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小西　潤子 静岡大学 准教授
パラオにおける日本語歌謡の収集と分析―民族音楽
学的・言語学的観点から―

4,550,000 1,560,000 2,990,000

小林　健吉郎 静岡大学 教授 非晶質酸化物のｐｎ制御とデバイスへの応用 5,200,000 2,860,000 2,340,000

小林　朋子 静岡大学 准教授
喪失体験のある子どもを支える学校での支援方法の
開発

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

松本　正茂 静岡大学 准教授
複合スピン系における新しい量子相転移－多極子の
視点から－

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

森田　明雄 静岡大学 教授
チャの硝酸吸収同化関連遺伝子のクローニングとその
発現制御機構の解明

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

水永　博己 静岡大学 教授
地形と林分構造の複雑性が森林内風環境に及ぼす影
響・施業シナリオへのＣＦＤの応用

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

杉浦　敏文 静岡大学 教授
誤差１度以内を目指した脳内深部温度無侵襲計測用
マイクロ波ラジオメータシステム

3,900,000 1,690,000 2,210,000

杉山　岳弘 静岡大学 准教授
博物館におけるインタプリテーション支援のためのマル
チモーダル・データベースの構築

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

生形　貴男 静岡大学 准教授
貝殻形態の異質性にかかるバイアスの評価と不偏な
形態空間の探索

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

西田　友昭 静岡大学 教授
リグニン分解酵素による抗生物質と紫外線吸収剤の毒
性除去

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

石上　靖芳 静岡大学 准教授
単元デザイン作成過程において表出・創造される教師
の実践的知識解明に関する研究

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

川瀬　憲子 静岡大学 教授
観光都市伊豆の地域再生に関する実証研究－サステ
イナビリティと地域セーフティネット

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

大島　律子 静岡大学 准教授
協調学習マネジメント能力の向上を目指した教育プロ
グラムの開発

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

湯浦　克彦 静岡大学 教授
高度ＩＴ人材スキル獲得を目標とする学習マネジメント
環境

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

南山　浩二 静岡大学 教授
精神障害者の語りの実践と関心コミュニティの展開可
能性

4,160,000 1,560,000 2,600,000

平岡　義和 静岡大学 教授
環境リスクの社会学の構築－水俣病研究からの一般
化

2,210,000 650,000 1,560,000

本橋　令子 静岡大学 准教授
プロテオーム解析によるナス科作物のクロモプラスト分
化機能解明

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

野津　憲治 静岡大学 その他
単成火山のマグマ上昇はマグマ起源揮発性物質の拡
散放出から捉えられるか

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

矢崎　満夫 静岡大学 准教授
日本のアニメを活用した年少者日本語教育に関する実
践研究

4,940,000 780,000 4,160,000

鈴木　雅一 静岡大学 准教授
鰓後腺と副甲状腺に特徴的な機能分子と内分泌腺の
形成・進化に関する分子生物学的研究

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

淺間　正通 静岡大学 教授
諸外国の早期英語教育コアメソッドを収斂した四技能
連携型小中英語リエゾン教材の開発

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

Ａｎｉｔｈａ　Ａ 浜松医科大学 助教
自閉症におけるミトコンドリア機能異常の分子機構解
明

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

伊藤　泰介 浜松医科大学 講師
円形脱毛症に対するケモカイン、ケモカイン受容体阻
害を介する新規治療戦略

4,160,000 1,560,000 2,600,000
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井上　浩一 浜松医科大学 准教授
タウリンによるＫＣＣ２活性制御の分子基盤とその意義
の解明

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

加藤　秀樹 浜松医科大学 助教
心筋における細胞内レニンと（プロ）レニン受容体の役
割

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

加藤　文度 浜松医科大学 准教授 口腔癌における樹状細胞の役割の解析 4,810,000 2,080,000 2,730,000

河崎　秀陽 浜松医科大学 助教
ｉＰＳおよびＥＳ細胞における新たなサイトメガロウイル
ス感染抑制因子の解析

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

久保田　君枝 浜松医科大学 准教授
低出生体重児の増加および母体の体重増加に及ぼす
妊婦の栄養状態に関する縦断的研究

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

金岡　繁 浜松医科大学 教授
糞便ＲＮＡ検査は潰瘍性大腸炎の診療に役立てること
ができるのか？

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

熊田　竜郎 浜松医科大学 助教
小脳皮質の葉形成過程における時空間的に制御され
たＧＡＢＡの役割とその変遷

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

栗田　忠代士 浜松医科大学 講師
出血性ショック時の静脈麻酔薬の薬物動態力学への
影響

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

権守　邦夫 浜松医科大学 助教
スギヒラタケ中青酸産生メカニズムと急性脳症発症と
の因果関係について

5,720,000 5,200,000 520,000

古田　隆久 浜松医科大学 准教授
ゲノム解析に基づく抗血小板薬内服時の上部消化管
粘膜傷害予防法の確立

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

佐々木　健 浜松医科大学 その他
腹部大動脈瘤の進展メカニズムの解明とその治療戦
略の基礎構築

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

佐藤　美保 浜松医科大学 准教授 成人眼球運動障害の研究 5,330,000 3,770,000 1,560,000

三澤　清 浜松医科大学 助教
頭頸部癌における癌幹細胞の役割と新規治療法の探
索

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

小林　利彦 浜松医科大学 教授
病院の地域連携・退院調整部門における評価指標確
立に向けた研究

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

早坂　信哉 浜松医科大学 准教授 訪問入浴関連事故の解析と実施指針の作成 4,940,000 1,300,000 3,640,000

大園　誠一郎 浜松医科大学 教授
腎癌微小環境のエネルギー産生におけるＦＡＢＰ７の
機能解明と発癌予防に向けた探索

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

大西　一功 浜松医科大学 教授
造血器腫瘍における癌幹細胞特異的エネルギー代謝
に関する基礎的研究

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

大塚　篤史 浜松医科大学 助教
ヒト前立腺におけるβ３‐アドレナリン受容体の発現と
その機能の解明

5,460,000 4,680,000 780,000

池上　浩司 浜松医科大学 助教
チューブリンポリグルタミン酸化修飾による一次繊毛構
造・機能調節機構とその破綻

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

田村　直顕 浜松医科大学 助教
着床部位子宮内膜細胞のヒト絨毛性ゴナドトロピンを
介する細胞内情報伝達系の解明

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

土井　松幸 浜松医科大学 講師
光ファイバーカテーテルを利用した血液ブドウ糖濃度
の連続測定法の開発

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

徳山　勤 浜松医科大学 講師
人工多能性幹細胞の悪性グリオーマへの移動能の検
討

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

飯野　和美 浜松医科大学 助教 がん転移モデルとしての悪性褐色細胞腫の解析 5,200,000 2,470,000 2,730,000
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尾島　俊之 浜松医科大学 教授
アセット・モデルによる公衆衛生施策に関する基礎的
及び実践的研究

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

堀田　喜裕 浜松医科大学 教授
網膜色素変性患者の遺伝子診断システム構築：基幹
施設症例の大規模収集と原因変異解析

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

蓑島　伸生 浜松医科大学 教授
新たな視点からの緑内障発症遺伝要因の追究：ゲノム
コピー数多型（ＣＮＶ）の解析

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

野澤　明子 浜松医科大学 教授
糖尿病性腎症患者が抱える問題状況を環境要因の構
造からアプローチする取り組みの検討

1,300,000 520,000 780,000

阿曽沼　明裕 名古屋大学 准教授 大学院の組織と運営に関する日米比較 3,380,000 1,170,000 2,210,000

阿部　恵子 名古屋大学 その他
医学生の情動能力育成のための６年間継続的コミュニ
ケーション教育プログラムの開発

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

安藤　雄一 名古屋大学 准教授
がん薬物療法における血管新生阻害薬の薬物効果予
測因子としての眼底所見の探索的研究

5,590,000 4,550,000 1,040,000

伊神　剛 名古屋大学 助教 癌における細胞老化関連遺伝子の探索と臨床応用 5,200,000 2,730,000 2,470,000

伊藤　嘉規 名古屋大学 講師
新規に確立したヒト組織モデルによるＥＢウイルス感染
病態解析と薬剤スクリーニング

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

伊藤　由佳理 名古屋大学 准教授
非可換クレパント解消、オービフォールド・コホモロジー
とマッカイ対応の一般化

4,810,000 1,170,000 3,640,000

井上　剛志 名古屋大学 准教授
クラックの疲労進展も包含した回転軸系の振動解析モ
デルと振動診断・進展予測法の開発

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

宇田川　幸則 名古屋大学 教授
私人間紛争解決における公平・公正の中国的特質に
関する研究

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

宇野　洋二 名古屋大学 教授
下肢麻痺患者の自立歩行の範囲を広げる補助ロボット
のセンサ・制御系の開発

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

碓氷　章彦 名古屋大学 准教授 心室中隔穿孔に対するカテーテル治療の開発 5,070,000 1,560,000 3,510,000

越智　和弘 名古屋大学 教授
性の解放と資本主義－労働力の均質化をめぐる表象
文化論的考察

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

園田　正 名古屋大学 准教授
農家の労働供給分析の新たな実証法と中国農家のマ
イクロデータへの応用

3,250,000 1,170,000 2,080,000

奥井　伸幸 名古屋大学 その他
神経縫合術の成績を向上する生分解性フィルムの開
発

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

横水　康伸 名古屋大学 准教授
パワー半導体型直流適合遮断器の機能展開と実証研
究

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

横内　光子 名古屋大学 准教授 外来化学療法部門の 適化診断方法の開発 5,070,000 1,560,000 3,510,000

加地　秀 名古屋大学 講師
滲出型、萎縮型加齢黄斑変性への小胞体ストレスの
関与とそれを標的とした治療法の開発

4,550,000 1,430,000 3,120,000

加納　修 名古屋大学 准教授 ゲルマン部族国家の宮廷構造に関する比較史研究 3,900,000 1,560,000 2,340,000

夏目　淳 名古屋大学 准教授
拡散テンソル画像とＰＥＴによるウエスト症候群の潜在
病変の検出能と有用性の検討

3,770,000 2,340,000 1,430,000

家田　章正 名古屋大学 助教
衛星直接観測と地磁気逆計算法によるオーロラ電流
系の解明

5,070,000 1,690,000 3,380,000
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河野　由理 名古屋大学 准教授
精神科に入院している発達障害者の地域生活へ向け
た看護と他職種間の連携のあり方

1,690,000 390,000 1,300,000

葛谷　孝文 名古屋大学 その他
薬力学および免疫機能モニタリングによる臓器移植患
者の包括的支援体制の構築

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

丸尾　誠 名古屋大学 准教授
現代中国語における方向補語の各種用法に関する横
断的研究

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

岩松　将一 名古屋大学 准教授
カーボンナノキャビティを反応場とする物質変換プロセ
スの開拓

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

岩野　信吾 名古屋大学 准教授
肺葉分割ＣＡＤを用いたＣＯＰＤ合併肺癌の術後肺機
能予測

5,590,000 4,550,000 1,040,000

義家　亮 名古屋大学 准教授
ダブルパルス単一粒子ＬＩＢＳによる石炭ガス化ガス中
微量成分分析

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

吉川　卓治 名古屋大学 准教授
高等教育構造の地域間格差の形成過程に関する比較
地域史的研究

4,290,000 1,820,000 2,470,000

久世　雅樹 名古屋大学 助教
生物発光基質アナログによる発光タンパク質の持続的
発光の実現

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

久本　直毅 名古屋大学 准教授
線虫をモデルとしたパーキンソン原因遺伝子ＬＲＲＫ２
の周辺因子の解析

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

橋本　寿史 名古屋大学 助教
色素細胞のサブタイプを生み出す分化制御機構の解
明

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

玉腰　浩司 名古屋大学 教授
生活習慣病の根源を疫学的に探究する―出生時体重
と成人期生活習慣の複合影響－

4,940,000 1,170,000 3,770,000

近藤　征史 名古屋大学 講師
肺癌における診断及び治療標的としてのマイクロリボ
核酸の解析

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

近藤　峰生 名古屋大学 准教授
トランスジェニックウサギを用いた錐体系網膜電図の
新しい概念の確立

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

金森　章 名古屋大学 助教
脊椎動物唯一の自家受精魚を利用した新しい水産育
種モデルの開発

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

金田　行雄 名古屋大学 教授
乱流－非乱流境界面近傍の構造とエネルギー・物質
輸送機構

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

熊谷　純 名古屋大学 准教授
疑似星間塵表面における固体水素中の高選択的極低
温反応の展開

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

建部　将広 名古屋大学 助教
ＴＡＣＥ／ＡＤＡＭ１７に着目した有痛性変形性関節症
の病態と治療法の解明

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

江村　治樹 名古屋大学 教授 中国古代都市社会形成論 3,770,000 1,560,000 2,210,000

高井　次郎 名古屋大学 教授
対人葛藤方略におよぼす文化、関係性、および可変的
自己認知の影響

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

高岸　芳子 名古屋大学 助教
脱髄を伴う神経変性疾患の新規病態メカニズムの解
明

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

高橋　義行 名古屋大学 講師
ハプロ一致移植後再発ＨＬＡ－ＬＯＨ白血病細胞におけ
るＮＫ細胞傷害メカニズムの解明

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

高橋　祐介 名古屋大学 教授 事業体アプローチによる公的給付課税に関する研究 2,080,000 780,000 1,300,000

今井　克典 名古屋大学 教授 会社規整における会社債権者間の利害調整 2,730,000 1,170,000 1,560,000
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今井　國治 名古屋大学 准教授 脳卒中ＣＴ画像に及ぼす線量効果 5,070,000 3,120,000 1,950,000

根本　二郎 名古屋大学 教授 日本における大学の生産構造分析 2,990,000 1,820,000 1,170,000

佐々木　成江 名古屋大学 准教授
ＲＣＣ１様タンパク質を中心とするミトコンドリア核様体
分裂の分子制御機構の解明

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

佐竹　弘子 名古屋大学 准教授
無被曝画像による乳癌術前計画の臨床的有効性の研
究とシミュレーションシステムの確立

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

佐藤　ちひろ 名古屋大学 准教授
ポリシアル酸とＦＧＦ２による神経機能の新しい制御メカ
ニズムの証明

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

佐藤　光夫 名古屋大学 その他
肺癌の上皮間葉細胞転換原因遺伝子と新規治療標的
の探索研究

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

佐藤　純 名古屋大学 准教授
気象病のメカニズムと治療法に関する動物実験と臨床
実験による連携研究

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

斎藤　輝幸 名古屋大学 准教授
室内環境への影響を考慮した全熱交換器の総合的な
年間性能評価法に関する研究

5,460,000 2,730,000 2,730,000

坂東　泰子
（暮石泰子）

名古屋大学 助教
心不全における新たな病態制御機構の解明：セリンプ
ロテアーゼＤＰＰ４の役割

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

坂本　登 名古屋大学 准教授
安定多様体法による非線形 適状態推定器の設計と
応用

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

坂野　僚一 名古屋大学 その他
視床下部におけるプロテインタイロシンフォスファター
ゼ１Ｂ発現調節機構の解析

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

榊原　久孝 名古屋大学 教授
睡眠障害とうつ病、職業性ストレスに関する製造業従
業員の３年間の縦断調査

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

榊原　明 名古屋大学 助教
大脳皮質形成の基盤となるニューロン動態制御機構
のライブ観察に基づく解明

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

三浦　聡 名古屋大学 教授
グローバル・ガバナンスにおける制度起業家――国連
グローバル・コンパクトの発展

4,810,000 1,560,000 3,250,000

三浦　裕一 名古屋大学 准教授
大学講義で物理的概念の理解を促進させる系統的演
示実験とリアルタイム評価の開発

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

山下　依子 名古屋大学 講師
子宮内膜症による鉄過剰に起因する卵巣癌発症の分
子メカニズムの解明とその予後予測

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

山口　雅史 名古屋大学 准教授
Ｓｉ基板上ＧａＡｓ系三元混晶ナノワイヤの成長機構解
明と欠陥抑制に関する研究

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

山口　庸子 名古屋大学 准教授
『超マリオネット』論－再考　演劇改革、舞踊革命、人
形劇ルネサンスの接点

1,040,000 390,000 650,000

山篠　貴史 名古屋大学 助教 植物時計の進化と多様性の包括的理解 5,330,000 1,950,000 3,380,000

山田　基成 名古屋大学 准教授
新事業開発における事業化への飛躍と後退をもたらす
経営要因に関する研究

2,990,000 1,430,000 1,560,000

山本　英子 名古屋大学 助教
絨毛癌におけるｈＣＧ過剰糖鎖付加酵素の機能と絨毛
癌発症機構の解明

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

山本　尚人 名古屋大学 助教
背面透過型電子源による高電流密度ピコ秒スピン偏
極電子ビームの生成

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

山本　和弘 名古屋大学 准教授
レーザ計測による乱流火炎の構造解析と消炎機構の
解明

5,200,000 2,340,000 2,860,000
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山里　敬也 名古屋大学 教授
ＬＥＤアレイと高速度カメラを用いた可視光通信におけ
る複数送信源の移動車輌での受信

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

山脇　幸一 名古屋大学 その他 質量の起源と複合模型 5,070,000 1,690,000 3,380,000

糸　健太郎 名古屋大学 准教授 クライン群の変形空間の境界挙動 4,940,000 1,430,000 3,510,000

寺川　寿子 名古屋大学 助教
地震メカニズムトモグラフィーによる地殻内三次元間隙
流体圧場の時間発展解析

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

室　慶直 名古屋大学 准教授
悪性腫瘍合併皮膚筋炎におけるＴＩＦ１－γが関与する
二段階病態仮説の検証

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

篠田　太郎 名古屋大学 助教
高湿潤場における降水機構にエアロゾル過程の与え
る影響に関する研究

2,990,000 1,300,000 1,690,000

若井　建志 名古屋大学 准教授
口腔の健康と生活習慣病発生との関連に関する歯科
医師・高齢者集団のコホート研究

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

小寺　泰弘 名古屋大学 准教授
胃全摘後の普遍的な再建法を確立するランダム化比
較試験

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

小森　雅孝 名古屋大学 准教授
炭素線治療における中性子被ばくの低減化に関する
研究

5,590,000 5,070,000 520,000

小杉　智規 名古屋大学 その他
慢性腎臓病におけるＣＤ１４７の機能解析と新たなＣＫ
Ｄ治療戦略の確立

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

小島　康明 名古屋大学 講師
スピンおよび核行列の同時決定に基づく中性子過剰希
土類核の核構造の実験的解明

5,330,000 3,900,000 1,430,000

小内　清 名古屋大学 研究員 真核植物における生物時計の普遍性と進化の解明 5,460,000 2,080,000 3,380,000

小林　剛 名古屋大学 助教
細胞内１分子計測法を用いた機械刺激によるＳｒｃキ
ナーゼ活性化機構の解析

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

松下　琢 名古屋大学 助教
ナノ細孔内に形成した１次元ヘリウム３流体の量子状
態の解明

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

上原　早苗 名古屋大学 教授 トマス・ハーディ『森林地の人々』の創作過程の解明 4,290,000 1,170,000 3,120,000

上野山　賀久 名古屋大学 助教
性腺刺激ホルモン放出ホルモンニューロン上のＧ蛋白
質共役型受容体とリガンドの同定

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

植田　典浩 名古屋大学 研究員
心房細動の発生と維持におけるカルシウム動態の関
与について

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

新美　友章 名古屋大学 助教
ＮＥＬＬ１タンパク質を用いた骨組織再生治療法の基盤
技術の開発

5,720,000 3,120,000 2,600,000

深谷　昌秀 名古屋大学 助教
食道癌に対する相互マシンラーニング法によるＨｅｄｇｅ
ｈｏｇ新規阻害剤の開発

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

神塚　淑子 名古屋大学 教授 霊宝経を中心とする敦煌道教文献の研究 3,250,000 1,300,000 1,950,000

杉浦　一充 名古屋大学 准教授
乾癬表皮角化細胞における細胞周期Ｓ期亢進を介し
たエピジェネティクス異常機構の解明

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

西川　周一 名古屋大学 准教授
シロイヌナズナの有性生殖過程における小胞体分子
シャペロン依存型核膜融合機構の解析

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

西田　佳弘 名古屋大学 准教授
ヒアルロン酸ネットワークをターゲットとした新規骨転移
保存的治療法の開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000
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西脇　公俊 名古屋大学 教授 脳死関連肺障害の病態解明と予防・治療法の開発 5,070,000 2,210,000 2,860,000

斉藤　昇 名古屋大学 准教授 抗利尿ホルモン遺伝子発現調節機構の解明 5,200,000 2,080,000 3,120,000

石井　秀宗 名古屋大学 准教授
記述式問題で測定される能力の構造とその発達過程
に関する縦断的研究

4,550,000 1,170,000 3,380,000

石原　卓 名古屋大学 准教授
高レイノルズ数乱流特有の渦組織構造とその動力学
の情報縮約法の開発と計算科学的解明

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

石川　哲也 名古屋大学 教授
炎症・ウイルス感染環境下での肝構成細胞の免疫・代
謝応答の解析

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

石田　幸男 名古屋大学 教授
発電用風車ブレードとタワーの振動解析と制振法の研
究

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

石田　浩司 名古屋大学 教授
有酸素性運動時の効果的呼吸法とそのメカニズムの
解明

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

浅川　晋 名古屋大学 准教授
水田における有機栽培が土壌微生物群集に及ぼす影
響の解明と評価

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

前川　展祐 名古屋大学 准教授 自然な大統一理論における宇宙論 5,070,000 1,690,000 3,380,000

前田　修 名古屋大学 その他
消化管（食道，胃，大腸）癌の病態と治療に関わる遺
伝子解析研究

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

前澤　聡 名古屋大学 助教
機能的ＭＲＩネットワーク解析によるてんかん診断シス
テムの開発

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

曽根　三千彦 名古屋大学 准教授
神経堤細胞の制御遺伝子を標的にした加齢性難聴発
症の予防・治療薬の開発

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

曽田　一雄 名古屋大学 教授
高圧水中合成金属水素化物微小試料のイオンビーム
分析と電子構造分析

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

早川　昌弘 名古屋大学 講師
ＳＧＡ児に対する生後早期ＧＨ療法が中枢神経系に与
える影響に関する基礎的研究

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

早川　操 名古屋大学 教授
デューイの協働的探究教育理論に根ざした希望の教
育学構築に関する研究

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

早川　文彦 名古屋大学 助教
ＪＡＫを阻害しない新規ＳＴＡＴ３阻害剤の作用機序解
明と白血病幹細胞への効果の検討

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

村手　隆 名古屋大学 教授
悪性腫瘍細胞の薬剤感受性に及ぼすスフィンゴ脂質
代謝の関与

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

村田　誠 名古屋大学 講師
ＨＬＡ－ＤＰ分子特異的免疫応答の解析：新しい免疫療
法開発に向けて

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

村田　善晴 名古屋大学 教授
転写因子ＡＲＸの膵島および腸管内分泌細胞に於ける
役割の解明

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

村木　綏 名古屋大学 その他 マイクロ重力レンズ効果を利用した暗黒天体の探索 5,070,000 1,820,000 3,250,000

大屋　雄裕 名古屋大学 准教授
社会的統制手段論の再検討：法の哲学から秩序の哲
学へ

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

大西　昇 名古屋大学 教授
視覚障害者の活動支援のための文字情報取得・伝達
システム

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

大塚　雄一 名古屋大学 助教 電離圏・熱圏の春・秋非対称性 4,940,000 650,000 4,290,000
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大野　民生 名古屋大学 准教授
マウス体系的遺伝解析系を用いたストレプトゾトシン誘
発糖尿病感受性遺伝子の解析

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

大惠　克俊 名古屋大学 その他
頚部筋電位信号により制御を行う発声時に使用する医
用福祉用デバイスに関する研究

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

辰巳　仁史 名古屋大学 准教授 力学刺激受容機構としてのアクチン線維の構造変化 5,460,000 2,860,000 2,600,000

棚橋　誠治 名古屋大学 教授
素粒子現象から探る電弱対称性の破れのユニタリ
ティー保証機構

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

中山　享之 名古屋大学 その他
血液悪性腫瘍幹細胞－ニッチを破綻させるＦＧＦ２の創
薬を目標とした 小活性部位同定

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

中舎　寛樹 名古屋大学 教授 責任根拠としての「意思的関与」に関する研究 3,770,000 1,690,000 2,080,000

中西　知樹 名古屋大学 准教授 団代数の基礎と応用の研究 4,940,000 1,430,000 3,510,000

中村　靖子 名古屋大学 准教授
死の欲動理論の新展開ーー脳機能画像研究に基づく
身体表象と情動理論の接続の試み

5,200,000 1,430,000 3,770,000

中田　瑞穂 名古屋大学 教授
旧東欧の新興民主諸国における民主制の型―執行権
と議会、与党と野党の関係の比較分析

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

町田　健 名古屋大学 教授 文の時間的特性を決定する要因と決定過程の研究 4,030,000 1,560,000 2,470,000

長畑　明利 名古屋大学 教授
エズラ・パウンドの経済論と創作原理――「利子」と「抽
象」

4,030,000 1,950,000 2,080,000

長尾　伸一 名古屋大学 教授 ニュートン主義における自然と「人間の科学」の成立 5,200,000 1,820,000 3,380,000

塚田　光 名古屋大学 助教 繁殖能力向上のための成長ホルモン作用メカニズム 5,460,000 2,990,000 2,470,000

坪井　秀人 名古屋大学 教授
詩歌のジャポニスム　──西欧における展開と日本モ
ダニズムへの接合に関する研究

3,510,000 1,560,000 1,950,000

鶴巻　泉子 名古屋大学 准教授
領域的マイノリティに特有な人種差別は存在するかー
西欧少数文化地域の包摂と排除ー

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

天野　睦紀 名古屋大学 准教授
低分子量Ｇ蛋白質Ｒｈｏシグナルが関わる疾患の分子
基盤の解明

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

田中　京子 名古屋大学 准教授
「帰国しない留学」の長期的成果～日本に留学したラ
テンアメリカ出身者の場合～

2,730,000 260,000 2,470,000

田中　智之 名古屋大学 准教授
英語不定詞節における目的語の分布に関する通時的
研究

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

渡邉　雅子 名古屋大学 准教授
大学入試にみる能力観とエリート像－日・米・仏の比較
からー

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

渡邉　崇 名古屋大学 教授
固定表面および自由表面を持つ回転流れ場における
流動形態の解明と制御

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

嶋田　明 名古屋大学 その他
骨髄微小環境下におけるＡＭＬ幹細胞のチロシンキ
ナーゼ阻害剤耐性機構の解明

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

藤川　清史 名古屋大学 教授
東アジア共生時代の環境経済政策－計量分析による
政策評価－

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

藤村　逸子 名古屋大学 教授
形容詞語彙の使用パターンとその構造化に関する日
仏語対照研究

3,510,000 1,560,000 1,950,000
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藤本　保志 名古屋大学 講師 放射線治療が嚥下機能に与える影響の研究 5,330,000 3,380,000 1,950,000

