ーー戦
間期の日欧各国比較

4,680,000 2,080,000 2,600,000

加藤　尚之 東京大学 准教授
周期的応力変化がアスペリティ破壊に及ぼす影響に関
する研究

4,680,000 2,080,000 2,600,000

加藤　和弘 東京大学 准教授 都市の生物多様性を高めるための緑道のあるべき姿 4,810,000 2,340,000 2,470,000

河野　博隆 東京大学 講師 ＲＡＮＫシグナル制御による新規骨肉腫治療法の開発 5,200,000 2,470,000 2,730,000

花島　律子 東京大学 助教
ヒトでの小脳可塑性変化の基礎的検討：新しい診察法
の確立も目指して

5,200,000 2,340,000 2,860,000

海部　知則 東京大学 助教
ＤＣＩＲ遺伝子欠損マウスを利用した脊椎関節炎の新規
動物モデルの開発

5,330,000 2,340,000 2,990,000

海老原　明夫 東京大学 教授 ドイツ連邦選挙法違憲判決と選挙権の平等 4,030,000 1,950,000 2,080,000

寒野　善博 東京大学 准教授
強い非線形性を伴う構造物の解析・設計のための非
滑力学的方法論の展開

5,200,000 2,210,000 2,990,000

関口　英子 東京大学 准教授
不定値グラスマン多様体上のツイスター変換と無限次
元表現論

1,690,000 260,000 1,430,000

関崎　勉 東京大学 教授
豚レンサ球菌の莢膜欠失による異なる病原性発現機
構の解析

5,460,000 2,600,000 2,860,000

関谷　勇司 東京大学 講師
ＤＮＳＳＥＣに対応した広域分散ＤＮＳサービス環境シ
ミュレータの設計と実装

5,200,000 3,120,000 2,080,000

韓　軍 東京大学 その他
音響ビデオカメラを用いた海洋牧場資源量の定量計測
手法

5,460,000 3,380,000 2,080,000

丸川　知雄 東京大学 教授 モバイル通信技術と社会の関係に関する比較研究 4,940,000 1,820,000 3,120,000

岩城　克洋 東京大学 その他
ローマ時代中部イタリアにおける土器生産から消費ま
での地域動態研究

5,070,000 2,600,000 2,470,000

岩田　洋 東京大学 助教
動脈硬化に中心的役割を果たす骨髄由来細胞を標的
とした治療法の開発

5,200,000 1,950,000 3,250,000

吉川　真弘 東京大学 その他
ヒト腎臓由来ｉＰＳ細胞の細胞記憶を利用した新規細胞
移植療法の開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

吉田　敬 東京大学 その他
超新星元素合成とニュートリノ観測から見る超新星
ニュートリノ自己相互作用の効果

4,810,000 1,950,000 2,860,000

吉田　正裕 東京大学 研究員
原子平坦ＧａＡｓ（１１０）表面形成と表面原子ステップ
エッジダイナミクスの解明

5,330,000 2,990,000 2,340,000

宮本　英明 東京大学 助教
ＴＧＦ－βによる破骨細胞分化に関わる遺伝子群の解
明

5,200,000 2,210,000 2,990,000

橋場　弦 東京大学 准教授
古代ギリシアにおける暴力と社会秩序の比較文化史
的研究

5,330,000 2,340,000 2,990,000
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橋川　健竜 東京大学 准教授
トマス・ポーノルの１８世紀北米体験と『植民地統治論』
の形成

4,160,000 1,560,000 2,600,000

近藤　安月子 東京大学 教授
認知言語学の概念＜事態把握＞と日本語教育ー韓国
語母語学習者を対象にー

5,200,000 2,340,000 2,860,000

近藤　健二 東京大学 講師
加齢性嗅覚障害の病態生理解明とその診断治療法開
発のための分子生物学的研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

金子　新 東京大学 助教
造血器疾患関連抗原特異的Ｔ細胞に由来するｉＰＳ細
胞を用いた免疫再生治療の開発

5,070,000 1,690,000 3,380,000

金澤　美知子 東京大学 教授
近代ロシア文学の成立に見る記号としてのヨーロッパ
の「風景」

4,810,000 2,340,000 2,470,000

窪川　かおる 東京大学 その他
ナメクジウオの性ステロイドの構造と機能に関する研
究

5,460,000 2,730,000 2,730,000

熊野　恵城 東京大学 講師 ｉＰＳ細胞化技術を用いた白血病幹細胞の病態解明 5,200,000 2,210,000 2,990,000

栗原　由紀子 東京大学 講師
形態形成における非コードＲＮＡの機能とその作用機
序の解明

5,200,000 2,210,000 2,990,000

桂　真理 東京大学 助教 緑内障進行におけるＤＮＡ損傷応答の役割 5,200,000 2,080,000 3,120,000

原　和之 東京大学 准教授
もう一つの「分析革命」―精神分析と哲学の関係に関
する思想史的視座の構築

4,680,000 1,820,000 2,860,000

古村　孝志 東京大学 教授
高密度地震観測データ解析と大規模数値計算に基づ
くフィリピン海プレートモデルの構築

5,070,000 1,950,000 3,120,000

古村　眞 東京大学 講師
複合的成長因子と軟骨細胞移植療法による気管形成
術の開発研究

5,200,000 1,950,000 3,250,000

五藤　忠 東京大学 助教
ＲＮＰ構成因子ＤＤＸ２０によるＢ型肝炎関連肝癌の抑
制機構の解析

5,200,000 2,210,000 2,990,000

御領　潤 東京大学 その他 凝縮系におけるトポロジカルな状態のゲージ理論 4,420,000 1,170,000 3,250,000

工藤　一秋 東京大学 教授
キメラ型ペプチド触媒を用いる水系溶媒中での不斉合
成

5,590,000 3,900,000 1,690,000

洪　賢秀 東京大学 その他
東アジアにおける人を対象とした遺伝子解析技術の利
用実態とその社会的課題

5,330,000 1,950,000 3,380,000

甲賀　かをり 東京大学 助教
血管新生調節因子に着目した妊娠高血圧症候群の予
知・予防・治療法の確立

5,200,000 2,210,000 2,990,000

荒巻　健二 東京大学 教授
国際金融危機対応としてのＰＳＩ（民間セクター関与）と
資本流出規制

4,940,000 1,820,000 3,120,000

高村　祥子
（赤司祥子）

東京大学 助教 ＭＤ分子による免疫応答制御機構 5,070,000 1,170,000 3,900,000

高野　幸路 東京大学 その他
２光子励起法を用いた神経内分泌細胞の顆粒分泌の
可視化による解析と病態生理の解明

5,200,000 2,210,000 2,990,000

高野　陽太郎 東京大学 教授 思考に対する外国語の妨害作用 5,200,000 2,990,000 2,210,000

今井　康雄 東京大学 教授
ワイマール期・ナチズム期ドイツの映画教育に関する
思想史的研究

5,070,000 2,080,000 2,990,000

今野　宏 東京大学 准教授 シンプレクティック多様体への群作用と量子化 4,810,000 1,040,000 3,770,000
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佐々木　勝一 東京大学 助教
格子ＱＣＤによる重いクォークを含むエキゾチックなハ
ドロン原子核系の研究

5,070,000 1,430,000 3,640,000

佐藤　均 東京大学 准教授
ヒトの癌細胞における遺伝子増幅領域のゲノム構造解
析と疾患原因の解明

5,590,000 2,470,000 3,120,000

佐藤　周行 東京大学 准教授
認証・権限情報を制御可能なワークフロー特定ドメイン
言語システムの研究

5,070,000 1,690,000 3,380,000

細谷　紀子 東京大学 助教
がんの相同組換え修復能の特性に基づいた放射線治
療とＰＡＲＰ阻害剤の併用療法の開発

5,200,000 1,950,000 3,250,000

細野　治 東京大学 助教
膠原病におけるＣＤ２６・ｃａｖｅｏｌｉｎ－１共刺激系の臨床
病態的意義の解析

5,070,000 2,210,000 2,860,000

坂元　君年 東京大学 助教
蠕虫嫌気的ミトコンドリアキノールーフマル酸還元酵素
の細菌発現系の開発

5,200,000 2,730,000 2,470,000

坂原　茂 東京大学 教授
フランス語コピュラ文の解釈と属詞の冠詞の有無に関
する研究

4,810,000 1,430,000 3,380,000

坂田　美奈子 東京大学 その他 アイヌ口承文学的解釈学の創出 1,430,000 780,000 650,000

坂本　幸士 東京大学 講師
高脂血症治療薬スタチン・プロブコールによる内耳障
害抑制効果の検討

5,460,000 3,900,000 1,560,000

三輪　芳朗 東京大学 教授
企業間信用の役割およびその銀行借入・在庫との関
連性のミクロデータを用いた研究

3,640,000 1,560,000 2,080,000

山下　尋史 東京大学 講師
生体分子イメージングによるメタボリックシンドロームの
病態解明と新規治療法の開発

4,810,000 1,950,000 2,860,000

山下　朗 東京大学 講師
分裂酵母の減数分裂の開始と進行を制御するＲＮＡ結
合タンパク質Ｍｅｉ２の機能解析

5,330,000 2,210,000 3,120,000

山口　智之 東京大学 その他
ウイルスベクターとジンクフィンガーヌクレアーゼを用い
た高効率相同組み換え法の開発

5,070,000 1,950,000 3,120,000

山口　博紀 東京大学 助教
胃癌腹膜播種に対するシスプラチン担持ヒアルロン酸
ゲルによる腹腔内化学療法の開発

4,940,000 1,820,000 3,120,000

山口　和夫 東京大学 准教授 島原の乱と近世的軍制の基礎的研究 4,940,000 1,430,000 3,510,000

山上　聡 東京大学 准教授
無血清、無フィーダーによる未分化培養ヒト角膜輪部
上皮培養法の確立

5,070,000 1,950,000 3,120,000

山敷　宣代 東京大学 助教
肝臓移植適応の評価・登録を至適タイミングで行うた
めの予測モデルの作成

5,330,000 2,860,000 2,470,000

山本　健一 東京大学 その他
ヒスタミンＨ２受容体拮抗薬の腱石灰化抑制機構の解
明

4,940,000 2,080,000 2,860,000

四柳　宏 東京大学 准教授
Ｂ型肝炎の肝発癌におけるＨＢｘ遺伝子の役割の網羅
的解析

4,810,000 1,560,000 3,250,000

市川　弥生子 東京大学 助教
拡張型心筋症を伴う常染色体優性遺伝性ネマリンミオ
パチーの新規原因遺伝子同定

5,330,000 2,600,000 2,730,000

志波　智生 東京大学 助教
アフリカトリパノソーマの薬剤標的「シアン耐性酸化酵
素」の酵素反応機構の解明

5,460,000 2,340,000 3,120,000

寺田　至 東京大学 准教授 古典群・量子群・ヘッケ環の表現論と組合せ論 5,070,000 1,820,000 3,250,000

寺脇　幹 東京大学 助教
Ａ型食道閉鎖症に対するＮＯＴＥＳアプローチを用いた
非開胸一期的根治術の開発

5,070,000 1,690,000 3,380,000
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柴橋　博資 東京大学 教授
高時間分解高分散分光観測に基づく星震学の新しい
展開

4,940,000 2,470,000 2,470,000

柴尾　晴信 東京大学 助教
社会性昆虫における利他的階級の社会行動を統御す
る脳機能の進化・生理・分子機構

5,460,000 2,990,000 2,470,000

渋谷　博史 東京大学 教授
アメリカ福祉政策における芸術文化の活用：分権シス
テムと民間ＮＰＯ

4,810,000 1,690,000 3,120,000

出口　剛司 東京大学 准教授
社会学の公共性とその実現可能性に関する理論的・
学説史的基礎研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000

徐　泰健 東京大学 その他
ゲノム情報を用いた生物種判別と集団遺伝解析に対
する統計的手法の開発

5,200,000 1,690,000 3,510,000

小口　高 東京大学 教授
東アジアの山地におけるＶ字谷の地形学的特徴と形成
要因の研究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

小松　彦三郎 東京大学 その他 数学としての数学史研究 4,290,000 1,690,000 2,600,000

小泉　秀樹 東京大学 准教授
東アジア諸都市の再生に対する市民社会組織の多様
な関与に関する国際比較研究

5,330,000 2,730,000 2,600,000

小野　稔 東京大学 教授 結紮を必要としない微細縫合器の開発に関する研究 5,070,000 1,560,000 3,510,000

松浦　純 東京大学 教授 初期資料から見るルターの思想構造 4,940,000 2,080,000 2,860,000

松下　淳一 東京大学 教授 再建型企業倒産処理のあり方に関する総合的研究 5,200,000 2,080,000 3,120,000

松田　巌 東京大学 准教授 酸化物半導体表面の光誘起電子輸送現象の研究 5,330,000 2,730,000 2,600,000

松尾　宇泰 東京大学 准教授
実用的な構造保存有限要素法の確立に向けた基礎研
究

4,810,000 1,560,000 3,250,000

松尾　誠治 東京大学 助教
ハイドレート技術を用いた農工融合による低炭素社会
の実現に関する研究

5,070,000 910,000 4,160,000

松本　益明 東京大学 助教
低速電子顕微鏡の動力学的解析による鉄シリサイドナ
ノアイランド構造と発光条件の解明

5,330,000 3,250,000 2,080,000

鐘ケ江　裕美 東京大学 助教
ヘルパー依存型アデノウイルスベクター発現効率向上
と細胞特異性付加に向けた改良

5,200,000 1,820,000 3,380,000

上田　誠也 東京大学 その他 臨界現象の概念を用いた地震発生時期推定の新手法 5,330,000 1,950,000 3,380,000

上島　励 東京大学 准教授
パラオ固有陸産貝類の絶滅と多様性保全に関する研
究

5,460,000 2,080,000 3,380,000

城　大祐 東京大学 助教
肺線維症の線維化に関与するＥＧＦＲファミリーとリガン
ド、プロテオグリカンの検討

5,200,000 2,080,000 3,120,000

織田　克利 東京大学 助教
子宮体癌・卵巣明細胞腺癌における新規分子標的治
療法とそのバイオマーカーの探索

5,200,000 2,210,000 2,990,000

新井　宗仁 東京大学 准教授 天然変性蛋白質による分子認識の物理的基盤 5,590,000 2,730,000 2,860,000

新井　秀明 東京大学 助教 加齢指標タンパク質３０の発現調節機構の解明 3,900,000 1,950,000 390,000 1,950,000

新井　仁之 東京大学 教授 フレームレットの調和解析とその画像処理への応用 2,600,000 1,170,000 1,430,000
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森崎　裕 東京大学 その他
骨代謝疾患治療における抗ＲＡＮＫＬ抗体の作用機序
の解明

5,460,000 3,380,000 2,080,000

真嶋　隆一 東京大学 助教 Ｄｏｋファミリータンパク質の呼吸器疾患における役割 5,070,000 2,210,000 2,860,000

神谷　律 東京大学 教授
鞭毛・繊毛運動機構におけるチューブリン・ポリグルタ
ミル化の機能

5,460,000 2,860,000 2,600,000

神谷　和也 東京大学 教授 貨幣経済の脆弱性と均衡選択 4,420,000 1,300,000 3,120,000

辛　正廣 東京大学 講師
アルツハイマー病モデルにおける前頭葉基底核慢性
刺激による学習記憶能力改善の試み

5,330,000 3,250,000 2,080,000

須貝　俊彦 東京大学 教授
災害脆弱性評価に向けた日本の沖積平野の地形形成
モデルの構築

5,330,000 2,860,000 2,470,000

須佐美　隆史 東京大学 准教授
頭蓋顔面先天異常におけるＣＴデータを基にした新し
い矯正歯科診断法の開発

5,200,000 3,120,000 2,080,000

須磨岡　淳 東京大学 講師
希土類錯体を用いたチロシンリン酸化のリアルタイム
検出

5,590,000 2,990,000 2,600,000

水澤　直樹 東京大学 助教
表在性タンパク質の脂質修飾と光合成の高温耐性に
関する研究

5,460,000 2,600,000 2,860,000

菅野　勇樹 東京大学 助教
オステオンを含有する成熟皮質骨形成を誘導するｉｎ
ｓｉｔｕ骨再生技術の確立

5,330,000 3,250,000 2,080,000

瀬戸　一郎 東京大学 講師
間葉系細胞ＳｅｌｅｃｔｉｖｅＰｌｕｒｉｐｏｔｅｎｃｙＭｏｄｕｌａｔｏｒの探
索

5,070,000 2,080,000 2,990,000

瀬尾　幸子 東京大学 助教
白血病幹細胞におけるインテグリン関連アダプター分
子の役割と治療への応用

5,330,000 2,860,000 2,470,000

清水　久芳 東京大学 准教授 非双極子磁場とマントル 下部不均質 2,210,000 390,000 1,820,000

清水　庸 東京大学 助教
リモートセンシングによる常緑針葉樹の植物季節の時
間・空間変化傾向の解析

4,940,000 2,990,000 1,950,000

西山　功一 東京大学 助教
ＩｄーＮｏｔｃｈシグナル連関による時空間的血管新生制
御機構の解明とその治療応用

5,200,000 2,210,000 2,990,000

西田　友是 東京大学 教授
微細構造及び光学特性を考慮した物理シミュレーショ
ン及び可視化に関する研究

5,330,000 2,860,000 2,470,000

西尾　純子 東京大学 その他
腸内細菌による抑制性Ｔ細胞の誘導機構と必要抗原
の解明

5,330,000 2,080,000 3,250,000

青木　琢 東京大学 講師
膵癌術後再発に対する化学療法・樹状細胞ワクチン治
療併用の安全性、有効性の評価

5,200,000 2,210,000 2,990,000

青木　優 東京大学 助教
高輝度スピン偏極準安定原子源の開発と表面磁性解
析への応用

4,940,000 2,080,000 2,860,000

石川　隆 東京大学 講師
医療報道を評価する日本版メディアドクターの実践と
基盤創成

5,460,000 3,380,000 2,080,000

赤坂　甲治 東京大学 教授 棘皮動物の前後軸・背腹軸形成の研究 5,460,000 2,080,000 3,380,000

川名　敬 東京大学 助教
子宮頸癌に対する新規治療ワクチンの効果増強に関
する研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000

川野　輝彦 東京大学 助教 Ｆｌａｖｏｒ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｉｎ　Ｓｔｒｉｎｇ　Ｔｈｅｏｒｙ 4,810,000 1,170,000 3,640,000
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早川　眞一郎 東京大学 教授 子の監護をめぐる法制度の課題 4,160,000 1,690,000 2,470,000

村山　斉 東京大学 その他
大型ハドロン衝突型加速器時代の超対称性と余剰次
元理論

4,940,000 1,690,000 3,250,000

村山　陵子 東京大学 講師
産後の骨盤底障害発症のリスクアセスメントツールの
開発と検証

5,070,000 2,080,000 2,990,000

村尾　美緒 東京大学 准教授 多資源ネットワークを介した分散型量子情報処理 5,070,000 2,470,000 2,600,000

多田　稔 東京大学 講師
膵嚢胞性腫瘍の病態予測における包括的ゲノム解析
の応用

5,200,000 2,210,000 2,990,000

太田　一寿 東京大学 助教
ユビキチン鎖連結パターンに着目した基質蛋白質の網
羅的同定・分類

5,330,000 1,950,000 3,380,000

大久保　和美 東京大学 助教
歯の移動と骨改造現象におけるＷｎｔシグナルと副甲
状腺ホルモンの相互作用の解明

5,200,000 2,730,000 2,470,000

大栗　博司 東京大学 その他 量子重力のホログラフィー原理の基礎と応用 4,940,000 1,950,000 2,990,000

大須賀　穣 東京大学 講師
子宮内膜症の発症・進展におけるアレルギー性炎症の
意義

5,330,000 2,860,000 2,470,000

大村　敦志 東京大学 教授
法教育の総合的研究―行為規範（社会構成原理）とし
ての民法へ

5,330,000 1,690,000 3,640,000

大瀧　雅之 東京大学 教授 貨幣と雇用の基礎理論 2,860,000 1,040,000 1,820,000

大桃　敏行 東京大学 教授
米国連邦教育政策にみる政策理念の対抗とガバナン
ス形態の転換に関する研究

4,420,000 1,560,000 2,860,000

大木　聖子 東京大学 助教
災害科学の専門家による情報発信の傾向：状況と立
場が与える心理的バイアス

5,590,000 2,730,000 2,860,000

大野　公賀 東京大学 その他
李叔同（弘一法師）をめぐる日中文化交流の研究：中
国の近代化と日本

4,810,000 1,560,000 3,250,000

大野　秀樹 東京大学 助教
ヘリコバクター・ピロリ除菌後胃粘膜のマイクロＲＮＡ発
現解析による除菌後胃癌の解明

5,200,000 2,210,000 2,990,000

池上　恒雄 東京大学 准教授
膵発癌マウスを用いたオートファジーの膵癌予防及び
治療標的としての重要性の検討

5,200,000 2,210,000 2,990,000

中村　元直 東京大学 准教授
７回膜貫通型受容体の表在量制御を目指した基盤研
究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

中村　尚史 東京大学 教授
鉄道車輌貿易の国際関係史的研究―日本鉄道業発
展の国際的契機―

4,810,000 1,430,000 3,380,000

長井　裕之 東京大学 その他 日本における組換えＤＮＡ実験規制の歴史的考察 2,990,000 1,170,000 1,820,000

長瀬　敬 東京大学 その他
振動刺激による血管新生の基礎的・臨床的検討―心
地よい振動がなぜ創傷を治すのか？

5,460,000 4,030,000 1,430,000

長村　文孝 東京大学 准教授
橋渡し研究被験者の理解度・心理状況の解析に基づく
説明文書作成ルールの策定

2,860,000 1,300,000 1,560,000

椎名　秀一朗 東京大学 講師
肝がん治療の分子標的としてのヒストンメチル化制御
機構

5,200,000 2,730,000 520,000 2,470,000

辻　哲夫 東京大学 教授
地方都市における在宅医療を含めた在宅ケアシステ
ムの構築を通したまちづくり

5,200,000 2,600,000 2,600,000
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釣田　義一郎 東京大学 助教
直腸癌に対する癌ワクチン療法と術前放射線化学療
法の併用療法（第Ｉ相試験）

5,330,000 3,380,000 1,950,000

田口　亜紀 東京大学 研究員
フランス植民地主義時代の旅行記におけるエキゾチシ
ズムの諸相

2,860,000 1,170,000 1,690,000

田川　優子
（坂井優子）

東京大学 助手 新型インフルエンザウイルスの薬剤耐性機構の解明 5,200,000 1,560,000 3,640,000

田中　輝幸 東京大学 准教授
発達障害原因遺伝子ＣＤＫＬ５のプロテオミクスとＫＯマ
ウス解析による包括的機能解明

5,200,000 2,470,000 2,730,000

田中　潔 東京大学 助教
斜面重力流に伴うエントレインメント及び混合過程に対
する傾圧不安定渦の効果

4,420,000 1,820,000 2,600,000

田中　秀幸 東京大学 教授
組織の境界を越えた情報セキュリティのガバナンスに
関する研究

5,070,000 1,430,000 3,640,000

田中　仁 東京大学 その他 Ｍｏｒｒｅｙ型空間と加重付きノルム不等式 3,640,000 1,560,000 130,000 2,080,000

田中　由美子 東京大学 その他
経済インフラの社会ジェンダー分析　貧困削減と食糧
の安全保障へ向けて

5,460,000 2,470,000 2,990,000

田辺　俊彦 東京大学 助教
分子光球の探求ー晩期型星における水分子の系統的
探査

4,940,000 1,690,000 3,250,000

渡邊　俊 東京大学 その他
淡水性両側回遊の起源と進化：新たな回遊生態の提
案

5,330,000 2,340,000 2,990,000

都築　圭子 東京大学 その他
羊膜を基質として作製した犬角膜上皮細胞シートを用
いた犬の角膜再生治療

5,330,000 1,820,000 3,510,000

土肥　眞 東京大学 講師
アレルギー性気道炎症に対するイソプレノイドの抑制
効果についての実験的研究

4,550,000 1,690,000 2,860,000

東條　有伸 東京大学 教授
患者由来ｉＰＳ細胞を利用した骨髄異形成症候群病態
解析モデルの構築

5,330,000 2,860,000 2,470,000

湯地　晃一郎 東京大学 助教
ＨＰ∨予防ワクチンに関する国際比較と日本の問題
点：効果的な子宮頸がん予防推進とは

5,200,000 1,560,000 3,640,000

藤井　知行 東京大学 准教授
妊娠における免疫介入脂質メディエーターの生理的・
病理的意義に関する研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