洞　彰人 名古屋大学 教授
群のユニタリ表現の分解と分岐グラフ上の調和関数の
研究

4,420,000 1,820,000 2,600,000

内藤　真理子 名古屋大学 講師
摂食・嚥下機能向上支援とその評価に関する研究：支
援効果および関連因子の検討

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

鍋島　直樹 名古屋大学 教授 ポスト・ケインズ派経済学の形成と発展 2,600,000 520,000 2,080,000

南部　保貞 名古屋大学 准教授
量子相関の観点から見た宇宙初期ゆらぎの進化の研
究

4,030,000 1,170,000 390,000 2,860,000

二井　晋 名古屋大学 准教授
懸濁液への高周波超音波照射による粒子混合物の分
離

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

二橋　尚志 名古屋大学 助教
認知症に対する画像診断の有用性に関するシステマ
ティックレビュー

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

日比　陽子 名古屋大学 その他
ストレスによる精神疾患発症における脳特異的転写因
子ＮＰＡＳ４の役割

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

入谷　修司 名古屋大学 准教授
統合失調症死後脳の神経病理学的検討ー疾患モデル
動物との比較ー

3,250,000 1,170,000 2,080,000

白川　博章 名古屋大学 准教授
中国におけるバイオマスエネルギーの地域需給バラン
スに関する研究

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

八槇　博史 名古屋大学 准教授
機械学習による政治・経済データからのシミュレーショ
ンモデル生成

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

飛田　潤 名古屋大学 准教授
非専門家との連携協働による新たな建物強震観測体
制「Ｐネット」の構築

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

樋口　倫代 名古屋大学 助教
復興開発におけるプライマリヘルスケアの役割：質的
手法を用いた地域保健研究

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

米今　敬一 名古屋大学 助教
１３－シスレチノイン酸を用いたレチノイドサイクルの遮
断による網膜色素変性症の治療

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

片桐　渉 名古屋大学 助教
Ｗｎｔシグナル制御下に培養した幹細胞由来成長因子
による新規骨再生医療

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

北岡　教英 名古屋大学 准教授
人間対人間の対話情報を事前知識とした情報検索音
声対話戦略

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

茂登山　清文 名古屋大学 准教授
大学におけるヴィジュアルリテラシー教育に関する調
査・研究

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

木俣　元一 名古屋大学 教授
１３世紀イギリスにおける聖顔信仰の成立と展開：イ
メージと宗教的実践に関する研究

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

野尻　伸一 名古屋大学 教授
拡張された重力理論に基づく宇宙の歴史を再現する模
型の構築

4,940,000 1,300,000 3,640,000

柳原　光芳 名古屋大学 准教授
義務教育，教育制度のマクロ経済学的グランド・デザイ
ン

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

有田　隆也 名古屋大学 教授
共進化型知能創発観に基づく人間の社会性の起源に
関する構成的研究

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

有馬　寛 名古屋大学 講師
ＮＰＹニューロンに発現するグルココルチコイドレセプ
ターの機能解析

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

楊　暁文 名古屋大学 教授
マレーシア華文文学の総合的研究―李天葆・黄錦樹・
梁靖芬を中心に―

4,940,000 1,300,000 3,640,000
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林　良嗣 名古屋大学 教授
農山村と都市との関係を考慮した国土計画のあり方に
関する研究

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

鈴村　順三 名古屋大学 教授
有機導体におけるディラック粒子の起源とベリー位相
の理論的研究

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

蓮池　いずみ 名古屋大学 研究員
日本語学習者による助詞「は」の使用における言語転
移

1,820,000 1,430,000 390,000

和田　壽弘 名古屋大学 教授
新ニヤーヤ学派における言語分析の方法に関する研
究

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

檜尾　正也 名古屋大学 その他
非破壊検査・モデル試験・数値解析を活用した盛土の
健全性評価に関する研究

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

淺原　良浩 名古屋大学 助教
有機態金属元素の同位体に着目した新しい環境変動
解析手法の開発

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

蛯沢　克己 名古屋大学 その他
皮膚由来前駆細胞を用いた糖尿病性潰瘍の新規治療
法開発に関する基礎的研究

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

袁　紅 名古屋大学 その他 卵巣癌における上皮間葉移行の新規分子機構の解析 5,200,000 1,950,000 3,250,000

邊見　久 名古屋大学 准教授
代謝工学利用を目指したアーキア由来新奇メバロン酸
経路の解明

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

稲葉　みどり 愛知教育大学 教授
第二言語の創造的発話産出に関わる心理言語的要因
の研究

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

岸　康弘 愛知教育大学 准教授
不定方程式及び生成多項式を用いた代数体のイデア
ル類群の研究

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

吉澤　恭子 愛知教育大学 准教授
フランスの初等教員の音楽能力の基準とＩＵＦＭにおけ
る音楽教育の実態調査

3,770,000 1,430,000 2,340,000

久野　弘幸 愛知教育大学 准教授
アジア都市国家における「日本型授業研究・校内研修
モデル」導入の可能性に関する研究

4,810,000 1,820,000 2,990,000

久野　陽一 愛知教育大学 准教授 １８世紀アフリカ系作家と環大西洋の英文学 4,550,000 1,690,000 2,860,000

弓削　洋子 愛知教育大学 准教授
「あたたかく課題を突きつける」指導方略を促す学級課
題状況の実証的研究

4,160,000 1,430,000 2,730,000

古田　真司 愛知教育大学 教授
不定愁訴を持つ児童・生徒に対する教育保健学的研
究

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

後藤　ひとみ 愛知教育大学 教授
養護教諭志望学生の「省察力」育成を目指した学内実
習の授業モデル開発

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

高橋　裕子 愛知教育大学 准教授
中津川興風学校の学校衛生史－明治維新期の社会
基盤づくりから近代制度への系譜－

2,080,000 1,300,000 390,000 780,000

佐々木　徹郎 愛知教育大学 教授
算数・数学的活動の段階論による式指導の実践的研
究

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

三時　眞貴子 愛知教育大学 講師 教育「支援」とその「排除性」に関する比較史研究 4,940,000 1,430,000 3,510,000

山田　綾 愛知教育大学 教授
教科の言語活動における「対話」の現代的意義と可能
性－アクションリサーチによる

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

小川　英彦 愛知教育大学 教授 障がいのある幼児の歴史研究 3,120,000 910,000 2,210,000

上原　三十三 愛知教育大学 准教授
身体感覚能力の向上を目指した「なわとび連鎖交互回
しとび」のデジタル教材開発

2,600,000 780,000 1,820,000
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新山王　政和 愛知教育大学 教授
小中学校教員と共同開発する「言語活動で表現と鑑賞
を一体化させる音楽科授業プラン」

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

菅沼　教生 愛知教育大学 教授 宿主植物の共生変異体を用いた窒素固定機構の解析 5,330,000 2,080,000 3,250,000

星　博幸 愛知教育大学 准教授 高精度磁気測定による中央構造線の湾曲形成の探究 4,290,000 1,950,000 2,340,000

青木　香保里 愛知教育大学 准教授
家庭科教諭・栄養教諭・養護教諭の連携を目指した授
業プログラムの開発

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

川口　直巳 愛知教育大学 助教
幼少期に来日したブラジル人児童生徒へのケアの試
み－学校間の相互理解から－

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

浅井　暢宏 愛知教育大学 准教授
量子確率論的手法によるシーガル・バーグマン変換と
無限分解可能分布の研究

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

足立　重和 愛知教育大学 准教授 観光と社会関係資本に関する地域社会学的研究 3,120,000 1,170,000 1,950,000

中田　敏夫 愛知教育大学 教授
学校方言の成立と展開に関する基礎的研究ー学校建
築用語を軸にー

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

島倉　裕樹 愛知教育大学 講師 中心電荷２４の正則頂点作用素代数の構成と分類 5,070,000 1,820,000 3,250,000

道木　一弘 愛知教育大学 教授
ジョイスとベケットの小説における語りとコンテクストの
研究と物語論の再構築

2,730,000 1,170,000 1,560,000

飯島　康之 愛知教育大学 教授
生徒用タブレット端末用の作図ツールの開発と授業実
践

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

尾形　和男 愛知教育大学 教授
ライフステージに基づく父親・母親のワーク・ライフ・バ
ランスと家族成員の発達・適応

1,950,000 1,040,000 910,000

北村　一浩 愛知教育大学 准教授
精密鋳造によるチタンーニッケルージルコニウム高温
形状記憶合金アクチュエータの開発

5,720,000 4,810,000 910,000

井門　康司 名古屋工業大学 教授
強磁性粒子を用いた磁場援用セミアクティブダンパに
関する研究

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

一瀬　郁夫 名古屋工業大学 教授
計算機シミュレーションによるゲージ理論の研究とその
量子多体現象への応用

4,810,000 2,990,000 1,820,000

塩塚　理仁 名古屋工業大学 助教
光応答性複合超分子錯体の構築と金属基板上への配
列制御

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

岡本　英二 名古屋工業大学 准教授
空間光通信の伝搬路モデル及び高速高品質伝送手段
の構築

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

岩崎　誠 名古屋工業大学 教授
線形行列不等式応用が拓く高精度２自由度位置決め
制御系設計の実用化展開

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

岩田　修一 名古屋工業大学 助教
流動複屈折を用いた圧力振動場における２気泡間の
応力測定とその応用

5,590,000 3,640,000 1,950,000

高橋　聡 名古屋工業大学 教授 オージェ過程の電子相関強度クロスオーバー 4,550,000 3,770,000 780,000

高橋　直久 名古屋工業大学 教授
時空間解析に基づくセキュアネットワーキング基盤の
研究

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

高田　主岳 名古屋工業大学 准教授 高分子ゲルを用いた微小電気化学ポンプの開発 5,720,000 3,900,000 1,820,000

高木　幸治 名古屋工業大学 准教授
側鎖型反応性共役高分子の精密合成と三次元ネット
ワーク構造の構築

5,200,000 2,470,000 2,730,000
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斎藤　彰一 名古屋工業大学 准教授
高い匿名性と安全性を有する家庭向けオーバーレイ
ネットワークシステム

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

山岸　正和 名古屋工業大学 准教授 グラフのラプラシアンの数論的研究 3,120,000 1,040,000 2,080,000

山村　初雄 名古屋工業大学 教授
１ナノメートルの分子空間を活用した細菌膜傷害性抗
菌ペプチドのモデル化研究

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

小野　克彦 名古屋工業大学 准教授
ホウ素錯体による有機π電子系の機能化とｎ型半導
体の開発

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

小野　晋吾 名古屋工業大学 准教授 フッ化物蛍光体を用いた真空紫外発光素子開発 5,330,000 1,950,000 3,380,000

小澤　智宏 名古屋工業大学 准教授
有機―無機ハイブリッド型高選択一酸化窒素センサー
の開発

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

須藤　正時 名古屋工業大学 准教授 ヘッドマウントディスプレイを使用した音の可視化 5,590,000 4,290,000 1,300,000

石野　洋二郎 名古屋工業大学 教授 非定常火炎の四次元ＣＴ計測法の確立 5,460,000 2,470,000 2,990,000

川島　慶子 名古屋工業大学 准教授
マリー・キュリーのキャリアに見る、科学アカデミーの
ジェンダー問題

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

早川　伸哉 名古屋工業大学 助教
放電加工における材料除去機構と加工液の役割の解
明

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

大囿　忠親 名古屋工業大学 准教授
Ｗｅｂコンテンツ転用防止のための耐タンパ性を備えた
プッシュ配信技術の開発

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

猪股　智彦 名古屋工業大学 助教 イオン液体修飾電極を利用した機能性電極の構築 5,330,000 2,600,000 2,730,000

湯地　昭夫 名古屋工業大学 教授
高分子電解質のイオン交換体との相互作用の解明と
新規検出法の開発

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

藤本　温 名古屋工業大学 准教授 西洋中世十三世紀の認識論研究 1,300,000 520,000 780,000

南　範彦 名古屋工業大学 教授 高次圏論と一元体論の安定ホモトピー論への応用 5,200,000 1,560,000 3,640,000

日原　岳彦 名古屋工業大学 准教授
コア・シェル型クラスターの作製方法と表面・界面効果
による機能発現に関する研究

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

迫　克也 名古屋工業大学 准教授
新規な電子移動制御能を有する三次元分子フォトダイ
オード素子の創製

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

飯田　雄章 名古屋工業大学 准教授
遷移過程にある平板境界層の摩擦および伝熱機構の
解明

4,290,000 1,820,000 2,470,000

武田　竜弥 名古屋工業大学 准教授 産業博物館を軸とした産業観光のモデル化について 4,290,000 1,040,000 3,250,000

服部　博文 名古屋工業大学 その他
乱流熱伝達場における逆勾配拡散現象の発生限界と
その発生メカニズムに関する研究

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

木村　高志 名古屋工業大学 准教授
高密度パルス放電プラズマを用いた機能性アモルファ
スカ－ボン成膜装置の開発

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

櫻井　優 名古屋工業大学 教授 新超解像度画像生成アルゴリズムの研究 5,330,000 1,170,000 4,160,000

安田　好文 豊橋技術科学大学 教授
運動およびトレーニングが内因性一酸化炭素産生に及
ぼす影響

5,070,000 2,080,000 2,990,000
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岩佐　精二 豊橋技術科学大学 准教授 免疫化学測定法による低分子残留農薬の分析 5,200,000 2,600,000 2,600,000

吉田　祥子 豊橋技術科学大学 講師
神経回路発達を誘導するグリア細胞トランスポーター
分子の制御メカニズム

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

栗山　繁 豊橋技術科学大学 教授 照明空間とカメラを用いた演出連動型の情報配信 5,070,000 2,080,000 2,990,000

佐久間　邦弘 豊橋技術科学大学 准教授
オートファジーによるタンパク分解は、加齢性筋肉減弱
症を誘発するか？

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

小口　達夫 豊橋技術科学大学 准教授
微量反応中間体のリアルタイム多種同時検出法による
定量的着火燃焼反応機構の構築

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

青野　雅樹 豊橋技術科学大学 教授
三次元物体検索のためのスケーラブルな次元圧縮技
術とセグメンテーションの研究

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

石井　仁 豊橋技術科学大学 教授 細菌迅速検知チップに関する基礎的研究 5,460,000 3,640,000 1,820,000

大平　孝 豊橋技術科学大学 教授
無線秘密鍵共有方式のための可変指向性アンテナの
研究

4,550,000 910,000 3,640,000

田村　真奈美 豊橋技術科学大学 准教授
ハリエット・ビーチャー・ストウとヴィクトリア朝英国の女
性作家たち

3,120,000 1,300,000 1,820,000

藤戸　敏弘 豊橋技術科学大学 教授
大規模データ処理に向けたアルゴリズム設計理論の
展開

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

服部　敏明 豊橋技術科学大学 准教授
ＣＣＤ型イオンイメージセンサを利用した安全に優れた
非侵襲型動的イオン測定法の開発

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

浴　俊彦 豊橋技術科学大学 教授
高等真核生物の染色体安定化を司る新規ＲＮＡ干渉
複合体ＤＲＨ－３・Ｅ１の機能研究

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

阿部　純義 三重大学 教授 量子熱力学に対するオペレーショナルな方法の展開 2,470,000 1,170,000 1,300,000

安田　裕美 三重大学 その他
胃癌腹膜播種形成に関与するエピジェネティック変化
の分子機構と治療への応用

4,550,000 1,950,000 2,600,000

伊藤　信成 三重大学 准教授
天文分野を対象とした自主学習型解析体験教材の開
発

4,550,000 2,080,000 2,470,000

永田　成文 三重大学 准教授
小学校の外国語活動における遠隔会議を活用したＥＳ
Ｄ（持続発展教育）の教材開発

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

遠山　敦 三重大学 教授
「原因」「因果」概念との比較に基づく「おのずから」概
念の研究

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

奥田　均 三重大学 教授 キクミカンの安定生産技術の開発 3,250,000 1,300,000 1,950,000

奥田　真弘 三重大学 教授
炎症性サイトカインによる尿細管薬物トランスポータの
機能制御とその役割解明

5,200,000 1,430,000 3,770,000

岡島　賢治 三重大学 講師
水利施設構造物と地盤との境界で生じる浸透破壊メカ
ニズムの解明と予測手法の開発

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

岡野　禎治 三重大学 教授
月経前不快気分障害の病態発生に関した前方視的調
査研究

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

荻原　彰 三重大学 教授
地理情報システムを利用した、小学校教師支援のため
の「祓川百科事典」の開発

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

丸山　直樹 三重大学 准教授
循環型過熱水蒸気利用による廃棄物の高効率再資源
化に関する研究

5,590,000 4,290,000 1,300,000
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吉井　美知子 三重大学 教授 市民社会は児童問題の解決にいかに貢献できるか 5,330,000 2,080,000 3,250,000

吉松　隆夫 三重大学 教授
気候変動がアジアパシフィック域の水産養殖業に与え
る影響

3,250,000 780,000 2,470,000

吉川　高正 三重大学 助教
熱塑性変形を利用したバルク金属ガラスの常温弾性
率の制御技術開発

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

宮岡　邦任 三重大学 准教授
伊勢湾沿岸流域の二次的自然環境形成が栄養塩循
環と海域生態環境に与える影響の解明

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

宮原　慶裕 三重大学 講師
末梢におけるＦＯＸＰ３陽性制御性Ｔ細胞への分化メカ
ニズム解析とがん治療への応用

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

宮崎　多惠子 三重大学 准教授
魚類における生息水深への色覚適応と種多様性形成
の関連

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

古丸　明 三重大学 教授
分子遺伝学的手法による雄性発生シジミの起源と核ゲ
ノムクローン性に関する研究

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

後藤　姉奈 三重大学 助教 師長職の成長過程と成長過程に関与する経験の意味 2,600,000 1,040,000 1,560,000

荒木　俊光 三重大学 講師
潰瘍性大腸炎関連性大腸癌に対する新しい早期診断
法有効性の検討と確立に向けた研究

5,460,000 4,030,000 1,430,000

高松　進 三重大学 教授
生物多様性獲得機構としての生物間相互作用の進化
学的解析：植物寄生菌を材料にして

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

高瀬　治彦 三重大学 准教授 講義中に行う演習を支援するシステムの開発 5,200,000 2,340,000 2,860,000

高木　治行 三重大学 助教
進行肝細胞癌に対する、標準的肝動注化学療法の確
立に関する多施設共同研究

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

根津　知佳子 三重大学 教授 音楽的経験を軸としたカリキュラム構成に関する研究 4,680,000 1,820,000 2,860,000

佐久間　肇 三重大学 准教授
３テスラＤＥＮＳＥ　ＭＲＩによる左室壁内心筋ストレイン
の定量的評価

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

佐野　和博 三重大学 教授 電場によるキャリヤ注入の第一原理計算と超伝導 5,070,000 3,510,000 1,560,000

山中　恵一 三重大学 講師
ＩＬ－１０の局所誘導によるスギ花粉症及びアトピー性
皮膚炎の治療

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

出口　隆生 三重大学 講師
小児急性リンパ性白血病の微小残存病変を用いた白
血病幹細胞特性解析の試み

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

緒方　正人 三重大学 教授 肥満による慢性炎症性病変の新規制御機構の解析 5,200,000 1,820,000 3,380,000

小海　文夫 三重大学 教授
触媒フリーケイ素ナノワイヤーの形成とリチウムイオン
電池負極応用の研究

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

小久保　康昌 三重大学 講師
紀伊半島のＡＬＳとパーキンソン認知症複合患者由来ｉ
ＰＳ細胞の作成と神経細胞誘導

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

小林　一成 三重大学 教授
オミックス解析によるイネのいもち病侵入抵抗性関連
因子の探索

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

松峯　昭彦 三重大学 准教授
弱毒化ポリオウイルスを用いた悪性骨軟部腫瘍に対
する画期的な細胞融解療法の開発

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

松本　金矢 三重大学 教授
実践体験型ＰＢＬ教育を導入した教員養成カリキュラム
の開発に関する研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000
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森脇　健夫 三重大学 教授
同僚性の構築による教師の力量形成研究ーライフヒス
トリー的アプローチを用いてー

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

須曽野　仁志 三重大学 教授
言語活動の充実と生き方学習につなげるデジタルス
トーリーテリング手紙制作と授業設計

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

翠川　薫 三重大学 その他
途上国における食と生活習慣によるアルツハイマー病
発症のリスク評価と予防法の構築

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

清水　香澄 三重大学 助教
勃起不全治療薬ホスホジエステラーゼ５阻害剤は悪性
黒色腫の分子標的となり得るか？

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

西尾　真智子 三重大学 講師
ミニゲノム及びリコンビナントウイルスの系を使ったパ
ラミクソウイルス増殖機構の解明

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

石永　一 三重大学 講師
難治性副鼻腔炎におけるトランスフォーミング成長因
子αの役割と治療法の開発

3,770,000 1,300,000 2,470,000

石黒　覚 三重大学 教授
地域資源を活用したヒートアイランド現象抑制型舗装
の研究

5,720,000 4,550,000 1,170,000

石田　宗秋 三重大学 教授
複合型自然エネルギー利用発電システムのスマートグ
リッド化に関する研究

5,590,000 4,420,000 1,170,000

谷口　礼偉 三重大学 教授
非再帰型擬似乱数生成アルゴリズムを応用したハッ
シュ関数の研究

2,990,000 1,430,000 1,560,000

中村　裕一 三重大学 准教授
新型打撃高圧装置の開発と動的圧縮下における潤滑
油の高圧レオロジー評価

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

張　尓泉 三重大学 助教 人工呼吸器誘発肺傷害（ＶＩＬＩ）の硫化水素による治療 5,070,000 2,470,000 2,600,000

鶴岡　信治 三重大学 教授
網膜光干渉断層画像を対象とした３次元境界面追跡
法による疾患部の推定システム

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

鶴留　雅人 三重大学 准教授
新たな手法によるパラミクソウイルス媒介膜融合の分
子機構の解析

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

渡辺　晋生 三重大学 准教授
土壌凍結層の発達・融解浸潤にともなう土中の水分・
窒素移動の解明と予測

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

登　勉 三重大学 教授
フローサイトメトリーによる核酸代謝酵素欠損症診断法
の基礎的検討

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

土屋　亨 三重大学 准教授
サツマイモ栽培種の効率的な交配育種に向けた自家・
交配不和合性の人為的打破

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

藤田　尚己 三重大学 講師 肝臓に対するインクレチン作用機序の解明 5,200,000 1,950,000 3,250,000

内田　恵一 三重大学 准教授
小児難治性炎症性腸疾患の病態に関する二光子レー
ザー顕微鏡リアルタイムイメージング

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

肥田野　久二
男

三重大学 准教授
局所平滑化評価式の非線型双曲型波動方程式への
応用に関する研究

2,600,000 780,000 1,820,000

福録　恵子 三重大学 准教授
地域密着型クリニックを拠点とする運動器不安定症高
齢者の運動支援プログラム開発

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

片倉　望 三重大学 教授
中国の古代から中世に至る思想・美術の空間的歴史
軸構築への模索

4,160,000 1,430,000 2,730,000

毛利　志保 三重大学 助教
高齢者施設の配置計画からみた地域密着性向上のた
めの要件

4,420,000 1,950,000 2,470,000

木佐貫　博光 三重大学 教授
劣化した森林における高木性樹種の繁殖および遺伝
的多様性評価に基づく再生方法の検討

4,940,000 2,340,000 2,600,000
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木村　清志 三重大学 教授
アジ科魚類各属の系統類縁関係とヨロイアジ属群各種
の分類学的系統学的研究

5,590,000 2,860,000 2,730,000

木村　哲哉 三重大学 准教授
嫌気性菌の遺伝子工学を応用した水素ガス生産技術
の開発

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

立川　陽仁 三重大学 准教授
現代カナダの先住民社会における世襲の意義と「政
治」に関する人類学的研究

4,160,000 1,690,000 2,470,000

鈴木　昇 三重大学 准教授
遺伝子発現誘導型の癌モデル動物における癌性カヘ
キシア発症の分子メカニズム

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

櫻井　洋至 三重大学 講師
地域医療再生のための卒前キャリアパス教育のあり
方に関するプロスペクティブ研究

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

澤田　博文 三重大学 助教
ＢＭＰＲ２関連遺伝子改変マウスを用いた炎症性肺高
血圧モデルの作成

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

岩井　憲一 滋賀大学 准教授 指導案を利用した教師教育支援環境の実現と評価 4,550,000 2,210,000 2,340,000

宮田　仁 滋賀大学 教授
メタ認知支援を埋め込んだＰＩＳＡ型ＩＣＴメディアリテラ
シー学習教材の開発と評価

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

近藤　學 滋賀大学 教授 オーストラリア水利権市場の研究 2,210,000 1,560,000 1,040,000 650,000

江崎　和希 滋賀大学 その他 筋細胞内・外脂肪量の蓄積関連因子の解明 5,200,000 2,210,000 2,990,000

黒田　吉孝 滋賀大学 教授
キャリア教育推進のための携帯Ｗｅｂ活用による知的
障害者の学びの共同体の構築と検証

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

大嶋　秀樹 滋賀大学 准教授
実践的英語音声指導力の向上をはかる連携英語教員
養成カリキュラムの開発、運用、評価

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

大和田　敢太 滋賀大学 教授
職場におけるモラルハラスメントの立法的規制の調査
研究

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

鍋倉　聰 滋賀大学 准教授
シンガポールにおける「国民」文化の生成に関する社
会学的研究

3,640,000 2,340,000 650,000 1,300,000

服部　昭尚 滋賀大学 教授
サンゴ礁魚類保全のための生息地パッチ群の評価：メ
タ群集理論と種数面積関係の応用

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

平畑　奈美 滋賀大学 講師
海外業務経験と若年層のキャリアイメージ－青年海外
協力隊日本語教師への調査から－

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

澤木　聖子 滋賀大学 教授
日本企業のグローバル化における言語戦略と組織能
力の構築に関する探索的研究

2,860,000 1,040,000 1,820,000

卯木　智 滋賀医科大学 助教 新規内臓脂肪量マーカーの臨床応用 5,330,000 2,860,000 2,470,000

園田　明永 滋賀医科大学 助教
３２０列ＣＴと二酸化炭素を用いた肝腫瘍栄養血管描
出技術の開発

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

遠藤　善裕 滋賀医科大学 教授 坐位ＭＲＩによる骨盤底筋群および直腸肛門機能評価 4,160,000 2,340,000 1,820,000

岡山　久代 滋賀医科大学 准教授
妊婦と実母の２世代を対象にした育児支援プログラム
の開発―縦断的介入による評価―

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

久留島　美紀
子

滋賀医科大学 講師
「メタ認知能力」測定尺度・強化教授法の開発－看護
実践能力持続的向上のために－

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

高橋　健太郎 滋賀医科大学 その他
地域における周産期医療体制改善のための限られた
資源の有効活用に関する研究

4,030,000 1,430,000 2,600,000
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佐々木　雅也 滋賀医科大学 講師
炎症性腸疾患患者のエネルギー代謝に関する臨床的
研究

3,510,000 1,430,000 2,080,000

山崎　樹里 滋賀医科大学 その他 カニクイザル未成熟卵子の体外成熟培養法の確立 5,200,000 1,560,000 3,640,000

山崎　登自 滋賀医科大学 その他
心筋虚血再灌流時のプログラム細胞死モニタリングと
麻酔薬による制御

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

小島　秀人 滋賀医科大学 准教授 遺伝子治療による膵臓内での膵島再生 5,200,000 2,080,000 3,120,000

松末　吉隆 滋賀医科大学 教授
骨髄由来未分化間葉系細胞を用いた肩腱板断裂の非
侵襲的治療の試み

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

森田　幸代 滋賀医科大学 助教 がん患者の精神症状に対する治療指針の確立 5,200,000 1,950,000 3,250,000

清水　智治 滋賀医科大学 助教 新しいエンドトキシン測定法による敗血症の評価 4,940,000 2,730,000 2,210,000

清水　猛史 滋賀医科大学 教授
好酸球と鼻粘膜構成細胞の相互作用からみた好酸球
性鼻副鼻腔炎の病態と新治療法の開発

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

西村　正樹 滋賀医科大学 准教授
アミロイドβ前駆体Ｃ９９をターゲットとしたアルツハイ
マー病治療戦略の開発

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

西尾　善彦 滋賀医科大学 准教授
多価不飽和脂肪酸を用いた血管内皮抗酸化システム
の活性化戦略の意義を明らかにする。

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

扇田　久和 滋賀医科大学 教授
足場分子アファディンが持つ多面的細胞機能を制御す
る分子機構

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

相見　良成 滋賀医科大学 准教授
極めて簡便な神経染色法を応用した高校生物実験
パッケージの開発と実践的検証

2,860,000 1,430,000 1,430,000

大田　信一 滋賀医科大学 その他
血管新生阻害薬の多剤併用療法における低侵襲ｉｎ　ｖ
ｉｖｏ画像評価法の構築

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

瀧北　幹子
（鈴木幹子）

滋賀医科大学 助教
肺癌におけるオートファジー関連因子の意義と癌化バ
イオマーカーとしての有用性

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

旦部　幸博 滋賀医科大学 助教 Ｄｒｓ癌抑制遺伝子による代謝シフト制御機構の解明 5,330,000 2,210,000 3,120,000

長谷川　浩史 滋賀医科大学 その他 新規βアミロイド産生調節蛋白の機能解析 5,330,000 2,210,000 3,120,000

辻川　知之 滋賀医科大学 講師 クローン病線維性狭窄の危険因子解明 4,940,000 2,470,000 2,470,000

藤井　広美 滋賀医科大学 講師
行政分野における中堅期保健師の現任教育に関する
研究

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

藤吉　朗 滋賀医科大学 その他
一般集団における軽度認知機能障害と動脈硬化との
関連に関する疫学研究

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

伴　宏充 滋賀医科大学 その他
ＭＲＰ４遺伝子多型解析による炎症性腸疾患に対する
テーラーメイド免疫療法の構築

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

福井　聖 滋賀医科大学 講師
非侵襲的脳内グルタミン酸、ＧＡＢＡ測定による痛みの
脳機能評価法の確立

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

豊田　太 滋賀医科大学 助教
洞房結節ＣａＶ１．３におけるＲＮＡ編集の可能性とＩｓｔ
の分子基盤に関する検討

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

木村　文則 滋賀医科大学 その他
アクチビン制御による早発卵巣不全および卵巣予備能
低下者に対する治療法開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000
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門田　文 滋賀医科大学 その他
一般地域住民において微量アルブミン尿が潜在性動
脈硬化症におよぼす影響の解明