藤井　明 東京大学 教授
ネットワークとマルチエージェントシステムを用いた街
路構造と歩行者流動に関する研究

3,120,000 1,820,000 1,300,000

藤田　昌大 東京大学 准教授
粒子分散液流れシミュレーションによる精密ろ過プロセ
ス性能推算法の確立

5,200,000 3,120,000 2,080,000

藤堂　眞治 東京大学 講師
マルコフ連鎖モンテカルロにおける幾何学的手法の研
究

5,070,000 2,080,000 2,990,000

藤乘　嗣泰 東京大学 講師
糖尿病におけるプロレニンの尿細管再吸収と組織レニ
ン・アンジオテンシン系の検討

3,770,000 1,950,000 1,820,000

日向　太郎
（園田太郎）

東京大学 准教授 プロペルティウスの文学理論と創作実践の解明 3,120,000 1,300,000 1,820,000

白石　憲史郎 東京大学 助教
腫瘍免疫に基づくアブスコパル効果の解明と画期的な
放射線治療戦略の開発

5,330,000 3,510,000 1,820,000

粕谷　誠 東京大学 教授 戦前日本における金融市場の機能に関する研究 4,940,000 1,820,000 3,120,000

飯岡　緒美 東京大学 その他 医師―薬剤師間のコミュニケーションを良くする研究 5,070,000 2,080,000 2,990,000
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飯塚　陽子 東京大学 助教
原因遺伝子の発生工学的解析によるメタボリックシンド
ロームの病態メカニズムの解明

5,330,000 2,730,000 2,600,000

飯野　要一 東京大学 助教
末端を加速するスポーツ動作における力学的エネル
ギー利用の有効性に関する研究

2,600,000 1,690,000 910,000

比屋根　肇 東京大学 准教授
ＳＩＭＳによる初期太陽系における親鉄性元素の分別
に関する研究

4,940,000 2,080,000 2,860,000

尾山　大明 東京大学 その他
高精度時系列プロテオミクスによるシグナル伝達攪乱
機構のシステム解析

5,460,000 2,470,000 2,990,000

尾張　敏章 東京大学 講師 積雪制御による天然更新促進技術の開発 5,460,000 3,120,000 2,340,000

菱川　慶一 東京大学 その他
ヒト腎臓細胞由来ｉＰＳ細胞による次世代人工腎臓作成
の試み

5,330,000 2,860,000 2,470,000

姫岡　とし子 東京大学 教授 近代ドイツのバックラッシュとナショナリズム 4,940,000 2,080,000 2,860,000

百瀬　敏光 東京大学 准教授
高性能小動物用ＰＥＴカメラと高磁場ＭＲＩを用いた統合
的脳機能解析システムの開発

5,200,000 2,080,000 3,120,000

冨谷　智明 東京大学 その他
ＩＧＦ－Ｉを用いた肝の再生促進と機能改善：作用点を考
慮した治療法の検討

5,460,000 3,640,000 1,820,000

武田　晴人 東京大学 教授 両大戦間期の対外金融と企業経営 5,070,000 1,950,000 3,120,000

蕪城　俊克 東京大学 講師 視神経炎の疾患感受性遺伝子の研究 4,940,000 650,000 4,290,000

服部　浩一 東京大学 その他
血液凝固・線維素溶解系の白血病・リンパ腫病態にお
ける機能解析

5,070,000 2,210,000 2,860,000

福田　良一 東京大学 助教
酵母の脂質リモデリングによる生体膜インテグリティの
維持機構の解析とその応用

5,330,000 1,560,000 3,770,000

福島　真人 東京大学 教授
ポストゲノム研究における政策－科学共同体の相互形
成過程に関する科学社会学的研究

3,900,000 1,430,000 2,470,000

福島　朋彦 東京大学 准教授 学際的海洋教育の体系化研究 5,200,000 1,950,000 3,250,000

福来　正孝 東京大学 教授
宇宙に於けるエネルギー収支の型録化と交互作用の
試驗Ⅱ

4,940,000 1,430,000 3,510,000

平山　和宏 東京大学 助教
肥満に関与する腸内菌群の特定と腸内菌叢の改善に
よる肥満予防の試み

5,330,000 1,690,000 3,640,000

平田　喜裕 東京大学 助教
上皮細胞と樹状細胞による腸管免疫と宿主恒常性の
制御機構の解明

5,200,000 2,210,000 2,990,000

片桐　大之 東京大学 助教
ニューロン新生と脳の左右差および記憶形成との関連
性の検討

5,460,000 4,030,000 1,430,000

保科　克行 東京大学 助教
動脈瘤壁をターゲットとした新規ドラッグデリバリーシス
テムの基礎検討

5,070,000 2,080,000 2,990,000

北中　幸子 東京大学 准教授
ビタミンＤ欠乏症の発症リスクに関する網羅的遺伝子
解析

5,200,000 2,210,000 2,990,000

朴　民根 東京大学 准教授
有羊膜類動物の生殖と代謝機能における環境応答機
構の分子生物学的解析

5,330,000 2,340,000 2,990,000

堀内　秀樹 東京大学 助教
都市江戸の貿易陶磁器需要と地域間貿易ネットワーク
に関する総合的研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000
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本原　顕太郎 東京大学 准教授 大型赤外観測装置用用面分光ユニットの開発研究 5,070,000 2,210,000 2,860,000

本村　あい 東京大学 助教
ハイスループットゲノム解析を用いた小児脳腫瘍にお
ける標的チロシンキナーゼの解析

5,200,000 3,510,000 1,300,000 1,690,000

本田　善一郎 東京大学 講師
ヒトＳＬＥ関連多型部位に見出された新たなＦｃ受容体
会合モチーフの解析

5,330,000 2,730,000 2,600,000

蓑輪　顕量 東京大学 教授 中世初期南都僧と禅宗の交流に関する思想的研究 2,860,000 1,170,000 1,690,000

木下　修 東京大学 助教
同種心臓弁・血管移植後石灰化に対するリン酸バイン
ダーを用いた抑制法の開発

5,200,000 2,080,000 3,120,000

木南　章 東京大学 教授 農業経営における戦略的人的資源管理に関する研究 5,070,000 1,820,000 3,250,000

野村　幸世 東京大学 准教授
胃がんバイオマーカーとしての血清ＴＦＦ３の起源の検
討

5,200,000 2,210,000 2,990,000

野田　陽一 東京大学 助教 逆行輸送小胞による選別輸送のメカニズム 5,330,000 2,080,000 3,250,000

野本　憲一 東京大学 その他
初代と第二世代の種族Ⅲ星への異なる質量降着が引
き起こす超新星とその元素合成

4,940,000 1,820,000 3,120,000

矢後　勝也 東京大学 研究員
東洋区・インドシナ―スンダ亜区間における無脊椎動
物相の形成過程の解明

5,460,000 2,600,000 2,860,000

矢坂　雅充 東京大学 准教授
日本の乳業および乳製品市場のグローバル化に関す
る実証的研究

2,210,000 780,000 1,430,000

柳　靖雄 東京大学 その他
ケモカイン受容体を標的とした新たな加齢黄斑変性の
治療戦略

5,330,000 2,860,000 2,470,000

立石　敬介 東京大学 助教
膵がん細胞の悪性度を制御するヒストン修飾経路の同
定と標的治療への戦略

5,200,000 2,210,000 2,990,000

林　正義 東京大学 准教授
日本における地域保険のあり方に関する経済学的研
究

4,940,000 1,820,000 3,120,000

林　麗君 東京大学 その他 レプチンが骨髄腫の病因に及ぼす役割 5,070,000 1,950,000 3,120,000

鈴木　聡 東京大学 研究員
測定理論に基づく様々な論理の統一的基礎付けとそ
の哲学的意義

2,470,000 780,000 1,690,000

露木　聡 東京大学 准教授
時系列三次元リモートセンシングによる広域森林資源
シミュレーションシステムの開発

5,460,000 3,380,000 2,080,000

和田　昌久 東京大学 准教授
細胞培養の三次元足場材料としてのセルロースヒドロ
ゲル

5,330,000 2,860,000 2,470,000

巖淵　守 東京大学 准教授
マイノリティ言語向け合成音声システム開発のための
効率的音声適応手法の構築

5,330,000 3,120,000 2,210,000

濱仲　早苗 東京大学 その他
免疫不全ラットにおける移植および遺伝子治療モデル
作製

5,200,000 2,080,000 3,120,000

齋藤　馨 東京大学 教授 インターネット森林観察サイトの構築と運用試験 5,590,000 3,770,000 1,820,000

ゼレド　ジョー
ジ

東京医科歯科大学 その他
超高速Ｘ線デュアルビーム撮影によるラット咀嚼、嚥下
と顎舌運動の高精度３Ｄ立体解析

5,330,000 3,770,000 1,560,000

阿江　啓介 東京医科歯科大学 助教 注入硬化型生体吸収性人工骨補填材の開発と評価 5,200,000 1,950,000 3,250,000
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穐山　雅子 東京医科歯科大学 その他
ドコサヘキサエン酸による破骨細胞分化抑制機序の解
明

5,070,000 1,950,000 3,120,000

永井　亜希子 東京医科歯科大学 准教授 静電気力を用いた次世代コーティングステントの開発 5,330,000 2,990,000 2,340,000

榎戸　靖 東京医科歯科大学 准教授
アストロサイト系譜細胞の代謝異常によって生じる神
経病態メカニズムの解析

5,200,000 1,820,000 3,380,000

岡光　基子 東京医科歯科大学 助教
口唇口蓋裂をもつ児の乳児期における育児支援プロ
グラムの評価に関する縦断的研究

4,680,000 1,820,000 2,860,000

宮崎　泰成 東京医科歯科大学 その他
自宅あるいは職場環境が原因で起こる間質性肺炎の
原因真菌の同定

4,290,000 3,380,000 910,000

玉村　禎宏 東京医科歯科大学 その他
血中カルシウムによるＦｇｆ２３遺伝子発現の調節とＷｎｔ
／βカテニンシグナルの関係

5,200,000 1,560,000 3,640,000

金香　佐和 東京医科歯科大学 助教
歯肉歯槽骨リモデリングにおけるペリオスチン発現制
御による歯肉退縮回避の追求

4,940,000 1,690,000 3,250,000

原田　浩之 東京医科歯科大学 准教授
舌癌術前治療症例の組織弾性イメージングによる縮小
手術・手術回避の評価

5,330,000 2,990,000 2,340,000

古賀　文隆 東京医科歯科大学 助教 膀胱癌の転移／治療耐性におけるｐ６３蛋白の役割 5,330,000 3,640,000 1,690,000

戸叶　尚史 東京医科歯科大学 助教 蝸牛外有毛細胞動毛形成の聴覚における影響の解析 4,680,000 1,950,000 2,730,000

高野　健人 東京医科歯科大学 教授
都市高齢者の居住地域特性とエンドオブライフ期のケ
アパターンと関係性の類型的分析

5,200,000 2,080,000 3,120,000

黒川　洵子 東京医科歯科大学 准教授
発生学的アプローチによる心血管領域の性差機構の
解析

5,330,000 2,990,000 2,340,000

佐々木　吉子 東京医科歯科大学 准教授
初期・二次救急医療施設における看護職を中核とした
多職種連携モデルの考案

5,070,000 1,690,000 3,380,000

佐藤　千史 東京医科歯科大学 教授
ＰＨＳを活用した妊産婦への遠隔支援ネットワーク構築
に関する研究

5,070,000 910,000 4,160,000

山城　正司 東京医科歯科大学 講師 口腔準備期における口腔癌治療のインパクト評価 4,940,000 3,510,000 1,430,000

山田　一郎 東京医科歯科大学 准教授
高分解能ＭＲ内視鏡の開発とその臨床的有用性に関
する研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000

山本　直樹 東京医科歯科大学 講師
中性アミノ酸のキラル特性に着目した統合失調症の病
態解明

5,070,000 1,950,000 3,120,000

産賀　崇由 東京医科歯科大学 その他
光周期と異なるウズラの鳴声刺激による生殖リズムの
制御機構

5,980,000 4,680,000 1,300,000

志賀　百年 東京医科歯科大学 その他 ぺリオスチンに着目した歯根膜弾性線維の機能解析 5,070,000 2,210,000 2,860,000

若林　良明 東京医科歯科大学 講師
神経栄養因子と上皮成長因子（ＥＧＦ）受容体制御によ
る末梢神経再生

4,940,000 1,820,000 3,120,000

秋田　恵一 東京医科歯科大学 教授
ヒト骨盤出口筋の臨床解剖学的研究ならびにその発
生学的研究

5,330,000 2,210,000 3,120,000

勝山　成美 東京医科歯科大学 助教 陰影による三次元運動視のメカニズムの研究 4,550,000 1,820,000 2,730,000

小林　慎 東京医科歯科大学 その他
蛍光マウスを用いたＸ染色体不活性化のバイオイメー
ジングと幹細胞研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000
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松本　芳郎 東京医科歯科大学 講師
永久歯萌出に関わる歯導帯・歯小嚢相互作用と歯胚
萌出異常に伴う歯根吸収機構の解明

5,200,000 1,950,000 3,250,000

信久　幾夫 東京医科歯科大学 准教授
マウス胎生中期の造血発生におけるＳｏｘ１７ファミリー
タンパク質の役割

5,460,000 2,340,000 3,120,000

新井　文子 東京医科歯科大学 講師
ＥＢＶ陽性ＴおよびＮＫ細胞リンパ増殖症発症機構の解
明と治療法の開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

新中　康史 東京医科歯科大学 その他
上皮間葉間の移行阻害による癌の悪性放棄の機序解
明

5,200,000 2,210,000 2,990,000

神野　哲也 東京医科歯科大学 講師
変形性関節症の発症機構解明の為の新規動物モデル
の確立と関節組織の初期病変の解析

5,070,000 2,080,000 2,990,000

西山　暁 東京医科歯科大学 助教
ＶＤＴ作業が顎関節症の発症・持続・悪化に与える影響
を探る

4,160,000 1,820,000 2,340,000

相星　淳一 東京医科歯科大学 講師
多臓器不全の発症機序におけるカルシウム非依存性
ホスホリパーゼＡ２の役割

5,330,000 3,380,000 1,950,000

大洞　將嗣 東京医科歯科大学 その他
末梢免疫寛容成立におけるカルシウムシグナルの役
割の解明

5,330,000 2,080,000 3,250,000

竹中　克也 東京医科歯科大学 助教
乳癌原因遺伝子ＢＲＣＡ２新規結合分子が中心体複製
及びＤＮＡ修復に果たす役割の解明

5,330,000 2,210,000 3,120,000

中口　悦史 東京医科歯科大学 准教授
キンギョのウロコ再生における線維層形成過程に対す
る数理モデルの構築と数理解析

5,070,000 2,730,000 2,340,000

中村　正孝 東京医科歯科大学 教授 テロメア伸長酵素（ｈＴＥＲＴ）遺伝子の発現調節機構 4,940,000 1,820,000 3,120,000

長谷川　温彦 東京医科歯科大学 助教 ＨＴＬＶ－１感染者における免疫抑制機序の解析 5,070,000 2,210,000 2,860,000

笛木　賢治 東京医科歯科大学 講師
ポリエステル共重合体を用いた部分床義歯の有効性
についてのアウトカムリサーチ

5,330,000 3,380,000 1,950,000

田中　みち 東京医科歯科大学 その他
生物学的製剤及び分子標的薬投与下の重篤感染症、
日和見感染症に関する薬剤疫学的研究

5,200,000 1,560,000 3,640,000

東田　修二 東京医科歯科大学 准教授
症例に応じた分子標的治療を目指した急性白血病幹
細胞の定量と特性の検査法の開発

4,940,000 2,080,000 2,860,000

藤井　俊光 東京医科歯科大学 その他 Ｓ１Ｐ受容体を標的としたＩＢＤ新規治療法の開発 5,070,000 2,210,000 2,860,000

南木　敏宏 東京医科歯科大学 その他
カンナビノイドによる炎症抑制作用の解明と関節リウマ
チの新規治療開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

馬場　祥行 東京医科歯科大学 その他
骨延長術により上顎側方偏位を改善する際の牽引力
の解析

5,070,000 2,080,000 2,990,000

白田　千代子 東京医科歯科大学 講師
インフルエンザの重症化に関係する細菌を検出指標と
する新しい口腔ケアシステムの開発

5,200,000 1,950,000 3,250,000

尾林　聡 東京医科歯科大学 准教授
植物ホルモンによるヒト血管内皮機能制御に関する基
礎的検討

5,330,000 3,510,000 1,820,000

福山　英治 東京医科歯科大学 講師
１３Ｃ呼気試験による消化管機能と咀嚼能率の関連性
の解明

5,200,000 3,510,000 1,690,000

益子　幸江 東京外国語大学 教授
東南アジア諸言語と日本語のイントネーションの音響
音声学的研究

4,940,000 2,470,000 2,470,000

岡田　昭人 東京外国語大学 准教授 「日本」に関する「知」のフローを追う 5,070,000 1,170,000 3,900,000
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河合　香吏 東京外国語大学 准教授
東アフリカ牧畜民の「五感」に基づく世界知覚に関する
人類学的研究

5,200,000 1,560,000 3,640,000

吉村　貴之 東京外国語大学 研究員
アルメニア「祖国帰還」運動に見る民族アイデンティティ
の諸相

5,330,000 1,170,000 4,160,000

吉田　ゆり子 東京外国語大学 教授
兵農分離制下における身分的中間層に関する基礎的
研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

高垣　敏博 東京外国語大学 教授 地理的変異に基づくスペイン語の統語研究 4,940,000 2,340,000 2,600,000

山口　裕之 東京外国語大学 教授 近代技術をめぐる思想史的コンテクストの諸相 3,640,000 1,560,000 2,080,000

上田　広美 東京外国語大学 准教授 クメール語のテンスとアスペクトの体系に関する研究 4,940,000 2,340,000 2,600,000

深澤　秀夫 東京外国語大学 教授
マダガスカル北西部における法と取り決めの節合面を
めぐる共同性の社会人類学的研究

4,810,000 1,820,000 2,990,000

川村　大 東京外国語大学 准教授 出来文の通時的変化に関する基礎的研究 3,770,000 1,690,000 2,080,000

鶴田　知佳子 東京外国語大学 教授 通訳実務の訓練教材開発の研究 5,070,000 2,210,000 2,860,000

土屋　順一 東京外国語大学 准教授
日本語を母語としない人による日本語作文過程の分析
のためのデータベース

4,160,000 1,560,000 2,600,000

土佐　桂子 東京外国語大学 教授
ミャンマーにおける仏教布教の政治・社会的展開：同
化政策・市民活動

4,810,000 1,950,000 2,860,000

藤縄　康弘 東京外国語大学 准教授
ヴァレンス拡大とその形態統語論的実現に関する日・
英・独語間の語彙意味論的比較研究

4,160,000 1,690,000 2,470,000

梅川　通久 東京外国語大学 研究員
人口密度分布のポテンシャル分析による東南アジア大
陸部人口動向の解明

4,030,000 1,430,000 2,600,000

鈴木　聡 東京外国語大学 教授
想像力の作用を基盤に据えた２０世紀以降のジャンル
論的批評と物語理論の展開

3,770,000 1,040,000 2,730,000

安原　晃 東京学芸大学 准教授 ストリング絡み目のＣｎコボルダント分類に関する研究 4,940,000 1,820,000 3,120,000

岩田　康之 東京学芸大学 准教授
「東アジア」的教師像と教員養成実践・政策に関する基
礎的調査研究

5,070,000 1,300,000 3,770,000

吉野　晃 東京学芸大学 教授
タイ北部、ユーミエンの文化復興運動と民俗知識の再
編に関する研究

5,070,000 1,560,000 3,510,000

原田　和雄 東京学芸大学 教授
機能性リボヌクレオタンパク（ＲＮＰ）複合体の構築原理
の解明

5,200,000 2,340,000 2,860,000

高橋　修 東京学芸大学 准教授 原生生物放散虫の被殻成分の進化とその起源 5,070,000 2,730,000 2,340,000

高良　麻子 東京学芸大学 准教授
社会福祉士によるソーシャルアクションに関する実証
的研究

2,730,000 1,170,000 1,560,000

黒石　陽子 東京学芸大学 教授 近世中期子ども絵本の分析による伝承文化研究 4,160,000 1,300,000 2,860,000

坂口　謙一 東京学芸大学 准教授
地方分権化時代の地域密着型小・中一貫ものづくり科
に関する調査研究

3,900,000 1,560,000 2,340,000

山田　一美 東京学芸大学 教授
単元構成における「題材」概念の成立と変容過程の研
究

3,640,000 2,080,000 1,560,000
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狩野　賢司 東京学芸大学 准教授
雌の産子調節における受精時期の重要性に関する研
究

5,330,000 2,600,000 2,730,000

小笠原　恵 東京学芸大学 准教授 行動問題を示す発達障害児への日常生活の支援 4,160,000 1,950,000 2,210,000

小池　敏英 東京学芸大学 教授
ＲＴＩモデルによる漢字の読み書き学習支援に関する研
究

5,330,000 3,380,000 1,950,000

小林　春夫 東京学芸大学 教授
イブン・スィーナー『治癒の書』に関する比較思想史的
研究（２）

5,200,000 1,040,000 4,160,000

松田　修 東京学芸大学 准教授
認知症高齢者の能力と権利擁護に関する心理学的研
究

5,200,000 2,990,000 2,210,000

上村　直樹 東京学芸大学 研究員 アウグスティヌスにおける聖書解釈の理論と実践 5,200,000 2,210,000 2,990,000

植松　晴子
（小松晴子）

東京学芸大学 准教授
個別聞き取り調査に基盤を置いた協同学習型物理授
業の開発

4,940,000 2,210,000 2,730,000

森本　康彦 東京学芸大学 准教授
教員養成系大学における教師の質向上・保証のため
の知的ｅポートフォリオ・システム

5,070,000 1,690,000 3,380,000

水津　嘉克 東京学芸大学 講師
「ナラティブ・アプローチ」を用いた「あしなが育英会」の
支援活動に関する実践的研究

1,950,000 650,000 1,300,000

菅原　雅枝 東京学芸大学 准教授
ＪＳＬ児童生徒を含む学級における教科指導－指導研
修プログラム開発のための調査研究

2,210,000 520,000 1,690,000

菅野　敦 東京学芸大学 教授
成人期発達障害者の生涯学習支援システムの構築に
関する研究

4,940,000 1,560,000 3,380,000

清水　洋行 東京学芸大学 准教授
日英における医療・保健サービスの地域化に伴う地域
集団の変容に関する地域比較研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