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

Ｒ　ＰＡＬＩＨＡ
ＷＡＤＡ

京都大学 教授
短期型留学プログラムにおける修了研究の教育的意
義と有効性

4,030,000 1,040,000 2,990,000

安永　純一朗 京都大学 講師
ＨＴＬＶ―Ｉ発がん機序における脱ユビキチン化酵素ＵＳ
Ｐ２０・ＵＳＰ３３の役割

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

安原　和也 京都大学 講師 英語学術表現の教材開発に関する基礎研究 5,070,000 2,210,000 2,860,000

伊藤　功朗 京都大学 助教
ヒトｉＰＳ細胞を用いた肺組織幹細胞の探索とⅡ型肺胞
上皮細胞誘導への挑戦

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

井倉　毅 京都大学 准教授
ＤＮＡ損傷応答シグナルネットワークにおけるＴＩＰ６０複
合体のダイナミクス

5,590,000 2,990,000 2,600,000

茨木　創一 京都大学 准教授
画像計測を用いた多軸制御工作機械の空間精度の
「自己 適化」の方法論

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

曳野　孝 京都大学 准教授 ビジネスグループ発展の国際比較 5,070,000 910,000 4,160,000

永持　仁 京都大学 教授
ネットワーク構造への変換に基づくアルゴリズム設計
技術

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

永谷　清信 京都大学 助教
自由電子レーザー利用実験に向けた金属・半導体クラ
スター源の開発

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

永田　素彦 京都大学 准教授
地域コミュニティにおける共育空間創出のアクションリ
サーチ

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

越後　信哉 京都大学 准教授
オゾンー触媒反応場による溶存態窒素酸化プロセスの
開発

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

園部　純也 京都大学 講師 ナノ磁性粒子遺伝子導入法による骨再生 5,200,000 2,730,000 2,470,000

塩谷　智基 京都大学 准教授
土木構造物の損傷から生じるＡＥ波を利用した損傷可
視化トモグラフィ

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

横井　秀基 京都大学 助教 ＣＴＧＦを標的とした新規腎疾患治療の探索 5,330,000 2,860,000 2,470,000

横地　優子 京都大学 准教授
インド中世前期におけるシヴァ教文学―一般信徒向け
文献を中心として―

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

柿木　良介 京都大学 准教授
イヌでの骨髄間葉系幹細胞移植した血管柄含有
チューブ内での神経再生

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

角谷　寛 京都大学 准教授
質問票調査を既存ゲノムコホート研究に追加して実施
する睡眠のゲノム疫学的研究

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

関　進 京都大学 その他
医学教育における情報伝達・収集過程の分析ー医療
面接と有害事象対応

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

丸山　敬 京都大学 准教授
竜巻状の回転流中における飛散物の運動に関する数
値解析

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

岸本　千晴 京都大学 助教 ＦＣレセプター修飾による心不全と動脈硬化の治療 5,460,000 2,860,000 2,600,000

岩城　卓二 京都大学 准教授
近世後期における豪農商層の政治的力量－人脈・情
報・信頼－

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

菊地　暁 京都大学 助教
「京大文化史学派」の学問史的研究－民俗宗教史を中
心として－

2,210,000 650,000 1,560,000
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吉永　郁生 京都大学 助教
有用微生物の扶育場としてのアマモ葉体表面のバイオ
フィルム

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

吉田　哲 京都大学 准教授
中心市街地・商業地散策中における高齢者の利用を
想定した休憩空間整備の総合的研究

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

吉田　友教 京都大学 助教
野生大型霊長類における人獣共通感染症の特定とリ
スクアセスメントに関する研究

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

及川　恵 京都大学 准教授
抑うつに対する予防的学生支援システム構築に関する
臨床健康心理学的研究

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

宮下　正弘 京都大学 助教
細胞透過性ペプチドを用いた植物免疫機構の解明と
新たな免疫活性化剤の創出

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

宮川　文 京都大学 講師 肝移植後の肝細胞キメリズムの成立とグラフトの老化 4,550,000 1,430,000 3,120,000

宮本　心一 京都大学 助教
消化器癌におけるインスリン様増殖因子活性化機構の
解明と中和抗体による治療法の開発

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

橋本　渉 京都大学 准教授
連鎖球菌における宿主細胞外マトリックス（グリコサミノ
グリカン）の代謝機構

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

狭間　芳樹 京都大学 その他
ヴァリニャーノ『日本史』の翻訳・分析に基づく十六世紀
日本の比較宗教研究

3,250,000 1,690,000 1,560,000

饗庭　一博 京都大学 講師
ヒト胚性幹細胞から作製した筋萎縮性側索硬化症モデ
ル細胞を用いた疾患発症機序の研究

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

錦見　俊雄 京都大学 准教授
循環調節ペプチドー脳性利尿ペプチド、アドレノメデュ
リンーの展開研究

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

近藤　文男 京都大学 その他 日本の電機産業におけるグローバル・マーケティング 4,810,000 1,170,000 3,640,000

金子　克哉 京都大学 助教
大陸地殻を持つ沈み込み帯における地殻溶融による
マグマ発生過程の解明

2,860,000 1,430,000 1,430,000

金子　豊 京都大学 助教
シリコン貫通電極作成のためのマルチスケールシミュ
レーションシステムの開発と応用

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

九鬼　康彰 京都大学 助教
集落～旧村レベルに適した獣害対策の計画的実施方
法の構築

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

原田　健自 京都大学 助教
テンソルネットワーク変分法を用いた量子フラストレー
ション系の数値的研究

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

原田　浩二 京都大学 准教授 新規残留性有機汚染物質群の汚染源と曝露の解明 5,200,000 1,950,000 3,250,000

古谷　栄光 京都大学 准教授 薬物動態と効果の時変性を考慮した麻酔制御の研究 4,160,000 1,690,000 2,470,000

古田　巧 京都大学 准教授
分子認識型軸性不斉触媒を用いる多官能性分子の位
置・立体選択的反応の開発

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

後藤　忠徳 京都大学 准教授 透水構造の新しい可視化方法に関する研究 5,070,000 1,950,000 3,120,000

後藤　和久 京都大学 助教
ビスフォスフォネート関連顎骨壊死の診断・予防に骨代
謝マーカーを応用する研究

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

向山　政志 京都大学 准教授
メタボリック症候群関連腎症の発症・進展における内
分泌因子の意義

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

高木　博志 京都大学 准教授 皇室の神仏分離・再考 4,290,000 1,560,000 2,730,000
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今村　正明 京都大学 助教
先天性過活動膀胱モデル動物としてのＴＮＦαノックア
ウトマウスの解析

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

佐々木　隆 京都大学 准教授 量子対称性と可解性 3,900,000 1,560,000 2,340,000

佐藤　慎一 京都大学 助教
レンチノロールを基にした分子間相互作用阻害剤の合
理的デザイン

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

佐藤　智美 京都大学 研究員
神経細胞産生を制御する増殖因子シグナルの新たな
作用機序解明

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

坂出　健 京都大学 准教授 航空機産業における国際産業政策調整の研究 3,120,000 1,430,000 1,690,000

阪井　宏彰 京都大学 助教
強制オシレーション法を用いた肺移植後急性肺拒絶評
価法の基礎的研究

5,330,000 4,030,000 1,300,000

作花　哲夫 京都大学 准教授
液中その場材料表面元素分析のためのレーザープラ
ズマの 適化

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

三浦　健一郎 京都大学 助教 多重視覚運動の解析に関わる神経機構の研究 5,200,000 2,470,000 2,730,000

三谷　惠子 京都大学 教授
言語の維持と変容についての総合的研究ースラヴ系
少数言語の実証的分析をふまえてー

4,550,000 1,430,000 3,120,000

三野　和雄 京都大学 教授 構造変化のマクロ経済分析 4,550,000 1,690,000 2,860,000

山下　浩平 京都大学 助教
好中球細胞外トラップの分子機構並びにその感染・炎
症病態における役割の解明

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

山口　賀章 京都大学 助教
新規時計機能欠損マウスを用いた生物時計の階層性
とリズム調整薬の探求

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

山口　義幸 京都大学 助教 非相加系のダイナミクスと熱力学 4,940,000 1,300,000 3,640,000

山崎　英恵 京都大学 助教
甘味物質の満足感に寄与するエネルギー情報の口腔
内受容に関する研究

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

山田　雅保 京都大学 准教授
マウス体細胞核移植胚の新規発生促進技術の開発と
その促進機構の解明

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

山田　亮 京都大学 教授
複数の臨床診断項目が定義する疾患形質の遺伝疫学
解析手法に関する研究

2,730,000 1,040,000 1,690,000

山内　淳 京都大学 教授
植物における対被食防衛の集団内多様性の進化機構
に関する理論的研究

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

山本　敬三 京都大学 教授 私法関係における差別禁止法理の検討 3,900,000 1,430,000 2,470,000

山本　憲 京都大学 助教
超高磁場ＭＲＩによる超高分解能拡散テンソル・磁化率
強調画像を用いた脳アトラス作成

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

山名　淳 京都大学 准教授
新教育運動期における学校の「アジール」をめぐる教
師の技法に関する比較史的研究

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

寺本　好邦 京都大学 助教
セルロース誘導体の潜在特性を引き出す化学修飾と
配向制御による光・電気的機能発現

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

若井　克俊 京都大学 准教授
「消費分散選好」という行動学的概念を用いたゲーム
理論と投資理論の応用分析

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

酒井　啓亘 京都大学 教授
国連平和維持機能の実施における国際機構法と一般
国際法の連関

5,070,000 1,950,000 3,120,000
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酒井　博幸 京都大学 准教授
新規抗ウイルス剤開発を目指したＨＰＶ過形成誘導機
構の解明

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

舟場　正幸 京都大学 准教授
褐色脂肪細胞制御による新たなウシ肥育技術開発に
向けた基礎研究

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

戎　富美 京都大学 研究員 ヒト多能性幹細胞から有毛細胞分化誘導の高効率化 5,070,000 1,560,000 3,510,000

楯谷　一郎 京都大学 助教
頭頸部表在癌の発現プロファイリングによる治療戦略
の確立

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

小佐野　広 京都大学 教授
ノンリコース・ファイナンスの理論的合理性と実証的イ
ンプリケーション

2,860,000 1,040,000 1,820,000

小川　正 京都大学 准教授 後頂連合野における刺激顕在性地図の形成過程 5,070,000 1,430,000 3,640,000

小泉　将之 京都大学 助教
グルコース依存性インスリン刺激ポリペプチドの膵発
生と膵癌進展における基盤的研究

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

小瀧　努 京都大学 准教授
酵素および生物機能高度化によるバイオエタノール高
効率生産酵母の開発

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

小沢　登高 京都大学 准教授 離散群論に対する非可換解析的アプローチ 5,070,000 2,730,000 2,340,000

小島　敬裕 京都大学 研究員
上座仏教徒社会の国家と地域の実践に関する研究―
現代ミャンマーを中心に

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

小方　登 京都大学 教授
衛星画像を利用したユーラシアにおける都市遺跡・歴
史的都市の立地とプランの類型化

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

小椋　大輔 京都大学 助教
古墳壁画の保存・公開における環境制御手法に関す
る研究

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

小林　雅彦 京都大学 講師
膝関節骨軟骨移植術における光学的断層像による軟
骨イメージングの試み

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

小林　潔司 京都大学 教授
東アジア経済統合下における国土計画の動学的戦略
外部性に関するゲーム論的研究

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

小林　剛 京都大学 助教 デング熱・出血熱における次世代ワクチン開発戦略 5,330,000 1,820,000 3,510,000

小林　正行 京都大学 助教
ＲＮＡヘリケースＭＯＶ１０によるＮＦｋａｐｐａＢの負の制
御の解析

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

小林　優 京都大学 准教授 ホウ素欠乏応答の分子機構解明 5,330,000 2,080,000 3,250,000

松井　啓之 京都大学 准教授
大規模人工市場シミュレーションによる金融市場のシ
ステミックリスク分析

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

松井　正文 京都大学 教授
外来種によるオオサンショウウオの遺伝子汚染の実態
把握

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

松浦　稔 京都大学 その他
炎症性腸疾患における増悪因子としての鉄の役割－
腸内細菌および鉄関連分子からの解析

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

松永　勇 京都大学 准教授
環境常在マイコバクテリアによるＴｈ２バイアス誘導の
分子機構

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

松尾　哲司 京都大学 准教授
電気機器限界設計のための鉄芯材料 適化手法の
研究

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

松本　明 京都大学 教授
縦断的継続診療によるアルツハイマー病及び軽度認
知機能障害病態バイオマーカーの確立

5,070,000 2,210,000 780,000 2,860,000
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松本　理器 京都大学 助教 意識変容にかかわるネットワークの機能動態の解明 5,200,000 2,470,000 2,730,000

上田　佳宏 京都大学 准教授
多波長観測による急速に成長する埋もれた巨大ブラッ
クホールの完全探査

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

上田　佳秀 京都大学 講師
肝移植症例の臨床像からのＢ型肝炎ウイルスの感染
様式の解明

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

上林　宏敏 京都大学 准教授
広帯域強震動予測のための微動探査手法の不整形
地盤領域における推定精度の検証

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

植村　健吾 京都大学 助教
ガンマセクレターゼのアロステリック構造変化を利用し
たアルツハイマー治療研究

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

新添　多聞 京都大学 その他 大気中有害化学物質に対する曝露評価モデルの開発 5,070,000 2,470,000 2,600,000

新實　彰男 京都大学 准教授
咳喘息と典型的喘息の病態生理学的特徴と予後決定
因子に関する包括的研究

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

森　信介 京都大学 准教授 グラフ理論に基づく自然言語解析の定式化 5,330,000 2,600,000 2,730,000

森　哲 京都大学 准教授
ヘビ類における頚背腺の進化：形態・行動・生理からの
統合的アプローチ

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

申　惠媛 京都大学 助教
細胞内膜輸送における低分子量ＧＴＰａｓｅ　ＡＲＦとＲａ
ｂのクロストーク

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

人見　敏明 京都大学 講師
家族性Ｍｏｙａｍｏｙａ病の分子発症機構の解明と脳血
管疾患の予防医療の確立

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

杉元　宏 京都大学 講師
マイクロチャンネルにおける分子交換流を用いた気体
分離法の開発

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

杉本　均 京都大学 教授
途上国の中等学校等の多様化と正規性・非正規性に
関する国際比較研究

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

菅沼　秀夫 京都大学 准教授
量子色力学の非摂動的性質とクォーク・グルーオン多
体系のダイナミクス

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

瀬戸　裕之 京都大学 研究員 ラオスの土地・森林政策をめぐる中央地方関係 5,330,000 1,950,000 3,380,000

星野　大 京都大学 准教授
カプセル化によるアミロイドβ可溶性オリゴマーのＮＭ
Ｒ構造解析

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

正田　丈裕 京都大学 助教
Ｔ細胞に発現するオピオイド受容体の機能とその意義
に関する研究

5,070,000 1,170,000 3,900,000

西　憲敬 京都大学 助教
熱帯上部対流圏における大規模波動の伝播および増
幅過程の解明

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

西　芳実 京都大学 准教授
移民コミュニティの動態に関する研究：マレーシアのイ
ンドネシア人学校の変遷を中心に

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

西村　貴文 京都大学 講師
統合的ゲノム・エピゲノム解析を用いた消化器癌の化
学療法における感受性予測

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

西村　直志 京都大学 教授
Ｍａｘｗｅｌｌ方程式の周期多重極法における前処理法と
基底関数に関する研究

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

西田　幸次 京都大学 准教授 セルロース誘導体水溶性の物性制御 5,200,000 2,470,000 2,730,000

石橋　誠 京都大学 教授
関節軟骨形成と変形性関節症の発症メカニズムの解
明

5,460,000 3,380,000 2,080,000
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石合　正道 京都大学 准教授
ユビキチン結合ドメインを持つＦＡＮＣＤ２会合因子の同
定と機能解析

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

石津　浩一 京都大学 准教授
ＦＤＧ－ＰＥＴを用いた認知症の画像診断支援へのデー
タマイニング技術の応用

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

浅野　耕太 京都大学 教授
農村における生物多様性保全：理想を現実にする制度
を探る

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

前田　祐子 京都大学 講師
真実の告知を担うＮＥＵＴＲＡＬ　ＳＵＰＰＯＲＴＥＲの必要
性を探る

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

早川　敏之 京都大学 助教
ヒト特異的な発現・機能の変化を示すシアル酸受容体
Ｓｉｇｌｅｃ－１１の進化

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

孫　徹 京都大学 その他
レプチン抵抗性における細胞内シグナル異常の解明
及び抗肥満薬スクリーニング系の開発

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

村上　定義 京都大学 准教授
磁気面破壊を含む３次元摂動磁場の新古典トロイダル
粘性への影響

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

村上　明 京都大学 助教 分子シャペロンを介した食品成分の生体調節機構 5,590,000 2,990,000 2,600,000

太田　快人 京都大学 教授
構造を有するシステム同定問題へのロバスト制御理論
からの取り組み

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

太田　隆夫 京都大学 教授 自己推進系の非線形ダイナミクス 5,070,000 2,210,000 2,860,000

大山　泰宏 京都大学 准教授
セラピストの発話に関する言語論的分析と訓練モデル
の構築

2,990,000 1,430,000 1,560,000

大石　高生 京都大学 准教授 霊長類脳部位特異的転写因子の発現解析 5,460,000 2,600,000 2,860,000

大塚　俊之 京都大学 准教授
脳形態形成時における層特異性・領域特異性制御機
構の解明

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

大塚　雄作 京都大学 教授 若手ＦＤ担当者が抱く問題意識とキャリア展望 5,070,000 2,210,000 2,860,000

大槻　信 京都大学 准教授 訓点資料注釈の作成 5,070,000 1,690,000 3,380,000

大野　俊 京都大学 その他
看護・介護分野における外国人労働者受け入れの政
策比較研究

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

宅田　裕彦 京都大学 教授 高延性を有する高強度電縫鋼管のロール成形法 5,460,000 3,120,000 2,340,000

谷垣　実 京都大学 助教
中重核領域の中性子過剰核の磁気モーメント測定と希
土類不純物の超微細場の研究

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

谷口　初美 京都大学 准教授
今ホットなシュミュレーション教育で繋ぐ大学から臨床
への看護教育一貫システムの構築

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

池田　昭夫 京都大学 准教授
グリアと神経細胞のクロストーク；てんかん焦点の広域
周波数帯域脳波と画像解析

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

竹澤　祐丈 京都大学 准教授
ジェームス・ハリントンの経済思想─英蘭の同時代共
和主義者との比較の観点から─

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

中溝　和弥 京都大学 その他
民主主義は暴力を克服できるか－インドにおける州間
比較分析－

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

中山　耕至 京都大学 助教
養殖用として移入された外来海産魚による日本在来魚
への遺伝的撹乱の解明

4,680,000 2,600,000 2,080,000
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中西　麻美 京都大学 助教
スギ、ヒノキ林における間伐が中長期的な養分循環に
及ぼす影響の評価

4,550,000 1,950,000 2,600,000

中村　公人 京都大学 講師
流域内水質保全管理に資する各土地利用の流出水が
流域末端の水質形成に及ぼす影響評価

5,850,000 4,550,000 1,300,000

中村　卓史 京都大学 教授
ガンマ線バーストの火の玉光球モデルによる米徳関係
式の起源の研究

3,900,000 1,170,000 2,730,000

中嶋　智之 京都大学 准教授 リスクシェアリングのマクロ経済分析 5,070,000 1,560,000 3,510,000

中嶋　洋 京都大学 准教授
要素変換機能を導入した有限要素ー離散要素法の開
発とテラメカニックスへの適用

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

中畑　正志 京都大学 教授 意識概念の歴史性とその哲学的意義 3,900,000 1,560,000 2,340,000

長谷川　尚史 京都大学 准教授
樹冠下におけるＧＰＳ信号の劣化を利用した森林モニ
タリング手法の開発

5,330,000 1,560,000 3,770,000

長谷川　真人 京都大学 教授 プログラム意味論と量子トポロジー 5,070,000 2,080,000 2,990,000

沈　秀中 京都大学 助教
ミニチャネル内気液二相流の界面積濃度輸送機構解
明に関する研究

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

津江　広人 京都大学 准教授
有機分子性結晶を用いたクリーンエネルギー気体の高
密度貯蔵に関する研究

6,110,000 4,160,000 1,950,000

塚原　信行 京都大学 准教授
バイリンガル教育研究成果の実践適用に関する言語
政策的研究

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

辻　正博 京都大学 准教授 「明鈔本天聖令」の史料的性格の解明 3,510,000 1,300,000 2,210,000

辻村　英之 京都大学 准教授
制度派農業組織経営学によるキリマンジャロ・コーヒー
のフェア・トレードの評価

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

田浦　晶子 京都大学 助教
コンフォーカルマイクロエンドスコープを用いた新しい内
耳遺伝子導入方法の開発

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

田川　義晃 京都大学 助教
活動依存的メカニズムに基づく大脳皮質長距離軸索投
射の再建

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

田中　俊二 京都大学 助教
詳細モデルに基づくマルチカーエレベータ群管理シス
テムの高度化

3,250,000 1,170,000 2,080,000

田中　正之 京都大学 准教授 マンドリルの認知と記憶に関する比較研究 4,810,000 1,950,000 2,860,000

田中　朋之
（勝部朋之）

京都大学 准教授
ソバアレルゲンとなる１３Ｓグロブリンサブユニットの解
析

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

田路　貴浩 京都大学 准教授 森田慶一建築論の生成論的再構築 4,810,000 1,040,000 3,770,000

渡部　則彦 京都大学 准教授
新規の致死性自己免疫性肝炎モデルを用いた肝炎劇
症化に関わる腸内細菌免疫応答の解析

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

土屋　晃介 京都大学 助教
細菌感染におけるインフラマソームの活性化機序と役
割の解析

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

土屋　創健 京都大学 助教
食道扁平上皮癌特異的なｍｉｃｒｏＲＮＡの機能解析及び
その分子メカニズムの解明

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

土生　敏行 京都大学 助教 ｐ５３コドン７２ＳＮＰによるｐ５３活性化挙動変化の解析 5,070,000 1,560,000 3,510,000
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東　浩司 京都大学 助教
花の匂い特性の異なる近縁種間の交雑集団における
匂い特性の新規性の解析と種分化

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

藤井　道彦 京都大学 准教授 離散群の変形空間と増大関数 4,680,000 1,820,000 2,860,000

藤永　卓司 京都大学 助教
ドナー肺の長時間低温保存における至適保存方法の
検討

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

藤岡　久也 京都大学 准教授 非周期的サンプル値制御系の 適設計 5,330,000 2,210,000 3,120,000

藤原　義和 京都大学 講師
クォーク模型バリオン間相互作用による少数バリオン
系の研究

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

藤川　陽子 京都大学 准教授
低価格オンサイト・連続測定のボルタンメトリ法による
水・土壌中微量有害元素分析確立

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

藤倉　純二 京都大学 助教
患者由来ｉＰＳ細胞を用いた糖尿病の遺伝・病態解明と
再生治療

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

藤田　健一 京都大学 准教授
水溶性イリジウム触媒を用いアンモニア水を窒素源と
する環境調和型有機合成反応の開発

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

藤本　新平 京都大学 准教授 膵Ｂ細胞ＴＢＰー２の耐糖能障害における役割の解明 5,200,000 2,210,000 2,990,000

藤本　聡 京都大学 准教授
超伝導、磁性体、モット絶縁体におけるトポロジカル秩
序とそれに由来する新奇物性

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

道岡　千城 京都大学 助教 複合積層化合物における新奇物性探索 5,330,000 2,990,000 2,340,000

徳賀　芳弘 京都大学 教授
混合会計モデルの追求　－会計利益モデルと純資産
簿価モデルのベスト・ミックス－

4,550,000 1,560,000 2,990,000

内藤　素子 京都大学 講師
マトリックスプロテアーゼＨｔｒＡ１によるケロイド組織の
浸潤メカニズム

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

鍋谷　彰 京都大学 助教
環状ＤＮＡと組換えに依存するテロメア伸長機構の解
明

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

南　学 京都大学 助教
新規マクロファージ活性化制御分子ＥＰＲＡＰの機能解
析

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

禰津　家久 京都大学 教授
ステレオＰＩＶ／ＬＩＦによるラングミュア循環流の組織構
造とガス輸送機構の解明

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

梅山　有和 京都大学 助教 光機能化グラフェンの開発 5,200,000 2,340,000 2,860,000

板谷　正紀 京都大学 准教授
補償光学適用走査レーザー検眼鏡による緑内障性神
経線維束障害の解析

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

板東　徹 京都大学 准教授 改良型ＥＴーＫ液による肺持続灌流保存の前臨床研究 5,200,000 2,340,000 2,860,000

疋田　正喜 京都大学 教授
胚中心での新規なシグナル分子群発現調節によるＢ
細胞選択の解析

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

冨井　眞 京都大学 助教
縄文土器の破片接合状況の詳細観察による土器破壊
行為の類型化に向けた基礎的研究

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

武井　義則 京都大学 助教
細胞外ヌクレオチドによる興奮性、抑制性神経細胞タ
イプ選択機構の解明

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

服部　武文 京都大学 助教
銅耐性担子菌による銅含有木材防腐剤処理廃材から
の銅回収

5,200,000 2,080,000 3,120,000
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福間　将文 京都大学 准教授
くりこみ群による相対論的非平衡系のホログラフィーの
解明と量子重力理論の構築の研究