石井　正己 東京学芸大学 教授
植民地統治下における昔話の採集と資料に関する基
礎的研究

3,640,000 780,000 2,860,000

浅野　智彦 東京学芸大学 准教授 若者の趣味的活動についての社会関係資本論的研究 4,550,000 1,430,000 3,120,000

前原　健二 東京学芸大学 准教授
「組織体としての学校」の改善を図る教員研修の理論
的実践的フレームワークの構築

3,120,000 1,300,000 1,820,000

相川　充 東京学芸大学 教授
対人関係に及ぼす「感謝」のポジティブ効果に関する
拡張・形成理論からの実験的研究

4,810,000 2,600,000 2,210,000

増田　金吾 東京学芸大学 教授
明治後期から昭和戦前期の師範学校における赤津隆
助の図画指導の役割に関する研究

3,770,000 1,560,000 2,210,000

大伴　潔 東京学芸大学 教授
学齢期の言語・コミュニケーション支援ニーズの類型化
に基づく就学前プログラムの構築

3,120,000 910,000 2,210,000

池田　一成 東京学芸大学 准教授
対側ノイズ提示時の能動的聴覚弁別にともなう聴性脳
幹反応の変容

5,460,000 4,030,000 1,430,000

渡邉　純成 東京学芸大学 助教 満洲語数学・医学・思想文献の研究 3,900,000 1,690,000 2,210,000

島田　めぐみ 東京学芸大学 教授 ハワイ日系人によるコード切替えに関する研究 3,120,000 1,300,000 1,820,000

藤野　博 東京学芸大学 教授
自閉症スペクトラム障害児に対する仲間関係の形成の
ための支援法の開発と効果の検討

4,940,000 1,950,000 2,990,000

南　道子 東京学芸大学 教授
食物繊維の生体内での役割ー生活習慣病予防の観点
から

5,200,000 2,600,000 2,600,000
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林　勉 東京学芸大学 その他
萬葉集の新総合校本による古写本・撰集・歌学書の本
文訓読研究

4,420,000 1,690,000 2,730,000

鈴木　明哲 東京学芸大学 准教授
占領下オーストリアにおける学校体育に関する歴史的
研究

2,730,000 780,000 1,950,000

國仙　久雄 東京学芸大学 教授
溶媒抽出試薬担持型機能性分離材の３価陽イオンの
分離回収能向上機構の解明

5,330,000 2,730,000 2,600,000

齋藤　ひろみ 東京学芸大学 教授
日本生育外国人児童のリテラシー発達に関する基礎
研究―日本語作文の縦断調査―

4,940,000 1,820,000 3,120,000

Ｂｅｒｎａｒｄ　Ｇｅ
ｌｌ

東京農工大学 助教 ナノシリコンの燐光特性制御と光デバイスへの応用 5,460,000 3,250,000 2,210,000

ＬＥＮＧＧＯＲＯ
ＷＵＬ

東京農工大学 准教授
帯電エアロゾルを用いた高結晶性微粒子の多次元集
積と評価

5,330,000 2,210,000 3,120,000

稲田　全規 東京農工大学 准教授
癌の増殖と転移におけるコラーゲン分解と３型コラゲ
ナーゼ／ＭＭＰ１３の関与

5,200,000 2,470,000 2,730,000

夏目　雅裕 東京農工大学 教授
トマト根浸出液に含まれる青枯病菌の走化性誘引物
質の解明

5,460,000 3,250,000 2,210,000

関口　次郎 東京農工大学 教授 斎藤自由因子と一意化方程式の研究 5,200,000 2,210,000 2,990,000

吉永　契一郎 東京農工大学 准教授
ユニバーサル段階におけるヨーロッパの学部専門教育
の変容

5,200,000 1,820,000 3,380,000

向後　雄二 東京農工大学 准教授 豪雨に対する斜面安全度指標の構築 5,850,000 4,550,000 1,300,000

好田　正 東京農工大学 助教
食品を用いた抗原特異的な免疫抑制法の確立とメカニ
ズムの分子生物学的解析

5,330,000 1,690,000 3,640,000

降旗　信一 東京農工大学 准教授
幼児・児童期の生物多様性保全認識向上のための学
社融合カリキュラム開発に関する研究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

高橋　美貴 東京農工大学 准教授
近世日本における自然資源の利用と管理に関する歴
史学的研究

2,340,000 780,000 1,560,000

佐藤　幹 東京農工大学 准教授
肝臓に発現する新規リポ蛋白レセプター（ＬＲＰ１２）の
機能解析－脂質代謝制御基盤－

5,330,000 2,990,000 2,340,000

佐藤　容子 東京農工大学 教授
ウィリアム・バトラー・イェイツの超自然演劇における表
象構造に関する研究

1,950,000 650,000 1,300,000

三浦　豊 東京農工大学 准教授
エキソソーム構成成分の網羅的解析によるスフィンゴ
脂質の新たな栄養機能の実証

5,460,000 2,860,000 2,600,000

山下　善之 東京農工大学 教授 ディペンダブル・プロセス制御系の構築手法 4,940,000 1,950,000 2,990,000

森藤　孝之 東京農工大学 准教授
結び目群の指標代数多様体を用いたファイバー性と種
数の研究

4,030,000 1,690,000 2,340,000

清水　昭伸 東京農工大学 准教授
解剖構造と異常部位の時空間統計モデルと画像診断
支援

4,420,000 2,340,000 2,080,000

石川　芳治 東京農工大学 教授
林床合計被覆率の季節変化が流域の水流出および浮
遊土砂流出に与える影響

5,200,000 3,380,000 1,820,000

千年　篤 東京農工大学 准教授
産業の進化プロセス：シルク産業のシステム・ダイナミ
ズムに関する理論・実証研究

5,200,000 1,950,000 3,250,000

中澤　靖元 東京農工大学 助教
ポリウレタン－絹複合材料を用いた新規小口径人工血
管の開発

5,200,000 2,470,000 2,730,000
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長岐　滋 東京農工大学 教授
相変態を考慮した熱弾塑性構成モデルとそのホットプ
レスへの応用

5,330,000 2,470,000 2,860,000

坪内　彰 東京農工大学 助教
ケイ素の転位によるビニル銅の生成を鍵とするエノー
ルシリルエーテルの立体選択的合成

5,330,000 2,860,000 2,470,000

殿塚　隆史 東京農工大学 准教授
糖鎖に作用する機能未知グリコシダーゼの構造解析と
オリゴ糖創出への応用

5,330,000 2,470,000 2,860,000

田中　秀幸 東京農工大学 准教授
知覚スキルトレーニング法の基礎研究Ⅰ－運動スキ
ル練習は知覚スキルを向上させるか？

4,940,000 1,430,000 3,510,000

田中　知己 東京農工大学 准教授 栄養学的アプローチによる家畜における繁殖率の向上 5,070,000 1,690,000 3,380,000

渡辺　元 東京農工大学 教授
農薬分解産物ニトロフェノールの副腎・生殖毒性機構
と乳癌活性化リスクに関する研究

5,460,000 2,340,000 3,120,000

藤吉　邦洋 東京農工大学 准教授 ３次元集積回路のレイアウト設計手法の研究 5,070,000 2,080,000 2,990,000

尾池　秀章 東京農工大学 准教授 環拡大重合法による環状ビニルポリマーの大量合成 5,200,000 2,340,000 2,860,000

富岡　洋一 東京農工大学 助教
複数ロボットによる協調監視を実現する巡回経路設計
システムの開発

5,330,000 2,990,000 2,340,000

平野　雅文 東京農工大学 准教授
０価ルテニウム錯体を用いた酸化的カップリング反応
の開発とその選択性発現機構の解明

5,200,000 1,820,000 3,380,000

涌井　伸二 東京農工大学 教授 絶対変位センサの仕様向上に関する研究 5,330,000 2,730,000 2,600,000

蓮見　真彦 東京農工大学 助教
結晶シリコンソーラーセルの水蒸気熱処理による特性
改善機構の解明

5,330,000 2,730,000 2,600,000

伊藤　有壱 東京芸術大学 教授 クレイ・アニメーションにおける立体映像の撮影手法 5,070,000 3,250,000 1,820,000

佐野　靖 東京芸術大学 教授 音楽アウトリーチ活動の評価に関する研究 5,200,000 2,340,000 2,860,000

松村　智郁子 東京芸術大学 助手
明治期における蝋管蓄音機の受容と普及の研究―音
楽、声の記録と社会的背景を中心に―

4,160,000 1,300,000 2,860,000

赤沼　潔 東京芸術大学 准教授 工芸の展開ー美術鋳物の色沢と熱処理の関係 5,330,000 2,340,000 2,990,000

塚原　康子 東京芸術大学 教授
海軍軍楽長・吉本光蔵日記の研究―２０世紀初頭の日
欧間における音楽情報交流

3,510,000 2,210,000 1,300,000

福中　冬子 東京芸術大学 准教授
「文化的自由の為の会議」から検証する、現代音楽に
おける「政治性」

5,070,000 2,600,000 2,470,000

野川　美穂子 東京芸術大学 講師
地歌と地歌以外の三味線音楽との楽曲交流に関する
研究

1,560,000 780,000 780,000

阿部　直也 東京工業大学 准教授
消費者保護を重視した住宅用ＰＶシステムの普及方策
の検討と社会定着シナリオの導出

5,460,000 3,120,000 2,340,000

伊藤　克司 東京工業大学 教授 グルーオン散乱振幅の可積分構造 4,550,000 1,690,000 2,860,000

宇治橋　貞幸 東京工業大学 教授
人体デジタルモデルを用いた救急医療迅速化のため
の傷害予測手法の開発

5,070,000 1,820,000 3,250,000

羽鳥　好律 東京工業大学 教授 並列非因果的内挿予測ハイブリッド符号化方式 5,200,000 2,080,000 3,120,000
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黄　慶九 東京工業大学 助教
バーチャル力学に基づく多脚ロボットの全身位置・姿
勢・力・モーメントの知的歩行制御

5,330,000 2,860,000 2,470,000

岡本　清美 東京工業大学 助教
量子スピン鎖における新奇相の精密探索とレベルスペ
クトロスコピー

5,070,000 2,210,000 2,860,000

喜多村　直実 東京工業大学 教授
肝細胞増殖因子（ＨＧＦ）による細胞増殖制御に関わる
新しい制御因子の機能解析

5,460,000 2,340,000 3,120,000

吉川　厚 東京工業大学 その他 知識活用型教育の効果測定と評価方法の開発 5,200,000 2,340,000 2,860,000

吉川　邦夫 東京工業大学 教授
エマルジョン混合によるバイオディーゼル生成反応の
促進に関する研究

5,460,000 3,770,000 1,690,000

宮崎　充彦 東京工業大学 助教
高強度中赤外光源を用いた励起状態プロトン移動反
応機構の構造論的研究

5,850,000 4,680,000 1,170,000

京極　啓史 東京工業大学 教授 粗面の接触モデルに基づくすき間内流動特性の解明 5,070,000 1,170,000 3,900,000

橋爪　大三郎 東京工業大学 教授 宣長の言語ゲームとネイションの創出 4,290,000 1,820,000 2,470,000

巾崎　潤子 東京工業大学 助教 ソフトコアガラスにおけるガラス転移の動力学と相図 4,810,000 2,600,000 2,210,000

江川　緑 東京工業大学 准教授
在宅介護者のワーク・ライフ・バランスと地域での共生
に関する実証的研究

3,250,000 1,170,000 2,080,000

高橋　渉 東京工業大学 その他
不動点理論と凸解析学を介した非線形関数解析学と
非線形問題の究明

5,070,000 2,080,000 2,990,000

紺野　宏記 東京工業大学 助教
葉緑体型ＡＴＰ合成酵素の活性調節機構を構造の側面
から理解する

5,330,000 1,300,000 4,030,000

佐藤　文衛 東京工業大学 准教授
視線速度および測光観測による中質量星の惑星系の
詳細理解

4,940,000 1,820,000 3,120,000

佐伯　元司 東京工業大学 教授 セマンティック要求工学の研究 4,940,000 1,690,000 3,250,000

山崎　太郎 東京工業大学 教授
ハプスブルク帝国下の文学・芸術における東方への眼
差し

4,290,000 2,080,000 2,210,000

山室　恭子 東京工業大学 教授 三大改革再定義 5,200,000 2,340,000 2,860,000

寺井　洋平 東京工業大学 その他 感覚器適応種分化の分子機構とその普遍性 5,460,000 2,080,000 3,380,000

十代田　朗 東京工業大学 准教授
観光地再生のための発展モデルの構築に関する学際
的研究

5,200,000 1,560,000 3,640,000

小山　富士雄 東京工業大学 その他
組織行動と組織の健全性診断システム実用化モデル
の開発

5,200,000 1,950,000 3,250,000

小泉　武昭 東京工業大学 准教授
ピンサー型ニッケル錯体を用いた高機能電解酸化触
媒の開発

5,330,000 2,860,000 2,470,000

小谷　泰則 東京工業大学 助教
運動が感情を育てる：運動経験の島皮質脳内ネット
ワークへの影響

5,200,000 1,820,000 3,380,000

小野　功 東京工業大学 准教授
大域的多峰性に着目した未知解探索アルゴリズムの
構築

5,200,000 2,080,000 3,120,000

小林　雄一 東京工業大学 准教授
ピコリン酸脱離基を活用するアリル化反応とプロパル
ギル化反応の研究と応用

5,330,000 2,470,000 2,860,000
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松下　慶寿 東京工業大学 助教
光触媒担持マイクロ反応デバイスを用いた選択的酸化
による高付加価値化合物合成

5,460,000 2,600,000 2,860,000

松谷　晃宏 東京工業大学 その他
半導体プロセスによる極狭スリット細胞分離マイクロ流
路形成と単一細胞分離構造の融合

5,200,000 1,820,000 3,380,000

松田　稔樹 東京工業大学 准教授
教科で育成すべき見方・考え方の指導法のモデル化と
模擬授業ゲームへの応用

5,070,000 1,690,000 3,380,000

上野　修一 東京工業大学 教授
ナノ回路設計のための実際的な高速アルゴリズムに関
する研究

5,200,000 1,820,000 3,380,000

西森　秀稔 東京工業大学 教授
スピングラスにおけるミクロカノニカル分布とカノニカル
分布の等価性・非等価性

5,070,000 1,820,000 3,250,000

青西　亨 東京工業大学 准教授 高解像度蛍光カルシウム画像の定量的評価法の確立 5,200,000 1,560,000 3,640,000

石曽根　隆 東京工業大学 准教授
両親媒性ブロック共重合体の側鎖末端基に誘起される
親水性・生体適合性表面

5,200,000 2,600,000 2,600,000

赤間　啓之 東京工業大学 准教授
脳ｆＭＲＩ研究・機械学習・複雑ネットワークを融合した計
算神経グラフ言語学の試み

4,290,000 1,690,000 2,600,000

川崎　剛美 東京工業大学 助教
直交的振動導入による表面上での酵素タンパク質の
動的機能制御

5,720,000 3,640,000 2,080,000

大即　信明 東京工業大学 教授
高炉セメントを使用した港湾ＲＣ構造物の塩害耐久性
に関する研究

5,330,000 3,250,000 2,080,000

谷口　雅治 東京工業大学 准教授
反応拡散方程式における回転非対称な３次元進行波
解

5,070,000 1,430,000 3,640,000

中村　正明 東京工業大学 その他
２次元量子系におけるトポロジカルな秩序と新奇な輸
送現象

3,510,000 1,690,000 1,820,000

猪早　敬二 東京工業大学 助教
Ｗｎｔシグナルを介したフロアープレートによる脊椎分節
機構の解析

5,460,000 2,080,000 3,380,000

長崎　孝夫 東京工業大学 准教授 多孔質膜を用いた吸収式ヒートポンプの研究 5,330,000 2,730,000 2,600,000

田守　正樹 東京工業大学 助教 キャッチ結合組織の硬さ変化の分子機構 5,460,000 2,080,000 3,380,000

田中　圭介 東京工業大学 准教授 ゲーム理論にもとづく暗号プロトコル 5,070,000 1,560,000 3,510,000

田中　真二 東京工業大学 助教
膜厚方向の冷媒溶解濃度分布測定による潤滑膜内濃
度変化モデルの実験的検証

5,330,000 2,600,000 2,730,000

渡邊　澄夫 東京工業大学 教授 構造学習理論と双有理幾何学 3,380,000 1,040,000 2,340,000

島根　哲哉 東京工業大学 助教 大学選択の理論・実証的分析 5,070,000 2,210,000 2,860,000

董　芳艶 東京工業大学 助教
マルチスケール情報技術サービスをベースとする物流
システムの構築

5,070,000 2,210,000 2,860,000

徳田　雄洋 東京工業大学 教授
Ｗｅｂサーバ／クライアント・携帯機器上の高度連携シ
ステムの自動生成方式の研究

5,330,000 2,730,000 2,600,000

八波　利恵 東京工業大学 助教
耐塩化酵素を用いた超臨界二酸化炭素中における機
能性オリゴ糖合成

5,070,000 1,300,000 3,770,000

比嘉　邦彦 東京工業大学 教授
社会人分散協調学習における知識共有プロセス構造
化・可視化ＩＣＴシステムの研究

4,810,000 1,300,000 3,510,000
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片岡　龍峰 東京工業大学 その他 太陽高エネルギー粒子被ばく予測モデルの研究開発 4,810,000 1,690,000 3,120,000

堀田　久人 東京工業大学 准教授
鉄筋コンクリートＬ形接合部の必要ボリュームと合理的
配筋方法に関する研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

堀内　潔 東京工業大学 准教授
高分子鎖コイル－ストレッチ遷移における非アファイン
性に着目した抵抗低減機構の解明

5,330,000 2,080,000 3,250,000

木内　豪 東京工業大学 准教授
河川環境と生態系保全のための水文学的水温管理手
法の研究

3,900,000 2,600,000 1,300,000

野原　佳代子 東京工業大学 准教授
日本文化に適した科学技術リテラシー教育と社会受容
研究―戦後の理科教育改革分析から

5,200,000 1,950,000 3,250,000

有坂　文雄 東京工業大学 教授 Ｔ４ファージ尾部基盤中心部の構造と分子集合 5,460,000 2,340,000 3,120,000

脇田　建 東京工業大学 准教授
汎言語的メタプログラミング基盤としての健全な構文マ
クロ機構の研究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

鷲見　直哉 東京工業大学 准教授 軌道の存在確率密度に関する研究 4,940,000 1,950,000 2,990,000

安成　英樹 お茶の水女子大学 准教授 フランス宮廷役人のプロソポグラフィー研究 5,200,000 2,080,000 3,120,000

安田　次郎 お茶の水女子大学 教授
「人のつながり」からみた寺院社会の構造と機能の研
究

4,940,000 2,600,000 2,340,000

伊藤　亜矢子 お茶の水女子大学 准教授
国際比較による東アジア型スクールカウンセラーの全
校支援モデルとツールの構築

5,070,000 1,950,000 3,120,000

伊藤　貴之 お茶の水女子大学 准教授
空間充填型木構造可視化手法に基づくオイラー図の
描画

5,200,000 2,080,000 3,120,000

河田　敦子 お茶の水女子大学 その他
近代日本地方教育行政制度形成期における森有礼と
山県有朋

1,430,000 910,000 520,000

近藤　敏啓 お茶の水女子大学 准教授
高輝度放射光を利用した表面Ｘ線散乱法による固／液
界面ナノ構造ダイナミクス追跡

5,200,000 2,600,000 2,600,000

桑名　恵 お茶の水女子大学 講師 紛争後の市民社会支援の課題と展望 5,200,000 2,470,000 2,730,000

香西　みどり お茶の水女子大学 教授 大麦の炊飯および吸水特性に関する基礎的研究 5,070,000 1,950,000 3,120,000

高濱　裕子 お茶の水女子大学 教授
歩行開始期・思春期の子どもとその親及び祖父母の世
代性についての研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

上　善広 お茶の水女子大学 教授 単細胞生物におけるアロメトリー法則の検証 5,590,000 3,770,000 1,820,000

榊原　洋一 お茶の水女子大学 教授 米国ＰＲＩＭの検討と日本版ＰＲＩＭの作成 5,200,000 1,950,000 3,250,000

市　育代 お茶の水女子大学 講師
必須脂肪酸欠乏で増加するミード酸およびその代謝物
の機能解析

5,330,000 2,210,000 3,120,000

小林　一郎 お茶の水女子大学 准教授
言葉によるコンピューティングのための時系列データの
言語化基盤技術の開発

5,200,000 1,690,000 3,510,000

森川　雅博 お茶の水女子大学 教授 凝縮系宇宙物理学の試み 4,160,000 2,340,000 1,820,000

申　キヨン お茶の水女子大学 准教授
韓国のジェンダー主流化の取り組みにおけるナショナ
ル・マシナリーの分析

4,420,000 1,560,000 2,860,000
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真島　秀行 お茶の水女子大学 教授
関孝和から建部兄弟へ伝授された数学とその発展の
研究

4,810,000 1,300,000 3,510,000

垂見　裕子 お茶の水女子大学 助教
日本固有の社会関係資本の概念と測定尺度の検討―
子育て・教育問題の社会学的研究

2,080,000 650,000 1,430,000

西川　朋美 お茶の水女子大学 助教
日本語を母語としない子どもの語彙とコロケーションの
知識に関する研究

4,550,000 1,300,000 3,250,000

赤松　利恵 お茶の水女子大学 准教授
行動科学と発達段階を考慮した子どもの食育と教材開
発に関する研究

5,200,000 1,950,000 3,250,000

池田　まさみ お茶の水女子大学 准教授
クリティカルシンキング育成のための学習ツール開発：
認知心理学からのアプローチ

5,070,000 1,950,000 3,120,000

竹村　和子 お茶の水女子大学 教授
「ポスト人間主義」の時代の暴力の表象分析と理論化
――ジェンダー視点の再構成

4,680,000 1,040,000 3,640,000

中居　功 お茶の水女子大学 教授
１変数ベキ級数の関係式と空間曲線の反復積分によ
るコーディング

5,070,000 2,990,000 2,080,000

中村　美奈子 お茶の水女子大学 准教授
身体運動教育のための舞踊記譜法ラバノーテーション
のＸＭＬエディタ開発

5,200,000 2,600,000 2,600,000

徳井　淑子 お茶の水女子大学 教授
服飾流行における模倣論構築のための社会・文化史
的研究

5,200,000 2,860,000 2,340,000

内田　澪子 お茶の水女子大学 研究員
『十訓抄』諸本と享受の研究ー鎌倉期説話集の基礎的
研究としてー

3,770,000 1,820,000 1,950,000

浜谷　望 お茶の水女子大学 教授
分子性結晶三ヨウ化ホウ素と四ヨウ化スズの高圧力下
の構造物性研究

5,590,000 3,770,000 1,820,000

平岡　公一 お茶の水女子大学 教授
「ケアの連続体」の形成の視点に基づく高齢者ケア・
サービス体系の国際比較

5,200,000 1,950,000 3,250,000

Ｂｒｉａｎ　Ｋｕｒｋ
ｏｓ

電気通信大学 准教授
高密度フラッシュメモリシステムに適した信号処理・符
号化方式の開発

5,200,000 2,470,000 2,730,000

岡田　佳子 電気通信大学 准教授
導電性プラスチックと視覚機能タンパク質を用いたフレ
キシブル動画センサーの開発

5,330,000 3,380,000 130,000 1,950,000

岩崎　英哉 電気通信大学 教授
実用的ウェブアプリケーション開発を支援するサーバ
サイドＪａｖａＳｃｒｉｐｔ処理系

5,200,000 1,820,000 3,380,000

岩田　茂樹 電気通信大学 教授
ゲーム情報学：Ａｎｄ－Ｏｒ木の探索とゲーム・パズルの
難しさの研究

3,250,000 1,690,000 1,560,000

吉浦　裕 電気通信大学 教授
プライバシー保護のための個人情報の検知および照
合技術の研究

5,070,000 2,340,000 2,730,000

高橋　弘太 電気通信大学 准教授
フレキシブルな時間軸による音声再生システムの研究
と研究者用音声データベースの作成

5,070,000 2,340,000 2,730,000

斎藤　弘樹 電気通信大学 准教授 ボース凝縮体におけるカルマン渦列生成機構の解明 5,070,000 2,470,000 2,600,000

坂本　真樹 電気通信大学 准教授
痛みなどの症状をオノマトペで表す人の特徴を利用し
た問診支援システムの開発

5,200,000 1,560,000 3,640,000

山口　耕平 電気通信大学 教授
正則写像のなす空間の位相と実特異点論のホモト
ピー論への応用の研究

4,680,000 1,820,000 2,860,000

若月　光夫 電気通信大学 助教
形式言語の効率的学習アルゴリズムの開発及びその
応用システムの構築

4,680,000 1,690,000 2,990,000

小山　大介 電気通信大学 助教
無限領域における波動問題に対する有限要素法に関
する研究とソフトウェア開発

2,210,000 1,170,000 1,040,000
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松井　正之 電気通信大学 教授
納期制約世界における切換数理とコントロール系に関
する研究

4,810,000 2,080,000 2,730,000

森下　亨 電気通信大学 助教 高強度レーザーによる超高速実時間イメージング法 5,070,000 2,210,000 2,860,000

森重　功一 電気通信大学 准教授
力覚による援用を利用した工作機械操作インタフェイ
スの開発

5,330,000 2,080,000 3,250,000

諏訪　博彦 電気通信大学 助教
ＳＮＳにおける導入効果および活性化メカニズムの解
明と支援ツールの構築

5,070,000 1,040,000 4,030,000

石　慶華 電気通信大学 その他
ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭのダイバーシティーの利用とチャネル
推定の周波数領域研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000

大木　英司 電気通信大学 准教授 予防的 適化アプローチによるネットワーク制御技術 5,200,000 2,080,000 3,120,000

仲村　厚志 電気通信大学 助教
神経系におけるＡＭＰＫ新規機能の解明━概日時計及
び感覚受容への関与

5,070,000 1,430,000 3,640,000

長井　隆行 電気通信大学 准教授
身体性を基盤としたコミュニケーションを通して子供と
遊ぶ自律ロボットの研究

5,200,000 1,820,000 3,380,000

田原　康之 電気通信大学 准教授
ゴール指向要求記述を用いた自己適応システムの検
証手段に関する研究

5,200,000 2,600,000 2,600,000

畑中　信一 電気通信大学 助教
マイクロリアクター内のソノケミストリーとソノルミネッセ
ンスの研究

5,590,000 4,290,000 1,300,000

尾内　理紀夫 電気通信大学 教授 無音の動画像ショットへの音貼り付け技術の研究 5,070,000 1,820,000 3,250,000

本城　和彦 電気通信大学 教授 単電子トランジスタのマイクロ波モデリング 5,070,000 1,820,000 3,250,000

鈴木　勝 電気通信大学 教授
グラファイト／Ｃ６０／グラファイト構造におけるナノベア
リング機構の解明

5,330,000 2,990,000 2,340,000

伊豫谷　登士
翁

一橋大学 教授 グローバリゼーションの社会学的研究と課題 4,940,000 1,950,000 2,990,000

下津　克己 一橋大学 教授 有限混合モデルの統計的推測理論の開発 4,940,000 2,080,000 2,860,000

洪　郁如 一橋大学 准教授
台湾家族における文化資本の継承と変容：戦前・戦後
を跨ぐオーラル・ヒストリーの構築

4,290,000 1,820,000 2,470,000

高橋　滋 一橋大学 教授
労働基本権付与を前提とした公務員法制の在り方に
関する研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

佐藤　郁哉 一橋大学 教授
論文・書籍の電子化にともなう査読制度の変容に関す
る文化生産論的研究

5,070,000 1,690,000 3,380,000

三浦　玲一 一橋大学 教授
ネオリベラリズムの外部へー９０年代以降の米国文学・
文化とアイデンティティの政治学

4,680,000 2,340,000 2,340,000

山田　裕理 一橋大学 教授
パラフェルミオン代数に付随する頂点作用素代数の研
究

4,550,000 1,690,000 2,860,000

児玉谷　史朗 一橋大学 教授
発展途上国における現金移転プログラムの有効性に
関する研究

4,940,000 2,080,000 2,860,000

小林　多寿子 一橋大学 教授
質的データとしてのライフストーリーのアーカイヴ化と
＜調査遺産＞継承の経験的研究

4,810,000 2,210,000 390,000 2,600,000

沼上　幹 一橋大学 教授 大規模多角化企業の組織設計フレームワーク 4,810,000 910,000 3,900,000
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星名　宏修 一橋大学 准教授 戦時期台湾の中国語文学研究－雑誌『南方』を中心に 4,940,000 2,210,000 2,730,000

西谷　まり 一橋大学 准教授
非母語話者日本語教師の教授不安に着目した指導モ
デルの構築

5,070,000 1,820,000 3,250,000

石黒　圭 一橋大学 准教授
日本語母語話者と中国人日本語学習者の作文・独話・
対話に見る接続詞使用の対照研究

5,200,000 3,640,000 1,560,000

中村　信弘 一橋大学 教授
確率的コピュラモデルの統計的推定とそのファイナン
スへの応用

4,030,000 1,560,000 2,470,000

尾崎　正峰 一橋大学 教授
グローバル化する社会におけるスポーツと格差・不平
等に関する総合的研究

5,200,000 2,340,000 2,860,000

福川　裕徳 一橋大学 准教授
監査人による関連性への関与とその評価に関する研
究

4,030,000 1,300,000 2,730,000

福島　知己 一橋大学 助手 『レヴォルト・ロジック』期前後のジャック・ランシエール 2,860,000 1,300,000 1,560,000

本庄　武 一橋大学 准教授
量刑事情に関する実体法的・手続法的規制のあり方
に関する研究

4,160,000 1,430,000 2,730,000

井関　俊夫 東京海洋大学 教授
浮体式波力発電システムの高効率化に関する基礎的
研究

5,330,000 2,080,000 3,250,000

久保　幹雄 東京海洋大学 教授
リスク・マネジメントに対応したサプライ・チェイン 適
化モデルの構築

5,460,000 2,600,000 2,860,000

工藤　貴史 東京海洋大学 准教授
日本における水産物の多様性に関する研究ーフードシ
ステム論からの接近ー

2,730,000 1,430,000 1,300,000

崎山　高明 東京海洋大学 教授
連続加熱条件下における食品タンパク質付着凝集挙
動の速度論的解明

4,420,000 2,470,000 1,950,000

志摩　政幸 東京海洋大学 教授 海洋環境適合摩擦材の開発に関する基礎研究 5,330,000 2,990,000 2,340,000

小川　美香子 東京海洋大学 助教
モバイルＩＴの活用に関する日米比較－多様な関係主
体による価値共創の視点から

4,810,000 2,080,000 2,730,000

石橋　篤 東京海洋大学 講師
移動体オペレータの行動特性から観た船舶運航安全
性評価に関する研究

5,330,000 2,730,000 2,600,000

石田　真巳 東京海洋大学 准教授
低温菌由来酵素の低温高活性構造の解明と安定な酵
素への改良

4,810,000 2,340,000 2,470,000

中川　雄二 東京海洋大学 教授
近代ロシア製粉業の技術構造と市場競争条件に関す
る実証研究

1,690,000 650,000 1,040,000

渡邊　学 東京海洋大学 准教授
省エネルギー性と品質を考慮した水産物流通工程の

適化手法の検討
5,200,000 2,210,000 2,990,000

舞田　正志 東京海洋大学 教授
動物の福祉を指向したメタボロミクスアプローチによる
ストレス評価手法の開発

5,070,000 1,690,000 3,380,000

Ｒ・Ａ　Ｍａｒｔｉｎ 横浜国立大学 准教授
生成文法の極小主義における派生入力の性質と連鎖
的依存関係に関する研究

4,680,000 2,080,000 2,600,000

安藤　孝敏 横浜国立大学 教授 都市部の団地に暮らす高齢者の社会的孤立 4,940,000 1,430,000 3,510,000

加藤　千香子 横浜国立大学 教授 「戦後復興」と都市社会―川崎市を事例として 3,250,000 1,170,000 2,080,000

河野　俊之 横浜国立大学 准教授
日本語音声の独学を支援するための教師の技能と教
材設計に関する研究

4,940,000 2,340,000 2,600,000
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丸山　千歌 横浜国立大学 准教授
留学経験から発想する日本語授業の新たな意義ーＰＡ
Ｃ分析を活用した縦断的研究ー

5,070,000 2,210,000 2,860,000

吉田　鋼市 横浜国立大学 教授
歴史的文化財としての鉄筋コンクリート造建造物の保
存の理念に関する研究

3,640,000 1,430,000 2,210,000

窪田　好浩 横浜国立大学 教授
新型多次元細孔ゼオライトの環境調和型酸化触媒へ
の展開

5,330,000 2,210,000 3,120,000

高橋　和子 横浜国立大学 教授
男女必修ダンスのモデル教授法開発－初心指導者に
焦点化して－

5,330,000 2,860,000 2,470,000

高見沢　実 横浜国立大学 教授
新しい計画論に対応する先進的ゾーニング制度の普
及に関する研究

4,810,000 1,690,000 3,120,000

高木　まさき 横浜国立大学 教授
「知識基盤社会」に至る国語科の転換とそれを踏まえ
た言語活動の授業作りに関する研究

4,160,000 1,170,000 2,990,000

四方　順司 横浜国立大学 准教授
情報理論的結合可能安全性を有する暗号基礎技術の
研究

4,940,000 1,820,000 3,120,000

四方田　千恵
（垂水千恵）

横浜国立大学 教授
台湾現代文学におけるセクシュアリティおよび日本表
象のポリティクス

4,810,000 1,430,000 3,380,000

周佐　喜和 横浜国立大学 教授
東アジアの日系電子部品メーカーにおける能力構築と
変革のマネジメント

5,070,000 1,950,000 3,120,000

小川　慎一 横浜国立大学 准教授
日本的雇用慣行の変動期における職業紹介ビジネス
の社会学的研究

2,990,000 1,040,000 1,950,000

小池　研二 横浜国立大学 准教授 国際バカロレア中等課程美術科カリキュラムの研究 2,080,000 780,000 1,300,000

松浦　慶総 横浜国立大学 その他 溶接技能継承支援システムの開発 4,940,000 2,600,000 2,340,000

松永　友有 横浜国立大学 准教授
イギリスにおける自由貿易主義と均衡的国民経済主義
との相克

4,160,000 1,430,000 2,730,000

松本　由香 横浜国立大学 准教授
制振構造用鋼材ダンパーの残余性能推定方法に関す
る研究

5,200,000 3,250,000 1,950,000

新谷　康浩 横浜国立大学 准教授
キャリア教育における「非就労」の位置づけに関する研
究

4,940,000 1,820,000 3,120,000

森本　信也 横浜国立大学 教授
知識再構成型理科授業システムの構築による児童・生
徒における自己調整学習の実現

5,200,000 1,040,000 4,160,000

西出　勝正 横浜国立大学 准教授
経済主体の異質性が金融市場取引に与える影響に関
する研究

5,070,000 2,080,000 2,990,000

石山　幸彦 横浜国立大学 教授 ヨーロッパ統合とエネルギー政策に関する歴史的研究 4,680,000 2,340,000 2,340,000

村本　由紀子 横浜国立大学 准教授 関係性の類型と拡張自己評価維持過程 5,070,000 1,300,000 3,770,000

大森　明 横浜国立大学 准教授 環境政策マネジメント会計のフレームワークの構築 3,900,000 2,210,000 1,690,000

大野　敏 横浜国立大学 准教授
伝統民家継承に関する手法研究－理念と技術伝承を
通じた共通認識涵養をめざして－

4,160,000 1,040,000 3,120,000

大雄　智 横浜国立大学 准教授
貸借対照表アプローチと損益計算書アプローチの発展
的統合過程に関する研究

2,730,000 650,000 2,080,000

池口　明子 横浜国立大学 准教授
水産物の有機認証からみる環境ガバナンスと養殖生
産地域の変容に関する地理学的研究

3,770,000 1,690,000 2,080,000
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鳥居　昭夫 横浜国立大学 教授 産業融合のメカニズム分析 2,990,000 1,430,000 1,560,000

椿　龍哉 横浜国立大学 教授 多層構造スマートアンカーの開発 5,330,000 2,860,000 2,470,000

田名部　元成 横浜国立大学 准教授 ゲーミングを主体としたモデリング方法論 4,030,000 1,560,000 2,470,000

楠　浩一 横浜国立大学 准教授
ロッキング挙動を考慮したリアルタイム残余耐震性能
判定装置の開発

5,200,000 2,210,000 2,990,000

野間　淳 横浜国立大学 准教授 射影多様体の埋め込みの構造と定義方程式 5,070,000 1,950,000 3,120,000

藪田　哲郎 横浜国立大学 教授
強化学習を用いた進化論的生物型ロボットの行動形
態獲得の研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

近藤　彩 政策研究大学院大学 准教授
ビジネスコミュニケーション能力育成のための日本語
教材と評価方法の開発に関する研究

5,070,000 2,340,000 2,730,000

道下　徳成 政策研究大学院大学 准教授 １９７０～８０年代の日本の防衛政策の展開と意義 4,810,000 1,690,000 3,120,000

鈴木　眞理
（堀田眞理）

政策研究大学院大学 教授
グレリンの神経性食欲不振症における栄養改善薬とし
ての臨床的研究

5,200,000 2,860,000 2,340,000

安島　久雄 新潟大学 助教
培養口腔粘膜上皮細胞とハイドロゲルのミックス材を
用いた皮膚創傷治癒効果の検証

5,200,000 1,950,000 3,250,000

安部　隆 新潟大学 教授
ガウシアン形状振動子を用いた単一細胞レベル極限
センシング

5,460,000 2,340,000 3,120,000

伊藤　亮司 新潟大学 助教
青果物流通新段階におけるローカルスーパーのＭＤ戦
略に関する研究

5,330,000 2,210,000 3,120,000

磯貝　英一 新潟大学 教授 逐次手法論とその応用 3,380,000 1,560,000 1,820,000

奥西　巧一 新潟大学 助教
テンソル積状態の量子エンタングルメント制御と数値く
りこみ群

4,550,000 1,820,000 2,730,000

岡崎　桂一 新潟大学 教授
ブラシカ　オレラセアの根こぶ病抵抗性遺伝子のポジ
ショナルクローニングと機能解析

5,460,000 2,340,000 3,120,000

下井　康史 新潟大学 教授
公務員制度における公法的規律と私法的規律のあり
方に関する日仏比較法研究

5,330,000 1,170,000 4,160,000

加井　久雄 新潟大学 准教授
連単分離下での原則主義のＩＦＲＳへのコンバージェン
スの数理モデル分析

1,950,000 520,000 1,430,000

加藤　かおり 新潟大学 准教授
欧州における大学教育のプロフェッショナル認定の仕
組みと機能

2,600,000 780,000 1,820,000

河内　泉 新潟大学 助教
中枢神経系脱髄疾患におけるＩ型インターフェロンの動
態とその制御機構の解析

5,460,000 3,640,000 1,820,000

各務　博 新潟大学 助教
小細胞肺癌に対する癌幹細胞特異的蛋白質を標的と
した新規抗腫瘍免疫療法の開発

5,200,000 2,470,000 2,730,000

関島　香代子 新潟大学 准教授 子育て期早期の女性の身体的健康と睡眠 5,070,000 2,470,000 2,600,000

丸山　健二 新潟大学 准教授
膨張・低密度化液体Ｓｅの構造相転移－鎖分子とｖｏｉｄ
分布に現れる「ゆらぎ構造」－

4,680,000 1,950,000 2,730,000

菊池　久和 新潟大学 教授 色相空間疎表現と軟判定によるデジカメ色彩情報復元 4,160,000 2,080,000 2,080,000
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吉田　治代 新潟大学 准教授
戦間期の「多元的宇宙」―エルンスト・ブロッホのプロ
ジェクト「遺産」と「異化」

2,470,000 1,170,000 1,300,000

宮薗　衛 新潟大学 教授
出前授業方式による学生の環境教育実践力育成－
「多国間環境問題解決型授業」を事例に

2,860,000 1,040,000 1,820,000

宮下　純夫 新潟大学 教授 海洋地殻形成におけるオフアクシス火成活動の役割 5,070,000 2,470,000 2,600,000

橋谷　英子
（馬場英子）

新潟大学 教授
中国浙江省農村に生きる口承文藝―泰順と舟山の布
袋木偶戯比較研究

4,940,000 2,470,000 2,470,000

錦　仁 新潟大学 教授
東北地方諸藩の和歌活動と歌枕・地誌との関係を解明
する新研究

4,810,000 1,950,000 2,860,000

金子　尚史 新潟大学 講師
統合失調症多発罹患家系において見出された稀もしく
は長大なコピー数多型の関連研究．

5,330,000 3,120,000 2,210,000

栗田　裕司 新潟大学 准教授
複数の卓越方向をもつ背弧域リフト帯の初期形成・埋
積過程の復元

1,950,000 650,000 1,300,000

後藤　眞 新潟大学 その他
全ゲノム解析による家族性ＩｇＡ腎症の原因遺伝子の探
索

5,200,000 2,080,000 3,120,000

江尻　信司 新潟大学 准教授
数値シミュレーションによる高温高密度ＱＣＤの相構造
の研究

5,200,000 2,470,000 2,730,000

高橋　俊昭 新潟大学 助教
ポリグルタミン病ヒト疾患脳における重合体毒性の証
明と治療薬開発

5,070,000 1,950,000 3,120,000

高松　美砂子 新潟大学 その他 神経障害性疼痛にケタミンが効く機序の解明 4,810,000 2,600,000 2,210,000

黒野　弘靖 新潟大学 准教授
城下町高田・港町直江津・在郷町稲田の比較をとおし
てみた雁木町家の居住特性

3,640,000 1,690,000 1,950,000

佐井　篤儀 新潟大学 教授
相互情報量によるディジタル医用画像の総合的画質
評価法の確立

4,680,000 2,470,000 2,210,000

佐藤　喜一 新潟大学 准教授
分割統治法を応用した新しいリンキング技術の確立に
関する基礎研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

佐藤　光希 新潟大学 その他
致死性虚血性不整脈の予測因子の確立および原因遺
伝子同定による病態解明と治療構築

4,810,000 1,430,000 3,380,000

斎藤　吉助 新潟大学 教授
バナッハ空間の種々の定数及びノルム不等式の研究
とその応用

4,940,000 1,820,000 3,120,000

坂田　純 新潟大学 その他
胆嚢癌における確証的なリンパ節転移分類法の確立
を目指して

3,900,000 1,690,000 2,210,000

三富　智恵 新潟大学 助教
新規歯根形成細胞マーカーによる歯根形成・吸収機構
の解析～抗がん剤投与モデル～

5,070,000 1,820,000 3,250,000

山口　直也 新潟大学 准教授
ＰＦＩ事業における意思決定要素の体系化に関する研
究

2,210,000 650,000 1,560,000

山際　浩史 新潟大学 講師
変形性関節症の関節マーカーの可能性と限界　～縦
断的大規模住民検診より～

5,590,000 4,810,000 780,000

山田　寛喜 新潟大学 教授
安心・安全のためのマルチアンテナセンシング関する
研究

4,810,000 2,990,000 1,820,000

児玉　泰光 新潟大学 助教
ｆＮＩＲＳを用いて口蓋裂言語を光脳機能学的に解析す
る

3,120,000 1,820,000 1,300,000

児島　清秀 新潟大学 教授
植物ホルモンの分析による西洋ナシの追熟生理の解
明

5,330,000 2,340,000 2,990,000
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柴田　幹夫 新潟大学 准教授 大谷光瑞とアジア－その開教土壌の歴史的考察－ 5,200,000 1,820,000 3,380,000

若杉　三奈子 新潟大学 その他
耳朶皺襞の評価者間一致率および心血管病との関連
についての検討

4,550,000 910,000 3,640,000

小神　浩幸 新潟大学 助教
ＰＲＦによる創傷治癒促進効果の機序解明と効果的組
織工学的応用法の開発

5,200,000 1,820,000 3,380,000

小川　祐司 新潟大学 講師
２型糖尿病患者のＣＫＤ病態に対する抗菌的歯周治療
の有用性に関する無作為化比較試験

5,070,000 1,300,000 3,770,000

小池　裕司 新潟大学 准教授
ＱＣＤ高次ツイスト効果がもたらす新奇な現象の解明と
ハドロン構造の研究

4,550,000 1,950,000 2,600,000

小林　日出至
郎

新潟大学 教授 『イリアス』の運動競技における精神性に関する研究 5,200,000 1,560,000 3,640,000

小林　武弘 新潟大学 准教授
アルポート症候群新規モデルマウスの作出と新たな分
子病態の実証および治療法の開発

5,200,000 2,210,000 2,990,000

松原　幸夫 新潟大学 教授
大学教育における高度熟練技術伝承法を活用した学
習カリキュラムの開発

1,950,000 650,000 1,300,000

松尾　正之 新潟大学 教授
原子核密度汎関数理論で解明する弱束縛中性子の集
団ダイナミックス

4,810,000 1,950,000 2,860,000

松本　英実 新潟大学 教授
ミクスト・リーガル・システム論による日本法の比較法
的再定位―条理、名誉棄損、信託

5,200,000 1,950,000 3,250,000

照光　真 新潟大学 准教授
ヒト口腔顔面の末梢神経障害に対する水分子状態をと
らえたＭＲ生体病理イメージング

5,330,000 3,640,000 1,690,000

常木　正則 新潟大学 教授
国語科学習指導の基本的な知識・技術の具体化・体
系化研究

1,430,000 390,000 1,040,000

新美　奏恵 新潟大学 その他
多血小板血漿を歯の移植に応用する‐ｉｎ　ｖｉｖｏとｉｎ　ｖｉ
ｔｒｏの検討‐

5,330,000 2,860,000 2,470,000

新保　一成 新潟大学 准教授
光導波路分光・水晶振動子複合法によるナノ構造物性
その場評価とデバイス高機能化

5,460,000 2,860,000 2,600,000

榛沢　和彦 新潟大学 助教
日本人一般住民における深部静脈血栓の頻度及び地
域差の調査

5,200,000 1,820,000 3,380,000

神原　信幸 新潟大学 その他
日米比較研究による学士教育課程を高度化する高大
連携教育の体系化

3,120,000 1,040,000 2,080,000

須川　賢洋 新潟大学 助教
デジタル・フォレンジックの必要性と今後の法制度／訴
訟に与える影響の研究

2,470,000 780,000 1,690,000

杉原　名穂子 新潟大学 准教授
ジェンダー論からみるソーシャル・キャピタル概念の理
論的・実証的検討

3,120,000 1,950,000 1,170,000

杉山　稔恵 新潟大学 准教授
家禽の脚弱および破卵の防止に向けたビタミンＤ新規
代謝の解明

5,330,000 2,210,000 3,120,000

成田　美和子 新潟大学 准教授
全く新しい方法による標的ｍＲＮＡ切断を応用した腫瘍
に対する新規核酸医薬の開発

5,070,000 1,820,000 3,250,000

星名　秀行 新潟大学 講師
培養骨膜細胞による歯槽骨再生ＰｈａｓｅⅡ臨床試験と
将来の無血清化への基礎的検討

5,070,000 1,950,000 780,000 3,120,000

清野　誠喜 新潟大学 准教授
ＪＡの戦略的営業に関する研究－青果物を対象とした
モデル化－

4,680,000 1,820,000 2,860,000

西原　亜矢子 新潟大学 その他
国立大学法人の「性差保健」研究による地域貢献のあ
り方についての省察的実践研究

1,690,000 520,000 1,170,000
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西山　秀昌 新潟大学 准教授 自律神経系は咀嚼筋のＴ２値に関与するのか？ 5,070,000 910,000 4,160,000