4,810,000 1,170,000 3,640,000

福谷　茂 京都大学 教授
形而上学史再構築のための基礎的研究――カント《Ｏ
ｐｕｓ　ｐｏｓｔｕｍｕｍ》への道

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

福田　洋一 京都大学 教授
ＧＯＣＥ衛星重力データを用いた南極昭和基地周辺の
重力場決定とその応用

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

平竹　潤 京都大学 教授 アスパラギン合成酵素阻害剤を基盤とした医薬品探索 5,590,000 2,990,000 2,600,000

米家　泰作 京都大学 准教授
近代日本のコロニアル・ツーリズムと北東アジアの心
象地理

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

米澤　進吾 京都大学 助教
圧力中での磁場角度分解比熱測定で解明する擬一次
元超伝導体の秩序変数の変遷

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

片岡　竜貴 京都大学 その他
ヒト・マスト細胞に発現するＮＫ細胞受容体ＫＩＲ２ＤＬ４
の解析

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

蜂谷　寛 京都大学 助教
マイクロ波加熱による金属酸化物からのプラズマ生成
メカニズム

5,850,000 4,810,000 1,040,000

北井　礼三郎 京都大学 准教授
２次元高分解能分光観測による太陽表面ジェットの研
究

5,330,000 4,030,000 1,300,000

北条　雅人 京都大学 助教
下垂体幹細胞からホルモン分泌細胞への分化誘導法
の開発と下垂体再生医療への応用

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

本田　育美 京都大学 准教授
高齢者の姿勢制御に関わる足趾機能の改善にむけた
足ケア法の検証

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

妹尾　浩 京都大学 講師 Ｇａｓ６による自然免疫制御が大腸癌に及ぼす影響 4,940,000 1,820,000 3,120,000

末原　達郎 京都大学 教授
環地中海における農業生産と「地中海連合」域内の食
料貿易に関する研究

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

木下　勝之 京都大学 准教授
表面改質層センサを利用したステンレス鋼の高精度劣
化診断システムの開発

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

木野内　忠稔 京都大学 講師
Ｄ－アスパラギン酸含有蛋白質に特異的な分解酵素と
その基質の起源、機能進化の解明

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

野村　理朗 京都大学 准教授
衝動的反応の制御メカニズムの個人差の解明に関す
る認知科学的研究

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

矢野　剛 京都大学 准教授 中国企業間信用発達要因の解明 4,940,000 2,080,000 2,860,000

林　達也 京都大学 准教授
骨格筋ＡＭＰキナーゼと関連情報伝達分子を対象とし
た食品、生薬の作用機序の解明

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

鈴木　晶子 京都大学 教授
「褒め方・叱り方のタクト」　－教育力育成と信頼の場
の創出に関する実証研究

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

鈴木　崇生 京都大学 講師
核磁気共鳴法を応用した敗血症重症化早期診断の確
立と新規治療ターゲットの開拓

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

廣田　篤彦 京都大学 准教授
シェイクスピア演劇における勢力均衡思想に関する考
察

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

廣明　洋子 京都大学 准教授 脳の水チャネルアクアポリン‐４の構造と機構研究 5,330,000 1,820,000 3,510,000

澁谷　拓郎 京都大学 教授
南海トラフ巨大地震の予測高度化を目指した紀伊半島
下の３次元地震波速度構造の推定

5,070,000 1,690,000 3,380,000
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澤本　伸克 京都大学 助教
大脳基底核及び小脳の障害によって生じる神経ネット
ワークの機能異常の解明

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

齋藤　直子 京都大学 准教授
＜他＞文化理解のための政治教育：アメリカ哲学をめ
ぐる文化横断的対話研究

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

吉江　崇 京都教育大学 准教授
勧修寺家本御遺言条々を用いた「家」成立史の基盤的
研究

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

芝原　寛泰 京都教育大学 教授
マイクロスケール実験を用いた教材開発と授業実践に
よる理科教育実験の体系化と普及

2,730,000 1,040,000 1,690,000

石川　誠 京都教育大学 准教授
フェアトレードを視点とした「効率」と「公正」の概念に関
する学習モデル開発

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

泉　恵美子 京都教育大学 教授
英語コミュニケーションにおける言語・身体・情動・方略
の総合的研究

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

相澤　伸幸 京都教育大学 准教授 ニヒリズムの積極的肯定に関する教育学的研究 3,380,000 1,040,000 2,340,000

村上　登司文 京都教育大学 教授
平和構築の教育における学校と地域社会の協働につ
いての比較社会学的研究

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

土屋　英男 京都教育大学 教授
総合的な学習として実践する食農・味覚教育のための
プログラム開発

4,160,000 1,170,000 2,990,000

内田　利広 京都教育大学 准教授
出産を控えた夫婦に対する子育て支援に関する臨床
心理学的研究

3,380,000 1,300,000 2,080,000

井上　喜博 京都工芸繊維大学 准教授
ショウジョウバエの細胞分裂に伴うオルガネラ動態とメ
ンブレントラフィックによる制御

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

井沢　真吾 京都工芸繊維大学 准教授
エタノールに対する応答過程および醸造過程における
酵母細胞内ｍＲＮＡ動態の解析

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

浦川　宏 京都工芸繊維大学 教授
繊維の機能加工と一体化した差別化時代における染
色プロセスの開発

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

塩野　剛司 京都工芸繊維大学 准教授 バイオキャストセラミックスの創製と多孔体への応用 5,460,000 3,640,000 1,820,000

宮田　貴章（Ｑ
ＴｒａｎＣ

京都工芸繊維大学 教授
光反応を用いた高分子傾斜構造の構築とプログラム
可能な表面を有する高分子材料の設計

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

高木　真人 京都工芸繊維大学 助教
こどもの外遊びを活性化させる空間としての縁側の可
能性

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

佐々木　園 京都工芸繊維大学 准教授
有機高分子薄膜の活性反応界面のナノ構造と電荷偏
析イメージング

5,330,000 4,030,000 1,300,000

佐々木　健 京都工芸繊維大学 准教授
自己組織化ポルフィリン集合体の構造制御と複合機能
化に関する研究

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

阪田　弘一 京都工芸繊維大学 准教授
非専門主体の支援可能性に着眼したＡＬＳ患者の持続
的在宅独居を支える住環境整備手法

4,680,000 1,820,000 2,860,000

山田　悦 京都工芸繊維大学 教授
環境水におけるフミン物質など難分解性有機物の迅速
計測法の開発と動態解析

5,590,000 3,380,000 2,210,000

山雄　健史 京都工芸繊維大学 准教授
有機結晶ｐｎ積層による固体レーザーの創製と発光メ
カニズムの解明

5,590,000 3,900,000 1,690,000

勝本　雅和 京都工芸繊維大学 准教授 特許情報による知的生産マップの作成とその分析 4,810,000 2,080,000 2,730,000

小林　久芳 京都工芸繊維大学 教授
炭素アロイ電極による酸素還元反応機構の解明と電
極性能の改良を目指した研究

5,590,000 4,160,000 1,430,000
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上田　哲也 京都工芸繊維大学 助教
非相反性進行波共振器からなるビーム走査アンテナに
関する研究

5,330,000 4,160,000 780,000 1,170,000

上田　文 京都工芸繊維大学 その他
土田麥僊における人物画の解明と京都画壇における
位置

2,340,000 910,000 1,430,000

人見　光太郎 京都工芸繊維大学 准教授
計量経済学における正則条件に関する検定とその応
用

4,810,000 1,300,000 3,510,000

川瀬　徳三 京都工芸繊維大学 教授
フルオロアルキル鎖を特徴とするフラーレンＧｅｍｉｎｉに
よる導電性薄膜の開発

5,590,000 3,900,000 1,690,000

倉本　到 京都工芸繊維大学 准教授
ユーザ経験を豊かにする個性的なインタラクションエー
ジェント

4,290,000 1,300,000 2,990,000

竹谷　茂 京都工芸繊維大学 教授
ポルフィリンの腫瘍組織特異的な蓄積を促す蛋白質分
子群の解析

5,720,000 3,640,000 2,080,000

中野　仁人 京都工芸繊維大学 准教授
伝統工芸における日本的グラフィック表現の展開につ
いて

5,200,000 1,430,000 3,770,000

田嶋　邦彦 京都工芸繊維大学 教授
新規ＨＰＬＣ－ＥＳＲ装置による食品成分の活性酸素消
去活性のオンライン評価

5,460,000 4,160,000 1,300,000

北所　健悟 京都工芸繊維大学 准教授
食中毒を引き起こす細菌毒素タンパク質の構造生物学
的研究

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

北島　佐紀人 京都工芸繊維大学 准教授
乳管細胞の新規な抗病原体・抗害虫タンパク質遺伝子
の網羅的単離と機能解析

4,420,000 2,210,000 2,210,000

野村　照夫 京都工芸繊維大学 教授 先進的な競泳のターン・スキルの提案 5,720,000 4,420,000 1,300,000

矢ヶ崎　善太
郎

京都工芸繊維大学 准教授
近代の数寄空間の地域的特徴と文人たちの動向およ
び煎茶文化の影響に関する研究

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

ＺＨＵ　ＹＡＮ 大阪大学 その他 放射状グリアの形態と機能の関係 5,460,000 2,340,000 3,120,000

ディソン　アニ
エス

大阪大学 その他 フランス現代詩研究―総合的および分析的見地から 3,640,000 1,300,000 2,340,000

阿部　真土 大阪大学 助教 哺乳類顎関節形成メカニズムの解析 5,200,000 1,690,000 3,510,000

依藤　史郎 大阪大学 教授
脳磁図と磁気刺激による軽度認知機能障害の臨床検
査法の開発

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

井上　修 大阪大学 教授
グリア代謝測定用プローブ１４Ｃ（１１Ｃ）ーベンジルア
セテートの実証研究

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

井上　智子 大阪大学 教授
末梢静脈内留置カテーテルのアセスメント能力を向上
させる教育プログラムの開発と評価

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

稲垣　忍 大阪大学 教授
Ｓｅｍａ４Ｄによるオリゴデンドロサイトの分化、髄鞘形
成能制御機構の解析

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

稲野辺　厚 大阪大学 准教授
カチオンークロライド共輸送体のイオン輸送機能を支え
る分子基盤の解析

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

稲葉　章 大阪大学 教授
部分重水素化で導入した乱れの秩序化過程をプロー
ブとする単分子膜の構造熱科学

5,590,000 2,990,000 2,600,000

臼井　規朗 大阪大学 准教授
脂肪組織由来幹細胞を用いた気管軟骨再生法に関す
る研究

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

永幡　幸生 大阪大学 助教 多種粒子系の格子気体の流体力学極限 3,250,000 1,430,000 1,820,000
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奥村　宣明 大阪大学 准教授
哺乳類におけるヒスチジン含有ジペプチド、カルノシン
の代謝とその生理機能の解明

5,590,000 2,600,000 2,990,000

奥野　龍禎 大阪大学 その他 抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体投与によるＡＬＳ治療の試み 5,070,000 1,950,000 3,120,000

岡　正啓 大阪大学 助教 Ｎｕｐ９８機能異常による細胞がん化メカニズムの解明 5,460,000 2,080,000 3,380,000

岡橋　暢夫 大阪大学 准教授
線毛ｐｉｌｉから捉えなおす口腔レンサ球菌の定着戦略と
病原性

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

岡田　裕成 大阪大学 准教授
大航海時代後の美術における他者像の類型・系譜とそ
の象徴的機能

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

下野　九理子 大阪大学 助教
自閉症スペクトラム障害における聴覚処理過程に関す
る神経基盤研究

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

加藤　弘樹 大阪大学 助教
難治性てんかんの発作焦点検出のための画像診断法
の開発

4,680,000 2,860,000 1,820,000

加藤　浩之 大阪大学 准教授
分子デバイス動作環境下における電子状態変化の直
接観測

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

外山　利彦 大阪大学 助教 パーコレーティブＺｎＯ量子ドット超格子の創成 5,460,000 2,860,000 2,600,000

乾　重樹 大阪大学 その他
細胞膜ー核内シャトル分子Ｈｉｃー５の皮膚創傷治癒に
おける役割の解明

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

乾口　雅弘 大阪大学 教授 ファジィ線形計画法によるロバスト 適化 4,810,000 1,820,000 2,990,000

関　雅文 大阪大学 講師
重症インフルエンザ肺炎における過剰免疫反応（サイト
カインストーム）調節の可能性

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

関根　順 大阪大学 教授 大偏差制御に関する研究 4,290,000 1,690,000 2,600,000

岩井　聡一 大阪大学 助教 骨再生のための幹細胞・有機無機複合体の開発 5,200,000 2,210,000 2,990,000

岩月　幸一 大阪大学 講師
脊髄再生に必要な血管新生を誘導する多種細胞組み
合わせ移植

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

吉田　清和 大阪大学 その他
電子線トモグラフィー法における高速自動撮影法の開
発

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

吉田　篤 大阪大学 教授
顎運動異常に関わる高次脳の抑制機構をｉｎ‐ｖｉｖｏ単
一運動ニューロンで解明する

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

吉田　雄一 大阪大学 助教
アダプター蛋白質Ｇａｂ１をターゲットとした新規肝癌分
子標的治療法の開発

5,330,000 4,030,000 1,300,000

吉備　政仁 大阪大学 その他
高齢者の咀嚼，味覚，口腔感覚の低下と食品選択なら
びに栄養状態に関するコホート研究

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

吉野　潔 大阪大学 講師
新しい細胞塊培養による婦人科癌の抗癌剤感受性試
験の確立と応用

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

宮越　龍義 大阪大学 教授
世界金融危機の理論・実証・政策ー内生的成長理論・
ＰＡＮＩＣ・制度設計による分析ー

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

宮本　マラ
シー

大阪大学 教授 タイ語における五感の表現とタイ人の感覚 2,860,000 910,000 1,950,000

宮本　俊幸 大阪大学 准教授
分散システムの振る舞いモデル自動合成のためのネッ
ト理論展開

4,940,000 2,210,000 2,730,000
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橋爪　章仁 大阪大学 講師 高分子ナノ構造体によるホルモース反応の制御 5,720,000 4,160,000 1,560,000

橋田　徳康 大阪大学 その他 標的指向性・光感受性リポソームの薬物動態解析 5,200,000 1,820,000 3,380,000

橋本　伸之 大阪大学 助教
骨肉腫治療標的分子の探索～ラット発癌モデルとマウ
ス肺転移モデルによる解析～

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

橋本　直哉 大阪大学 准教授
悪性脳腫瘍に対するＷＴ１ペプチドワクチン療法の予
後予測因子と免疫逃避に関する研究

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

玉木　康博 大阪大学 准教授
オスナ法によるセンチネルリンパ節微小転移の臨床的
意義と術前化学療法への応用

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

桐原　聡秀 大阪大学 准教授
アルミニウムおよびマグネシウム表面への合金プリン
ト法の開発と超軽量材料への展開

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

近藤　宏樹 大阪大学 助教
肝臓における周産期の糖・脂質代謝ダイナミズムの検
討

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

金崎　順一 大阪大学 准教授
フェムト秒時間分解光電子分光法による半導体価電子
正孔系の超高速動力学

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

金川　武司 大阪大学 助教
新生児脳障害に対する臍帯血移植の実現をめざして
－有効な移植法とメカニズムの解析－

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

金谷　一朗 大阪大学 准教授
デザイナの「きもち」を「かたち」に変える：デザイン幾何
学を応用した計算機支援設計

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

熊野　岳 大阪大学 助教 母性局在因子ＰＥＭによる生殖細胞形成機構 5,330,000 2,340,000 2,990,000

古川　惣平 大阪大学 教授
口腔癌に対する放射線治療時の放射線性口内炎軽減
システムの開発

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

高　叢笑 大阪大学 助教
Ｆｕｔ８遺伝子変異マウスにおける慢性閉塞性肺疾患早
期発症の分子機構の解明

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

高橋　正紀 大阪大学 助教
遺伝性筋疾患の病態へのｍＲＮＡ異常の関与につい
て

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

高尾　徹也 大阪大学 助教 ラットストレスモデルにおける排尿機能、性機能の検討 5,200,000 1,950,000 3,250,000

高野　徹 大阪大学 講師
次世代臨床検査法としての新規幹細胞・癌幹細胞検
出技術の確立

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

黒須　剛 大阪大学 助教 デングウイルス感染マウスモデル系の作成 5,200,000 1,950,000 3,250,000

黒川　幸典 大阪大学 その他
胃癌患者末梢血中の癌細胞由来浮遊ＤＮＡ検出法の
確立

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

黒田　忠 大阪大学 その他 内皮機能障害から動脈硬化へ至る分子機構の解明 5,200,000 2,210,000 2,990,000

黒木　学 大阪大学 准教授 総合効果の分解問題における新たな展開 5,070,000 1,690,000 3,380,000

今泉　昌男 大阪大学 その他
マルチモダリティーを用いた免疫グリア細胞のイメージ
ング研究

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

佐久間　修 大阪大学 教授
国際競争力の見地にも配慮したコンプライアンス・プロ
グラムの有効性とその限界

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

佐々木　勝 大阪大学 准教授 労働市場におけるマッチング効率性の分析 5,330,000 3,250,000 2,080,000
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佐藤　友亮 大阪大学 その他 ＤＮＡ修復経路におけるＲＵＮＸ１／ＡＭＬ１の機能解析 5,330,000 2,860,000 2,470,000

佐野　孝好 大阪大学 助教
高精度オフユゴニオ計測に基づくクォーツ極超高圧状
態方程式の実験的検証

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

三原　基嗣 大阪大学 助教 物性プローブとしての偏極不安定核ビーム開発 5,460,000 2,990,000 2,470,000

三宅　潤一 大阪大学 その他 骨折変形治癒に対する３次元評価システムの確立 4,680,000 1,820,000 2,860,000

三谷　研爾 大阪大学 教授
ボヘミア文学史・民俗誌記述におけるローカリズムの
位相

4,680,000 1,170,000 3,510,000

山口　和也 大阪大学 准教授
ソフトマテリアル場における生体金属モデル錯体の挙
動　触媒機能に対する反応場の影響

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

山崎　誠 大阪大学 助教
網羅的チロシンキナーゼ解析による胃癌新規治療標
的分子の探索

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

山上　浩嗣 大阪大学 准教授 パスカルの人間学およびその起源と影響の研究 3,380,000 1,300,000 2,080,000

山中　秀介 大阪大学 助教
強相関系の為の量子古典ハイブリッド法の開発と生体
酵素活性中心への応用

3,900,000 1,820,000 2,080,000

山本　英樹 大阪大学 准教授
精製Ｗｎｔ蛋白質を用いたＷｎｔシグナル経路の選択的
活性化機構の解析

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

山本　浩一 大阪大学 助教
酸化脂質によるアンジオテンシン２受容体活性化の機
序の解明と病態生理学的意義の検討

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

山本　洋子 大阪大学 その他 う蝕進行および抑制に伴うフッ素動態の定量的解明 5,070,000 1,820,000 3,250,000

志水　秀郎 大阪大学 その他
レニン・アンジオテンシンを基盤とした糖尿病と骨代謝
の相関関係の解析

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

柴田　祐 大阪大学 助教 「通い」による集落環境の維持管理の可能性評価 5,070,000 2,600,000 2,470,000

十河　基文 大阪大学 その他
インプラントの初期固定を術前ＣＴ撮影から確実に予測
する新規診断方法の開発

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

重田　謙 大阪大学 その他
ウィトゲンシュタイン哲学に基づく意味のデフレーショナ
リー理論の研究

4,420,000 1,430,000 2,990,000

小浦　久子 大阪大学 准教授
総合的計画管理のための景観－環境系アプローチに
よる空間計画の課題分析

3,900,000 1,430,000 2,470,000

小垣　滋豊 大阪大学 講師
ｃＧＭＰ恒常産生ナトリウム利尿ペプチド受容体を用い
た肺高血圧治療薬開発

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

小林　一雄 大阪大学 助教 環境に応答して働く転写因子のＤＮＡ結合様式の変化 5,200,000 2,340,000 2,860,000

松井　和彦 大阪大学 准教授 不安の抗弁権の法律効果に関する研究 2,730,000 910,000 1,820,000

松下　賢治 大阪大学 助教
緑内障モデルにおける放射光微小血管造影法による
球後眼動脈微小血管の描出

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

松川　正毅 大阪大学 教授 死を契機とする財産管理と清算 4,160,000 1,170,000 2,990,000

松田　岳士 大阪大学 准教授 国際刑事共助の発展と日本の課題 5,330,000 2,210,000 3,120,000
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松本　健二 大阪大学 講師
ヨーロッパを再発見するメスティソ：セサル・バジェホの
中後期言説の総合的研究

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

沼崎　穂高 大阪大学 助教
放射線治療情報の全国的なデータ集計・公開のため
のデータベースシステムの構築

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

上原　秀一郎 大阪大学 助教
小児横紋筋肉腫における癌幹細胞の同定と免疫療法
に向けた基礎的研究

4,420,000 2,600,000 1,820,000

上原　順一 大阪大学 准教授
ロシア語初学者のための語形成電子教材の作成につ
いて

520,000 130,000 390,000

上坂　浩之 大阪大学 その他
臨床試験における探索的研究のデザインと統計的推
測法の研究

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

上田　晶子 大阪大学 その他
ブータンの農村社会内における経済的格差の要因：稲
作地域と畑作地域の比較研究

4,550,000 1,430,000 3,120,000

植田　晃次 大阪大学 准教授
人物を通して見る近代日本における朝鮮語教育史の
多元的・実証的研究

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

新田　紀枝 大阪大学 准教授
地域で生活をするストーマ患者と家族のケア自立に影
響するレジリエンスの解明

4,810,000 1,820,000 2,990,000

森　誠司 大阪大学 その他
腫瘍細胞におけるＦＧＦ受容体とインテグリンの新しい
クロストークの理解

4,810,000 2,990,000 1,820,000

森井　英一 大阪大学 准教授
各種腫瘍における腫瘍幹細胞動態を制御する因子に
関する解析

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

森原　剛史 大阪大学 助教
モデル動物など多角的研究方法によるアルツハイマー
病関連遺伝子の同定とその機構解明

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

森崎　市治郎 大阪大学 教授
歯周病の慢性化につながる歯周病菌の細胞外脱出の
解明

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

森田　康裕 大阪大学 助教
マイコバクテリアにおける細胞壁糖脂質生合成の制御
とその破綻がもたらす生理的な影響

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

真野　敏昭 大阪大学 講師
心不全における心腎連関のメカニズム－機能的腎予
備力評価からのアプローチ－

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

辛　賢 大阪大学 講師 宋代易学史の再検討―象数学派を中心に― 2,600,000 1,040,000 1,560,000

水島　郁子 大阪大学 准教授
中小企業の親族間事業承継にかかる労働法・会社法・
家族法からの分析

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

水島　寛人 大阪大学 助教 増殖因子シグナルと接着シグナルの統合制御機構 5,330,000 2,340,000 2,990,000

水野　信哉 大阪大学 助教
肝細胞増殖因子による虚血疾患でのトール様受容体
機能阻害を介した自然免疫制御機構

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

杉田　米行 大阪大学 准教授
東アジア国際システムの転換と日本医療保険制度の
展開、１９２０年代～１９５０年代

5,070,000 1,690,000 390,000 3,380,000

瀬尾　雄二 大阪大学 その他
放射線生存曲線パラメータを規定する分子生物学的
因子の包括的スクリーニング

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

清水　安子 大阪大学 教授
糖尿病患者のパターンマネジメント援助指針と支援
ツールの開発

4,940,000 1,300,000 3,640,000

清水　喜久雄 大阪大学 准教授
ＤＮＡ鎖切断を指標とした放射線吸収線量の新規評価
法の開発

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

生野　恭司 大阪大学 講師
細胞外マトリックスを介した眼科疾患メカニズムの解明
と失明予防法の研究

4,420,000 1,560,000 2,860,000
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西　竜志 大阪大学 准教授
グローバル生産のためのサプライチェーンを対象とし
た同時 適化システムの開発

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

西　竜治 大阪大学 准教授
電子線トモグラフィー用ビデオレートフォーカスシステム
の開発

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

西村　ユミ 大阪大学 准教授 病院の看護をつくる実践知の記述的研究 5,200,000 2,340,000 2,860,000

西谷　達雄 大阪大学 教授
２次特性的双曲型作用素とハミルトン写像およびハミ
ルトン流

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

石原　靖哲 大阪大学 准教授
問合せ 適化を考慮したＸＭＬデータ交換に関する研
究

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

石水　毅 大阪大学 講師
植物Ｎー結合型糖鎖分解の経路解明とその経路破綻
植物体の機能解析

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

浅川　正之 大阪大学 教授
第一原理計算による有限温度量子色力学物性と相対
論的流体力学

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

前　泰志 大阪大学 准教授
日常物体認識のための人の行動観察に基づく革新的
物体切り出しと逐次モデリング手法

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

前　達雄 大阪大学 助教
膝関節のｉｎ　ｖｉｖｏ四次元動態解析：正常膝、靱帯損傷
膝及び靱帯再建膝

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

前田　明人 大阪大学 その他
低分子化合物による幹細胞遊走の制御と再生医学へ
の応用

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

前田　隆史 大阪大学 講師
軟骨由来多機能因子カートデューシンによる骨代謝に
関わるアンドロゲンの産生調節機構

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

早田　幸政 大阪大学 教授
公共政策大学院の質保証システムの日米欧比較を通
じた実証的研究

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

草部　浩一 大阪大学 准教授
密度汎関数変分法による遷移金属酸化物の電子状態
計算

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

蔵田　浩之 大阪大学 講師
キノメチド構造が高度に導入されたチオフェン系レドッ
クス分子の創製

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

足立　浩平 大阪大学 教授 因子分析の新たな母数モデルに基づく新展開 5,070,000 1,820,000 3,250,000

村上　良子 大阪大学 准教授 ＧＰＩアンカー欠損症の分子病態の解明 5,200,000 1,950,000 3,250,000

村瀬　有司 大阪大学 准教授
１６世紀後半～１７世紀のイタリアの詩論における「模
倣」と「想像」の関係について

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

打越　純一 大阪大学 助教
フッ素化剤－シリコン界面反応によるシリコン表面の精
密位置合わせ光転写形状創成加工

5,720,000 4,290,000 1,430,000

大屋　健 大阪大学 その他
分化脂肪細胞内におけるアディポネクチンの分泌経路
の同定と調節機構の解明

2,340,000 1,170,000 1,170,000

大久保　邦彦 大阪大学 教授 動的体系論に依拠した立法スタイルの研究 2,860,000 650,000 2,210,000

大植　孝治 大阪大学 助教
横紋筋肉腫に対するヘッジホグシグナルの阻害による
増殖・浸潤・転移抑制に関する研究

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

大森　文子 大阪大学 准教授 英語感情メタファーの認知構造と意味の複合性 4,940,000 1,820,000 3,120,000

大須賀　慶悟 大阪大学 助教
球状ビーズの血管内動態と 適化に関する検討：血管
塞栓術のパラダイムシフトに向けて

5,070,000 2,210,000 2,860,000
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大石　充 大阪大学 講師
認知機能と糖代謝の相互作用－しい治療ターゲットと
してのＡｎｇＩＶ－ＩＲＡＰ系－

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

瀧口　修司 大阪大学 助教
食道癌周術期管理におけるグレリンのサイトカイン分
泌抑制作用効果の検討

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

谷野　哲三 大阪大学 教授
線形空間論に基づく協力ゲームの特性とその解に関
する研究

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

丹羽　均 大阪大学 教授
パーキンソン病モデルラットにおける疼痛感覚異常の
解明

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

竹屋　泰 大阪大学 その他
認知機能進展に対する新規診断法の開発（エピジェネ
ティックスの臨床応用）

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

竹政　伊知朗 大阪大学 助教
大腸がんの予後・治療応答性予測診断システムの臨
床応用と実用化の研究

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

中井　忠志 大阪大学 助教
多段階翻訳後修飾反応を伴うキノヘムプロテイン・アミ
ン脱水素酵素の生合成プロセス

5,590,000 2,990,000 2,600,000

中山　英美 大阪大学 助教
感染動物モデル実験系樹立のためのカニクイザル抗Ｈ
ＩＶ因子解析

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

中静　真 大阪大学 准教授
部分空間スパース性に基づく並進不変画像モデルの
学習とその画像処理への応用

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

中川　拓郎 大阪大学 助教 ＤＮＡ複製・組換えによるクロマチン制御 5,460,000 2,340,000 3,120,000

中村　未樹 大阪大学 准教授
ルネサンス演劇における演技と観客の情緒的・身体的
反応の関連性についての研究

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

中村　隆志 大阪大学 准教授
ポーラスサーフェスを有するジルコニア系ナノ複合型二
層構造ブロックの開発

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

中田　匡宣 大阪大学 助教 Ａ群レンサ球菌ｎｃＲＮＡによる病原性調節機構の解析 5,200,000 2,210,000 2,990,000

中野　元裕 大阪大学 准教授 立方対称単一分子磁石のスピン基底状態の解明 5,200,000 2,730,000 2,470,000

張　明浩 大阪大学 その他
粘膜ワクチンアジュバントとしての微生物由来免疫活
性物質の標的細胞の同定

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

長崎　広子 大阪大学 准教授
中世北インドの詩人の系譜―ヒンドゥー教詩人とイスラ
ム教詩人の交流と葛藤―

4,160,000 1,170,000 2,990,000

津村　卓也 大阪大学 助教
難燃性マグネシウム合金と亜鉛めっき鋼板の摩擦攪
拌点接合における界面制御と 適化

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

辻村　晃 大阪大学 准教授
５α還元酵素阻害剤およびＰＤＥ５阻害剤がおよぼす
前立腺組織への直接作用

5,590,000 3,900,000 1,690,000

田越　秀行 大阪大学 助教 重力波のデータ解析法とブラックホール摂動論の研究 4,030,000 1,430,000 2,600,000

田所　誠司 大阪大学 助教
インテグリン活性化制御分子における機能部位の同定
と新たな治療法への展開

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

田上　真次 大阪大学 助教
プレセニリンγセクレターゼによるＮＩＣＤ、アミロイドβ
などの産生機構の解析

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

田村　淳 大阪大学 助教 イオン勾配に依存した栄養吸収 5,070,000 1,170,000 3,900,000

田中　秀和 大阪大学 助教
抗うつ治療で賦活化する海馬プロトカドヘリンーマップ
キナーゼ系の意義

5,330,000 1,170,000 4,160,000
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田中　晋 大阪大学 その他
顎口腔刺激と摂食促進ペプチド活性が睡眠・認知障害
に及ぼす影響

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

田畑　智司 大阪大学 准教授
工学的テクストマイニング技術を応用した１９世紀英語
の計量文体研究

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

渡部　隆夫 大阪大学 教授 アデール群上のボロノイ理論の構築 4,940,000 1,820,000 3,120,000

渡部　眞一郎 大阪大学 教授
諸言語における二重母音と二重母音化の普遍性と類
型論的一般性の研究

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

渡辺　浩司 大阪大学 助教
弁論術から美学へ――美学成立における古代弁論術
の影響

4,680,000 1,820,000 2,860,000

渡辺　秀樹 大阪大学 教授 英語メタファーのネットワークの研究 5,200,000 2,470,000 2,730,000

土屋　達弘 大阪大学 准教授 全ペアテストによる高効率なソフトウェアテストの実現 3,640,000 1,560,000 2,080,000

島岡　まな 大阪大学 教授 矯正困難者に対する効果的な刑事制裁 2,860,000 1,300,000 1,560,000

島本　英樹 大阪大学 准教授
大学生における睡眠・覚醒リズム評価と身体活動を用
いた睡眠教育プログラムの検討

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

嶋　達志 大阪大学 助教
無機シンチレータ標的によるｐ過程元素の光核反応の
研究

5,460,000 4,290,000 1,170,000

筒井　建紀 大阪大学 講師
生殖医学におけるＴＩＭＰの役割－着床障害マウスにお
ける不妊症と妊娠高血圧症候群－

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

藤井　穂高 大阪大学 准教授 制御性Ｔ細胞機能におけるＧＡＲＰ蛋白の役割 5,200,000 1,950,000 3,250,000

藤原　芳江 大阪大学 その他
ヌクレオリンによる核酸医薬のガン細胞特異的シャトル
機構の解明

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

藤崎　泰正 大阪大学 教授 リスクベース 適化による制御システムの解析と設計 5,330,000 1,950,000 3,380,000

藤川　隆男 大阪大学 教授
現代オーストラリアにおける「社会の歴史化」とナショナ
リズムの再編の研究

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

藤田　裕 大阪大学 准教授
銀河・銀河団内の宇宙線とそれが母天体に与える影
響

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

藤田　和樹 大阪大学 准教授
ノルディックウォーキングが高分子アディポネクチンに
与える影響：ランダム化比較試験

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

内記　香子 大阪大学 准教授
ソフトローの国内政策への影響メカニズムと実効性に
関する実証研究

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

内山　昭則 大阪大学 助教 呼気相での換気補助が可能な人工呼吸法の開発 5,330,000 3,250,000 2,080,000

楢崎　雅司 大阪大学 助教 「くり込み薬」による血管新生阻害 5,330,000 2,210,000 3,120,000

日高　洋 大阪大学 准教授
高感度ＴＳＨレセプター抗体測定法を用いたバセドウ病
の発症予防に関する研究

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

馬淵　誠士 大阪大学 助教
ｍＴＯＲＣ２をターゲットとした卵巣癌の分子標的治療・
予防の可能性の検討

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

萩原　圭祐 大阪大学 助教
サイトカイン網羅解析による膠原病性肺高血圧・レイ
ノー症状の病態解析

5,200,000 2,210,000 2,990,000
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萩平　哲 大阪大学 講師 疼痛の慢性化における注意機能のかかわり 4,940,000 910,000 4,030,000

板見　智 大阪大学 その他
皮膚再生機構の解明ー毛包細胞内シグナル伝達機構
の解析ー

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

飯田　克弘 大阪大学 准教授
高度道路ネットワーク環境における図形情報板のあり
方に関する研究

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

飯島　英樹 大阪大学 助教
粘膜免疫誘導組織および共生細菌のＮＳＡＩＤｓ消化管
粘膜傷害への関与の解明

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

尾上　孝雄 大阪大学 教授 環境調和型メディア処理ノードの組込み実装 5,200,000 2,470,000 2,730,000

武石　賢一郎 大阪大学 教授
混合抑制に旋回流れを利用した革新的フィルム冷却
技術に関する基礎研究

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

福岡　まどか 大阪大学 准教授
インドネシアにおけるコミックの考察：叙事詩マハー
バーラタを対象として

1,690,000 910,000 780,000

平井　到 大阪大学 准教授
肺炎クラミジアの新規エフェクター分子ＣｐＢ０８５０の
細胞分裂調節機構の解明

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

平田　健治 大阪大学 教授 事務管理法の体系的・機能的観点からの再検討 2,340,000 1,170,000 1,170,000

平野　賢一 大阪大学 助教 中性脂肪蓄積心筋血管症に対する栄養療法の開発 5,720,000 4,030,000 1,690,000

平林　敬浩 大阪大学 助教
神経回路形成における多様化膜分子群クラスター型プ
ロトカドヘリンの機能解析

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

米崎　哲朗 大阪大学 教授 ファージによる宿主認識機構の検証 5,200,000 2,340,000 2,860,000

片山　泰一 大阪大学 教授
ガンマセクレターゼ複合体新規調整分子によるアルツ
ハイマー病治療法の開発

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

片渕　悦久 大阪大学 准教授
アダプテーション理論を発展させたメディア横断的物語
更新理論の構築

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

保仙　直毅 大阪大学 准教授
多発性骨髄腫幹細胞の同定およびそれを標的とした
抗体療法の開発

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

北原　英明 大阪大学 その他
テラヘルツ周波数領域分光法によるプラズマ中のフ
リーラジカル検出

4,290,000 2,730,000 1,560,000

北村　亘 大阪大学 准教授 先進諸国における大都市制度の総合的解明 4,940,000 1,690,000 3,250,000

本庄　かおり 大阪大学 その他
地域環境と個人の健康決定要因の相互健康影響解明
のための社会疫学研究

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

木下　博 大阪大学 教授
軽量小物体の精密把握運動における把握力制御につ
いて

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

矢吹　信喜 大阪大学 教授
維持管理のための橋梁３次元プロダクトモデルの 適
詳細度の解明と４次元化

3,900,000 2,080,000 1,820,000

柳田　学 大阪大学 助教
歯周組織の炎症慢性化に及ぼすダメージ関連分子パ
ターンとリゾリン脂質の相互作用

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

柳田　寛太 大阪大学 その他
アルツハイマー病に関連する新規ＡＰＬＰ２由来脳脊髄
液中ペプチドの解析

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

有賀　洋子
（木股洋子）

大阪大学 助教
フェレドキシンとそのパートナー蛋白質群との連結によ
る電子伝達・分配への摂動

5,200,000 1,820,000 3,380,000
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里内　克己 大阪大学 准教授
未発表長編を基盤とする１９－２０世紀転換期マーク・
トウェイン像の再構築

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

林　謙一郎 大阪大学 准教授
新たな視点（細胞内局在制御）からアプローチした細胞
機能発現機構の探究

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

林　行雄 大阪大学 准教授 脳死後の心機能低下におけるサバイバル蛋白の役割 5,070,000 1,950,000 3,120,000

鈴木　暁世 大阪大学 その他
２０世紀初頭の英語圏における日本演劇の上演と相互
交渉の調査―郡虎彦と菊池寛を軸に

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

鈴木　健之 大阪大学 准教授
水素自動移動プロセスに基づく革新的有機合成反応
の開発

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

倭　英司 大阪大学 准教授
栄養代謝調節因子Ｆｏｘｏ１が制御する膵ベータ細胞機
能と寿命、糖代謝の統合的研究

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

檜垣　立哉 大阪大学 教授
バイオテクノロジーの時代における技術と人間の原理
論

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

澁田　達史 大阪大学 助教
低酸素傷害に対する麻酔薬の神経保護―バイオイ
メージングによる残存神経細胞の解析

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

澤井　実 大阪大学 教授 戦中・戦後の日本産業技術開発 5,070,000 2,080,000 2,990,000

澤田　健二郎 大阪大学 助教
癌周辺微小環境を忠実に再現した新しい腹膜播種実
験系の開発とその可能性の検討

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

濱崎　俊光 大阪大学 准教授
医薬品の臨床評価の複雑性に対する統計的方法の研
究

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

齊藤　貴浩 大阪大学 准教授
関係者による利害関係のコンフリクトを解消した次世代
大学評価モデルの開発

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

齊藤　則充 大阪大学 その他
ＡｎａｍｏｒｓｉｎとＰｉｃｏｔの結合阻害を標的とした新規抗腫
瘍剤の開発

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

碓田　智子 大阪教育大学 教授
歴史博物館の建築展示を活用した体験型住教育プロ
グラムの構築

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

岡本　幾子 大阪教育大学 教授
コミュニケーションツールとしての生活環境色彩の戦略
的導入と展開

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

久保埜　公二 大阪教育大学 准教授
光機能性材料を検出部位とする新規超分子型アニオ
ンセンサーの開発

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

戸田　有一 大阪教育大学 教授
多様なピア・サポート実践の相互対照群モデルによる
評価

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

今里　悟之 大阪教育大学 准教授
村落耕地の極微細地名における地域差および集落差
とその自然的・社会的条件

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

山田　由佳子 大阪教育大学 准教授
乳幼児ズボンのウェスト構成と圧迫による身体影響に
関する研究

5,070,000 650,000 4,420,000

守本　晃 大阪教育大学 准教授
ウェーブレットによる空間スケール解析を用いた画像
分離

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

小島　律子 大阪教育大学 教授
学力形成に寄与する伝統文化教育の義務教育９年間
の和楽器教材プログラム開発

4,810,000 1,560,000 3,250,000

松本　マスミ 大阪教育大学 教授
英語中間交替の視点による日・英語自他交替における
生成文法と外国語教育の融合的展開

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

織田　博則 大阪教育大学 教授
機能性ＵＶカット剤を用いた環境材料（衣料・生活用
品）のエコ化と身体防護性能付与

5,070,000 2,860,000 2,210,000
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新崎　国広 大阪教育大学 准教授
学校・施設を基点とする新しい福祉・教育コミュニティ
構築に関する研究

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

西村　貴裕 大阪教育大学 准教授
ドイツにおける自然保護制度・思想の変遷──ナチズ
ム期とその前後を中心として

4,420,000 1,300,000 3,120,000

石橋　正浩 大阪教育大学 准教授
投影法課題実行時における認知処理の脳科学的基盤
を求めて：ｆＭＲＩによるアプローチ

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

中山　あおい 大阪教育大学 准教授
学力向上政策における移民の教育に関する比較研究
―ドイツとスイスの事例から―

3,250,000 1,300,000 1,950,000

藤井　淳一 大阪教育大学 教授 作用素不等式と周辺分野への応用 2,860,000 1,170,000 1,690,000

馬場　則夫 大阪教育大学 教授
非定常環境におけるオートマトンの学習－ソフトコン
ピューティングの有効活用にむけて

3,770,000 1,430,000 2,340,000

馬場　良始 大阪教育大学 教授 アルチン環の研究 4,030,000 910,000 3,120,000

北川　純子 大阪教育大学 准教授 浪曲三味線の「手」の史的形成過程に関する研究 5,070,000 1,820,000 3,250,000

鈴木　真由子 大阪教育大学 准教授
消費文化に対する子どもの関わり方の実態とリスク－
消費者教育の教材開発－

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

Ｇｒｅｃｋｏ　Ｖａｌ
ｅｒ

神戸大学 講師
ヨーロッパ的コンテクストにおけるロシア・アヴァンギャ
ルドの美的原理

3,900,000 1,430,000 2,470,000

デン　リン 神戸大学 研究員 Ｃ型肝炎ウイルス感染による癌化誘導機構の解明 5,330,000 2,730,000 2,600,000

安達　和彦 神戸大学 准教授
超磁歪・圧電ハイブリッドマイクロパワージェネレータの
研究

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

安田　尚史 神戸大学 その他
１型糖尿病免疫寛容モデルでの樹状細胞の病原体感
知センサーの役割と臨床応用の検討

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

伊藤　光宏 神戸大学 教授
基本的転写共役複合体メディエーターによる新しい造
血支持機構

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

井口　元三 神戸大学 助教
下垂体機能低下症における新規自己抗体の同定と臨
床応用

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

宇佐美　眞 神戸大学 教授
短鎖及び多価不飽和脂肪酸を用いた新規肥厚性瘢
痕・ケロイド治療法の開発に関する検討

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

丑丸　敦史 神戸大学 准教授
里草地の生物多様性減少メカニズムの解明ー圃場整
備と耕作放棄の影響評価

4,550,000 1,950,000 2,600,000

横崎　宏 神戸大学 教授
食道扁平上皮癌の発生・増殖・進展におけるＭ２マクロ
ファージ／癌細胞相互作用の解析

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

岡　昌宏 神戸大学 准教授
紫外線による皮膚発癌、皮膚炎症、白内障及び乾癬
におけるホスホリパーゼＣεの役割

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

岡村　英一 神戸大学 准教授
高圧でのクリーンな物性制御と分光実験による、量子
臨界点近傍の電子構造解明

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

下野　洋平 神戸大学 講師
腫瘍細胞の休眠化機構を特徴づけるマイクロＲＮＡの
同定と機能解析

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

加藤　佳子 神戸大学 准教授
健康生成モデルにもとづいた食嗜好と偏食の機序に
関する研究

4,420,000 2,210,000 2,210,000

花岡　澄代 神戸大学 その他
視覚障害者の患者が利用可能な病院内の触地図提
供に向けた研究

5,460,000 2,860,000 2,600,000
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釜谷　武志 神戸大学 教授 中国古典文学におけるタブーの基礎的研究 4,160,000 1,560,000 2,600,000

吉永　潤 神戸大学 准教授
交渉能力の育成をめざした社会科教育の理論研究と
教育ゲームの開発、実施、評価

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

吉岡　政徳 神戸大学 教授
南太平洋における公共圏と親密圏の生成に関する文
化人類学的研究

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

宮田　任寿 神戸大学 教授
シェイプ理論によるフラクタル幾何学へのカテゴリ的ア
プローチに関する研究

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

宮本　仁志 神戸大学 准教授
河川水系のネットワーク構造に着目した気候変動・人
間活動の河川環境への影響評価

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

宮脇　郁子 神戸大学 教授
慢性心不全患者の退院早期の在宅療養支援プログラ
ムの開発とその有効性の検討

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

金丸　研吾 神戸大学 准教授 ５－アミノレブリン酸の新規分子機能の解明 5,330,000 2,080,000 3,250,000

金沢　和樹 神戸大学 教授
ＤＮＡ塩基の酸化機構解明とそれを抑える高バイオア
ベラビリティ抗酸化成分の探索

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

原　賢太 神戸大学 講師
栄養感知システムｍＴＯＲシグナルの分子基盤の解明
と分子栄養学への展開

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

古市　晃 神戸大学 准教授 ５・６世紀における王宮の存在形態と変遷過程の研究 3,770,000 1,820,000 1,950,000

向原　徹 神戸大学 その他
遺伝子解析とプロテオーム解析を駆使したアジア型が
んに対するキナーゼ阻害薬の個別化

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

康　敏 神戸大学 准教授
学習履歴データを活用した外国語リスニング学習支援
システムの開発及び実践的評価

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

江原　靖人 神戸大学 准教授
インフルエンザ感染を阻害するシアル酸修飾３―ｗａｙ
ｊｕｎｃｔｉｏｎ核酸の創製

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

高槻　泰郎 神戸大学 講師
近世金融市場における私的統治と公的統治―「大名
貸」の比較制度分析―

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

高田　京比子 神戸大学 准教授
中世イタリア都市支配層の「貴族」アイデンティティ―１
４世紀ヴェネツィアを中心に

4,160,000 1,170,000 2,990,000

高木　由美 神戸大学 助手
ＩＴＳ用通信シミュレータによる車車間・路車間通信プロ
トコル開発

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

佐藤　博明 神戸大学 その他 火山噴火様式の予測に関する基礎的研究 5,590,000 2,730,000 2,860,000

佐野　英樹 神戸大学 准教授
非有界出力作用素を有する発展方程式系のロバスト
安定化とその応用に関する研究

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

斎藤　幹 神戸大学 講師
咽頭癌治療における新たな嚥下リハビリテーション、嚥
下評価法の開発

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

坂本　博 神戸大学 教授
異常スプライシングＲＮＡの網羅的同定とその意義の
解明

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

坂本　美紀 神戸大学 准教授
小学生の言語活動を充実させるアーギュメント・スキル
育成に向けた理科授業デザイン

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

山下　晃一 神戸大学 准教授
米国における分権改革下の「学校のミクロ・ポリティク
ス」に関する研究

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

山下　大介 神戸大学 助教
音響外傷性難聴における細胞死制御メカニズムと新た
な治療法開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000
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山崎　康仕 神戸大学 教授 ヒト胚研究規制の制度化に関する法哲学的研究 5,330,000 2,600,000 2,730,000

山田　秀人 神戸大学 教授
生殖・産科異常におけるリラキシンと免疫異常の関連
解明

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

山内　靖雄 神戸大学 助教
高温ストレスによる光化学系障害機構とその光依存獲
得性高温耐性機構の解明

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

山本　茂広 神戸大学 准教授
高精度ステレオビジョンを核とする次世代高度安全海
上輸送システム

4,680,000 1,950,000 2,730,000

枝　和男 神戸大学 助教
水熱条件下の固相反応を用いた，機能性ナノリボンの
調製法の研究

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

洲崎　敏伸 神戸大学 准教授
原生動物を用いた水環境モニタリング法の有効性に関
する生物学的基盤

5,460,000 2,730,000 2,730,000

秋田　直也 神戸大学 講師
空コンテナの一時利用制度を活用した国内貨物の輸
送が都市交通環境に与える影響の分析

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

春山　鉄源 神戸大学 教授
特許レースと経済成長におけるＲ＆Ｄ企業の異質性の
役割と影響に関する理論分析

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

勝井　辰博 神戸大学 准教授 クローラ型ＲＯＶの実海域走行性能評価手法の開発 4,940,000 1,820,000 3,120,000

小田　裕香子 神戸大学 助教
上皮細胞のトリセルラージャンクションによる細胞・組
織形態維持機構の解析

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

小林　和幸 神戸大学 助教
スフィンゴリン脂質シグナル制御による新しい気管支喘
息治療へのアプローチ

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

松浦　正子 神戸大学 その他
点字文書提供システムを用いた病院内運用体制の確
立

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

松尾　睦 神戸大学 教授 学習促進型リーダーシップに関する実証研究 4,940,000 1,820,000 3,120,000

松本　逸平 神戸大学 講師
尾側膵切除における術前内視鏡的膵管ステント留置
術の有用性

2,470,000 780,000 1,690,000

松本　絵理子 神戸大学 准教授
ヒトはいかにして危機を察知するのか？：脅威情報の
無意識的処理と神経基盤の解明

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

新谷　路子
（田中路子）

神戸大学 助教
ｍｉｔｏｔｉｃ　ｃａｔａｓｔｒｏｐｈｅの新規マーカー：リン酸化ｃａｓｐ
ａｓｅ－９

5,590,000 4,550,000 1,040,000

森井　昌克 神戸大学 教授
実装を考慮したストリーム暗号の安全性評価に関する
研究

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

森田　圭紀 神戸大学 助教
ＭＲ内視鏡システムを用いた消化管癌に対する新たな
治療支援技術の開発

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

真下　裕之 神戸大学 准教授 南アジアにおけるペルシア語出版史の基礎的研究 4,680,000 1,430,000 3,250,000

須藤　保 神戸大学 研究員
卵巣癌において異常活性化したリン酸化酵素の同定と
その特異的阻害剤の開発

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

水谷　正治 神戸大学 准教授
コウモリカズラ培養根におけるストリゴール生合成の解
明

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

水谷　文俊 神戸大学 教授
規制の決定要因と規制とパフォーマンスの関係に関す
る実証研究

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

清水　一也 神戸大学 研究員
ヒトＣＤ１３３陽性膵癌幹細胞を用いた新規膵癌治療薬
の開発

5,200,000 2,860,000 2,340,000
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西山　隆之 神戸大学 その他
変形性関節症の治療を目的とした軟骨細胞のアポトー
シス制御機構の解明

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

西村　範行 神戸大学 准教授
Ｒａｂファミリー低分子量Ｇ蛋白質の神経芽腫がん幹細
胞の発生・分化における機能解明

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

石井　尊生 神戸大学 教授
イネにおける栽培化関連遺伝子の検証―野生種の遺
伝的背景で形質変化は起こるのか

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

石川　亮 神戸大学 助教
野生種を利用したイネ科作物における種子脱粒性制
御機構の解明に向けて

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

石田　裕幸 神戸大学 研究員
巣仲間認識に関わるアリ触角特異的コレステロール結
合タンパク質の性状と機能解析

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

石田　廣史 神戸大学 教授
音響トモグラフィーを用いた離岸流観測システムの開
発研究

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

川畑　康治 神戸大学 准教授
開発途上国における工業化と農業生産性の因果性分
析

650,000 260,000 390,000

川又　敏男 神戸大学 教授
タウ蛋白とリン酸化酵素複合体の相互作用を介した認
知症脳神経細胞死の病態解析

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

早雲　孝信 神戸大学 その他 赤外レーザーによる乳頭温存結石治療の開発研究 5,200,000 1,690,000 3,510,000

相川　祐理 神戸大学 准教授
星・惑星系形成過程における揮発性物質の組成、同位
体比、気相・固相分配

4,420,000 1,300,000 3,120,000

増本　浩子 神戸大学 教授 デュレンマットにおける認識論の問題と自伝の可能性 2,860,000 1,040,000 1,820,000

足立　匡義 神戸大学 教授
電磁場内での多体量子力学系に対するスペクトル・散
乱理論

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

村井　康二 神戸大学 准教授 複数生理指標による操船者の技能評価 5,070,000 2,210,000 2,860,000

村岡　修 神戸大学 その他
体内空間創造による難治癌に対する新規放射線治療
法の開発

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

村蒔　基次 神戸大学 助教
尿路上皮癌の悪性進展における上皮間葉転換の分子
生物学的検討

3,900,000 1,950,000 1,950,000

多田　明夫 神戸大学 准教授 集水域水質モデルと簡便な負荷量予測式の開発 5,330,000 2,340,000 2,990,000

大堺　利行 神戸大学 准教授
油水界面は生体膜のモデル系になり得るか？―電子
移動反応場としての類似性と相違点―

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

大澤　志津江 神戸大学 研究員
上皮の“細胞非自律的”増殖制御機構の遺伝学的解
析

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

谷　明勲 神戸大学 教授 建築構造物性能みまもりシステムの構築 4,940,000 1,950,000 2,990,000

段　智久 神戸大学 准教授 舶用重質燃料油のジメチルエーテルによる改質 4,940,000 2,080,000 2,860,000

竹島　泰弘 神戸大学 その他
筋ジストロフィーに対するアンチセンス治療における線
維化因子の動態に関する研究

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

中桐　信一 神戸大学 教授
移流および非局所項をもつ偏微分方程式の逆問題と
境界制御問題の研究

3,380,000 1,300,000 2,080,000

中江　研 神戸大学 助教
ワイマール期ドイツにおける労働者向け住宅建設の理
念と実践に関する研究

3,120,000 1,300,000 1,820,000
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中山　貴美子 神戸大学 講師
地区組織活動を強化するコミュニティ・エンパワメントモ
デルの開発

4,940,000 1,170,000 3,770,000

中村　誠 神戸大学 講師
視神経変性における網膜・視神経のアクアポリンの局
在変化と網膜神経節細胞死への関与

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

中町　祐司 神戸大学 その他 マイクロＲＮＡによる新規関節リウマチ治療法の開発 5,200,000 2,080,000 3,120,000

中畑　寛之 神戸大学 准教授
ステファヌ・マラルメ文庫の総合的調査による１９世紀
末＜文学場＞の書誌学的研究

2,340,000 650,000 1,690,000

長野　順子 神戸大学 教授 無定形なセルフポートレート：クロード・カーンを中心に 4,030,000 1,690,000 2,340,000

陳　光輝 神戸大学 教授
中国の産業・都市集積，集積の経済と地域格差：ＧＩＳ
データによる研究

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

塚原　康友 神戸大学 准教授
未熟児網膜症におけるアドレナリンα１受容体の役割
解明と制御による治療法の開発

4,810,000 1,820,000 2,990,000

定　明子 神戸大学 研究員
好酸球増多症候群に対する新しいバイオマーカーに基
づいた診断と標準治療法の確立

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

田村　厚夫 神戸大学 准教授
フラーレン様構造を持った機能スイッチング型ペプチド
立体の創製

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

田中　康二 神戸大学 准教授
本居宣長の国学の受容と国文学の成立に関する総合
的研究

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

田中　剛 神戸大学 教授
鋼構造接合部の破壊に影響を与える多様な溶接欠陥
の定量的評価方法の確立

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

田中　成典 神戸大学 教授
量子モンテカルロ－フラグメント分子軌道法による水の
第一原理シミュレーション

4,420,000 2,990,000 1,430,000

田中丸　治哉 神戸大学 教授
水量・水質の再現性を両立させるための流出負荷量モ
デルの多目的 適化に関する研究

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

渡辺　香織 神戸大学 准教授
快適な妊娠生活と安産に向けた身体活動教育プログ
ラムの開発に関する研究

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

土屋　英昭 神戸大学 准教授
極低消費電力ＬＳＩの実現に向けたグリーンナノデバイ
スの研究

5,070,000 1,170,000 3,900,000

島　扶美 神戸大学 講師 Ｒａｓ－Ｒａｆ結合阻害活性を有する抗がん剤の創製 5,200,000 1,950,000 3,250,000

藤谷　秀雄 神戸大学 教授
パルス性地震動と長周期地震動に対する免震構造の
制御

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

堂囿　いくみ 神戸大学 その他 送粉系における側所的生態分化と遺伝分化 5,460,000 2,080,000 3,380,000

得津　一郎 神戸大学 教授 国際的生産ネットワークに関する理論的・実証的研究 4,940,000 2,080,000 2,860,000

南　博信 神戸大学 その他
プロテオーム、メタボローム解析による抗がん薬至適
投与方法の確立

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

波多野　直哉 神戸大学 研究員
代謝物プロファイリングによる膵臓がん早期診断シス
テムの開発

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

白川　利朗 神戸大学 准教授
抗原タンパク表層ディスプレイ型ビフィズス菌を用いた
慢性肝炎経口治療ワクチンの開発

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

白鳥　義彦 神戸大学 准教授
日本およびフランスの高等教育改革に関する学際的比
較研究

5,070,000 1,690,000 3,380,000
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八木　麻理子 神戸大学 助教
エクソンスキッピング誘導効率を規定するシス因子の
解明