石垣　健二 新潟大学 准教授 「身体教育（体育）によって育てる間身体性」の解明 4,030,000 1,170,000 2,860,000

石崎　裕子 新潟大学 講師
Ｔｏｏｔｈ　Ｗｅａｒ（咬耗）の診断基準策定のための生理的
磨耗と象牙質露出調査

5,200,000 2,730,000 2,470,000

泉宮　尊司 新潟大学 教授
衛星リモートセンシングによる非線形波浪の水位分布
を考慮した高精度波高推定法の開発

5,590,000 4,290,000 1,300,000

足立　幸子 新潟大学 准教授
国際標準を反映した教員用読書力評価パッケージの
開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

村松　正吾 新潟大学 准教授
高機能画像表現のための傾斜平面分離性能を有する
二次元直交変換の設計と実時間実現

5,330,000 2,470,000 2,860,000

多部田　康一 新潟大学 准教授
口腔ー消化管の粘膜免疫システムを介した口腔感染
と動脈硬化性疾患の関連機序

5,200,000 1,690,000 3,510,000

大久保　真樹 新潟大学 准教授
肺がんＣＴ診断支援システムに適する画質への画像変
換法の開発

2,080,000 910,000 1,170,000

大原　謙一 新潟大学 教授
バースト的シグナルを含む新しい重力波データ解析手
法の開発

4,940,000 2,080,000 2,860,000

大坪　隆 新潟大学 准教授
オンライン低温核偏極法による中性子過剰二重魔法
数核の核構造研究

5,330,000 3,640,000 1,690,000

大島　邦子 新潟大学 講師
歯胚移植術を用いた歯髄形成過程における歯髄幹細
胞とＷｎｔシグナルの役割の解明

5,070,000 1,560,000 3,510,000

大野　義章 新潟大学 教授 鉄系高温超伝導の発現機構と対称性 5,070,000 1,950,000 3,120,000

谷口　正之 新潟大学 教授
抗菌米タンパク質成分のヒト病原菌に対する殺菌作用
機構の解明と食品医薬品への応用

5,330,000 2,600,000 2,730,000

池内　健 新潟大学 助教
アミロイドβ依存性に異常タウリン酸化を誘導する分子
群の網羅的解析

5,070,000 1,170,000 3,900,000

竹中　彰治 新潟大学 助教
菌体外マトリックスを標的とした成熟バイオフィルム制
御のための多角的アプローチ

5,330,000 2,470,000 2,860,000

中野　優 新潟大学 准教授
花き園芸植物における形質転換体を育種親に用いた
新品種育成システムの構築

5,460,000 2,860,000 2,600,000

猪俣　賢司 新潟大学 准教授
東京と南洋を往還する帝国の残映とゴジラ映画史５０
年の比較文化史

2,600,000 780,000 1,820,000

長谷川　英夫 新潟大学 准教授
農業環境工学と産業・技術教育を融合した新しい生物
育成・情報学習システムの開発

5,460,000 2,340,000 3,120,000

長谷川　富市 新潟大学 その他
マイクロチャネルを通る流れによる水の異常流動現象
の実験的解明

4,680,000 2,600,000 2,080,000

辻　照彦 新潟大学 准教授
『ハムレット』のテキストにおけるパッセージレベルの異
同に関する研究

1,690,000 650,000 1,040,000

坪井　望 新潟大学 教授
対向ターゲット式交互堆積反応性スパッタ法で硫化水
素を用いた銅インジウム薄膜の作製

5,460,000 3,770,000 1,690,000

田巻　帝子 新潟大学 准教授
「自分のための」司法参加～パブリックリーガルエデュ
ケーション導入を手がかりとして

4,160,000 1,820,000 2,340,000

田中　みか子 新潟大学 講師
歯槽骨の骨構造変化を指標とした骨粗鬆症診断法の
開発　―歯科臨床からのアプローチ―

5,200,000 2,730,000 2,470,000
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田中　礼 新潟大学 助教
Ｄｕａｌ　Ｅｎｅｒｇｙ　ＣＴイメージングによる顎骨骨髄微小
循環描出の試み

4,940,000 3,250,000 1,690,000

渡邉　恵一 新潟大学 准教授
ヒルベルト空間上の荷重合成作用素のジョルダン型モ
デル理論に関する研究

4,680,000 1,560,000 3,120,000

藤井　雅寛 新潟大学 教授
ウイルス癌蛋白を標的とした成人Ｔ細胞白血病に対す
る治療薬の作用機構

5,200,000 1,950,000 3,250,000

藤原　直士 新潟大学 教授
局所脳機能への麻酔作用の画像解析とその動画ライ
ブラリーの構築

5,460,000 3,900,000 1,560,000

藤村　忍 新潟大学 准教授
栄養処理による食肉の呈味制御：遺伝子発現及びメタ
ボローム解析による高品質化

5,200,000 2,080,000 3,120,000

藤田　益子 新潟大学 准教授
近現代の漢語動詞の演変分化による機能構文の構造
発展と機能義変容に関する通時的研究

5,070,000 1,430,000 3,640,000

南方　暁 新潟大学 教授
現代社会における家族の再構築支援体制に関する実
証的研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000

難波　寿明 新潟大学 助教
神経栄養因子を介する中脳ドパミン神経活動調節の
異常に関与するチャネル機構の解明

5,070,000 2,210,000 2,860,000

馬場　洋 新潟大学 教授 プレギャバリン・ガバペンチンの本当の作用機序 3,250,000 1,170,000 2,080,000

薄井　宏 新潟大学 助教
ノックアウト・エクスプレッション法を用いた新しいグリ
オーマモデルマウスの作出

5,070,000 3,380,000 1,690,000 1,690,000

飛田　俊幸 新潟大学 講師
脊髄再生は運動および感覚機能を正常に回復できる
か？脊髄機能モニタリングによる解析

5,200,000 3,120,000 2,080,000

樋口　雅也 新潟大学 准教授
ＨＴＬＶ－１の発がん性を規定するＰＤＺドメイン蛋白シ
グナル制御のメカニズム

5,330,000 1,950,000 3,380,000

尾田　雅文 新潟大学 教授
ハイドロダイナミック遺伝子治療装置の制御パラメータ
導出手法の開発

5,720,000 4,420,000 1,300,000

菱田　竜一 新潟大学 准教授 マウス帯状回による注意の神経回路メカニズムの解明 5,200,000 1,820,000 3,380,000

富山　智香子 新潟大学 准教授
性差に基づいた自己免疫性肝炎の発症と肝内樹状細
胞との関連性について

3,900,000 1,820,000 2,080,000

富田　雅之 新潟大学 准教授
糸球体上皮細胞におけるシナプス小胞関連分子によ
るスリット膜機能調節機構の解明

5,330,000 2,860,000 2,470,000

武内　恒成 新潟大学 准教授
脊髄損傷修復の阻害機構の制御：コンドロイチン硫酸
基ＫＯマウスと治療への新素材応用

5,200,000 2,210,000 2,990,000

風間　順一郎 新潟大学 准教授 慢性腎臓病患者における骨質構成要因の探索 2,730,000 1,430,000 1,300,000

福井　聡 新潟大学 准教授
高温超伝導回転機用巻線の交流損失低減手法とそれ
に基づく 適化設計の研究

5,460,000 2,990,000 2,470,000

福地　健郎 新潟大学 講師
緑内障眼の視神経乳頭部における細胞・細胞外マト
リックス構造のインターアクション

5,330,000 3,380,000 1,950,000

平元　和彦 新潟大学 准教授
制御性能 適化を指向したセミアクティブ制御におけ
る低次元モデルと制御則の決定法

5,200,000 1,820,000 3,380,000

芳澤　享子 新潟大学 助教
安定した高い粘膜再生能を有する培養粘膜の開発－
口腔粘膜上皮前駆／幹細胞の応用－

5,200,000 2,340,000 2,860,000

豊島　靖子 新潟大学 助教
家族性前頭側頭型認知症におけるエンドソーム関連蛋
白ＣＨＭＰ２Ｂ機能異常の研究

5,200,000 1,690,000 3,510,000
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北川　純一 新潟大学 准教授
神経損傷を起因とする神経因性疼痛に対するＱＸ－３
１４の麻酔効果の検討

5,200,000 2,860,000 2,340,000

北村　順生 新潟大学 准教授
地域間コミュニケーションを通じたコミュナルな地域文
化の情報発信に関する実践的研究

5,200,000 2,470,000 2,730,000

味岡　洋一 新潟大学 教授
潰瘍性大腸炎の炎症性発癌におけるＤＮＡ損傷修復
応答の意義

5,200,000 3,120,000 2,080,000

野崎　眞澄 新潟大学 教授 ヌタウナギの生殖内分泌機構の解明 5,330,000 2,600,000 2,730,000

柳沼　宏寿 新潟大学 准教授
「映像メディアによる表現」の教育的効果に関する研究
～日豪のシネリテラシーを基に～

3,510,000 1,690,000 1,820,000

李　健泳 新潟大学 教授
中小企業を対象としたビジネス・プロセス管理モデルの
構築に関する研究

4,810,000 1,690,000 3,120,000

李　鎔範 新潟大学 助教
マンモグラフィ受検者の『心身緊張を自ら軽減する』ケ
アプログラムの構築

5,200,000 2,340,000 2,860,000

林　孝文 新潟大学 教授
６４列ＭＤＣＴ　ｐｅｒｆｕｓｉｏｎによる潜在的頸部転移リンパ
節可視化の試み

4,940,000 1,950,000 2,990,000

鈴木　光太郎 新潟大学 教授
実験心理学と経験主義哲学・啓蒙主義哲学を繋ぐ試
み

3,250,000 1,170,000 2,080,000

鈴木　孝庸 新潟大学 教授 平曲伝承資料の基礎的研究 4,940,000 1,300,000 3,640,000

鈴木　正朝 新潟大学 教授
ＩＤの法的研究－共通番号、国民ＩＤ及び民間ＩＤのプラ
イバシー・個人情報保護

5,200,000 1,820,000 3,380,000

鈴木　雄太郎 新潟大学 講師
アディポカインと糖尿病関連遺伝子を用いた抗精神病
薬誘発性糖脂質代謝異常発症の予測

5,070,000 2,600,000 2,470,000

鈴木　榮一 新潟大学 教授
マウスを用いた運動誘発性気管支喘息モデルの作成
とその解析

5,200,000 2,730,000 2,470,000

和泉　大輔 新潟大学 その他
体表面標準心電図による心内の三次元的再分極分布
と不整脈リスクの評価

4,940,000 2,080,000 2,860,000

鷲山　和雄 新潟大学 准教授
悪性グリオーマにおけるＡＲＦ－ＢＰ１抑制効果の基礎
的研究

5,070,000 2,470,000 2,600,000

廣冨　敏伸 新潟大学 助教 ８０２０達成後の歯数維持に関するコホート研究 5,070,000 1,560,000 3,510,000

澤村　明 新潟大学 准教授
中山間地域・離島における居住の継続を支える社会関
係資本の実態把握調査

4,940,000 1,820,000 3,120,000

齋藤　達弘 新潟大学 教授
地方に本社を置く株式公開企業と地方銀行のメインバ
ンク関係：上場前に焦点を当てて

3,120,000 1,300,000 1,820,000

塩野谷　明 長岡技術科学大学 准教授
スキー実滑走時模擬振動発生源シミュレータの開発と
スキー滑走機構解明の基盤構築

5,200,000 2,990,000 2,210,000

岩橋　政宏 長岡技術科学大学 准教授
カラー成分の非線形写像を伴う映像オドメトリのための
ビット深度階層符号化

5,200,000 1,950,000 3,250,000

岩崎　英治 長岡技術科学大学 准教授
地域環境因子と風況に基づいた耐候性鋼橋梁の腐食
予測と余耐力評価システムの構築

5,200,000 2,990,000 2,210,000

宮崎　敏昌 長岡技術科学大学 准教授
２関節同時駆動アームロボットの安全駆動型位置・力
同時制御系

5,200,000 2,340,000 2,860,000

金子　覚 長岡技術科学大学 教授
四角穴パターンを有するダンパシールにおける穴形状
パラメータの 適化

5,720,000 3,900,000 1,820,000
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五島　洋行 長岡技術科学大学 准教授
多モード切り替え型ハイブリッドシステムのオンライン
スケジューリング方法

5,460,000 1,950,000 3,510,000

高橋　修 長岡技術科学大学 准教授
大都市国際空港を対象としたアスファルト舗装のライフ
エクステンション技術の開発

5,070,000 1,560,000 3,510,000

高橋　祥司 長岡技術科学大学 准教授
耐熱性を有する新奇なＤ－アミノ酸オキシダーゼの探
索と機能解析

5,720,000 3,770,000 1,950,000

佐藤　武史 長岡技術科学大学 助教
転写因子を用いた糖鎖シグナルの制御によるがん悪
性形質の抑制

5,460,000 3,510,000 1,950,000

山崎　克之 長岡技術科学大学 教授 環境観測情報ネットワークシステムの研究開発 4,940,000 1,820,000 3,120,000

小笠原　渉 長岡技術科学大学 准教授
高精度比較ゲノム解析を用いた糸状菌のタンパク質分
泌生産メカニズムの解明

5,460,000 2,730,000 2,730,000

小林　泰秀 長岡技術科学大学 准教授
ループ管熱音響冷凍機における定在波抑制制御装置
の開発

5,200,000 2,470,000 2,730,000

上村　靖司 長岡技術科学大学 准教授
「雪かき道場」を通じた減災コミュニケーションに関する
研究

5,070,000 1,690,000 3,380,000

西山　洋 長岡技術科学大学 助教
固体触媒反応で生成させた高温水分子ビームを用い
た金属酸化物薄膜の作製

5,200,000 1,690,000 3,510,000

武田　雅敏 長岡技術科学大学 准教授
冶金学的手法による熱電変換材料の組織制御と性能
向上

5,460,000 2,860,000 2,600,000

門脇　敏 長岡技術科学大学 教授
低カロリーガスによるエクセルギー保持燃焼：国際安
全規格準拠の超小型燃焼器の開発

5,460,000 3,120,000 2,340,000

安藤　知子 上越教育大学 准教授
＜学校力＞向上を規定する組織の内的メカニズムに
関する基礎的研究

3,380,000 1,040,000 2,340,000

加藤　哲則 上越教育大学 准教授
特別支援学校の学校健康診断における聴力検査実施
方法の検討

4,550,000 780,000 3,770,000

釜田　聡 上越教育大学 教授
臨床的アプローチとＥＳＤを基軸とした日韓相互理解の
ための歴史教育の教材開発研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

山縣　耕太郎 上越教育大学 准教授
東北地方日本海沿岸地域における湖沼堆積物を用い
た歴史時代の環境変遷復元

4,940,000 1,300,000 3,640,000

志村　喬 上越教育大学 准教授
イギリス諸島における社会系教科教育課程の多様性
にみられる普遍性と固有性

1,950,000 650,000 1,300,000

小島　伸之 上越教育大学 准教授
近現代日本の宗教とナショナリズム―国家神道論を軸
にした学際的総合検討の試み―

5,330,000 2,210,000 3,120,000

小埜　裕二 上越教育大学 教授
小川未明小説全集（小品・評論・随筆を含む）未収録作
品の調査・収集と研究

2,600,000 1,040,000 1,560,000

松本　健吾 上越教育大学 教授 作用素環論の記号力学系理論への応用 4,290,000 1,300,000 2,990,000

石川　真 上越教育大学 准教授
青少年のネットワーク環境における社会的なつながり
の認識に関する基礎的研究

3,510,000 1,430,000 2,080,000

大森　康正 上越教育大学 准教授
対象モデルの概念に基づく知的学習支援環境に関す
る研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000

大庭　重治 上越教育大学 教授
低学年児童を対象とした小集団における文字学習支
援方法の開発

4,420,000 2,080,000 2,340,000

天野　和孝 上越教育大学 教授 新生代型化学合成群集の出現とその古生態学的要因 4,810,000 2,340,000 2,470,000
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井上　博 富山大学 教授
心不全の心腎連関における自律神経機能の概日リズ
ム異常に関する研究

5,200,000 3,640,000 1,560,000

永福　智志 富山大学 准教授 サル辺縁皮質における「顔」のニューロン表現 5,070,000 1,690,000 3,380,000

奥村　知之 富山大学 助教
消化器癌幹細胞と微小環境との相互作用に関与する
治療標的マイクロリボ核酸の探索

5,070,000 2,210,000 2,860,000

加藤　敦 富山大学 准教授
ゴーシェ病治療薬開発を指向したイミノ糖型シャペロン
のデザイン合成研究

5,330,000 1,950,000 3,380,000

鎌田　倫子 富山大学 教授
日本語教育プログラムにおけるエンパワメント評価の
実践

4,940,000 1,430,000 3,510,000

吉井　美穂 富山大学 講師 手指拘縮をもつ患者の手指汚染に関する基礎的研究 5,460,000 4,550,000 910,000

橋爪　和夫 富山大学 教授
児童が運動有能感やセルフエフィカシーを高めて生き
る力を育むための身体教育の価値

5,200,000 2,340,000 2,860,000

金子　幸代 富山大学 教授
女性「労働」の文学表象に見る一九一〇年代の雑誌文
化交流の研究

4,940,000 2,210,000 2,730,000

原　正憲 富山大学 准教授 磁化率と電子構造からの水素ハンドリング材設計手法 4,810,000 2,340,000 2,470,000

高橋　満彦 富山大学 准教授
野生動物保護管理の推進に必要な狩猟者の法的位置
づけ及び権利関係等に関する研究

3,510,000 1,170,000 2,340,000

高原　照美 富山大学 准教授
ライブイメージング法を用いた間葉系幹細胞の時間・
空間的解析―肝臓内ニッチの探索

5,200,000 2,470,000 2,730,000

黒崎　文也 富山大学 准教授
新たな天然薬用資源としての高等植物の潜在的二次
代謝能の顕在化とその応用

5,200,000 2,210,000 2,990,000

今中　常雄 富山大学 教授
ペルオキシソーム膜形成システムの解析とナノメディシ
ンへの展開

5,330,000 2,210,000 3,120,000

佐久間　勉 富山大学 准教授
薬物代謝酵素ＣＹＰ３Ａの雌性優勢発現におけるエピ
ジェネティック調節の役割

5,330,000 2,600,000 2,730,000

山崎　裕治 富山大学 准教授
水産重要種カワヤツメの性成熟制御機構解明のため
の分子生態学的アプローチ

5,460,000 2,860,000 2,600,000

小松　裕子 富山大学 准教授
モバイルネット社会における情報支援知の抽出と再配
置

5,200,000 1,430,000 3,770,000

小倉　利丸 富山大学 教授
ストリート文化の「非犯罪化」に関する表現の自由と所
有権の相克問題

2,470,000 910,000 1,560,000

小林　俊哉 富山大学 教授
研究者・研究機関職員のアウトリーチ・スキル向上要
件の研究

4,810,000 1,300,000 3,510,000

松田　健二 富山大学 教授
中間相への元素複合固溶による希土類金属レス軽量
合金の開発

5,200,000 1,560,000 3,640,000

新鞍　眞理子 富山大学 准教授
要介護度の維持期間からみた介護サービスの有効性
の評価

5,070,000 1,040,000 4,030,000

森脇　喜紀 富山大学 教授
電子陽子質量比の時間的変化の検出実験に向けて－
単一量子状態の分子生成実験－

5,460,000 3,770,000 1,690,000

杉山　敏郎 富山大学 教授
温度感受性遺伝子導入動物カハール細胞を用いた消
化管間質腫瘍の悪性化機序

5,330,000 3,900,000 1,430,000

瀬田　剛 富山大学 准教授
微視的挙動解析に基づく懸濁液の界面不安定の発生
メカニズムの解明

5,200,000 910,000 4,290,000
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清水　忠道 富山大学 教授
水疱性類天疱瘡の病態関連モノクローナル抗体の単
離と新規診断法・治療法の開発

5,200,000 1,950,000 3,250,000

西村　優紀美 富山大学 准教授
発達障害のある大学生に対するコミュニケーション教
育法の開発

4,030,000 1,820,000 2,210,000

青木　恭子 富山大学 准教授
帝政ロシアの移住・入植事業と移住農民ー１９世紀後
半から２０世紀初頭

3,120,000 1,430,000 1,690,000

石井　陽子 富山大学 助教
血小板由来増殖因子の神経細胞死抑制およびシナプ
ス形成促進作用に対する役割の検討

5,070,000 1,820,000 3,250,000

石原　外美 富山大学 教授 欠陥鋭敏構造材の疲労寿命分布評価法に関する研究 4,940,000 2,080,000 2,860,000

石崎　泰男 富山大学 准教授
３個以上のマグマ溜りによる大規模火砕噴火に関する
岩石学的研究

5,460,000 2,860,000 2,600,000

川崎　聡大 富山大学 教授
学習到達度への発達障害の関与と効率的な学習支援
システムの構築に関するコホート研究

5,200,000 2,600,000 2,600,000

池本　弘之 富山大学 教授
鎖状分子を基本構造とするＴｅナノ粒子の階層構造と
光学特性

5,590,000 2,600,000 2,990,000

中澤　敦夫 富山大学 教授 「１６世紀絵入り年代記集成」の文献学・図像学的研究 3,380,000 1,560,000 1,820,000

鳥羽　達郎 富山大学 准教授 小売企業の戦略的ＣＳＲ経営に関する研究 4,810,000 1,950,000 2,860,000

田村　了以 富山大学 教授 睡眠の記憶固定促進効果に関わる神経基盤の解明 5,200,000 1,820,000 3,380,000

田代　発造 富山大学 准教授
臨界角近傍の光分布を用いたナノラジアンの感度を持
つ極微小角度の変位測定

5,330,000 3,510,000 1,820,000

田端　俊英 富山大学 准教授
神経変調因子の脳局所ダイナミクスとＧＰＣＲ相互作用
を介した学習効率の制御

5,200,000 2,990,000 2,210,000

渡辺　志朗 富山大学 准教授
リピドミクス解析による漢方薬の新しい脂質代謝制御
活性の検出

5,070,000 1,950,000 3,120,000

東田　千尋 富山大学 准教授
慢性期脊髄損傷の回復を目指す研究－多能的新規化
合物デノソミンの作用機序－

5,070,000 1,560,000 3,510,000

徳永　洋介 富山大学 教授 宋元時代の刑事政策とその展開 5,200,000 2,600,000 2,600,000

波多　宣子 富山大学 准教授
水相から生成させる有機イオン会合体への化学成分
の分配挙動と環境分析への応用

5,200,000 3,640,000 1,560,000

波多野　雄治 富山大学 教授
プラズマ・壁相互作用研究ツールとしてのグロー放電
発光分析の高度化

5,070,000 1,560,000 3,510,000

柏木　健司 富山大学 准教授
東アジア東縁のジュラ紀－白亜紀の微化石相および
海洋古環境解析

5,070,000 2,470,000 2,600,000

八塚　美樹 富山大学 教授 女性のための冷え対策総合プログラムの開発と評価 4,420,000 2,600,000 1,820,000

比嘉　勇人 富山大学 教授
看護における私的スピリチュアル境界の構造とその調
整技術的要素の抽出

5,070,000 2,080,000 2,990,000

樋口　弘行 富山大学 教授
弱い外部刺激によりポルフィリン環の電子状態を可逆
的に遠隔調整するシステム開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

伏見　裕利 富山大学 准教授
日本民間薬の現地調査と民族薬物データベースの充
実

3,640,000 1,300,000 2,340,000
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服部　裕一 富山大学 教授
エピジェネテック制御機構を標的とする敗血症治療法
の探究

5,330,000 2,210,000 3,120,000

北田　佳子 富山大学 准教授
校内授業研究における教師の職能発達を支援する校
長のリーダーシップに関する研究

4,550,000 2,210,000 2,340,000

堀田　裕弘 富山大学 教授
脳機能計測と生体計測の情報統合による多視点裸眼
３ＤＴＶのユーザ体感品質測定

5,460,000 3,770,000 1,690,000

野口　誠 富山大学 教授
口腔癌顎骨浸潤の免疫学的機序の解明と新規治療戦
略の開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

野平　慎二 富山大学 教授
インドネシアにおける多文化共生をめざした道徳教育
カリキュラムの開発に関する研究

4,940,000 1,820,000 3,120,000

李　貞範 富山大学 助教
食資源由来機能性多糖によるインフルエンザウイルス
感染制御基盤の解明

5,200,000 2,210,000 2,990,000

鈴木　炎 富山大学 准教授
ランダム光散乱媒体を利用したフラクタル反応場の開
発

5,460,000 3,120,000 2,340,000

會澤　宣一 富山大学 教授
金属貯蔵反応場を与える再利用可能なかご型ホスフィ
ンスルフィド錯体触媒の開発

5,200,000 1,950,000 3,250,000

櫻井　宏明 富山大学 准教授
がん微小環境におけるＴＮＦ－α→ＴＡＫ１シグナルは
なぜ転移を促進するのか

5,330,000 2,210,000 3,120,000

安本　和生 金沢大学 講師
ＨＧＦ／ｃＭＥＴ　ａｘｉｓとＨＢーＥＧＦを標的とした胃癌標
的治療法の開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

井関　尚一 金沢大学 教授
マウス顎下腺の性差におけるアンドロゲン受容体の役
割

5,330,000 2,600,000 2,730,000

一瀬　孝 金沢大学 その他
経路積分的考察による量子力学のプロパゲイターに係
わる研究

4,940,000 1,430,000 3,510,000

稲垣　美智子 金沢大学 教授 糖尿病腎症初期患者の管理ツールの開発 5,200,000 2,210,000 2,990,000

稲角　光恵 金沢大学 教授 国際法上の犯罪に対する主体別の責任法理の新動態 2,600,000 1,040,000 1,560,000

遠藤　良夫 金沢大学 准教授
細胞膜輸送系の機能修飾に基づく光線力学的治療の
効果増強法の基礎開発

4,680,000 1,690,000 2,990,000

横山　明彦 金沢大学 教授
液相における超重元素ラザホージウムの陽イオン化学
種の同定とその化学挙動

5,200,000 3,510,000 1,690,000

河村　一海 金沢大学 准教授
女性アルコール依存症者の死への転帰を予防するた
めの断酒継続プログラムの開発

5,200,000 2,730,000 2,470,000

笠原　寿郎 金沢大学 講師 肺癌におけるｃＭｅｔとＴｏｐｏｉｓｏｍｅｒａｓｅ　Ⅰの関連 4,160,000 1,430,000 2,730,000

蒲生　忠継 金沢大学 その他
ゼブラフィッシュを用いた遺伝性不整脈の病態解明と
治療法の確立

5,070,000 2,080,000 2,990,000

岩田　英樹 金沢大学 教授
青少年の喫煙・飲酒行動回避のための断るスキル評
価に関する基礎的研究

3,250,000 1,170,000 2,080,000

菊知　充 金沢大学 助教 小児における確率的脳座標の作成 5,070,000 2,730,000 2,340,000

吉岡　和晃 金沢大学 助教
２型ＰＩ３キナーゼα酵素による細胞内小胞輸送調節を
介した物質・情報交換制御の機構

5,330,000 2,730,000 2,600,000

久保　守 金沢大学 助教
高分解能衛星データと複数デジタルカメラを用いた森
林動態の３次元モニタリング

5,330,000 2,730,000 2,600,000
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久保　拓也 金沢大学 准教授
スティグマの切離・逸脱者の正常化：米国社会と文学
に見る「奇形の男性性」表象

2,210,000 780,000 1,430,000

宮城　徹 金沢大学 助教
ノスカピン誘導体ＥＭ０１１の腎細胞癌に対する抗腫瘍
効果及びそのメカニズムの検討

5,330,000 2,860,000 2,470,000

結城　正美 金沢大学 准教授
日米現代文学にみる食言説と環境観に関する総合的
研究

4,680,000 1,040,000 3,640,000

原田　憲一 金沢大学 准教授
原発性胆汁性肝硬変の胆管病変における性ホルモン
の関与と治療戦略

5,200,000 3,120,000 2,080,000

古舘　英樹 金沢大学 准教授
様々なコア構造を持つ二核鉄ペルオキソ錯体の創製
および酸化特異性の解明

5,200,000 2,340,000 2,860,000

古畑　徹 金沢大学 教授
高句麗・渤海をめぐる中国・韓国の「歴史論争」克服の
ための基礎的研究

4,940,000 1,560,000 3,380,000

江藤　望 金沢大学 准教授 フレスコ壁画における工芸的装飾技法の研究 3,770,000 1,300,000 2,470,000

高安　達典 金沢大学 准教授 合成麻薬ＭＤＭＡによる毒性機構の包括的解析 5,200,000 2,080,000 3,120,000

高橋　憲司 金沢大学 准教授
シリコンイオン液体中での過渡回折格子法による短寿
命ラジカル種の拡散係数の測定

5,330,000 1,950,000 3,380,000

高倉　正博 金沢大学 助教
癌幹細胞を標的とした婦人科癌治療ならびに腫瘍細
胞イメージングシステムの構築

5,070,000 2,340,000 2,730,000

高村　博之 金沢大学 助教 胚性幹細胞研究に基づく肝癌幹細胞増殖機構の解明 3,250,000 1,170,000 2,080,000

国嶋　崇隆 金沢大学 教授
脱水縮合反応を基盤とした薬物標的タンパク質の効率
的探索法の開発

5,330,000 2,730,000 2,600,000

根本　浩行 金沢大学 准教授
オンライン異文化相互学習ネットワークを用いた第二
言語学術リテラシー発達過程の研究

5,200,000 2,600,000 2,600,000

佐藤　渉 金沢大学 准教授
酸化亜鉛中不純物ドナー位置での伝導電子散乱現象
の探索

5,460,000 2,990,000 2,470,000

佐藤　正英 金沢大学 教授
不純物が結晶形態不安定に及ぼす動的効果と静的効
果

5,070,000 2,340,000 2,730,000

佐藤　保則 金沢大学 講師
カロリ病＋先天性肝線維症の新規薬物療法の探索－
動物モデルＰＣＫラットを用いて

5,200,000 2,340,000 2,860,000

細　正博 金沢大学 教授
ラット実験モデルによる拘縮時の組織変化に対する神
経系の関与についての検討

5,200,000 3,120,000 2,080,000

三浦　伸一 金沢大学 准教授
水素結合分子集団の量子振動状態に関する新規高精
度シミュレーション手法の開発

4,940,000 2,340,000 2,600,000

三好　正人 金沢大学 教授 講演音声の高品質収録システム技術の研究 3,640,000 1,300,000 2,340,000

山下　太郎 金沢大学 助教 肝癌幹細胞発生に関わるゲノム異常の網羅的解析 5,330,000 3,120,000 2,210,000

山本　憲男 金沢大学 教授
骨肉腫に対する新規合成プラチナ錯体にカフェインを
併用した化学療法の基礎的研究

5,070,000 520,000 4,550,000

山本　卓 金沢大学 准教授 「広い」太平洋文学における白人表象についての研究 2,730,000 1,170,000 1,560,000

室野　重之 金沢大学 講師 癌幹細胞理論にもとづく上咽頭癌発癌機構の解明 5,200,000 1,820,000 3,380,000

84



（単位：円）

研究代表者名 所属研究機関名 役職 研究課題名 交付決定額
平成23年度

交付額
平成23年度
前倒し交付額

未交付額

柴　和弘 金沢大学 教授
アルツハイマー病の早期診断を目的としたコリントラン
スポーターイメージング剤の開発

5,070,000 1,950,000 3,120,000

酒井　佳夫 金沢大学 准教授
遺伝子導入による間葉系幹細胞の肝修復再生能プロ
グラミングと肝再生療法への応用

5,070,000 1,950,000 3,120,000

秋田　純一 金沢大学 准教授
画素配置の擬似的な不規則化による超高画質画像シ
ステムの開発

5,330,000 2,340,000 2,990,000

小泉　恵太 金沢大学 准教授
攻撃行動を指標とした自閉症、発達障害原因遺伝子
の機能解析

5,070,000 2,210,000 2,860,000

小泉　晶一 金沢大学 教授
ヒトヘムオキシゲナーゼ（ＨＯ）－１欠損症の第２例目
発見：ＨＯ－１の機能的本質

5,200,000 1,950,000 3,250,000

小中　弘之 金沢大学 講師
核内受容体・ＮＦ－κＢクロストークを標的とした去勢
抵抗性前立腺癌に対する治療戦略

5,330,000 3,250,000 2,080,000

小林　史彦 金沢大学 講師
歴史的家屋の継承促進のための空き家バンクシステ
ムの実態と課題に関する研究

4,290,000 1,560,000 2,730,000

小林　淳二 金沢大学 教授
非アルコール性脂肪肝炎の予測因子としての脂質代
謝酵素測定意義の樹立

5,200,000 2,340,000 2,860,000

少作　隆子 金沢大学 教授 脳内カンナビノイド系が変化するメカニズムの解明 5,070,000 1,950,000 3,120,000

松井　希代子 金沢大学 助教 糖尿病腎症患者の療養行動継続のための療養条件 2,210,000 650,000 1,560,000

松下　良 金沢大学 教授
がん病態下における薬物の腎クリアランス亢進メカニ
ズムの解明

5,200,000 2,600,000 2,600,000

松尾　信郎 金沢大学 講師
Ｃ－１１メチオニンＰＥＴによる虚血性心疾患のリスク層
別化のための新しい画像診断

3,120,000 1,690,000 1,430,000

上木　耕一郎 金沢大学 助教 顎変形症手術における顎関節応力解析に関する研究 4,940,000 3,120,000 1,820,000

植田　邦彦 金沢大学 教授 タチツボスミレ類における「種」の存在様式の解析 5,460,000 2,860,000 2,600,000

深見　達基 金沢大学 助教
アシルグルクロナイドを加水分解する新規薬物代謝酵
素の同定および毒性学的意義

5,200,000 1,690,000 3,510,000

真田　茂 金沢大学 教授
動画対応ディジタルＸ線画像装置による筋肉ダイナミッ
クイメージング法の開発

4,810,000 1,820,000 2,990,000

杉原　一司 金沢大学 研究員
糖転移酵素ノックアウトマウス表現型と糖鎖機能を解
明する方法論の開発と実証

5,200,000 2,470,000 2,730,000

杉谷　加代 金沢大学 助教
ゼブラフィッシュ視神経再構築におけるＦａｃｔｏｒＸＩＩＩＡの
関与とその作用機序

5,460,000 2,340,000 3,120,000

星野　伸明 金沢大学 准教授 攪乱・模造データの個票開示リスク評価 5,070,000 2,600,000 2,470,000

西山　宣昭 金沢大学 教授
講義型授業における協調学習設計－論証作成ＣＳＣＬ
開発と脳波位相同期による評価

3,640,000 2,210,000 1,430,000

西村　聡 金沢大学 教授 近代宝生流能楽史の地方展開 2,600,000 650,000 1,950,000

西嶋　義憲 金沢大学 教授 標識・看板・ステッカー慣用表現の日独対照研究 2,600,000 650,000 1,950,000

西内　巧 金沢大学 准教授
植物の病害抵抗性を制御する新規ＭＡＰＫカスケード
の確立と防除技術への応用

5,330,000 2,210,000 3,120,000
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川西　琢也 金沢大学 准教授
土壌水の浸潤・脱水過程における界面形状変化の精
密計算と物質輸送解析への応用

5,590,000 3,770,000 1,820,000

川野　充弘 金沢大学 講師
ＩｇＧ４関連疾患の病態解明に向けて－Ｔ細胞機能異常
に基づいたモデルマウスの確立

5,200,000 2,470,000 2,730,000

前多　肇 金沢大学 准教授 環境応答型強発光性スイッチ分子の開発 5,070,000 1,950,000 3,120,000

前田　勝浩 金沢大学 准教授
主鎖に分子認識部位と動的軸性キラリティーを有する
π共役らせん高分子の創製と応用

5,330,000 2,990,000 2,340,000

善岡　克次 金沢大学 教授
軸索輸送における足場タンパク質ＪＳＡＰの役割とその
分子メカニズム

5,200,000 1,950,000 3,250,000

村上　雅子 金沢大学 助教
思春期気分障害患者の寛解時における認知機能と予
後

910,000 520,000 390,000

多田　幸生 金沢大学 准教授
超音波振動を利用した氷晶形成の制御による食品の
高品質冷凍技術の開発

5,460,000 3,120,000 2,340,000

大藪　加奈 金沢大学 教授
アーミッシュとイスラム系児童文学にみる宗教的世界
観の構築と受容

4,420,000 910,000 3,510,000

滝野　隆久 金沢大学 准教授
細胞外マトリックス分解と細胞運動の極性形成維持機
構

5,330,000 2,210,000 3,120,000

瀧　淳一 金沢大学 講師
虚血心筋障害、リモデリングにおける心筋間質の病態
と血管新生の画像化に関する研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

竹原　和彦 金沢大学 教授
全身性強皮症患者および線維化モデルマウスにおけ
る制御性Ｂ細胞の解析

5,460,000 3,380,000 2,080,000

中山　和也 金沢大学 准教授 低電力動作可能な不揮発ＳＲＡＭに関する研究 4,290,000 1,300,000 2,990,000

中西　猛夫 金沢大学 准教授
がん幹細胞特異的発現トランスポーターを標的とした
化学療法の基盤構築

5,330,000 2,080,000 3,250,000

中川　泰宏 金沢大学 准教授 ケーラー・リッチ流と偏極代数多様体の安定性 5,070,000 1,560,000 3,510,000

中村　芳久 金沢大学 教授 文法と言語進化：認知言語学の観点から 2,340,000 1,040,000 1,300,000

中田　光俊 金沢大学 助教
悪性グリオーマの浸潤シグナルを狙った分子標的療法
の確立

5,200,000 2,600,000 2,600,000

長沼　理恵 金沢大学 助教
ベトナムにおける母乳中ダイオキシン濃度とステロイド
ホルモンの関連

5,460,000 2,860,000 2,600,000

長谷川　和志 金沢大学 准教授
四元数ケーラー多様体内の部分多様体のツイスターリ
フトと四元数複素微分幾何学

3,900,000 1,430,000 2,470,000

塚　正彦 金沢大学 講師 ヒト血管壁における組織脆弱性評価の研究 5,460,000 3,380,000 2,080,000

天野　良平 金沢大学 教授
嗅神経及び腫瘍へ集積し高エネルギーを付与する原
子核プローブに関する核放射化学研究

5,330,000 2,990,000 2,340,000

田村　和弘 金沢大学 教授
超臨界二酸化炭素を用いたポリマー染着プロセスにお
ける物性値の解明

5,200,000 1,690,000 3,510,000

田島　秀浩 金沢大学 研究員
肝細胞癌における背景肝の線維化ならびに抗癌治療
誘発ＥＭＴ抑制に関する研究

4,030,000 1,430,000 2,600,000

田邊　浩 金沢大学 准教授
現代社会における自閉症スペクトラム障害の社会認識
と医療化に関する総合的研究

5,200,000 2,470,000 2,730,000
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渡邊　剛 金沢大学 教授
自動吻合器を用いたロボット支援下心拍動下左室心
尖大動脈バイパスの基礎的研究

5,070,000 1,690,000 3,380,000

土井　妙子 金沢大学 准教授 水俣における公害教育カリキュラムの研究 5,070,000 2,210,000 2,860,000

島田　啓子 金沢大学 教授
日本における出産後早期の母乳不足感の評価スケー
ル開発と効果的介入プログラムの検討

5,200,000 1,950,000 3,250,000

東　昭孝 金沢大学 助教
大学におけるクラウド環境を用いたプラグイン方式汎
用ポータルサイトの開発

4,810,000 2,730,000 2,080,000

東出　朋巳 金沢大学 講師
ラット専用光干渉断層計による緑内障関連モデルにお
ける網膜各層の構造的変化の解析

5,200,000 2,470,000 2,730,000

藤村　政樹 金沢大学 准教授
難治性慢性咳嗽の克服：気管支平滑収縮に対する咳
嗽反応の亢進メカニズムの解明と制御

5,070,000 1,950,000 3,120,000

能登谷　晶子 金沢大学 教授
長期的成果からみた聴覚障害幼児の言語聴覚療法に
関する研究

4,940,000 1,690,000 3,250,000

白坂　善之 金沢大学 助教
部位差を考慮した薬物の消化管吸収性評価システム
の構築とその製剤設計 適化への応用

5,200,000 2,210,000 2,990,000

白土　明子 金沢大学 准教授
宿主感染時の病原性にかかわる細菌遺伝子発現制御
と細胞貪食機構の解析

5,460,000 2,600,000 2,860,000

畑上　到 金沢大学 教授
誤差移入のランダム性を考慮した動的システムの構造
解析と保存系数値解法への新展開

5,070,000 2,600,000 2,470,000

尾島　恭子 金沢大学 准教授
総合的な生活資源教育からみた高等学校の生活設計
教育のあり方に関する研究

2,210,000 650,000 1,560,000

富田　重之 金沢大学 助教
新型ＳＰＹ－Ｑシステム心筋血流評価による交感神経
刺激心筋保護法の研究

5,460,000 4,160,000 1,300,000

片岡　邦重 金沢大学 准教授
バイオ燃料電池の実用化に必須である高反応性カ
ソード電極用酵素の研究開発

5,460,000 3,380,000 2,080,000

弁納　才一 金沢大学 教授
近現代中国における農村経済発展モデルの構築と零
細農化に関する実証研究

4,680,000 1,170,000 3,510,000

北川　裕久 金沢大学 助教
膵癌のＭｅｓｏｐａｎｃｒｅａｓへの進展に対する臓器発生と
筋膜の構造からみた戦略

5,590,000 4,550,000 1,040,000

堀　修 金沢大学 教授 ＡＴＦ６による黒質神経細胞の救済と蛋白質凝集抑制 5,200,000 2,210,000 2,990,000

綿引　伴子 金沢大学 教授
米国オハイオ州教育プログラムの分析をもとにした家
庭科「問題提起解決学習」の開発

3,120,000 1,040,000 2,080,000

木下　健 金沢大学 助教
自然免疫ストレスセンサーＮＬＲＰの新機能とその分子
機構解明

5,330,000 3,120,000 2,210,000

木村　春彦 金沢大学 教授
ニオイセンサを用いた独居老人のための環境認識シス
テム

4,940,000 1,820,000 910,000 3,120,000

門前　亮一 金沢大学 教授
高強度・高導電性を有するＣｕ－Ｎｉ－Ｆｅ－Ｐ合金の開
発

5,460,000 4,550,000 910,000

野原　淳 金沢大学 助教
高比重リポ蛋白組成異常による冠動脈疾患進展の機
序解明と制御

5,070,000 2,210,000 2,860,000

野村　明人 金沢大学 准教授
分岐を制限したガロアの逆問題とその類体塔問題へ
の応用に関する研究

4,420,000 1,820,000 2,600,000

矢倉　公隆 金沢大学 教授
ファストプランツの小・中学校理科授業における教材化
とその有効性の検証

1,820,000 1,430,000 390,000
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立矢　宏 金沢大学 教授
自動車の走行安全性を高めるタイヤ接地面の摩擦状
態測定用触覚センサの開発

5,460,000 2,600,000 2,860,000

林　宜仁 金沢大学 准教授
クラウンエーテル型バナデート配位子を有するランタニ
ド錯体の化学

6,110,000 4,810,000 1,300,000

寳學　淳郎 金沢大学 准教授
旧東ドイツスポーツ関係者の言説－インタビュー調査
を中心に

1,820,000 1,040,000 780,000

崔　吉道 金沢大学 准教授
副作用マネジメントと毒性回避のための臨床薬物動態
研究

5,200,000 1,820,000 3,380,000

廣瀬　まゆみ 金沢大学 研究員
ＧＳＫ３β阻害による消化器がん治療法の開発と分子
機構の解明

5,330,000 1,950,000 3,380,000

櫻井　利夫 金沢大学 教授
中世ドイツにおける城主支配領域から領国の地方行政
組織への発展の研究

3,120,000 1,170,000 1,950,000

篁　俊成 金沢大学 准教授
肥満による肝インスリン抵抗性形成におけるプロテア
ソーム機能異常の意義

5,200,000 1,820,000 3,380,000

ＤＥＦＡＧＯ　Ｘ
ａｖｉｅ

北陸先端科学技術大学
院大学

准教授
自律分散ロボット群向けの実用的非同期モデルの設
計と耐故障分散アルゴリズムの研究

3,900,000 1,300,000 2,600,000

ＬＥＥ　Ｊａｅ　Ｄ
ｏｎｇ

北陸先端科学技術大学
院大学

講師
アト秒ストリーク光電子分光での多体論的光電子散乱
の効果に対する理論研究

4,810,000 3,380,000 1,430,000

Ｖｅｓｔｅｒｇａａｒ
ｄ

北陸先端科学技術大学
院大学

准教授 モデル膜による分子ストレスセンシング 4,290,000 2,340,000 1,950,000

伊藤　泰信
北陸先端科学技術大学
院大学

准教授
ビジネスと人類学に関する実践的・メタ人類学的研究：
日英米の国際比較の視点から

4,940,000 1,300,000 3,640,000

吉田　武稔
北陸先端科学技術大学
院大学

教授 暗黙知普及のためのシステムアプローチの研究開発 4,940,000 1,820,000 3,120,000

宮田　一乗
北陸先端科学技術大学
院大学

教授 オノマトペを活用した記憶想起支援に関する研究 5,200,000 2,340,000 2,860,000

緒方　和博
北陸先端科学技術大学
院大学

准教授
論理式肥大に伴う活性のモデル検査の非効率化の改
善

5,070,000 1,820,000 3,250,000

小谷　一孔
北陸先端科学技術大学
院大学

准教授
顔表情の可視情報と非可視情報による感情推定に関
する研究

5,200,000 3,770,000 1,430,000

上原　隆平
北陸先端科学技術大学
院大学

准教授
幾何的特徴をもつグラフ構造に対する効率のよいアル
ゴリズムの研究と開発

5,200,000 2,210,000 2,990,000

水谷　五郎
北陸先端科学技術大学
院大学

教授
二次非線形光学効果を用いた凝集し修飾された単結
晶上原子ステップの機能の研究

4,940,000 1,820,000 3,120,000

石原　哉
北陸先端科学技術大学
院大学

教授 構成的集合論における逆数学の研究 5,070,000 1,820,000 3,250,000

中本　剛
北陸先端科学技術大学
院大学

助教
ゼーベックマイクロプローブ法を用いた熱電材料の異
方性評価と性能 適化に関する研究

5,070,000 3,120,000 1,950,000

長谷川　忍
北陸先端科学技術大学
院大学

准教授
研究活動スキルの共有・継承・学習を支援するＳＮＳに
関する研究

5,200,000 2,860,000 2,340,000

藤波　努
北陸先端科学技術大学
院大学

准教授
認知症対応型介護施設における入居者および介護者
の行動推定手法の開発

5,070,000 2,080,000 2,990,000

林　透
北陸先端科学技術大学
院大学

助教
日本の大学における組織開発（ＯＤ）に関する実証的
研究

4,290,000 1,430,000 2,860,000

伊藤　浩史 福井大学 教授
種々の癌細胞における細胞増殖因子刺激によるマイク
ロＲＮＡ発現調節

5,200,000 2,210,000 2,990,000
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永井　二郎 福井大学 准教授
衝突噴流系における過熱面上の固液接触限定抑制プ
ロセスの可視化計測と数値計算