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

飯島　一誠 神戸大学 その他
新規ＣＡＫＵＴ原因遺伝子の発現・機能解析と包括的遺
伝子診断システムの構築

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

樋口　保成 神戸大学 教授
相分離曲線のスケーリング極限と臨界指数の確率論
的研究

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

浜田　大三 神戸大学 その他 天然変性蛋白質の多分子認識機構の熱力学 5,590,000 3,510,000 2,080,000

福田　勝哉 神戸大学 教授
流動沸騰限界熱流束のサブクール度非線形現象の解
明

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

豊永　高史 神戸大学 准教授 質量分析計を用いた食道がん早期診断法の開発 5,330,000 2,080,000 3,250,000

北川　浩 神戸大学 教授
消化管等における自然免疫系を介する常在細菌制御
機構の解明

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

堀口　知也 神戸大学 教授
「作ることによる学習」と「誤りからの学習」を統合する
モデリング学習環境の開発

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

堀尾　尚志 神戸大学 その他
映像資料に基づく産業技術と労働の分析ならびに科学
技術産業理解の増進

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

本台　進 神戸大学 その他
農業における過剰就業の消滅と所得格差の変化―イ
ンドネシアの個票データによる分析

4,550,000 2,080,000 2,470,000

本田　茂 神戸大学 講師
加齢黄斑変性の病態特異的な遺伝子多型の同定と個
別化治療への応用

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

野口　昌良 神戸大学 教授 両大戦間期炭鉱業経営と事業費予算管理の展開 3,510,000 1,170,000 2,340,000

矢野　澄雄 神戸大学 教授
固有振動数を利用した骨の強さ指標と筋力の負荷関
係評価法の開発

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

林　美鶴 神戸大学 准教授
船舶からの一酸化二窒素排出実体把握と削減手法の
評価

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

鈴木　純 神戸大学 准教授
非営利組織の機能と政策に関する経済分析：関係財
理論の応用と展開

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

眞庭　謙昌 神戸大学 講師
癌宿主相互作用による肺癌の浸潤・転移におけるＮＥ
ＣＬ５の役割の研究

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

齋藤　彰 神戸大学 教授
国際契約規範における市場の活用についての法律学
的研究

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

薛　富義 神戸大学 その他
リーリンシグナルと神経栄養因子が関与する疑核
ニューロンの腹方移動制御機構の解析

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

吉岡　秀文 兵庫教育大学 教授 鳥類の性決定遺伝子の機能解析と細胞系譜解析 5,200,000 2,470,000 2,730,000

吉國　秀人 兵庫教育大学 准教授
第二言語のルール学習が母語の高次操作を創出する
メカニズムの教育心理学的研究

1,040,000 520,000 520,000

古川　雅文 兵庫教育大学 教授
教職キャリア発達の観点から見た現代の教員に必要
な資質能力に関する研究

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

市井　雅哉 兵庫教育大学 教授
ＥＭＤＲ（眼球運動による脱感作と再処理法）による記
憶の変容過程の研究

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

芝田　裕一 兵庫教育大学 教授
視覚障害児童・生徒の歩行指導における教員の連携
に関する研究

4,030,000 1,690,000 2,340,000
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小池　敏司 兵庫教育大学 教授 解析的特異点の幾何 5,070,000 2,210,000 2,860,000

小田　俊明 兵庫教育大学 准教授
日本，ならびにケニア長距離選手の筋腱複合体の形
態・機能に関する比較研究

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

竹西　亜古 兵庫教育大学 教授
青少年のリスク認知における過小視現象の検討：安全
教育へ向けた基礎的研究として

4,160,000 1,690,000 2,470,000

庭瀬　敬右 兵庫教育大学 教授
非平衡重畳プロセスを利用した欠陥誘発型の炭素系
物質創製法に関する研究

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

尾關　徹 兵庫教育大学 教授
大気中に暴露した銅板の腐食過程から学ぶ大気汚染
に関連した実験教材作成

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

有働　眞理子 兵庫教育大学 教授
対話困難の解決に貢献するオノマトペの運用と表現に
ついて

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

遊間　義一 兵庫教育大学 教授
女子受刑者の刑務所内の反則行為に対する個人及び
環境要因の相互作用に関する研究

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

濱中　裕明 兵庫教育大学 准教授
数学的活動を取り入れた高大連携数学教材の開発と
教員養成

2,600,000 1,040,000 1,560,000

玉村　公二彦 奈良教育大学 教授
国連・障害者権利条約教育条項と特別学校の位置づ
けに関する比較教育学的研究

4,160,000 1,430,000 2,730,000

山崎　祥子 奈良教育大学 教授
不飽和エステルを用いる連続的反応によるヘテロ環及
び炭素環の合成研究

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

渋谷　真樹 奈良教育大学 准教授 クロス・カルチュラル・キッズの教育戦略の応用可能性 5,070,000 1,690,000 3,380,000

森　伸宏 奈良教育大学 准教授
担保としての土地保有と借入制約に関する理論・実証
研究

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

川崎　謙一郎 奈良教育大学 准教授
広領域コホモロジー理論から展望する局所コホモロ
ジー加群の性質に関する研究

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

福井　一 奈良教育大学 教授
音楽創造性とステロイドホルモン－行動内分泌学的研
究

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

豊田　弘司 奈良教育大学 教授
偶発記憶に及ぼす自伝的エピソードにおける処理属性
と情動処理の個人差効果

2,600,000 780,000 1,820,000

劉　麟玉 奈良教育大学 准教授
桝源次郎の民族音楽研究活動の再評価：インド及び台
湾民族音楽研究の視点を手掛かりに

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

奥村　和美 奈良女子大学 准教授 後期萬葉長歌の和歌史的研究 2,990,000 1,430,000 1,560,000

鎌倉　真依 奈良女子大学 その他
樹木葉の不均一な気孔開閉メカニズムとガス交換に与
える影響の解明

5,590,000 3,770,000 1,820,000

吉村　あき子 奈良女子大学 教授
否定のタクソノミーに関する認知語用論的研究　－記
述否定・メタ言語否定再考ー

3,640,000 1,430,000 2,210,000

狐崎　創 奈良女子大学 准教授 ペーストと破壊の相互作用 5,590,000 4,420,000 1,170,000

荒木　正介 奈良女子大学 教授
両生類網膜再生の初期過程を制御する細胞結合の調
節機構と色素上皮の分化転換

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

高須　夫悟 奈良女子大学 教授 個体の視点に基づく進化ゲーム理論の新たな展開 5,330,000 2,730,000 2,600,000

高村　仁知 奈良女子大学 准教授
インドネシア産植物性食素材の機能性と嗜好性を活か
した食品の開発

5,330,000 3,770,000 1,560,000
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佐伯　和彦 奈良女子大学 教授
共生遺伝子群 小セットの同定を目指すミヤコグサ根
粒菌共生アイランドの 小化

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

三方　裕司 奈良女子大学 准教授
高感度・高認識性を有する蛍光プローブによる環境・
生体内微量有害重金属イオンの検出

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

山下　靖 奈良女子大学 教授
曲面群の指標多様体上の写像類群による作用の幾何
学

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

寺岡　伸悟 奈良女子大学 准教授
農商工連携における合意形成とその社会的基盤に関
する研究

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

小倉　裕範 奈良女子大学 教授 ＮＬＲＰ３およびＮＬＲＣ４のリガンドの探索、同定 5,200,000 2,210,000 2,990,000

成瀬　九美 奈良女子大学 教授
身体的コミュニケーションにおける同調諸相の精神生
理学的分析と臨床応用

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

星野　聡子 奈良女子大学 准教授
競技力に反映される 適覚醒水準モデル構築に向け
た精神生理学的研究

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

前川　佳代 奈良女子大学 その他
都市造営の思想読解の研究－平泉におけるＧＩＳ（地
理的情報システム）の利用－

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

大平　幸代 奈良女子大学 准教授 魏晋における博物の学と賦学 2,860,000 1,300,000 1,560,000

谷口　雅彦 奈良女子大学 教授
正則分岐被覆構造のモジュライ・パラメーターに対する
複素幾何学的研究

4,940,000 1,300,000 3,640,000

中田　理恵子 奈良女子大学 講師 葉酸摂取と脂質代謝の関連性に関する基礎研究 5,330,000 3,250,000 2,080,000

渡辺　和行 奈良女子大学 教授 フランス人民戦線と余暇の組織化に関する研究 4,030,000 1,560,000 2,470,000

藤井　康之 奈良女子大学 准教授
大正期から国民学校期における小学校「音楽」形成過
程の歴史的研究

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

藤野　千代 奈良女子大学 その他
正倉院御物のベクター画像データベース作成と日本人
心理に与える影響

1,950,000 390,000 1,560,000

内田　聖二 奈良女子大学 教授
新しい日英語比較対照研究―認知語用論の視点から
―

2,990,000 910,000 2,080,000

内田　忠賢 奈良女子大学 教授
現代祝祭のグローバルな伝播に関する比較研究：国
内外のよさこいとエイサーの増殖

2,470,000 910,000 1,560,000

牧野　唯 奈良女子大学 助教
家族形態・居住形態の変容にともなう歴史的居住地の
持続性に関する研究

3,770,000 1,430,000 2,340,000

荻野　肇
奈良先端科学技術大学
院大学

准教授
脊椎動物の発生調節に頑健性を与える機構とその進
化的起源

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

岩野　恵
奈良先端科学技術大学
院大学

助教
アブラナ科植物の和合受粉過程を誘導するシグナルと
その情報伝達系の解析

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

宮崎　純
奈良先端科学技術大学
院大学

准教授
メニーコアプロセッサ時代における構造化文書の高精
度かつ高速検索の実現

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

山崎　洋一
奈良先端科学技術大学
院大学

助教 ＰＡＳドメインタンパク質の相互作用多様化機構の解析 5,590,000 3,510,000 2,080,000

庄司　翼
奈良先端科学技術大学
院大学

助教 タバコアルカロイド制御遺伝子の機能解析 5,460,000 2,340,000 3,120,000

杉本　謙二
奈良先端科学技術大学
院大学

教授
フィードバック誤差学習と統計学習によるロボットアー
ムの運動制御と監視

5,460,000 3,640,000 1,820,000
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斉藤　美知子
奈良先端科学技術大学
院大学

助教 改良型ＴＲＥＣＫマウスを用いた細胞移植系の確立 5,200,000 1,820,000 3,380,000

多胡　憲治
奈良先端科学技術大学
院大学

助教
核内に局在して発がんシグナルを制御する新規低分
子量Ｇ蛋白質の機能解析

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

大島　拓
奈良先端科学技術大学
院大学

助教 細菌の脱サイレンシング機構の解析 5,070,000 1,430,000 3,640,000

畑山　智亮
奈良先端科学技術大学
院大学

助教
二次元核発生頻度の制御による双晶が無い立方晶の
炭化ケイ素成長

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

片山　健夫
奈良先端科学技術大学
院大学

助教
１．５５μｍ帯偏光双安定デバイスの超高速スイッチン
グ特性の測定・評価

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

北川　教弘
奈良先端科学技術大学
院大学

助教
破骨細胞における新規ＤＡＰ１２会合受容体の機能解
析

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

楫　勇一
奈良先端科学技術大学
院大学

准教授 フラッシュメモリに対する情報符号化方式 5,070,000 1,170,000 3,900,000

伊東　千尋 和歌山大学 教授
時間分解フーリエ変換赤外分光法による光誘起相の
分子構造の解明

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

井伊　博行 和歌山大学 教授
トンネルを使った大規模、長期排水実験による地下構
造物が地下水に与える影響評価

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

幹　浩文 和歌山大学 助教
周辺に高段差をもつ微小領域での機能性材料マイクロ
パターン形成手法の研究

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

丸山　範高 和歌山大学 准教授
国語科教師が学びのコミュニティにおいて行政教員研
修経験を編み直す学習過程の研究

2,210,000 1,040,000 1,170,000

吉村　典久 和歌山大学 教授
共同決定の変容に着目したコーポレート・ガバナンス
構造の研究

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

此松　昌彦 和歌山大学 教授
科学的に認識して行動できる生徒を育成するための防
災訓練プログラムの開発

4,290,000 1,820,000 2,470,000

山岡　俊樹 和歌山大学 教授
メンタルモデルの骨組みの解明とそれに基づくメンタル
モデル設計手法の構築

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

秋元　郁子 和歌山大学 准教授
電子スピン共鳴法による電荷分離型光励起状態の再
結合発光過程の実証

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

松浦　善満 和歌山大学 教授
教師バーンアウトを克服する教師・学校プログラムの
開発研究

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

川端　保至 和歌山大学 教授
所得概念生成史の研究ー１９世紀ドイツの所得概念論
争とローマ法の果実観念ー

650,000 260,000 390,000

村田　順子 和歌山大学 准教授
住民の主体的活動による在宅生活支援システム構築
に関する研究

3,380,000 1,560,000 1,820,000

村田　頼信 和歌山大学 准教授
高分子超音波センサの更なる高性能化を目指した符
号積層開口技術に関する研究

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

大浦　由美 和歌山大学 准教授
国有林の森林レクリエーション事業を中心とする多様
なパートナーシップの形成

2,860,000 910,000 1,950,000

竹田　明弘 和歌山大学 准教授
組織管理が看護師のワークエンゲージメントおよび患
者満足に与える影響の研究

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

中村　恭之 和歌山大学 准教授
三次元視覚システムのためのシームレスな対象モデリ
ングシステムの研究

5,720,000 4,550,000 1,170,000

田川　裕之 和歌山大学 准教授
リーフポセットに関連した表現論的組合せ論とその周
辺

5,070,000 1,430,000 3,640,000
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田中　一郎 和歌山大学 教授
コロイダルナノドットの表面改質と有機メモリトランジス
タへの応用

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

嶋田　由美 和歌山大学 教授
「ぴょんこ」リズムの生成と子どもによる変容過程―そ
の歴史的，理論的、心理学的研究

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

藤田　武弘 和歌山大学 教授
都市と農山村の協働推進に資するＣＳＲ活動の意義と
その発展方策に関する研究

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

徳田　献一 和歌山大学 助教
脆弱な瓦礫上での脚歩行ロボットによる足探りに関す
る研究

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

武田　鉄郎 和歌山大学 教授
不登校を伴う発達障害のある子どもの心理行動特性
及び支援体制に関する実証的研究

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

片山　聡一郎 和歌山大学 教授
非線形双曲型方程式系の大域解の存在とその漸近挙
動

2,730,000 1,170,000 1,560,000

片渕　美穂子 和歌山大学 准教授
「導引」の身体ー近世養生論における気をめぐらす
術ー

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

野村　孝徳 和歌山大学 教授
波面符号化並列位相シフト法による瞬時複素振幅情
報取得に関する研究

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

矢嶋　摂子 和歌山大学 准教授
超分子構造を利用した新規感応膜を用いるイオンセン
サーの開発と応答機構の解明

5,590,000 3,770,000 1,820,000

阿部　友紀 鳥取大学 准教授
ＺｎＯ／ＺｎＭｇＯ系量子井戸によるシュタルク効果型光
変調器の開発

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

井上　敏昭 鳥取大学 准教授
紡錘体チェックポイント終了に働くＳＩＲＴ２分子がオート
ファジーを抑制する意義

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

一柳　剛 鳥取大学 准教授
ＬＰＳの内部コア糖鎖に結合するヒト抗体のエピトープ
解明に向けた糖鎖プローブ合成

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

岡田　晋一 鳥取大学 講師
低真空走査型電子顕微鏡を用いた巣状糸球体硬化症
の早期診断

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

岡田　太 鳥取大学 教授 炎症発癌に実効する阻害化合物探索 5,200,000 2,210,000 2,990,000

河野　強 鳥取大学 教授
線虫の休眠・寿命を制御するインスリン様ペプチドの統
合的機能解析

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

笠城　典子 鳥取大学 講師
遺伝性腫瘍発症前診断に対するチーム医療による効
果的な遺伝カウンセリング体制の構築

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

関　あゆみ 鳥取大学 准教授
外国人子女にも応用可能な読字指導法開発のための
基礎的研究

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

岸本　覚 鳥取大学 准教授 明治維新期における藩祖神格化の研究 4,940,000 1,300,000 3,640,000

宮近　幸逸 鳥取大学 教授 複雑構造薄肉はすば歯車の強度設計法 5,330,000 3,250,000 2,080,000

橋本　隆司 鳥取大学 准教授 表現論的不変量と運動量写像 4,680,000 2,080,000 2,600,000

桐山　聰 鳥取大学 准教授
傾聴力・読解力とリンクした評価・計画能力育成のため
のプロジェクトマネジメント研究

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

原　豊 鳥取大学 准教授 低重心風車の 適ローター構造の探索研究 5,460,000 3,640,000 1,820,000

五島　朋子 鳥取大学 准教授
地域主権時代の公共劇場を担う人材育成～キャリア
形成実態調査を基盤として

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

147



（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

細井　由彦 鳥取大学 教授
人口減少が進む小規模自治体の環境施設のサステナ
ブルソフトランディングマネジメント

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

山口　剛士 鳥取大学 教授 ワクモの鶏に対する病原性とその分子基盤 5,460,000 2,990,000 2,470,000

市野　邦男 鳥取大学 准教授
カルコパイライト系中間バンド型高効率太陽電池に関
する研究

5,330,000 3,640,000 390,000 1,690,000

児島　明 鳥取大学 准教授 異文化間移行支援の基盤構築に関する研究 5,070,000 1,820,000 3,250,000

持田　晋輔 鳥取大学 助教
転写因子Ｎｒｆ２活性化による急性肺傷害の保護に関す
る研究

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

小川　容子 鳥取大学 教授
鑑賞の授業における構造主義モデルの再吟味と社会
文化論的アプローチによる再構築

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

松浦　達也 鳥取大学 教授
トコトリエノールによるパーキンソン病モデル細胞の保
護作用機構に関する研究

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

森川　修 鳥取大学 准教授
学力試験を課さない入試区分における合格者のｅ－
ラーニングを利用した入学前教育

4,680,000 1,040,000 3,640,000

森本　美智子 鳥取大学 准教授
慢性閉塞性肺疾患患者のＱＯＬの向上を目指した病期
移行過程支援プログラムの構築

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

深田　美香 鳥取大学 教授 芳香と音楽による睡眠の質改善効果に関する研究 4,940,000 2,470,000 2,470,000

菅原　一孔 鳥取大学 教授
大容量コンテンツ配信のための自律分散型システムの
構築に関する研究

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

星　健夫 鳥取大学 准教授
第一原理と 適化手法に基づく超大規模電子状態計
算

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

西原　英治 鳥取大学 准教授
いや地回避技術法である活性炭によるアレロパシー物
質の吸着機構と土壌微生物群の関係

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

川面　基 鳥取大学 准教授
Ｐｄ触媒の新しい立体化学制御による光学活性含フッ
素アリルアミンの合成

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

前垣　義弘 鳥取大学 准教授 脳波コヒーレンス解析による急性脳症の早期診断 2,470,000 1,170,000 1,300,000

村上　一郎 鳥取大学 准教授
ランゲルハンス細胞組織球症の解析－質量分析装置
を用いた新規バイオマーカーの探索－

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

村田　真樹 鳥取大学 教授
冗長な文の改善に役立つ言語的特徴の機械的発見と
作文支援

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

大観　光徳 鳥取大学 准教授
微粒子蛍光体を用い印刷法により作製するフレキシブ
ル電界発光デバイスに関する研究

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

大谷　直史 鳥取大学 准教授
子どもにとっての新しい親密圏に関する研究――学童
保育調査を通して――

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

大谷　眞二 鳥取大学 准教授 黄砂曝露による健康影響の評価 4,420,000 2,340,000 2,080,000

中根　裕信 鳥取大学 助教
ＤＮＡ修復欠損マウス精巣変性状態におけるゲノムの
質の低下した精子形成の解析

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

中島　健二 鳥取大学 教授
　軽度パーキンソン徴候から認知症・パーキンソン病へ
の進行に関する縦断的疫学研究

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

陳　中春 鳥取大学 教授
新規酸化物／酸化物複合材料の創製及びマルチ靱化
機構の導入による高性能化

5,460,000 2,860,000 2,600,000
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東　政明 鳥取大学 教授
トランスポーター搭載の人工膜（プロテオリポソーム）に
よる昆虫の排泄機能の解析

5,590,000 2,990,000 2,600,000

湯浅　勲 鳥取大学 准教授
ＪａｐａｎｅｓｅＰｌｅｘ：日本人特異的ＳＮＰによる日本人証
明法の開発と応用

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

藤巻　晴行 鳥取大学 准教授
数値天気予報と作物の成長モデルを活用した灌漑水
量の決定

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

得能　貢一 鳥取大学 准教授
システマビリティを導入したサービス指向型ソフトウェア
信頼性評価法に関する研究

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

北川　扶生子 鳥取大学 准教授
１８９０－１９１０年代の日米における国家主義と作文
教育

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

矢部　敏昭 鳥取大学 教授
数学教育学における問題解決の学習過程の構築に関
する実証的研究

3,250,000 1,170,000 2,080,000

林　一彦 鳥取大学 教授
血球貪食症を伴う慢性活動性ＥＢＶ感染症ウサギモデ
ルの病態解析

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

林　眞一 鳥取大学 教授 恒久的骨粗鬆症治療 5,330,000 1,950,000 3,380,000

檜垣　克美 鳥取大学 准教授
ライソゾーム病に対するケミカルシャペロン療法の細胞
内分子機構の解明

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

櫻井　敏彦 鳥取大学 准教授
１塩基認識を増幅する高分子型人工核酸の設計と生
化学的機能評価

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

鰤岡　直人 鳥取大学 教授
睡眠時無呼吸症候群による時計遺伝子を介した分子
生物学的影響に関する研究

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

齊藤　博昭 鳥取大学 助教
消化器癌患者におけるＴ細胞機能低下メカニズムの検
討とその制御による免疫治療の開発

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

磯村　実 島根大学 講師
乳がん放射線治療に伴うＢＯＯＰ発症に関わる遺伝子
の同定

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

磯村　篤範 島根大学 教授
新たな河川管理行政（流域治水論等）導入における検
討課題の行政法学的比較法的解明

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

臼杵　年 島根大学 教授
酸化物系保護膜（Ｂｅｌａｇ）の付着機構解明とアクティブ
活用法の開発

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

塩田　直孝 島根大学 准教授
骨疾患の病態発症機構に果たす肥満細胞の役割の解
析と新しい薬物治療方法の開発

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

加藤　寿朗 島根大学 教授
小・中学生の社会的思考力・判断力の発達に基づく社
会授業モデルの開発研究

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

嘉数　直樹 島根大学 准教授
中皮腫における新規原因遺伝子の同定と発癌機構の
解明

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

亀井　淳志 島根大学 准教授
東南極セール・ロンダーネ山地に産するグレンビル造
山期深成岩の火成活動史と成因解明

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

宮岡　剛 島根大学 准教授
難治性統合失調症における塩酸ミノサイクリンの有効
性とその機序に関する研究

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

宮崎　康二 島根大学 教授
難治性ＴｙｐｅＩＩ子宮内膜癌の発癌機構解明とその臨床
応用を目指した基礎的検討

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

居石　正和 島根大学 教授 明治３２年府県制改正過程の研究 3,640,000 1,430,000 2,210,000

橋本　道男 島根大学 准教授
多価不飽和脂肪酸による認知症予防効果の多角的検
証

5,200,000 2,210,000 2,990,000
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金崎　春彦 島根大学 講師
ＧｎＲＨパルス頻度依存性特異的ゴナドトロピン発現機
構の解明

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

原　祥子 島根大学 教授
認知症高齢者のその人らしさを保証するコンフォートケ
アモデルの開発

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

戸崎　哲彦 島根大学 教授 柳宗元集本・原本三〇巻本に関する文理融合型研究 4,940,000 2,730,000 2,210,000

今町　憲貴 島根大学 講師
μオピオイドによる痒みの機序解明とガバペンチンの
鎮痒効果

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

山内　美香 島根大学 助教
骨・血管連関の解明を目指したＬＤＬコレステロールが
骨に及ぼす影響の検討

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

紫藤　治 島根大学 教授
暑熱馴化による唾液腺機能亢進の分子機序の解明：ド
ライマウス治療への応用を目指して

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

酒井　哲弥 島根大学 准教授
地震に伴う平野の地滑り：地滑り堆積物の特徴とその
発生メカニズムの解明

5,330,000 1,040,000 4,290,000

庄司　邦孝 島根大学 教授 組合せ半群論とその応用 2,210,000 910,000 1,300,000

上園　昌武 島根大学 准教授
グリーン・ジョブの波及効果に関する実証的研究－ドイ
ツを事例として－

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

石原　俊治 島根大学 准教授
制御性Ｂ細胞による腸管免疫抑制機構とその破綻に
よる腸炎発症機序の解明

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

石村　典久 島根大学 助教
バレット食道形成過程におけるＮｏｔｃｈシグナルの機能
解析：Ｃｄｘ２との相互作用

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

石田　章 島根大学 准教授 中高生の食行動の乱れとその要因 2,600,000 1,170,000 1,430,000

大平　明弘 島根大学 教授
ＤＮＡ塩基除去修復欠損マウスを用いた網膜光障害の
分子病態解明

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

中村　守彦 島根大学 教授
ユビキチン類似タンパク質ＭＮＳＦβの翻訳後修飾機
構に関与する酵素群の精製と応用

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

津森　登志子 島根大学 准教授
レプチン・メラノコルチン系摂食調節回路と迷走神経の
連関を形態学的に解析する

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

天野　祐二 島根大学 准教授
逆流胆汁酸組成からみたバレット食道の発生・発癌機
序解明と治療法の検討

5,330,000 3,770,000 1,560,000

藤本　比登美 島根大学 教授 発達障害生徒の発作的行動の誘因の探求 4,940,000 3,250,000 1,690,000

内藤　貫太 島根大学 准教授 関数推定に基づく機械学習と生物統計の横断的研究 5,200,000 2,080,000 3,120,000

内尾　祐司 島根大学 教授
半月板損傷治癒をもたらす生体接着剤とプラズマ照射
法の開発

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

二階　哲朗 島根大学 助教
脊髄における５ＨＴレセプターの疼痛修飾機能の役割
を明らかにする

2,600,000 910,000 1,690,000

尾林　栄治 島根大学 助教
翻訳開始因子による情報伝達機構の構造生物学的研
究

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

富澤　芳亜 島根大学 准教授 近代中国工業の技術的基礎の研究 4,940,000 1,170,000 3,770,000

福田　景道 島根大学 教授
歴史物語の享受と継承の研究―古代・中世・近世歴史
物語全作品の文学史的再編成

2,470,000 1,170,000 1,300,000
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平川　正人 島根大学 教授
足圧分布からの感情・心理状態の推定とそのシステム
応用に関する研究

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

平野　章二 島根大学 准教授
概念と時間を 適粒度で比較する時系列マイニング法
の開発

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

木原　勇夫 島根大学 准教授
知的障害者に適した生活習慣病を予防するための運
動とその評価法の検討

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

ＲＯＤＩＳ　Ｏｍ
ａｒ

岡山大学 助教
日本の大学歯学部（歯科大学）での歯科英語教育にお
けるコアカリキュラムの開発

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

マーリー　ギャ
ロルド

岡山大学 准教授 ソーシャルプレースにおける英語習得についての研究 4,940,000 1,300,000 3,640,000

粟屋　剛 岡山大学 教授
中国移植ツーリズムに関する社会調査の実施とそれ
に基づくＥＬＳＩの検討

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

伊藤　恵司 岡山大学 准教授 非晶質合金の自由体積評価および中距離構造の解明 5,460,000 3,900,000 1,560,000

稲垣　純子 岡山大学 助教
細胞外マトリックスによるがん血管新生、リンパ管新生
制御のメカノバイオロジー

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

稲田　佳彦 岡山大学 教授
生徒間で科学的議論を生み出す新しい理科実験連携
授業システムの開発

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

園田　昌司 岡山大学 准教授 コナガの複合的殺虫剤抵抗性機構の解明 5,460,000 2,860,000 2,600,000

塩崎　泰之 岡山大学 その他
進化分子工学と先端接着技術の応用による骨粗鬆症
の新しい骨折予防法・治療法の開発

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

横田　修 岡山大学 その他
老年期統合失調症と認知症の認知機能障害の特性に
関する比較臨床神経病理学的検討

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

岡崎　正和 岡山大学 准教授
デザイン実験による算数を数学に接続する授業・カリ
キュラムの開発研究

4,160,000 1,560,000 2,600,000

岡本　章 岡山大学 教授
少子高齢化・人口減少社会における租税・社会保障制
度の厚生分析

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

岡野　光博 岡山大学 准教授
好酸球性副鼻腔炎の病態形成におけるサイトカイン
ネットワークの解明と創薬展開

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

梶原　毅 岡山大学 教授 複素力学系とＣ＊環の研究 3,900,000 910,000 2,990,000

丸山　貴之 岡山大学 その他 生活習慣病予防対策としての食育の有効性の検討 4,940,000 2,210,000 2,730,000

丸尾　幸憲 岡山大学 講師
レーザーアシストエッチングがセラミックスの表面構造
特性と接着性に与える影響

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

岸本　悦央 岡山大学 准教授
新規生体材料チタン酸Ｃａを用いた抗菌作用付与歯質
コーティング法の開発

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

岸本　広司 岡山大学 教授
初期近代イギリスにおける実践哲学の形成―政治的
賢慮概念をめぐって―

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

岸本　晃治 岡山大学 助教
Ａｎｇｉｏｇｅｎｉｎを標的とした新規癌治療薬ｎｅａｍｉｎｅの口
腔癌治療への応用

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

亀島　欣一 岡山大学 准教授
酸化チタン／粘土複合体を用いた多機能環境浄化材
料の開発

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

吉田　建夫 岡山大学 教授
世界的所得分配の不平等・貧困度・相対的剥奪に関
する計量分析

5,330,000 2,600,000 2,730,000
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吉野　正 岡山大学 教授
濾胞性リンパ腫の高悪性度化に関る分子病理学的機
序と予測因子