5,200,000 2,340,000 2,860,000

岩田　賢一 福井大学 准教授
対称通信路におけるＰｏｌａｒ符号の符号構成法に関す
る研究

5,460,000 3,380,000 2,080,000

菊池　彦光 福井大学 教授
競合的スピンネットワークを有する一次元量子磁性体
の実験研究

5,200,000 2,860,000 2,340,000

吉田　拓生 福井大学 教授
素粒子実験で用いる半導体受光素子の微弱光検出能
力の限界を探る

5,200,000 1,820,000 3,380,000

久田　研次 福井大学 准教授
単分子吸着膜と鎖状分子により形成される界面不動
層の赤外反射分光法による特性解析

5,460,000 3,510,000 1,950,000

金邉　忠 福井大学 准教授
太陽光励起レーザー用Ｃｒ共ドープＮｄ：ＹＡＧセラミック
の高品質化

5,720,000 4,680,000 1,040,000

高橋　貞夫 福井大学 講師
ヒト分泌型ＶＬＤＬ受容体濃度測定の臨床的意義とその
生理機能の解明

5,330,000 2,340,000 2,990,000

高橋　透 福井大学 講師
テーラーメイド医療の実現に向けた新奇な高精度低労
働負荷遺伝子診断システムの開発

5,200,000 2,600,000 2,600,000

高田　洋子 福井大学 教授
高齢者介護を支える家族・専門職ネットワークに関す
る基礎的研究

2,600,000 650,000 1,950,000

山口　明夫 福井大学 教授
大腸癌におけるケモカイン・ケモカインレセプターの発
現とメカニズムの検討

5,200,000 1,820,000 3,380,000

山内　高弘 福井大学 講師
白血病細胞の機能薬理に基づく抗腫瘍薬耐性の克服
とテーラーメイド化学療法の確立

5,200,000 2,210,000 2,990,000

山本　英之 福井大学 助教
アレルギー性鼻炎の診断治療における鼻腔一酸化窒
素濃度の有用性の検討

5,200,000 2,340,000 2,860,000

謝　敏カク 福井大学 助教
スパイン成熟および可塑性を担う新たなリン脂質関連
因子の制御機構の解明

5,330,000 2,860,000 2,470,000

手塚　広一郎 福井大学 准教授
海上輸送産業および港湾インフラの市場競争と東アジ
アの国際物流の評価に関する研究

4,550,000 1,820,000 2,730,000

秋野　裕信 福井大学 准教授
下部尿路閉塞により増強される膀胱粘膜自律収縮促
進作用に関する研究

5,070,000 2,600,000 2,470,000

重松　陽介 福井大学 教授
タンデムマススクリーニングの高精度化に寄与する関
連分析法の開発と有用性の実証

5,200,000 2,600,000 2,600,000

勝山　俊夫 福井大学 教授
アモルファス・シリコンを用いた大面積・立体構造シリコ
ンフォトニクス

5,330,000 2,340,000 2,990,000

小形　信男 福井大学 教授
帯状レーザー溶融静電紡糸過程におけるテーラーコー
ンの形成機構の解明

5,460,000 3,380,000 2,080,000

小原　敦美 福井大学 教授 一般化熱統計学の情報幾何とその応用 4,290,000 1,300,000 2,990,000

小西　慶幸 福井大学 准教授 微小管修飾を介した神経細胞の形態機能制御 5,070,000 1,300,000 3,770,000

小川　勇 福井大学 教授
ジャイロトロンの高周波化によるテラヘルツ高出力光源
の開発

5,200,000 2,990,000 520,000 2,210,000

松友　一雄 福井大学 准教授
小・中学生の「言語力」を育成・評価する方法の実証
的・実践的研究

5,070,000 2,080,000 2,990,000

上原　佳子 福井大学 講師
看護学生の禁煙支援力育成のための教育プログラム
の構築

4,290,000 1,430,000 2,860,000
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西島　浩二 福井大学 助教
超低出生体重児の消化管成熟に向けた治療戦略：肺
サーファクタントを用いた動物実験

5,200,000 2,340,000 2,860,000

青木　芳隆 福井大学 助教
夜間頻尿はメタボリック症候群の発症予測あるいは進
行のマーカーとなりうるか？

4,680,000 2,210,000 2,470,000

川上　洋司 福井大学 教授 再生された地方鉄道の存在意義に関する実証的研究 2,080,000 780,000 1,300,000

大谷　昌弘 福井大学 助教 性差に基づいた胃発癌抑制の試み 5,460,000 3,250,000 2,210,000

長谷　博行 福井大学 教授
文書の置き方に依存しない文書情報入力システムの
構築

3,120,000 1,690,000 1,430,000

田中　幸枝 福井大学 助教
多剤耐性菌出現リスクを回避するための溶血性連鎖
球菌専用抗生剤の開発

5,590,000 4,030,000 1,560,000

八木　秀司 福井大学 准教授 神経細胞内ミオシン機能の新規制御機構の解明 5,070,000 2,210,000 2,860,000

服部　修次 福井大学 教授
ステライト代替材料としての耐キャビテーション材料の
開発

5,460,000 4,160,000 1,300,000

福井　一俊 福井大学 教授
異方性を持つⅢ－Ⅴ窒化物半導体の複素誘電率を絶
対測定する真空紫外エリプソの改良

5,070,000 1,560,000 3,510,000

福原　輝幸 福井大学 教授 都市域対応型広域路面温度予測モデルの開発 5,720,000 3,900,000 1,820,000

片山　寛次 福井大学 准教授
がん播種性転移に対する蛍光診断と光力学的治療に
関する研究

3,120,000 1,820,000 1,300,000

片山　正純 福井大学 准教授
異なる課題要求をもつ視覚・運動課題における対象物
の把持位置の乖離に関する研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

北井　隆平 福井大学 講師 グリオーマの浸潤機構の解明とその阻害方法 4,420,000 2,340,000 2,080,000

末　信一朗 福井大学 教授
高機能デバイス構築のための分子配向生体触媒と
カーボンナノチューブ複合体の構造制御

5,590,000 2,990,000 2,600,000

木村　浩彦 福井大学 教授
３Ｔ高磁場ＭＲＩによるＡＳＬ手法を基礎とする非侵襲的
機能画像の開発と臨床応用

5,200,000 2,340,000 2,860,000

矢澤　隆志 福井大学 助教 幹細胞からのセルトリ細胞の作製と分化機構の解明 5,200,000 1,950,000 3,250,000

櫻井　明彦 福井大学 准教授
白色腐朽菌変異株・超音波複合系による臭素系難燃
剤処理技術の開発

5,460,000 3,250,000 2,210,000

安達　登 山梨大学 教授
学際的研究で明らかにする関東地方縄文時代人の人
類学的・考古学的実像

5,460,000 2,470,000 2,990,000

井上　修 山梨大学 助教
肺胞上皮細胞の発生、分化における血小板受容体ＣＬ
ＥＣ－２の役割の解明

5,330,000 2,860,000 2,470,000

園家　啓嗣 山梨大学 教授
ガスタービン長寿命化のための新しい遮熱溶射皮膜の
開発

5,460,000 2,860,000 2,600,000

奥村　圭子 山梨大学 教授 短期交換留学生は異文化にどう適応しているか 4,810,000 2,080,000 2,730,000

加藤　初弘 山梨大学 准教授
逐次伝達法の弱形式理論化とそのマイクロ波への適
用およびテンソル場への拡張の検討

5,330,000 2,600,000 2,730,000

花輪　剛久 山梨大学 准教授
抗がん剤投与による末梢神経障害の緩和を目的とし
た皮膚貼付型ハイドロゲルの開発

5,200,000 910,000 4,290,000
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皆川　卓 山梨大学 准教授 近世ヨーロッパ国際関係における帝国イタリアの意義 1,950,000 650,000 1,300,000

垣尾　省司 山梨大学 准教授
逆プロトン交換を用いた縦波型リーキー弾性表面波の
低損失化と高周波フィルタへの応用

5,200,000 1,560,000 3,640,000

角田　博之 山梨大学 准教授
対向噴流のよどみ点領域に対する高シュミット数スカラ
場の構造解析とモデル化

5,460,000 3,900,000 1,560,000

岩永　正史 山梨大学 教授
説明スキーマの発達に基づく義務教育期国語科説明
文教材の系統化に関する研究

3,250,000 1,950,000 1,300,000

吉岡　秀幸 山梨大学 助教
脳虚血耐性現象におけるエピジェネティクスを介した神
経保護機序の解明

5,070,000 1,950,000 3,120,000

宮村　季浩 山梨大学 准教授
在宅認知症高齢者のＢＰＳＤおよび身体合併症に対す
る看護介入についての調査

5,070,000 1,560,000 3,510,000

宮嶋　尚哉 山梨大学 助教
セルロースのナノ構造を生かした革新的エネルギーデ
バイス用カーボンペーパーの作製

5,200,000 2,470,000 2,730,000

宮本　泉 山梨大学 教授
群と組合せ論に関する数式処理およびその応用の研
究

2,600,000 1,170,000 1,430,000

近松　一朗 山梨大学 講師
エピジェネティクスを標的とした癌幹細胞への新しい治
療戦略の開発

5,200,000 2,470,000 2,730,000

原田　和俊 山梨大学 講師
キナーゼ阻害薬の悪性黒色腫増殖抑制に対するメカ
ニズムの解明

5,200,000 2,080,000 3,120,000

古家　貴雄 山梨大学 教授 日本の英語教員養成システムについての総合的研究 2,470,000 1,040,000 1,430,000

高野　邦夫 山梨大学 講師
本邦における小児褥瘡の発症現況と病態の解明、お
よび褥瘡予防寝具の開発

5,460,000 4,420,000 1,040,000

合井　久美子 山梨大学 助教
小児難治性固形腫瘍に対する同種ナチュラルキラー
細胞による抗腫瘍効果

5,330,000 1,950,000 3,380,000

佐藤　宏明 山梨大学 助教
心筋虚血再灌流障害に対して高用量インスリン投与は
有効か

4,550,000 1,950,000 2,600,000

榊原　賢士 山梨大学 助教 ｍＴＯＲを分子標的としたバイパス開存率向上の研究 3,770,000 1,950,000 1,820,000

三村　耕作 山梨大学 その他
消化器癌微小環境における酸化ストレスが誘導する免
疫細胞機能不全の解明

5,200,000 2,470,000 2,730,000

寺崎　弘昭 山梨大学 教授 ヨーロッパ学校衛生論史研究 4,940,000 1,170,000 3,770,000

柴垣　直孝 山梨大学 准教授
メラノーマ担癌宿主に対する有効な免疫治療法を確立
するための基礎研究

5,460,000 3,380,000 2,080,000

小宮山　政晴 山梨大学 教授
アルコール発酵粕の超・亜臨界水接触ガス化プロセス
の開発

5,070,000 1,820,000 3,250,000

小畑　文也 山梨大学 教授 知的障害児のヘルスリテラシーに関する研究 1,690,000 650,000 1,040,000

小俣　昌樹 山梨大学 助教
閲覧者の興味と感情を重畳して他者への感化を促す
「情動ＷＥＢ」の構築

5,200,000 2,470,000 2,730,000

松岡　幹就 山梨大学 准教授
機能範疇によって導入される項の主語性と意味に関す
る研究

1,170,000 260,000 910,000

松川　隆 山梨大学 教授
前投薬、加齢が麻酔前加温と術中体温（中枢温、末梢
温）に及ぼす影響に関する研究

4,940,000 1,170,000 3,770,000
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松田　政徳 山梨大学 講師
慢性日本住血吸虫症の肝細胞癌切除後の再発・予後
に与える影響とそのメカニズムの解明

4,810,000 2,080,000 2,730,000

西田　継 山梨大学 准教授
微生物群集構造解析と同位体分析の結合による水汚
染ダイナミクスの解明

5,330,000 2,860,000 2,470,000

斉藤　成彦 山梨大学 准教授
物質移動解析を併用した既設コンクリート構造物の性
能評価システムの開発

5,330,000 3,380,000 1,950,000

石黒　浩毅 山梨大学 講師
神経接着因子関連の脳神経ネットワークから依存を解
明する

5,330,000 2,730,000 2,600,000

石山　忠彦 山梨大学 准教授
セボフルラン、プロポフォール麻酔時のエストロゲン、
プロゲステロンの脳保護効果

5,200,000 3,250,000 1,950,000

川村　龍吉 山梨大学 講師
蛍光ＨＩＶの表皮侵入機構の可視化と新規ＨＩＶ侵入阻
害薬の開発

5,590,000 3,640,000 1,950,000

早川　正幸 山梨大学 教授
河川流域におけるアクチノバクテリアの多様性解析と
遺伝子資源としての保全

5,330,000 1,170,000 4,160,000

村松　俊夫 山梨大学 教授
身体を通して自然環境を体感する“膜構造”を用いた
教育遊具の開発

5,200,000 1,170,000 4,030,000

大隅　清陽 山梨大学 准教授 日本古代の内陸交通と馬匹生産に関する学際的研究 2,730,000 1,040,000 1,690,000

大渕　竜太郎 山梨大学 教授 ３次元モデルの部分形状による比較と検索 5,070,000 2,470,000 2,600,000

滝口　晴生 山梨大学 准教授 偶像崇拝・偶像破壊論争とジョン・ダン 2,080,000 520,000 1,560,000

端　晶彦 山梨大学 准教授 子宮頸部胃型腺系病変の生物学的解析 5,200,000 2,340,000 2,860,000

中川　竜介 山梨大学 准教授
経口寛容、および食物アレルギーにおけるＴｈ１７細胞
の役割解明

5,200,000 2,340,000 2,860,000

中村　貴光 山梨大学 その他
薬剤溶出性ステント留置後の冠動脈内皮障害へのリ
モートコンディショニング効果の検討

4,680,000 2,600,000 2,080,000

中本　和典 山梨大学 教授 表現のモジュライとその周辺（２） 4,030,000 1,300,000 2,730,000

町田　茂 山梨大学 准教授
電子コーパスによる現代中国語文法形成過程の実証
的研究

5,070,000 2,340,000 2,730,000

田中　太一郎 山梨大学 助教
高血圧・脂質異常症・糖尿病の自己認識率（ａｗａｒｅｎｅ
ｓｓ）改善のための介入研究

5,330,000 2,210,000 3,120,000

土田　孝之 山梨大学 講師
間質性膀胱炎の疼痛に対するボツリヌス毒素、トリカブ
ト毒の作用機序

5,200,000 2,210,000 2,990,000

藤井　秀樹 山梨大学 教授
肝類洞機能を重視した新しい視点に基づく人工肝臓補
助システムの開発

5,200,000 2,470,000 2,730,000

鍋谷　暢一 山梨大学 准教授
マルチバンドギャップ半導体のバンド構造制御と高効
率太陽電池の作製

5,330,000 2,210,000 3,120,000

尾崎　由基男 山梨大学 教授
ピロリ菌惹起ＩＴＰにおける外毒素ＶａｃＡと血小板マルチ
メリンの役割

5,330,000 3,120,000 2,210,000

布村　明彦 山梨大学 准教授
アルツハイマー病脳におけるマイクロＲＮＡ発現の異常
と酸化ストレスの関連性

5,330,000 2,470,000 2,860,000

平井　貴美代 山梨大学 教授
学校管理経営論におけるコミュニティの位置づけに関
する比較史的研究

1,560,000 650,000 910,000

92



（単位：円）

研究代表者名 所属研究機関名 役職 研究課題名 交付決定額
平成23年度

交付額
平成23年度
前倒し交付額

未交付額

平田　修司 山梨大学 教授
体細胞核移植技術の臨床応用の実現へ向けた系統
的・基礎的研究

5,200,000 1,950,000 3,250,000

平澤　孝枝 山梨大学 助教
精神ストレスに起因するゲノム可変性からみた発達障
害の基盤メカニズムの解明

5,330,000 2,470,000 2,860,000

米山　直樹 山梨大学 助教
ヘテロダイマー導入による電子型有機強誘電体の磁
性と誘電性の相関解明

5,590,000 3,770,000 1,820,000

片野　耕喜 山梨大学 准教授
＜エチュード（練習曲）＞を用いた声楽教育モデルの開
発

5,200,000 2,860,000 2,340,000

望月　勉 山梨大学 その他
下部尿路におけるＴＲＰＶ４を介した伸展刺激による尿
意のメカニズムの解明

5,200,000 2,340,000 2,860,000

木島　章文 山梨大学 准教授 すれ違う２者の連携を導く相互視線定位の方略 3,640,000 390,000 3,250,000

鈴木　孝太 山梨大学 助教
子どもの発育・発達、成人の生活習慣病に及ぼす因子
のマルチレベル解析による検討

5,330,000 2,340,000 2,990,000

鈴木　俊二 山梨大学 准教授
ブドウの香り生合成調節機構の解明とその応用：革新
的ブドウ栽培技術への展開

5,330,000 2,860,000 2,470,000

姚　建 山梨大学 准教授
腎虚血再灌流障害におけるギャップ結合を介した細胞
間コミュニケーションの役割

5,200,000 2,340,000 2,860,000

澤田　知香子 山梨大学 准教授
変身するヒロインたち：英語圏文学における現代的女
性像

5,070,000 2,860,000 2,210,000

アギレ　エル
ナン

信州大学 助教
大規模多数目的 適化を促進する新しい多目的進化
アルゴリズムの開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

芦田　敦子 信州大学 その他
新規モノクローナル抗体を用いて分離した血液循環メ
ラノーマ細胞の遺伝子解析

5,070,000 2,210,000 2,860,000

伊藤　秀明 信州大学 准教授
音叉型水晶触覚センサの容量変化による物体のヤン
グ率と粘性率の同時推定法の確立

5,200,000 2,600,000 2,600,000

伊藤　盡 信州大学 准教授
ルーン碑文を利用した、中世ノルウェー語の英語への
影響研究

4,420,000 2,340,000 2,080,000

一ノ瀬　弥 信州大学 教授
振動型積分作用素理論とそれの場のＦｅｙｎｍａｎ経路
積分への応用

5,070,000 1,690,000 3,380,000

奥山　隆平 信州大学 教授
癌抑制遺伝子ｐ５３ファミリーとＲｕｎｘファミリーによる表
皮細胞の制御と発癌

5,070,000 2,340,000 2,730,000

奥村　幸久 信州大学 准教授
細胞類似型マイクロ化学システムをめざした次世代人
工細胞膜モデルの研究

5,980,000 4,810,000 1,170,000

岡田　匡史 信州大学 教授 鑑賞教育における図像学的読解メソッドの研究 4,940,000 910,000 4,030,000

下里　誠二 信州大学 准教授
精神科臨床における攻撃行動場面でのディ・エスカ
レーション技術に関する研究

1,430,000 520,000 910,000

加藤　幹雄 信州大学 教授
バナッハ空間及び関数空間の幾何学的構造の研究と
ψ直和の応用

4,940,000 1,820,000 3,120,000

河邊　淳 信州大学 教授
測度の弱収束を用いた非加法的測度の作る空間の位
相構造の研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

花崎　一夫 信州大学 准教授
英語の前置詞の棲み分け研究と高大連携に基づく自
学自習用教材の作成

5,070,000 2,210,000 2,860,000

海尻　賢二 信州大学 教授
予測モデルの再利用による、ソフトウェア欠陥予測ツー
ルの開発

4,420,000 1,430,000 2,990,000
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海谷　治彦 信州大学 准教授
情報システムの要求分析段階における脆弱性除去と
対策選択を支援するシステムの開発

5,200,000 1,560,000 3,640,000

関島　良樹 信州大学 准教授
トランスサイレチンアミロイドーシスの早期診断及び新
規の非侵襲的治療の確立

5,070,000 2,210,000 2,860,000

丸山　稔 信州大学 教授
再利用可能認識・学習系の構築とその応用に関する
研究

4,810,000 1,690,000 3,120,000

岩崎　聡 信州大学 教授
先天ＣＭＶ感染症による難聴の分子遺伝学的診断法
に関する研究

5,200,000 1,820,000 3,380,000

吉野　正人 信州大学 准教授
格子ボルツマン法を用いたマイクロスケールの複雑流
路内における固液混相流解析

5,200,000 1,950,000 3,250,000

久保　恵嗣 信州大学 教授 薬剤性肺障害に関連する遺伝子多型の検討 4,030,000 1,690,000 2,340,000

宮尾　秀俊 信州大学 准教授
補助楽曲データを用いたペンコンピュータ上での楽譜
作成支援システムの構築

5,200,000 2,860,000 2,340,000

玉木　大 信州大学 教授
組み合せ論的手法による配置空間のトポロジーの研
究とその応用

4,550,000 1,170,000 3,380,000

栗原　久 信州大学 准教授
持続可能な日本農業を構築するための農業経済教育
カリキュラムの開発

4,940,000 2,340,000 2,600,000

栗田　浩 信州大学 准教授
口腔粘膜癌におけるヨード生体染色機序およびグリ
コーゲン代謝異常の解明

5,070,000 2,860,000 2,210,000

源野　広和 信州大学 その他
中高年を対象にした傾斜地歩行トレーニングの体力増
強及び生活習慣病予防の効果

5,200,000 1,820,000 3,380,000

戸田　任重 信州大学 教授 地下水年代解析に基づく地下水の硝酸塩汚染の解明 5,460,000 2,470,000 2,990,000

後藤　康夫 信州大学 准教授
ナノフィラーによってアシストするセルロースの高速紡
糸と再生繊維の高性能化

5,590,000 4,030,000 1,560,000

工　穣 信州大学 准教授
微小重力環境における内耳末梢前庭器の遺伝子発現
解析

5,200,000 2,600,000 2,600,000

降旗　建治 信州大学 准教授 ロジスティックモデルに基づく感覚・知覚実験法の研究 5,460,000 4,160,000 1,300,000

高津　亜希子 信州大学 助教
子宮内膜癌におけるＮｏｔｃｈシグナル関連因子の発現
とその意義の研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

高本　雅哉 信州大学 講師
内分泌撹乱物質の次世代免疫・神経系への作用機序
の解明と発育・健康リスク評価の検討

5,460,000 1,950,000 3,510,000

高木　啓行 信州大学 教授 可換バナッハ環の構造と等距離写像の研究 4,420,000 1,170,000 3,250,000

坂口　けさみ 信州大学 教授
育児休業の取得促進を目指した父親の子育て支援教
育プログラムの開発

5,070,000 1,560,000 3,510,000

坂口　雅彦 信州大学 准教授
ＦＵＭＩＥテストを用いた生命尊重意識変化に及ぼす動
物飼育・解剖教育の影響評価

5,200,000 2,990,000 2,210,000

坂口　和寛 信州大学 准教授
意味的特徴の分析技術に焦点化した日本語教師の日
本語分析力養成とその教材開発

4,160,000 1,560,000 2,600,000

桜井　敬之 信州大学 准教授
アドレノメデュリンーＲＡＭＰ２・ＲＡＭＰ３システムの破
綻が惹起する炎症病態の解明

5,330,000 2,210,000 3,120,000

三崎　隆 信州大学 教授
ゲートキーパーとエンドユーザー同士の相互作用の経
年変化の解析

5,200,000 2,730,000 2,470,000
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三木　敦朗 信州大学 助教
狩猟の担い手の維持の空間的・社会的条件に関する
研究