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

宮崎　宏志 岡山大学 准教授
健常者と障がい者との共生や対等性の意味に関する
理論的考察

3,120,000 1,560,000 1,560,000

宮村　能子 岡山大学 助教
間葉系幹細胞を用いた小児難治性白血病に対する腫
瘍選択的アポトーシス誘導効果

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

宮地　弘幸 岡山大学 教授
代謝性核内受容体リガンドの活性拡張による抗アルツ
ハイマー活性の創出

4,420,000 1,950,000 2,470,000

宮竹　貴久 岡山大学 教授
意思決定の進化生態学的基盤：負け記憶の生態遺伝
メカニズム

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

近森　秀高 岡山大学 准教授
地域洪水頻度解析に基づく確率洪水比流量曲線の推
定に関する研究

3,640,000 1,820,000 1,820,000

近藤　英生 岡山大学 助教
全てのＨＬＡクラスＩを対象としたＣＭＶ特異的ＣＴＬ監視
法および樹立法の開発

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

金　どぅ哲 岡山大学 准教授
ベトナムにおける韓国人ディアスポラの融合・隔離・妥
協

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

金子　真 岡山大学 准教授 日本語の複数表現の意味論と語用論 2,990,000 1,170,000 1,820,000

栗原　考次 岡山大学 教授
時空間情報に対する同位相分類の多次元・多変量へ
の拡張とその応用

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

犬塚　篤 岡山大学 准教授
特許情報を用いたイノベーション創出メカニズムに関す
る網羅的分析

3,250,000 780,000 2,470,000

江崎　文一 岡山大学 准教授
野生植物メリケンカルカヤの高アルミニウム耐性機構
に関わる候補遺伝子群の解析

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

香川　俊輔 岡山大学 助教
蛍光発現ウイルスを用いた血中循環がん細胞の分離
による高感度遺伝子解析技術の開発

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

高田　実 岡山大学 その他 末梢血を循環するメラノーマ幹細胞の解析 5,070,000 1,690,000 3,380,000

高木　慎 岡山大学 准教授
象牙質シートを用いた生体機能付加インプラントシステ
ムの開発

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

高木　二郎 岡山大学 講師
職場におけるいじめ、ハラスメント、自殺の予防法の開
発

2,470,000 650,000 1,820,000

黒崎　東洋郎 岡山大学 教授 非言語による説明し、伝え合う算数的活動の開発研究 2,340,000 1,040,000 1,300,000

黒住　和彦 岡山大学 助教
悪性グリオーマに対する腫瘍溶解性ウイルスと抗血管
新生薬との併用療法についての検討

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

今村　維克 岡山大学 准教授
糖類アモルファスマトリクスに収着した水分の状態およ
び機能の非単一性

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

根岸　友恵 岡山大学 准教授
近紫外光（ＵＶＡ）によるＤＮＡ傷害とそのシグナル伝達
経路の解明

5,590,000 2,990,000 2,600,000

佐藤　あやの 岡山大学 助教
ゴルジンタンパク質によるゴルジ嚢の長さ調節とカーゴ
輸送調節の分子機構解明

5,590,000 2,990,000 2,600,000

佐藤　健治 岡山大学 講師
オンデマンド・バーチャルリアリティ鏡治療の難治性疼
痛治療への応用

5,590,000 5,070,000 520,000

佐野　寛 岡山大学 教授
ＥＵ国際私法における不法行為準拠法決定過程の事
例分析

3,510,000 1,430,000 2,080,000
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砂月　幸成 岡山大学 助教
可逆的に分解―再構築が可能な分子ケージの創出と
その機能に関する研究

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

三好　新一郎 岡山大学 教授
肺癌におけるマイクロＲＮＡ発現異常の同定と新規診
断・治療法の開発

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

三宅　由晃 岡山大学 その他
ＣＣＮ２のメタボリックサポーターとしての機能解明とそ
の臨床応用研究

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

山井　成良 岡山大学 教授 手口の巧妙化に対応可能な迷惑メール対策手法 5,200,000 3,120,000 2,080,000

山崎　修 岡山大学 講師
皮膚におけるパントンバレンタインロイコシジンの発現
機構と病態形成の解明

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

山田　剛史 岡山大学 准教授
心理統計テスト項目データベースの実践的運用～コ
ミュニティ形成を目指して

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

山本　秀樹 岡山大学 教授 日本近世出版制度史の研究 2,470,000 650,000 1,820,000

山本　和秀 岡山大学 教授 ｉＰＳ細胞由来肝細胞を用いた肝不全治療法の確立 5,200,000 3,120,000 2,080,000

山路　公造 岡山大学 講師 増殖因子と超音波療法を用いた象牙質再生への展開 4,940,000 1,950,000 2,990,000

十川　千春 岡山大学 助教
慢性疼痛時の脊髄モノアミントランスポーター発現変動
の解明

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

小阪　美津子 岡山大学 助教
網膜の発生・維持・疾患におけるＯｃｔ－３／４遺伝子の
役割

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

小倉　俊郎 岡山大学 教授
大学新入生における潜在性甲状腺機能異常に関する
研究

4,550,000 520,000 4,030,000

小野　成紀 岡山大学 助教
分子標的治療薬を用いた脳梗塞に対する遺伝子細胞
療法

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

松村　達志 岡山大学 助教 ＴＤＬ培養による歯根形態形成制御機構解明の新展開 5,200,000 3,250,000 1,950,000

松田　陽一 岡山大学 教授
企業の組織変革行動における阻害要因に関する理
論・実証的研究

2,860,000 650,000 2,210,000

松尾　龍二 岡山大学 教授
唾液分泌機能を維持・再生するニューロンネットワーク
の解析

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

上村　一雄 岡山大学 教授
低品位硫化鉱石からの金属資源回収技術の高効率化
に関する研究

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

埴岡　伸光 岡山大学 准教授
異物代謝能の個人差を考慮した化学物質のリスク評
価法の開発研究

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

新井　禎彦 岡山大学 助教
エクスプラント心由来の自己幹細胞移植による新たな
心臓移植後の拒絶緩和療法の開発

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

新井　由起子
（林由起子）

岡山大学 助教
脳内酸化ストレスに対する麻酔薬の抗酸化機序の解
明

4,160,000 1,300,000 2,860,000

森谷　徳文 岡山大学 助教
軟骨再生を目指したＣＴＧＦ／ＣＣＮ２発現促進因子の
同定とその応用

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

森田　潔 岡山大学 教授
脳梗塞における脱分極領域拡大のメカニズム解明と治
療

4,680,000 1,170,000 3,510,000

垂水　共之 岡山大学 教授 統計教育用デジタル教科書の研究 4,550,000 1,820,000 2,730,000
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是永　敏伸 岡山大学 助教
高効率触媒反応を目指した強い配位力を有する超電
子不足な不斉ホスフィン配位子の開発

5,070,000 1,170,000 3,900,000

清原　一吉 岡山大学 教授 可積分測地流を巡る諸問題 5,070,000 1,950,000 3,120,000

西崎　正彦 岡山大学 助教
癌抑制遺伝子ＦＨＩＴのＰＫＣ制御による膵癌の浸潤・転
移抑制効果の研究

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

西川　悟郎 岡山大学 講師
発汗波のパターン分析による顎顔面補綴患者の精神
的ストレス評価

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

西田　圭一郎 岡山大学 准教授
ヒストン脱アセチル化酵素１（ＨＤＡＣ１）ｓｉＲＮＡの遺伝
子導入による関節炎治療

3,510,000 2,210,000 1,300,000

西田　崇 岡山大学 助教
ＣＣＮファミリー間のネットワーク形成による筋肉内異所
性骨化の分子機構の解明

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

西木　禎一 岡山大学 助教
神経伝達物質放出カルシウムセンサーの膜融合タン
パク質複合体からの解離

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

青山　裕美 岡山大学 講師
尋常性天疱瘡の分子病態・シグナル伝達解明とデスモ
ソームの制御機構

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

千田　益生 岡山大学 准教授
人工筋肉を用いた麻痺手を動かすシステムの実用化
に関する研究

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

川辺　睦 岡山大学 助教
ＣＴ透視下ＩＶＲにおける術者の手指被曝低減に関する
研究

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

前島　洋平 岡山大学 講師
慢性腎臓病における内因性バゾヒビンファミリーの腎
保護効果と臨床的意義に関する検討

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

村岡　祐治 岡山大学 准教授
強相関電子物性が制御可能な光キャリア注入法の確
立

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

大橋　一仁 岡山大学 准教授
微粉ダイヤモンド砥石の機能性マイクロチップポケット
付加技術の開発

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

大塚　正人 岡山大学 准教授
ヒトＭＡＴＥ型輸送体の構造と機能及びトランスポート
ソーム

5,460,000 2,730,000 2,730,000

大年　順子 岡山大学 准教授 ＥＦＬライティングにおける記述フィードバックの研究 2,470,000 910,000 1,560,000

谷垣　靜子 岡山大学 教授
マグネット訪問看護ステーションにおける労務管理のモ
デリングとその実用化

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

池田　正徳 岡山大学 准教授
宿主遺伝子多型が抗ＨＣＶ剤感受性に及ぼす機構の
解明

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

池畑　秀一 岡山大学 教授 平田分離拡大を中心とする環拡大の研究 4,810,000 1,170,000 3,640,000

築島　尚 岡山大学 准教授
日本官僚制におけるノンキャリアの専門教育を通じた
選抜と人的ネットワークの研究

1,040,000 520,000 520,000

竹内　栄 岡山大学 准教授 羽色の性差と加齢変化を創出する分子機構の解明 5,460,000 2,470,000 2,990,000

竹内　靖雄 岡山大学 教授
アシネトバクターが産生するシデロフォアの合成と抗菌
活性

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

中越　英樹 岡山大学 准教授
消化管の吸収・排泄機能による恒常性維持機構の解
析

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

中村　大輔 岡山大学 准教授 超高圧変成岩の進化履歴の解明 5,200,000 3,250,000 1,950,000
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張　星源 岡山大学 教授
特許の出願行動と企業パフォーマンスに関する国際比
較研究

3,640,000 1,690,000 1,950,000

長岐　清孝 岡山大学 准教授 動原体機能低下系統を利用した半数体育種法の確立 5,330,000 1,560,000 3,770,000

鳥井　康弘 岡山大学 教授
分子レベル解析技術を応用した接着機能性モノマーの
網羅的解析と 適組成の検討

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

塚本　眞也 岡山大学 教授
研削プロセスにおける工作物熱変形量のシミュレー
ション解析技術の開発

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

佃　和憲 岡山大学 助教
胃癌におけるマイクロＲＮＡを用いた新しい治療法の開
発

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

貞森　裕 岡山大学 講師
臓器移植におけるＲＡＧＥリガンドを介した新たな免疫
制御システムの確立

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

田中　賢二 岡山大学 教授
ドイツ語圏における物理教育の概念・構造に関する研
究

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

田中　智之 岡山大学 准教授 環境因子によるマスト細胞の刺激応答の調節 5,330,000 2,080,000 3,250,000

田野　哲 岡山大学 教授 仮想伝搬路を用いたＭＩＭＯ移動通信方式の研究 5,200,000 2,340,000 2,860,000

渡邉　豊彦 岡山大学 講師
ｉＰＳ細胞を用いた尿道括約筋機能再生のための基盤
的研究

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

藤井　伸治 岡山大学 助教
同種造血細胞移植後閉塞性細気管支炎の早期診断を
目指したモニタリング法の開発

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

藤澤　拓生 岡山大学 助教
低分子化合物ライブラリーを用いた骨形成過程におけ
る新規ＢＭＰ２活性制御因子の探索

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

内田　哲也 岡山大学 講師
単層カーボンナノチューブ単結晶の固体構造形成機構
の解明と高性能複合体への応用

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

難波　徳郎 岡山大学 教授 無機性汚泥からの有価元素回収プロセスの開発 5,460,000 2,990,000 2,470,000

入江　隆 岡山大学 准教授
３次元力覚呈示装置を用いた材料力学学習教材の開
発

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

能祖　一裕 岡山大学 准教授 新規パラメーターを用いた肝癌化学療法効果予測 5,070,000 2,210,000 2,860,000

波多野　敏 岡山大学 教授
国民国家・市民・法の同時的形成と近代法の基礎概念
にかんする歴史的研究

4,420,000 1,300,000 3,120,000

萩野　恭子 岡山大学 その他 サイズ変化をともなった円石藻の種分化の原因の解明 5,070,000 1,560,000 3,510,000

白井　肇 岡山大学 講師
暫間インプラント／生体組織間の電子顕微鏡下での界
面観察

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

白羽　英則 岡山大学 助教
肝癌におけるＮｏｔｃｈシグナルをターゲットとした新規腫
瘍血管新生抑制療法の開発

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

畑中　加珠 岡山大学 助教
口腔内感染度からみたビスフォスフォネート系製剤関
連顎骨壊死の予防システムの構築

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

飛松　孝正 岡山大学 准教授
バクテリア多面体オルガネラ蛋白質の相互作用機構
の解明とその応用

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

富岡　尚敬 岡山大学 准教授
高温高圧下での時間分解ラマン分光測定によるケイ酸
塩の準安定相転移

5,070,000 2,730,000 2,340,000
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平井　儀彦 岡山大学 准教授
耐塩性イネにおけるシアン耐性呼吸の生理学ならびに
分子生物学的解析

5,590,000 3,640,000 1,950,000

米澤　朋子 岡山大学 助教 損傷脊髄の修復における境界膜の分子シグナル解析 5,070,000 1,950,000 3,120,000

堀内　孝 岡山大学 准教授 解離における自伝的記憶の認知特性 1,690,000 260,000 1,430,000

堀部　明彦 岡山大学 教授
空調の新たな展開を図る顕熱・潜熱分離型ヒートポン
プ併用収着剤空調システムの開発

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

有元　佐賀惠 岡山大学 准教授
ＵＶＡ光反応によるニトロソアミン類のＤＮＡ・蛋白・生体
膜傷害とシグナル伝達擾乱

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

廣川　真男 岡山大学 教授
行列係数シュレディンガー作用素のスペクトル解析と
その応用

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

檜垣　和孝 岡山大学 教授
腸神経系が関与する消化管疾患時における薬物吸収
挙動の解析

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

筧　知之 岡山大学 教授
対称空間上のシュレディンガー方程式の代数構造およ
び幾何構造の研究

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

ＧＡＬＩＦ　ＫＵＴ
ＬＵＫ

広島大学 研究員
その場観察による金属ナノ粒子の活性起因の解明お
よび応用展開

4,810,000 3,900,000 910,000

ＨＡＲＴＩＮＧ　Ａ
ＸＥＬ

広島大学 准教授
日本のドイツ語教育におけるクラスルーム言語の使用
と機能

2,210,000 650,000 1,560,000

阿賀岡　芳夫 広島大学 教授 可積分等質幾何構造と不変式 4,810,000 1,300,000 3,510,000

阿部　誠 広島大学 教授 複素空間の有理型凸性とシュタイン性 4,940,000 1,430,000 3,510,000

安永　晋一郎 広島大学 助教
Ｇｅｍｉｎｉｎタンパク質制御を介した造血幹細胞の活性
制御機構の解析

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

安田　季道 広島大学 助教
リアノジン受容体が関連する先天性筋疾患が悪性高
熱症を発症する可能性

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

伊藤　雅明 広島大学 准教授 離散・超離散系の保存量と可積分性の研究 3,120,000 910,000 2,210,000

伊藤　清一 広島大学 助教
クーロン結晶によるナノ・イオンビーム生成の原理実証
実験

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

隠岐　さや香 広島大学 准教授
物質・技術文化からみた近代数理諸科学の展開（１６６
０－１８４０）

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

永井　純也 広島大学 准教授
アミノグリコシド腎毒性を導く初発分子の同定とそれを
標的とした腎毒性防御法の 適化

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

永井　眞由美 広島大学 准教授
高齢介護者の心理・社会的孤立予防のためのアセスメ
ント方法と支援モデルの開発

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

横田　和典 広島大学 その他
ヒト脂肪組織由来幹細胞を用いた新たな骨格筋再生
療法の開発

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

岡　志郎 広島大学 その他
胃ＳＭ癌の術前転移予測と分子病理マーカーによる新
たな内視鏡的根治判定基準の開発

4,160,000 2,080,000 2,080,000

岡村　寛之 広島大学 准教授 組み込みＯＳの信頼性評価に関する研究 5,200,000 2,340,000 2,860,000

岡本　康正 広島大学 その他
ヒト骨髄由来間葉系幹細胞を用いた安全・安心な細胞
治療を行うための基盤整備研究

5,200,000 2,470,000 2,730,000
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河上　眞一 広島大学 准教授
暑熱ストレス負荷時におけるニワトリの摂食量低下メカ
ニズムの解明

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

岩崎　克己 広島大学 准教授
独検・ＺＤ等の各種検定の指標に基づく到達度自己評
価を核とした自律学習支援システム

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

岩本　剛 広島大学 准教授
ＴＲＩＰ鋼における高速変形挙動の時間的階層性とエネ
ルギー吸収能向上機構の解明

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

岩本　宙造 広島大学 准教授
計算複雑性クラスの階層構造の理論的解明と回路設
計システムの新評価法の提案

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

宜名真　勇 広島大学 教授
ＧＤＰボラティリティーと在庫変動に関する国際比較研
究

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

菊池　裕 広島大学 教授
遺伝学的手法によるゲノムＤＮＡ脱メチル化因子の網
羅的探索

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

吉岡　幸男 広島大学 助教
海洋生物由来生理活性物質の探索と口腔癌幹細胞を
ターゲットとした分子標的薬への応用

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

吉子　裕二 広島大学 准教授
骨・歯科疾患における多臓器連関「ＦＧＦ２３ー可溶化
型Ｋｌｏｔｈｏシステム」の研究

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

吉川　峰加 広島大学 助教
適とろみ濃度決定のための口腔・咽頭機能アセスメ

ント
5,200,000 2,600,000 2,600,000

吉中　孝志 広島大学 教授 アンドリュー・マーヴェル研究―人間関係と表現技術― 4,290,000 1,170,000 3,120,000

吉野　正史 広島大学 教授 複素大域解析による特異現象の構造研究 4,940,000 1,820,000 3,120,000

久保　和幸 広島大学 助教
Ｎｏｎ－Ｉｎｎｏｃｅｎｔな高周期典型元素配位子を機軸とし
た、協奏的分子変換反応

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

金田　和文 広島大学 教授
分光分布を考慮した大域照明モデルに基づく表示手法
の開発

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

栗田　多喜夫 広島大学 教授
確率的証拠の統合によるパターン認識器の構成とそ
の画像認識への応用に関する研究

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

古川　昌文 広島大学 助教
「マイナー文学」における「私」の比較研究－カフカ、Ｒ・
ヴァルザーと日本の私小説

2,470,000 1,170,000 1,300,000

戸田　昭彦 広島大学 教授 高分子結晶融解キネティクス 5,330,000 3,510,000 1,820,000

後藤　健彦 広島大学 助教
感温性高分子の親疎水性転移を利用した新しい吸脱
着機構を持つレアメタル吸着剤の開発

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

光畑　智恵子 広島大学 助教
幼少期ストレスが発達期脳神経細胞の転写・翻訳制御
に及ぼす影響－自閉症との関連－

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

向谷　博明 広島大学 准教授
大規模確率場における戦略獲得アルゴリズムの開発
と特徴抽出

3,770,000 1,430,000 2,340,000

荒川　真 広島大学 助教 多毛症を合併した先天性歯肉増殖症の病態解析 5,460,000 4,550,000 910,000

高　知愛 広島大学 その他
神経ー角膜上皮細胞の共培養システムによる神経麻
痺性角膜症の病態解明

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

高永　茂 広島大学 教授
医療現場のデータを用いた「配慮表現」の分析手法に
関する研究

4,160,000 1,820,000 2,340,000

高橋　修 広島大学 助教 生体分子系に対する軟エックス線分光理論計算 5,070,000 2,340,000 2,730,000
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高橋　宣能 広島大学 助教 代数多様体の無限系列の研究 4,810,000 1,170,000 3,640,000

高須　深雪 広島大学 その他
６４列検出器ＣＴを用いた海綿骨骨梁構造解析による
骨粗鬆症性脊椎骨折のリスク評価

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

高瀬　稔 広島大学 准教授
カエル精巣卵形成に対する内分泌かく乱物質のエスト
ロゲン作用とは異なる遺伝子発現

4,810,000 2,210,000 2,600,000

高谷　紀夫 広島大学 教授
ミャンマーにおける「民族」の境界と「宗教」の境界の関
係性に関する人類学的研究

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

黒川　隆志 広島大学 教授
生涯体育につながる小・中・高校と連続した持久走の
開発

4,420,000 2,210,000 2,210,000

佐々木　勇 広島大学 教授 鎌倉時代浄土真宗資料に基づく日本漢字音の研究 4,940,000 2,600,000 2,340,000

佐藤　仁 広島大学 准教授 擬一次元バナジウム系の金属絶縁体転移と軌道状態 3,900,000 1,300,000 2,600,000

佐藤　利行 広島大学 教授 説話の超域文化性に関する基礎的研究 5,070,000 2,080,000 2,990,000

斎藤　祐見子 広島大学 教授
摂食うつ関連Ｇ蛋白質共役型受容体の分子解剖によ
る新展開

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

細谷　浩史 広島大学 教授
新しいバイオマスとしての原生動物ミドリゾウリムシの
利用に関する研究

5,590,000 4,030,000 1,560,000

坂越　正樹 広島大学 教授 大学における「教育学教育」に関する日独比較研究 2,990,000 1,040,000 1,950,000

三上　敏夫 広島大学 教授 確率 適輸送問題とその応用 5,200,000 2,080,000 3,120,000

山口　智 広島大学 その他
微小重力環境で培養したヒト頭蓋骨由来ＭＳＣの神経
分化能と機能評価

5,460,000 4,030,000 1,430,000

山根　達郎 広島大学 助教
アフリカの「国家の失敗」をめぐるセキュリティ・ガバナ
ンスの構築に関する研究

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

山内　廣隆 広島大学 教授
環境思想の深化と強化－現代ドイツ実践的自然哲学
研究

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

山本　秀也 広島大学 講師
インスリン抵抗性は冠動脈疾患と弁膜病変合併の促
進因子である

3,510,000 2,210,000 1,300,000

山脇　健盛 広島大学 准教授 遠隔脳卒中診断システムの基盤構築のための検討 5,330,000 2,210,000 3,120,000

氏間　和仁 広島大学 准教授
弱視者等の読書評価と教材表示支援システムの開発
と評価

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

式見　雅代
（富山雅代）

広島大学 助教
企業の創出・成長と地域金融市場競争―ミクロデータ
による分析

3,770,000 2,470,000 1,300,000

若松　昭彦 広島大学 准教授
自閉性障害児・者のための音声による感情理解学習
プログラムの開発

1,430,000 260,000 1,170,000

秋　庸裕 広島大学 准教授
海洋性油糧微生物ラビリンチュラ類における遺伝子転
移機構の解明と応用

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

重石　英生 広島大学 助教
ヒト唾液腺腫瘍におけるＲＨＡＭＭ遺伝子の発現及び
機能解析

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

小出　哲士 広島大学 准教授
環境に適応し成長する機能メモリベースＶＬＳＩシステム
に関する研究

5,460,000 2,600,000 2,860,000
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小野　章 広島大学 准教授 英語教育材料としての英文学の可能性を探る研究 1,170,000 390,000 780,000

小林　英起子 広島大学 教授
１８世紀中葉におけるライプツィヒ派の演劇改革とザク
セン喜劇の生成および受容

1,560,000 910,000 650,000

小櫃　剛人 広島大学 准教授
高乳量を持続する多回搾乳牛の乳腺組織と全身にお
ける代謝動態の解析

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

松原　正至 広島大学 教授
小規模事業の促進に向けたビジネスストラクチャーの
法制に関する研究

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

松尾　裕彰 広島大学 准教授 血中小麦アレルゲン定量法の開発とその臨床応用 5,330,000 2,730,000 2,600,000

松本　敏隆 広島大学 助教 非線形境界条件を持つ放物型方程式の適切性の研究 4,940,000 1,820,000 3,120,000

松木　一弘 広島大学 教授
環境対応型無鉛電線フューズ開発のための熱・電気
特性制御と組成・形状の 適化

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

松浪　勝義 広島大学 准教授
沖縄亜熱帯植物由来の新規抗ウイルス活性化合物の
探索研究

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

上田　健 広島大学 助教
癌の治療標的としてのＭｎｋ－ｅＩＦ４Ｅ経路に関する研
究

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

城戸　光世 広島大学 准教授
アメリカン・ルネッサンス文学にみる旅の表象と旅行文
学の系譜

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

森下　文浩 広島大学 助教
翻訳後修飾において神経ペプチドのアミノ酸をＤ型化
する酵素に関する研究

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

森川　克己 広島大学 准教授
生産計画とスケジューリングに対する漸進的アプロー
チ

2,860,000 910,000 1,950,000

森川　則文 広島大学 教授
ＰＫ／ＰＤ理論と標的臓器の治療目標達成確率を指標
とした抗菌剤の 適投与法の確立

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

森本　康彦 広島大学 准教授
分散クラウドコンピューティング環境における個人情報
保護データマイニング

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

森野　豊之 広島大学 助教
ＡＬＳにおけるＯｐｔｉｎｅｕｒｉｎの神経細胞毒性に関する分
子メカニズムの解明

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

水町　亘 広島大学 その他
臨床データ・プロセシングに基づいた残存歯咬合支持
能力の簡易診断システムの開発

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

水野　智仁 広島大学 助教
ホモ接合ハプロタイプ法による侵襲性歯周炎の疾患関
連遺伝子同定

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

杉浦　義典 広島大学 准教授 マインドフルネスと幸福感および心配との関連の研究 5,070,000 520,000 4,550,000

杉山　一彦 広島大学 准教授 治療効果予測システムの開発 5,200,000 2,730,000 2,470,000

杉村　伸一郎 広島大学 教授
幼児期における空間的思考力の育成に関する基礎研
究

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

菅野　雅元 広島大学 教授
１次リンパ組織の微小環境特異的エピジェネティック制
御の解明

5,330,000 2,210,000 3,120,000

星野　一郎 広島大学 教授
金融危機の会計分析―リーマン・ショック後の規則と規
制の改革をめぐって―

4,550,000 1,040,000 3,510,000

生天目　博文 広島大学 教授 非占有表面スピン電子構造の研究 4,940,000 2,340,000 2,600,000

159



（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

西田　恵哉 広島大学 准教授 高周波スプリット噴射による噴霧制御技術の開発 5,460,000 3,770,000 1,690,000

西別府　元日 広島大学 教授 平安時代中後期の交通システム 4,290,000 1,040,000 3,250,000

青山　裕彦 広島大学 教授
体節に由来する軸骨格の部域特異的形成と四肢形成
の関連：その個体発生と系統発生

5,200,000 1,950,000 3,250,000

石川　暢久 広島大学 助教
間質性肺炎の新たな血清マーカーの開発と治療戦略
の確立

4,940,000 1,690,000 3,250,000

石田　隆史 広島大学 講師
酸化ストレス応答のマスター転写因子Ｂａｃｈ１を標的と
した心血管疾患治療の開発

5,070,000 1,690,000 3,380,000

川和田　晶子 広島大学 助教 近世日本天文暦学史の基礎的研究 5,070,000 2,080,000 2,990,000

浅川　学 広島大学 准教授
亜熱帯域に生息する有毒甲殻類に含まれる高機能性
新規構造多糖類に関する研究

5,460,000 2,860,000 2,600,000

前原　俊信 広島大学 教授 ３Ｄ技術を利用した物理教材の研究 5,460,000 3,770,000 1,690,000

造賀　芳文 広島大学 准教授
次世代電力系統を構成する小規模系統のオンデマンド
需給制御に関する研究

4,940,000 2,340,000 2,600,000

孫　継英 広島大学 助教
染色体転座形成におけるＤＮＡ組換え修復関連タンパ
ク質の関与

5,070,000 2,340,000 2,730,000

村上　かおり 広島大学 准教授
体形と筋負担を考慮したパーソナルファッションのため
の基礎的研究

5,070,000 910,000 4,160,000

太田　耕司 広島大学 助教
神経ペプチドの新規機能の解明と炎症性口腔粘膜疾
患への治療応用

4,810,000 1,690,000 3,120,000

大久保　隆志 広島大学 教授 裁判員時代の捜査 2,340,000 1,040,000 1,300,000

大場　淳 広島大学 准教授
大学ガバナンス改革における組織文化と職員開発に
関する国際比較研究

5,070,000 2,080,000 2,990,000

大川　正典 広島大学 教授
ラージＮ極限におけるツイストされた時空縮約モデルの
研究

4,940,000 1,820,000 3,120,000

大塚　豊 広島大学 教授
中国の国際教育戦略と日本への影響に関する実証的
研究

4,550,000 2,080,000 2,470,000

谷口　雅樹 広島大学 教授 希土類化合物における価数相転移現象の研究 4,420,000 1,560,000 2,860,000

谷口　研至 広島大学 准教授 栽培ギクの起源の解明 5,460,000 2,340,000 3,120,000

谷本　圭司 広島大学 助教
口腔がん細胞のＤＮＡ損傷応答におけるＨＩＦ－ＤＥＣ経
路の意義

5,070,000 1,820,000 3,250,000

谷本　幸太郎 広島大学 講師
間葉系幹細胞移植による骨再生技術の 適化と顎裂
閉鎖治療への応用

5,070,000 1,820,000 3,250,000

池田　佳代 広島大学 助教
薬物治療 適化に向けたセルフマイクロモニタリング
系の開発と在宅・薬局での実践

4,160,000 1,430,000 2,730,000

築達　延征 広島大学 准教授
コーポレート・アポロジアの有効性を探究するー不祥事
から復活する方法論の構築ー

4,940,000 2,080,000 2,860,000

竹本　俊伸 広島大学 教授
歯科衛生士の離職をもたらす因子の解析と，離職防止
の方略の策定

3,770,000 2,340,000 520,000 1,430,000
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中西　修平 広島大学 その他
耐糖能異常および脂質代謝異常と死因―とくに悪性新
生物死の関連の疫学研究