4,030,000 1,950,000 2,080,000

山本　英二 信州大学 教授 偽文書・由緒書からみる近世の歴史認識と記憶 5,070,000 1,950,000 3,120,000

山本　樹 信州大学 その他
形式記法を用いた合目的的な思考外化のための教育
方法に関する基礎的研究

4,810,000 1,950,000 2,860,000

山本　博規 信州大学 准教授 細菌細胞表層タンパク質のターゲティング機構の解明 5,460,000 2,340,000 3,120,000

山本　亮介 信州大学 准教授
文学と音楽の理論的協同にもとづく近現代日本文学の
音楽表象に関する分析と検証

4,030,000 1,690,000 2,340,000

柴田　直樹 信州大学 准教授
メダカにおける人為的性転換反応の多様性と逆説的
性転換

5,330,000 1,950,000 3,380,000

酒井　英樹 信州大学 准教授
中学校英語テキストの類型化に基づくリーディング中
心のタスクの開発研究

2,860,000 650,000 2,210,000

勝木　明夫 信州大学 准教授
磁場によるナノチューブの三次元配向制御と表面との
相乗効果による磁場効果の増強機構

5,460,000 2,730,000 2,730,000

小関　道彦 信州大学 准教授
骨梁構造の力学的異方性を考慮した骨体の患者別小
規模モデルの構築

5,330,000 3,250,000 2,080,000

小野　珠乙 信州大学 教授 新旧両世界のウズラの遺伝資源の保存と活用 5,200,000 1,690,000 3,510,000

松尾　清 信州大学 教授
顔面表情筋の不随意的収縮メカニズムの赤外線サー
モグラフィでの解析

5,590,000 4,550,000 1,040,000

上村　惠津子 信州大学 准教授
保護者と教師の連携を促進する保護者面談に向けた
研修プログラムの開発

4,420,000 1,040,000 3,380,000

上條　義一郎 信州大学 助教
ヒト高体温時の圧反射性皮膚血流調節における皮膚
交感神経・心周期同期成分の役割

5,330,000 2,730,000 2,600,000

上條　優子 信州大学 講師 がん看護におけるアウトカムマネジメントに関する研究 3,120,000 1,560,000 1,560,000

植木　達人 信州大学 教授
ヒノキ一斉林に対する漸伐作業導入のための更新期
モデルの提案

5,200,000 2,210,000 2,990,000

深田　茂生 信州大学 教授
同軸二重型差動ボールねじを応用したミリストローク超
高分解能直動アクチュエータ

4,940,000 1,300,000 3,640,000

清水　茂 信州大学 教授 ハイブリッド鋼桁の挙動と設計法 4,160,000 1,950,000 2,210,000

西井　良典 信州大学 准教授
シクロプロパン開裂を鍵とする高選択的有機合成反応
の開発

5,200,000 2,080,000 3,120,000

西新　幹彦 信州大学 准教授
不規則に発生するシンボルに対する符号化の遅延
小化

5,330,000 2,340,000 2,990,000

西川　敦 信州大学 教授
ヒトの筋協調に着目した筋骨格５指ロボットハンドのシ
ナジー制御

5,330,000 2,340,000 2,990,000

西村　直子 信州大学 教授 社会的選好の下でのリスク態度－理論・実験分析 5,070,000 1,300,000 3,770,000

西沢　理 信州大学 教授
冷えストレスによる下部尿路症状の解析と臨床応用の
検討

5,200,000 2,730,000 2,470,000

石塚　修 信州大学 准教授
自家骨髄細胞・脂肪細胞による膀胱・尿道括約筋再生
療法

5,200,000 2,470,000 2,730,000
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川　茂幸 信州大学 教授 自己免疫性膵炎関連遺伝子の全ゲノム関連解析 5,200,000 2,340,000 2,860,000

浅村　英樹 信州大学 教授 劣化ＤＮＡ試料分析の標準化に関する研究 5,330,000 4,030,000 1,300,000

太田　浩良 信州大学 教授
胃粘膜の表現型を示す腺癌（胃型腺癌）とその前癌病
変の臨床病理学的診断法の開発

5,200,000 1,950,000 3,250,000

太田　正穂 信州大学 准教授
法医ＤＮＡ多型検査における３対立遺伝子性ＳＮＰｓの
有用性に関する検討

5,330,000 2,600,000 2,730,000

大越　豊 信州大学 教授
繊維構造形成初期の構造解析による繊維高強度化機
構の解明

5,200,000 2,080,000 3,120,000

大原　明美 信州大学 助教
「持続可能な消費に関する教育」の体系化及び教員養
成・教員研修プログラムの開発

5,460,000 1,820,000 3,640,000

棚橋　浩 信州大学 准教授
シナプス後肥厚部に発現するＬＲＰ４の高次神経機能
への関与

5,200,000 2,470,000 2,730,000

谷口　俊一郎 信州大学 教授
Ｉｎｆｌａｍｍａｓｏｍｅ形成に関わるＡＳＣの多面的機能の
解析

5,330,000 2,210,000 3,120,000

谷内　靖 信州大学 准教授
流体力学の基礎方程式の解の一意性と正則性につい
ての研究

4,680,000 1,430,000 3,250,000

池田　宇一 信州大学 教授
次世代血管再生療法開発のための基礎および臨床研
究

5,200,000 2,600,000 2,600,000

池田　修一 信州大学 教授
抗ＮＭＤＡＲ脳炎における病的自己抗原提示細胞の検
索研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

池野　重雄 信州大学 講師
ニューロメーターを用いた周術期の末梢神経障害の評
価

5,330,000 4,030,000 1,300,000

竹下　徹 信州大学 教授 次世代ペットの開発 5,200,000 1,560,000 3,640,000

竹内　健司 信州大学 准教授
反応場ナノ構造制御による連続した超長尺ＣＮＴの創
成とその機構解明

3,250,000 1,950,000 1,300,000

中山　耕造 信州大学 講師
ＡＰＰ細胞内ドメインによって誘導される神経細胞選択
的細胞死の解析

5,200,000 2,860,000 2,340,000

中村　宗一郎 信州大学 教授
アミロイド性蛋白質を用いた抗アミロイドーシス性カテ
コール誘導体の分子モデリング

5,330,000 2,860,000 2,470,000

中沢　洋三 信州大学 研究員
進行性神経芽腫に対するＧＤ２特異的キメラ抗原受容
体を用いた遺伝子改変Ｔ細胞療法

5,200,000 2,210,000 2,990,000

中島　卓郎 信州大学 教授
ドイツの音楽科における思考・判断能力の育成に関す
る研究

2,990,000 1,300,000 1,690,000

津田　洋子 信州大学 助手
ビスフェノールＡの健康影響評価のための疫学調査研
究

5,460,000 3,120,000 2,340,000

天野　直二 信州大学 教授 カタトニアを呈する老年期うつ病の臨床・生物学的研究 3,640,000 1,300,000 2,340,000

田口　悟朗 信州大学 准教授
シロイヌナズナのフェノール性異物配糖体の輸送機構
の解析

5,200,000 2,860,000 2,340,000

徳井　厚子 信州大学 准教授
バイリンガルサポーターの支援における相互構築コ
ミュニケーションに関する研究

4,290,000 1,820,000 2,470,000

内藤　哲雄 信州大学 教授 異文化間対人コミュニケーションの葛藤と不適応 2,860,000 650,000 2,210,000
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日高　宏哉 信州大学 准教授
間質性肺炎疾患におけるリン脂質代謝異常の解析と
質量分析による検査法の開発

5,330,000 3,120,000 2,210,000

梅村　武司 信州大学 講師
リシークエンシングによる自己免疫性肝疾患のＨＬＡゲ
ノム多様性解析

5,330,000 2,600,000 2,730,000

八木　雄一郎 信州大学 講師
「現代語」の成立と消滅に見る「言語の教育」の課題と
言語力育成への視座

5,070,000 1,950,000 3,120,000

樋口　雅彦 信州大学 准教授 拡張された制限つき探索理論の電流誘起系への適用 2,730,000 650,000 2,080,000

武者　一弘 信州大学 准教授
ガバナンス論の政策分析枠組みとしての「有効性」と
「合理性」に関する基礎的研究

5,200,000 2,340,000 2,860,000

福長　博 信州大学 准教授
金属フリーな非白金触媒としてのシルク活性炭による
酸素還元活性メカニズムの解明

5,460,000 3,250,000 2,210,000

福嶋　義光 信州大学 教授
パーソナルゲノム時代の生命・医療倫理の深化と社会
との接点

5,330,000 2,210,000 3,120,000

辺見　信彦 信州大学 准教授
高感度実用ジャークセンサの開発とジャークフィード
バックによる超精密制振法の実現

5,330,000 2,210,000 3,120,000

鈴木　悟 信州大学 准教授
細胞質甲状腺ホルモン結合蛋白質の生理的機能多様
性：炎症と低Ｔ３症候群への関与

5,200,000 2,470,000 2,730,000

和崎　克己 信州大学 教授
グリッド環境の定理証明器とモデル検査器をハード
ウェアコンパイラ融合した形式検証系

5,200,000 1,950,000 3,250,000

廣瀬　純夫 信州大学 准教授
企業金融に関連する法制度変化が資金調達行動に及
ぼす影響に関する実証分析による検証

4,940,000 1,950,000 2,990,000

安田　一朗 岐阜大学 講師
膵癌に対するＧｅｍｃｉｔａｂｉｎｅの作用発現におけるＨＳＰ
２７の役割

5,070,000 1,950,000 3,120,000

伊藤　宗親 岐阜大学 准教授
ロールシャッハ法における被検者の主観的反応評価を
用いたアセスメント技法の開発

2,340,000 780,000 1,560,000

伊藤　昭 岐阜大学 教授 心を読むことによるコミュニケーションの創発 3,250,000 1,300,000 1,950,000

宇佐美　広介 岐阜大学 教授
準線型常微分方程式の漸近解析とそれに基づく楕円
型偏微分方程式の漸近解析

3,120,000 910,000 2,210,000

横川　隆志 岐阜大学 准教授 ｔＲＮＡスプライシング機構の特徴点抽出 5,330,000 1,690,000 3,640,000

加藤　邦人 岐阜大学 准教授 天ぷらのおいしさ評価のための画像処理技術の開発 5,200,000 2,340,000 2,860,000

岩橋　均 岐阜大学 教授
微高圧炭酸ガス殺菌技術のメカニズムと適用性に関
する基礎的・基盤的研究

5,460,000 2,600,000 2,860,000

岩本　悟志 岐阜大学 准教授
氷結晶成長過程の可視化による品質劣化抑制のため
の食品冷凍技術の確立

5,460,000 3,380,000 2,080,000

岩澤　淳 岐阜大学 准教授
ニワトリ胚の下垂体－甲状腺系フィードバック機構の
成立機序に関する研究

5,850,000 4,940,000 910,000

吉田　豊和 岐阜大学 准教授
炭酸固定反応を触媒する脱炭酸酵素の機能発現解析
とその応用

5,330,000 3,250,000 2,080,000

久米　徹二 岐阜大学 准教授
アルミニウム水素化物の圧力誘起金属化に関する分
光研究

5,330,000 3,640,000 1,690,000

宮島　信也 岐阜大学 准教授
固有値問題の高速かつ高品質な精度保証付き数値計
算法の研究

4,810,000 1,300,000 3,510,000
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宮本　敬 岐阜大学 准教授
椎間板のアンチエイジングを具現し得る新しい生物学
的治療の開発

4,420,000 1,820,000 2,600,000

興戸　律子 岐阜大学 助教
全学的教育基盤システムとしてのＬＭＳの活用支援と
普及過程モデルの分析

4,030,000 1,430,000 2,600,000

金子　英雄 岐阜大学 教授
抗体産生不全症における臨床経過の多様性とその病
態解析―新規治療法の基礎的検討―

5,200,000 2,470,000 2,730,000

熊澤　昌彦 岐阜大学 助教
血管平滑筋細胞における分化・増殖の分子基盤の解
析

5,200,000 1,950,000 3,250,000

後閑　容子 岐阜大学 教授
訪問看護における地域リスクマネジメントネットワーク
構築に関する研究

5,200,000 1,300,000 3,900,000

向井　貴彦 岐阜大学 准教授
ため池生態系の保全と復元のための高精度調査に基
づく淡水魚の「保全単位マップ」作成

5,200,000 1,820,000 3,380,000

高見澤　一裕 岐阜大学 教授
膜固定化パーオキシダーゼを用いた塩素化エチレン汚
染地下水の修復

5,460,000 1,820,000 3,640,000

今村　光章 岐阜大学 准教授
持続可能な市民社会を構築する環境教育思想に関す
る基礎研究

3,380,000 910,000 2,470,000

三宅　崇 岐阜大学 准教授
サビキン有性生殖期の昆虫誘引における宿主植物利
用

5,460,000 3,640,000 1,820,000

山田　貴孝 岐阜大学 准教授
高度な把持を実現する複数対象物把握系の安定性解
析と 適把持の設計

5,200,000 1,560,000 3,640,000

山田　敏弘 岐阜大学 准教授
岐阜県方言データベース構築ならびに総合記述に関
する研究

2,340,000 910,000 1,430,000

山内　亮 岐阜大学 教授
脂質過酸化二次反応の制御に対するビタミンＥの作用
機構

5,460,000 3,120,000 2,340,000

山本　哲也 岐阜大学 教授 緑内障の治療予後改善による失明の予防 5,200,000 2,340,000 2,860,000

若杉　里実 岐阜大学 准教授
ポートフオリオを活用した新任保健師の個人・家族支
援実践能力の育成

1,560,000 130,000 1,430,000

手塚　建一 岐阜大学 准教授
センダイウイルスベクターを利用した歯髄細胞からの
人工多能性幹細胞誘導方法の検討

4,810,000 2,470,000 2,340,000

酒井　洋樹 岐阜大学 准教授
分子標的治療を目指した犬血管肉腫における増殖因
子／受容体系の分子基盤の解明

5,070,000 780,000 4,290,000

周　向栄 岐阜大学 助教
大規模医用画像データベースの学習と類似画像検索
に基づく汎用臓器抽出手順の開発

4,810,000 2,470,000 2,340,000

小嶋　智 岐阜大学 教授
せき止め湖堆積物から探る有史以前の地震・豪雨災
害と将来予測

5,070,000 2,470,000 2,600,000

松井　永子 岐阜大学 講師
遺伝、環境要因の相互作用がアレルギー発症に及ぼ
す影響

4,680,000 1,820,000 2,860,000

上宮　成之 岐阜大学 教授
電子デバイスプロセスを利用した水素分離用金属薄膜
の作製

5,330,000 2,730,000 2,600,000

上田　浩 岐阜大学 准教授
三量体Ｇ蛋白質シグナル依存的Ｒｈｏ活性化因子のリ
ン酸化の生理的役割

5,200,000 2,080,000 3,120,000

森重　健一郎 岐阜大学 教授
卵巣癌におけるＨＩＦによる癌幹細胞誘導機構の解明と
治療戦略への応用

5,460,000 3,640,000 1,820,000

森田　政裕 岐阜大学 教授
情報通信ネットワークを活用した高等教育と地域生涯
学習の連携に関する研究

2,210,000 780,000 1,430,000
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深川　仁 岐阜大学 その他 ブラストによるＣＦＲＰ加工メカニズムの解明 5,330,000 3,900,000 1,430,000

西津　貴久 岐阜大学 准教授
軟弱野菜の萎凋抑制と高速冷却を兼ね備える低温高
圧ガスを用いた予冷技術の開発

5,590,000 4,030,000 1,560,000

赤松　繁 岐阜大学 その他
過大侵襲に対する凝固線溶系におけるストレス応答の
分子基盤の解析

5,070,000 2,210,000 2,860,000

川上　紳一 岐阜大学 教授
地衣類調査をテーマにした科学的発見の歓びを実感
する科学教育プログラムの開発

5,070,000 1,820,000 3,250,000

大矢　豊 岐阜大学 教授
二酸化チタン薄膜の還元によるＴｉｎＯ２ｎ－１薄膜の合
成と物性評価

5,200,000 2,860,000 2,340,000

中川　智行 岐阜大学 准教授
酵母の酸素認識と細胞内酸素情報ネットワークによる
メタノール代謝の制御機構の解明

4,940,000 2,340,000 2,600,000

中川　敏幸 岐阜大学 教授 発症予防を目指したアルツハイマー病の病態解明 5,460,000 2,730,000 2,730,000

長田　真二 岐阜大学 准教授 凍結治療における抗腫瘍免疫賦活 5,070,000 1,430,000 3,640,000

長野　功 岐阜大学 准教授
旋毛虫分泌タンパク質による免疫抑制作用の免疫学
的および構造生物学的解析

5,460,000 2,470,000 2,990,000

田辺　久美子 岐阜大学 講師
全身麻酔薬の中枢神経系に対する脳保護作用の分子
機序の解析

5,330,000 2,860,000 2,470,000

渡邊　春夫 岐阜大学 その他
ＩＶＩＭ－ＭＲ画像を用いた腹部臓器の機能診断および
腫瘤の質的診断

3,380,000 1,820,000 1,560,000

東　華岳 岐阜大学 講師
チューイングによるストレス性骨粗鬆症進行抑制機構
の賦活

5,070,000 2,080,000 2,990,000

白鳥　義宗 岐阜大学 准教授
次世代型電子カルテシステムを用いた医療の質改善
のためのプロセス解析手法の開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

畠山　大二郎 岐阜大学 助教
ヒト歯髄細胞の遺伝子発現プロフィールとｉＰＳ細胞誘
導効率の検証

4,940,000 1,820,000 3,120,000

伴　隆幸 岐阜大学 准教授 有機配位子によるゼオライト結晶の形態制御 5,200,000 2,340,000 2,860,000

福岡　大輔 岐阜大学 准教授
メカニカルなプローブ走査による超音波ボリュームス
キャナの開発

4,030,000 1,950,000 2,080,000

別府　哲 岐阜大学 教授
高機能自閉症幼児における情動理解・情動表出とア
タッチメント対象形成との関連

4,160,000 1,950,000 2,210,000

本橋　力 岐阜大学 講師
神経堤細胞発生をモデルとした上皮‐間葉系転換（ＥＭ
Ｔ）メカニズムの解明

5,200,000 1,690,000 3,510,000

木村　暁夫 岐阜大学 助教
自己免疫介在性脳炎に関る新規抗神経抗体・抗血管
内皮抗体の同定と診断・治療への応用

5,200,000 1,820,000 3,380,000

矢部　富雄 岐阜大学 准教授 食物繊維に対する消化管細胞応答の解明 5,330,000 1,950,000 3,380,000

林　真一郎 岐阜大学 助教
脳血管内皮の微細構造変化に着目したアルツハイ
マー病の病態解明

5,200,000 2,470,000 2,730,000

應　江黔 岐阜大学 准教授 土地利用・交通政策の 適設計手法の開発 2,990,000 1,170,000 1,820,000

淺野　玄 岐阜大学 准教授
特定外来生物アライグマの排除のための新手法となる
避妊化ワクチンの開発

5,460,000 2,210,000 3,250,000
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滿倉　浩一 岐阜大学 助教
新規エナンチオ選択的イミン還元酵素の発見と光学活
性アミンの効率的合成

4,810,000 2,600,000 2,210,000

齋藤　正一郎 岐阜大学 准教授
蝸牛におけるグルタミン酸関連分子ならびに神経栄養
因子の動態の解明

5,330,000 2,990,000 2,340,000

纐纈　守 岐阜大学 教授
グルコサミノグリカン生合成阻害剤としての各種キシ
ロース誘導体の調製

5,200,000 2,080,000 3,120,000

安藤　和敏 静岡大学 准教授
小費用全域木ゲームのＳｈａｐｌｅｙ値に対する近似ア

ルゴリズムの開発
3,640,000 1,950,000 1,690,000

伊東　暁人 静岡大学 教授 オフショア開発におけるソフトウェア企業の経営管理 3,380,000 1,560,000 1,820,000

伊藤　友孝 静岡大学 准教授
ポータブルＮＩＲＳ計測装置を用いた実利用型ブレイン・
マシン・インタフェースの構築

5,330,000 4,030,000 1,300,000

磯山　恭子 静岡大学 准教授
小・中学校における紛争解決の意識・能力の育成に関
する基礎的研究

5,200,000 2,470,000 2,730,000

宇都宮　裕章 静岡大学 准教授
越境社会における教科「対話」の創設を目的とした課
程モデルの構築と実証

4,810,000 910,000 3,900,000

丑丸　敬史 静岡大学 教授
定量的リン酸化プロテオミクスによるＴＯＲシグナルリン
酸化ネットワークの解析

5,460,000 2,730,000 2,730,000

延原　尊美 静岡大学 准教授
メタン湧水場の地下断面を復元する～化学合成群集
が指標する湧水のさまざまな活動様式

4,940,000 1,690,000 3,250,000

岡林　利明 静岡大学 教授
超低温化学スパッタリング法が切り開く含遷移金属活
性種研究の新局面

5,200,000 2,340,000 2,860,000

加藤　知香 静岡大学 准教授
白金構造の分子レベル構築による低白金化技術の確
立

5,200,000 2,080,000 3,120,000

関川　純哉 静岡大学 准教授
アーク放電に接している電気接点表面の高速度分光
撮影による接点消耗過程の研究

5,330,000 3,380,000 1,950,000

関谷　和之 静岡大学 教授
先端 適化技術活用による信頼性と実用性向上を目
指した非線形性組み込みＤＥＡの構築

4,680,000 1,950,000 2,730,000

菊地　光嗣 静岡大学 教授 有界変動函数の空間における発展方程式の研究 4,940,000 1,430,000 3,510,000

宮下　修一 静岡大学 准教授
アジアにおける消費者契約解消法制の比較法的研究
―日・中・韓・台湾・タイを中心に

3,510,000 1,170,000 2,340,000

橋口　原 静岡大学 教授
アルカリイオン混入シリコン酸化膜を用いた超小型振
動発電素子の開発

5,330,000 2,340,000 2,990,000

近藤　淳 静岡大学 教授
微小液滴マイクロリアクタのための音響流メカニズム解
明

5,330,000 2,990,000 2,340,000

金原　和秀 静岡大学 教授
流れ場の毒性物質分解とバイオフィルム形成のシミュ
レーションとそのメカニズムの解明

5,330,000 2,470,000 2,860,000

高橋　崇宏 静岡大学 助教
反応プロセスを対象とした自動研究開発システムの開
発

4,420,000 1,950,000 2,470,000

高瀬　浩二 静岡大学 准教授
廃棄及び排せつを含む消費者行動の環境負荷評価に
向けた廃棄物産業連関モデルの拡張

5,330,000 2,080,000 3,250,000

三重野　哲 静岡大学 教授
ガス銃の衝突反応による炭素クラスター合成　ー宇宙
炭素合成のモデル実験ー

5,070,000 3,250,000 1,820,000

酒井　克彦 静岡大学 准教授
切削誘起トライボケミカル反応を利用した高生産性環
境対応切削加工法の開発

5,460,000 3,510,000 1,950,000
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