5,070,000 1,170,000 3,900,000

中坪　史典 広島大学 准教授 感情的実践としての保育者の専門性に関する研究 5,200,000 2,730,000 2,470,000

中尾　佳行 広島大学 教授
コンピュータを使った『カンタベリー物語』Ｈｇ、ＥＩ写本及
び刊本の言語比較

4,550,000 2,730,000 1,820,000

町田　章 広島大学 准教授 事態内視点の認知図式化に関する研究 4,810,000 1,170,000 3,640,000

長沼　毅 広島大学 准教授
高度に新規な「ゆっくり増える菌」の系統分類および生
物地理に関する研究

5,460,000 1,950,000 3,510,000

津賀　一弘 広島大学 准教授 認知症高齢者の簡易口腔機能定量検査の開発 5,070,000 1,950,000 3,120,000

貞森　紳丞 広島大学 准教授 呼吸と睡眠時義歯装着／非装着との関連 5,330,000 3,380,000 1,950,000

田地　豪 広島大学 講師
革新的モーショントラッキング解析に基づいた新しいエ
ピテーゼ製作法の開発

5,330,000 3,120,000 2,210,000

田中　信弘 広島大学 助教
磁気ターゲティングを利用した脊椎再建材料による脊
髄再生

5,200,000 2,990,000 2,210,000

田島　浩一 広島大学 助教
セキュリティ脆弱性情報の関連性に着目した脆弱性診
断支援システムの研究開発

3,380,000 1,560,000 1,820,000

田部井　哲夫 広島大学 その他
ＭＯＳ構造を用いた表面プラズモン共鳴による光変調
の研究

5,200,000 2,340,000 2,860,000

土肥　正 広島大学 教授
動的システムに対する縮小推定アルゴリズムの開発と
その実用化に関する研究

5,590,000 2,860,000 2,730,000

東川　史子 広島大学 その他
植物乳酸球菌ＬＰ２８による体内脂肪蓄積抑制の分子
機構解明とヒト臨床試験による検証

5,330,000 1,560,000 3,770,000

藤原　照文 広島大学 教授
逆ミセルを活用する金ナノ粒子－ポリアミドのナノ複合
体形成と分光特性

5,330,000 2,470,000 2,860,000

藤江　誠 広島大学 准教授 青枯病菌の導管内移動能力と側根誘導現象の解析 5,590,000 3,770,000 1,820,000

藤田　正 広島大学 助教 顎整形力を用いた下顎頭再生機構の解明 5,070,000 1,690,000 3,380,000

藤本　紗央里 広島大学 講師
母親退院から産後６か月間における母乳育児継続要
因－母親の視点からみた検討－

4,810,000 650,000 4,160,000

藤本　成明 広島大学 准教授
ヨード状態を軸とした新生児期化学物質暴露による甲
状腺ホルモン系かく乱の定量解析

5,460,000 2,860,000 2,600,000

日山　亨 広島大学 助教
消化器内視鏡医を対象としたインターネット利用医療
事故防止研修プログラムの開発

1,560,000 520,000 1,040,000

日浅　恭 広島大学 助教
骨強度を指標とするインプラント即時荷重診断システ
ムの新開発

5,330,000 2,600,000 2,730,000

入舩　正浩 広島大学 教授
全身麻酔要素である鎮痛・筋弛緩・不動化における脊
髄痛覚・運動ニューロンの役割解明

5,460,000 3,380,000 2,080,000

硲　隆太 広島大学 講師 マイクロチップによる同位体分離 5,850,000 2,860,000 2,990,000

櫨木　修 広島大学 教授
イノシトールリン脂質脱リン酸化酵素欠損細胞を用い
た小胞輸送系の解析

5,330,000 2,990,000 2,340,000
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飯間　信 広島大学 准教授
自己駆動する境界運動と流れの相互作用による推進・
輸送現象の解明

5,070,000 2,080,000 2,990,000

飯田　幸治 広島大学 助教
発作時脳磁図データの周波数解析ー非侵襲的臨床検
査法としての確立ー

5,330,000 3,510,000 1,820,000

飯島　憲章 広島大学 教授
アユ抗菌ペプチドの網羅的解析による冷水病耐性獲
得の機構解明への取り組み

5,590,000 3,640,000 1,950,000

飛梅　圭 広島大学 准教授
疾患責任遺伝子産物ＴＭＥＭ１６Ｅタンパクの安定化に
よる疾患オンセット機構の解明

5,200,000 2,860,000 2,340,000

武知　正晃 広島大学 准教授
骨伝導性と破骨細胞吸収性を併せ持つ高機能型ＧＢＲ
複合膜の開発

5,200,000 2,210,000 2,990,000

福井　国博 広島大学 准教授
分離径制御流同伴型サイクロンの開発とＰＭーＶＯＣ
同時除去とナノ粒子合成への利用

5,200,000 2,470,000 2,730,000

片山　惠子 広島大学 講師
血液透析患者における肝炎ウイルス感染と生命予後
に関する疫学研究

5,330,000 3,640,000 1,690,000

豊後　貴嗣 広島大学 教授 脳の左右差からニワトリの情動を探る 5,590,000 3,250,000 2,340,000

牧田　亨介 広島大学 助教
神経系細胞に対するサリン類似化合物の細胞骨格制
御系を介した毒性機構研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

本多　博之 広島大学 准教授 戦国豊臣期西国の物流と地域社会 1,950,000 650,000 1,300,000

妹尾　好信 広島大学 教授
岩国市に伝存する吉川家由来書を中心とした古典籍
についての調査研究

2,600,000 650,000 1,950,000

木下　正俊 広島大学 教授 わが国の金融システム改革と法制整備に関する研究 2,340,000 1,040,000 1,300,000

野間　玄督 広島大学 助教
心血管疾患におけるＲＯＣＫ活性の役割：トランスレー
ショナル研究

5,200,000 1,820,000 3,380,000

野島　永 広島大学 准教授 四隅突出型墳丘墓の発達に関する考古学的研究 4,940,000 1,560,000 3,380,000

矢中　規之 広島大学 准教授
新規リン脂質代謝酵素ＧＤＥ５の生理機能の解明、お
よびその応用

5,200,000 1,820,000 3,380,000

有元　伸子 広島大学 教授
広島の女性作家・岡田（永代）美知代に関する総合的
研究

4,680,000 2,080,000 2,600,000

林　幾江 広島大学 助教
う蝕原因菌を特異的に溶解する新規溶菌酵素Ａｍｌの
作用メカニズムの解明

5,200,000 2,860,000 2,340,000

林　孝 広島大学 教授
特色ある開かれた学校づくりに資する職員室文化の発
掘と継承に関する研究

2,080,000 650,000 1,430,000

鈴木　修身 広島大学 助教
Ｔｈ１７細胞の分化に関わるｍｉｃｒｏＲＮＡを標的とした関
節炎の治療戦略

3,120,000 1,820,000 1,300,000

和田　真一 広島大学 助教
内殻励起による選択的結合切断反応：超高速電子移
動計測によるアプローチ

5,200,000 2,210,000 2,990,000

圓山　裕 広島大学 教授
規則相Ａｕ４Ｍｎ合金における磁気分極の圧力効果と
金原子の役割

5,330,000 2,340,000 2,990,000

澤尻　昌彦 広島大学 助教 放射線照射メダカによる骨代謝障害予防法の開発 5,200,000 2,340,000 2,860,000

濱　聖司 広島大学 その他
ホウ素結合標的アデノウイルスベクターを用いた中性
子捕捉療法の開発

5,330,000 3,510,000 1,820,000
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礒本　良則 広島大学 准教授
エロージョンコロージョン／ＦＡＣの発生条件マッピング
と皮膜生長その場観察

5,590,000 4,680,000 910,000

Ｆ・Ｖ・Ｕ　Ｄｏｂ
ｒａ

山口大学 教授
ホロコーストの生存者の日記、回想と作品　ー　子供と
青少年を中心に

2,080,000 650,000 1,430,000

阿部　泰記 山口大学 教授
中国近現代における宣講活動による民衆教化に関す
る調査研究

2,860,000 780,000 2,080,000

伊藤　真一 山口大学 教授
タマネギ乾腐病菌が生産するファイトトキシン様タンパ
ク質

5,070,000 2,730,000 2,340,000

井内　良仁 山口大学 准教授 遺伝子改変動物を用いた新たな食品評価系の開発 4,550,000 1,560,000 2,990,000

遠藤　宣隆 山口大学 助教
不均一架橋構造を有する親水性イオン交換膜を用い
た逆電気透析発電システムの開発

5,460,000 1,430,000 4,030,000

岡村　吉永 山口大学 教授
教員養成における自発的研修活動の効果と評価方法
の確立

4,810,000 1,300,000 3,510,000

岡村　誉之 山口大学 助教
光干渉断層法の３次元再構成画像を用いた新たなス
テント留置後評価法の確立

5,460,000 3,770,000 1,690,000

下郡　博明 山口大学 准教授
前庭神経系の可塑性における抗うつ薬の役割に関す
る研究

2,340,000 520,000 1,820,000

加藤　崇雄 山口大学 その他
閉リーマン面上の特殊線形系およびＷｅｉｅｒｓｔｒａｓｓ点
の研究

4,940,000 1,820,000 3,120,000

河村　圭 山口大学 准教授
次世代橋梁維持管理のためのクラウドソーシングの創
出

3,250,000 1,300,000 1,950,000

海野　勇三 山口大学 教授
スポーツ・リテラシー教育とジェンダーに関する国際比
較研究

5,070,000 2,080,000 2,990,000

角川　博哉 山口大学 准教授
注射だけで簡便にＬＨ分泌を活発にする持続型キスペ
プチン剤の開発と臨床応用

5,330,000 3,120,000 1,170,000 2,210,000

乾　秀行 山口大学 准教授
オモ系少数言語バスケト語の文字選択および母語教
材作成に関する調査研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000

吉川　幸男 山口大学 教授
歴史学習における「問い」の生成と発展のための指導
方略の開発研究

1,820,000 650,000 1,170,000

吉野　茂文 山口大学 准教授
胃癌抗体療法におけるＡＤＣＣ活性増強の試み―Ｆｃ受
容体遺伝子多型の検討も含めて―

4,940,000 1,690,000 3,250,000

宮澤　康行 山口大学 教授
マグネティックグラフ多項式から探る結び目の幾何構
造

3,510,000 1,170,000 2,340,000

原　浩貴 山口大学 講師
いびきの音響解析と睡眠時ＣＴによる睡眠呼吸障害患
者の上気道閉塞部位診断法の確立

5,460,000 4,810,000 650,000 650,000

古賀　道明 山口大学 講師
細菌感染後性末梢神経疾患における菌体シアル化の
関与の証明

5,200,000 2,860,000 2,340,000

五島　淑子 山口大学 教授 地理情報システムを活用した食文化研究の構築 5,070,000 1,950,000 3,120,000

根ヶ山　徹 山口大学 教授
山口大学所蔵準漢籍の書誌学的研究と分類目録の作
成

4,420,000 1,170,000 3,250,000

榊原　弘之 山口大学 准教授
市民参加型の計画プロセスにおける討議の充実化支
援に関する研究

5,460,000 2,470,000 2,990,000

山口　真悟 山口大学 准教授
マルチカーエレベータ群管理制御器の形式手法に基
づく開発システムの実現

5,200,000 1,950,000 3,250,000
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山崎　秀夫 山口大学 教授
学校保健的見地から捉えた青少年の半健康様相と変
動規定要因に関するコホート研究

5,200,000 1,950,000 3,250,000

山崎　隆弘 山口大学 准教授
進行肝細胞癌に対する鉄キレート剤と分子標的治療
薬併用による新規治療法の開発

5,200,000 1,820,000 3,380,000

山崎　鈴子 山口大学 教授
有機塩素化合物の分解・無害化のための高活性な複
合型光触媒ペレットの開発

5,330,000 2,600,000 2,730,000

山中　明 山口大学 准教授 チョウ目昆虫の蛹体色発現調節機構に関する研究 5,200,000 1,690,000 3,510,000

山本　健 山口大学 助教
リアノジン受容体分子内のＫ２０１結合コアをターゲット
とした不整脈治療の実用化

5,200,000 2,210,000 2,990,000

市山　高志 山口大学 教授
エンテロウイルス６８型感染による気管支喘息発作増
悪の機序解明に関する研究

5,070,000 1,690,000 3,380,000

若佐　裕治 山口大学 准教授
制御対象の部分構造情報と入出力データに基づく制
御系設計

5,070,000 2,340,000 2,730,000

守田　孝恵 山口大学 教授
「精神障害者の事例から分析する地域診断プログラ
ム」の開発

5,200,000 1,950,000 3,250,000

春山　繁之 山口大学 准教授
楔形衝撃吸収部材による荷重変位線形制御フレーム
構造の開発

4,680,000 1,560,000 3,120,000

小林　邦和 山口大学 助教
自己・他者学習機能を有す脳情報処理模倣型統合シ
ステムとその応用

5,330,000 2,730,000 2,600,000

小林　茂樹 山口大学 助教
細胞内カルシウム放出制御による新しい悪性高熱症・
不整脈の治療開発と臨床応用

5,200,000 1,950,000 3,250,000

松井　健二 山口大学 教授
鱗翅目昆虫絹糸腺由来植物誘導防衛抑制因子の同
定とその生態学的意義の解明

5,330,000 2,210,000 3,120,000

松永　尚文 山口大学 教授
２管球コンピュータ断層撮影装置を用いた冠動脈造影
の臨床的有用性の検討

5,200,000 1,820,000 3,380,000

松山　豪泰 山口大学 教授
中心体複製異常を指標とした新しい膀胱癌治療の試
み

5,200,000 3,640,000 1,560,000

松田　博 山口大学 教授
硬化した高炉水砕スラグの破壊・自己修復能力の定量
化

5,200,000 3,510,000 1,690,000

上田　雪子 山口大学 助教
看護学生の睡眠・体温リズムと健康指標との関連及び
教育的アプローチに関する研究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

常岡　英弘 山口大学 教授
猫ひっかき病の特異抗原別ＥＬＩＳＡによる新血清診断
法の確立と病態解明への応用

5,200,000 2,470,000 2,730,000

森本　將弘 山口大学 准教授
新規Ｔｈ２免疫賦活物質を用いた難治性免疫疾患の治
療と予防に関する基礎的研究

5,200,000 1,170,000 4,030,000

西川　潤 山口大学 講師
胃癌の発生におけるのＥＢＶ感染とＡＩＤ発現の関与に
ついて

5,200,000 1,820,000 3,380,000

石野　洋子 山口大学 准教授
進化計算アプローチによる創薬標的ＧＰＣＲの立体構
造予測法の開発

5,460,000 4,160,000 1,300,000

赤井　光治 山口大学 准教授
新奇な熱電材料設計：ナノサイズ格子の原子配置ラン
ダム化による移動度向上機構の検討

5,200,000 1,950,000 3,250,000

泉　友則 山口大学 准教授
細胞表面に局在する“細胞内タンパク質”の網羅的解
析と組織障害・修復機能の解明

5,070,000 2,210,000 2,860,000

曽根　涼子 山口大学 教授
運動後低血圧現象と脳血流動態、心的状態および計
算能力との関係

5,070,000 1,170,000 3,900,000
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足立　収生 山口大学 その他
創薬原料として有効なマテ茶成分の固定化麹触媒に
よる効率的単離法の開発

5,460,000 2,730,000 2,730,000

村上　明弘 山口大学 講師
カルボニールレダクターゼの機能解析ー新たな機序に
よる分子標的治療の開発に向けてー

5,200,000 2,600,000 2,600,000

村田　和也 山口大学 講師
運動負荷心エコー法による心房細動を伴う慢性心不全
患者における運動耐容能の評価

5,330,000 3,510,000 1,820,000

大原　渡 山口大学 准教授
プラズマ支援触媒イオン化法によるセシウムフリー負イ
オン源の新展開

5,070,000 1,950,000 3,120,000

大城　紀代市 山口大学 その他 Ｆａｉｔｈ予想とその周辺の研究 3,120,000 1,300,000 1,820,000

大草　知子 山口大学 講師
致死性不整脈発生基質としての介在板リモデリングの
検討

5,330,000 2,730,000 2,600,000

大和田　正明 山口大学 教授
火成作用の変遷からみたゴンドワナ超大陸の形成と地
殻・マントル進化過程

5,070,000 2,600,000 2,470,000

谷　誠治 山口大学 助教 粘土鉱物表面に吸着した有機色素の光分解反応 5,590,000 2,730,000 2,860,000

池永　茂 山口大学 助教
幹細胞移植による心筋再生治療におけるメカニカルス
トレスの影響

5,070,000 1,690,000 3,380,000

池田　恵子 山口大学 准教授
日独英比較スポーツ史研究―帝国主義からファシズム
へ―

2,990,000 1,040,000 1,950,000

中田　範夫 山口大学 教授
公立病院の業績評価基準に関する研究－収益性と公
益性－

3,380,000 910,000 2,470,000

陳　献 山口大学 教授
生体内環境を再現した関節軟骨力学・電気化学連成
挙動の動態解析手法の確立

5,330,000 2,210,000 3,120,000

田中　誠二 山口大学 教授 近世後期～幕末期の和市変動と萩藩財政の研究 2,600,000 1,040,000 1,560,000

湯川　洋司 山口大学 教授 山村社会の「自律性」に関する民俗学的研究 2,730,000 650,000 2,080,000

藤宮　龍也 山口大学 教授
アルコール性肝障害の進展メカニズムと突然死との関
連性について

5,330,000 1,690,000 3,640,000

藤田　岳史 山口大学 准教授
Ｄｕａｌ　ｅｎｅｒｇｙ　ｉｍａｇｉｎｇにおける線質改善と画質向
上への基礎的研究

3,380,000 3,120,000 260,000

徳田　信子 山口大学 講師
母体のｎ－３系脂肪酸摂取の多寡が子どもの脳血液
関門の脂肪酸輸送に与える影響

5,200,000 2,340,000 2,860,000

内海　俊彦 山口大学 教授
Ｎーミリストイル化タンパク質の網羅的探索による新規
バイオマーカーの発見と応用

5,460,000 2,600,000 2,860,000

内藤　博夫 山口大学 教授 対称空間の曲面論に対するグラスマン幾何的研究 4,550,000 1,430,000 3,120,000

日下部　健 山口大学 准教授
胎盤形成期におけるａｄｉｐｓｉｎ／ＡＳＰ脂質取り込み経
路の生殖生理学的役割

5,460,000 2,730,000 2,730,000

日高　勲 山口大学 助教
進行肝細胞癌に対する新規肝動脈化学療法の開発と
分子標的治療併用の意義

5,200,000 1,690,000 3,510,000

馬　彪 山口大学 教授
出土文字・発掘資料による秦王朝各地方における禁苑
の分布・構造及び意義に関する研究

4,160,000 2,210,000 1,950,000

柏木　寧子 山口大学 准教授 神・仏観念の生成と展開に関する倫理学的研究 5,460,000 2,860,000 2,600,000
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繁岡　透 山口大学 教授 成分分離逐次磁気転移と部分成分磁気秩序相の研究 5,070,000 2,080,000 2,990,000

平林　晃 山口大学 准教授 多次元Ｅスプライン標本化の理論と応用 5,200,000 2,470,000 2,730,000

北本　卓也 山口大学 准教授 数値数式融合的演算を用いた制御系設計 4,940,000 1,170,000 3,770,000

堀田　昌志 山口大学 准教授
実用的な異方性メタマテリアル構築に向けた効率的材
料定数測定法の確立

5,460,000 3,640,000 1,820,000

末廣　晃太郎 山口大学 その他
心房細動患者の心房線維化に関する血中バイオマー
カーの同定と臨床応用

4,680,000 1,690,000 2,990,000

木下　武志 山口大学 准教授
平面図形のシュパヌンクに関する基礎研究―視覚効
果の定量的評価

3,770,000 1,690,000 2,080,000

木村　和博 山口大学 講師
感染性角膜潰瘍発症の分子機序に基づいた新たな治
療薬の開発

5,200,000 2,470,000 2,730,000

野村　厚志 山口大学 准教授
明るさ知覚の反応拡散モデル：ハーマングリッド錯視の
チューリングシナリオ的理解

5,200,000 2,340,000 2,860,000

柳　研二郎 山口大学 教授
古典系および量子系における種々のエントロピーに関
連した不等式についての研究

4,940,000 1,950,000 2,990,000

有元　光彦 山口大学 教授
九州方言の音韻現象における接触・伝播・受容プロセ
スに関する研究

2,080,000 520,000 1,560,000

鈴木　伸明 山口大学 助教 ＨＭＧＢ１による癌化学療法の免疫学的効果予測 4,810,000 1,690,000 3,120,000

鈴木　素之 山口大学 准教授
地震地すべりにおける層理面の動力学特性評価と滑
動変位算定法の開発

4,680,000 2,860,000 1,820,000

崔　丹 山口大学 助教
血液脳関門形成血管内皮細胞におけるタイト結合構
成分子クローディン５の発現制御解析

5,330,000 2,730,000 2,600,000

爲佐　卓夫 山口大学 助教
ＨＳＰ７０ｍＲＮＡ導入樹状細胞を用いた肝細胞癌術後
補助療法の開発

5,070,000 1,820,000 3,250,000

藥師　寿治 山口大学 准教授
酢酸菌が行う酢酸発酵における残された課題：アセト
アルデヒド酸化に関する研究

5,590,000 3,510,000 2,080,000

安倍　正博 徳島大学 准教授
骨髄腫骨髄微小環境がもたらす腫瘍進展と骨病変形
成機序の解明と新規治療法の開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

井崎　博文 徳島大学 講師
前虚血操作の虚血再灌流障害に対する腎保護作用と
ｒｅｍｏｔｅ作用の検討

5,200,000 2,210,000 2,990,000

井上　寛 徳島大学 その他
日本人小児低身長症の疾患関連遺伝子同定と分子機
構の解明

5,330,000 4,160,000 1,170,000

宇都　義浩 徳島大学 准教授
腫瘍移植鶏卵モデルによる低酸素腫瘍の解糖系亢進
を標的とした新規放射線増感剤の創製

5,330,000 2,990,000 2,340,000

影治　照喜 徳島大学 准教授
ｉＰＳ細胞を応用した脳腫瘍モデルに対するＲＥＩＣ遺伝
子導入による新規治療法開発

5,200,000 2,470,000 2,730,000

奥田　紀久子 徳島大学 准教授
徳島県における小・中学生を対象とした防煙教育プロ
グラムの有効性に関する縦断的検証

5,330,000 2,340,000 2,990,000

岡村　裕彦 徳島大学 助教
プロテインホスファターゼＰＰ２Ａによる新たな骨芽細胞
分化機構の解明

5,200,000 2,210,000 2,990,000

岡田　達也 徳島大学 教授
単結晶応力測定を基盤とする変形・再結晶の新しい理
解

4,160,000 1,300,000 2,860,000
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加藤　真介 徳島大学 准教授
慢性障害脊髄に対する薬物治療の検討－血液脊髄関
門の通過性に注目して

5,460,000 3,770,000 1,690,000

河田　佳樹 徳島大学 准教授
拡大ＣＴ画像を用いた小型肺結節の定量的な経時変
化の解析に基づく経過観察支援

5,200,000 1,950,000 3,250,000

芥川　正武 徳島大学 講師
近紫外線を用いた殺菌効果の波長依存性と機序の解
明

5,330,000 2,860,000 2,470,000

間世田　英明 徳島大学 准教授
緑膿菌の多剤耐性化プロセスに着目した新規制御法
の構築

5,200,000 2,340,000 2,860,000

岩佐　幸恵 徳島大学 講師
高機能広汎性発達障害者への看護介入のための基
礎的研究‐自律神経活動の日内変動‐

1,170,000 390,000 780,000

岩瀬　俊 徳島大学 助教
ヘパリンコファクターⅡを用いた心筋梗塞後心臓リモデ
リングに対する新規治療法の開発

4,940,000 2,210,000 2,730,000

岩田　貴 徳島大学 准教授
ヒト脂肪由来幹細胞を用いた膵島移植における免疫寛
容に関する研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

吉田　敦也 徳島大学 教授
モバイルインターネット社会における成人ＩＣＴリテラ
シーの標準化に関する研究

3,640,000 1,820,000 1,820,000

久保　均 徳島大学 准教授
マルチモーダルイメージングによる小動物生体機能定
量評価システムの開発

5,200,000 2,210,000 2,990,000

近藤　秀治 徳島大学 助教
腎発生及びＣＡＫＵＴでの活性酸素と細胞接着のシグ
ナルクロストークとそ役割解明

5,200,000 2,600,000 2,600,000

後藤　恵 徳島大学 講師 ジストニアの病理に関する包括的研究 5,200,000 2,080,000 3,120,000

荒武　達朗 徳島大学 准教授
清朝中期満洲地域社会の研究：旗人・民人間の社会
関係

3,380,000 1,430,000 1,950,000

香美　祥二 徳島大学 教授
ＡＮＧＰＴＬ４の糸球体内皮細胞障害及び小児進行性腎
炎における役割解明

5,070,000 2,600,000 2,470,000

高橋　晋一 徳島大学 教授
祭り囃子のデジタルデータ化と比較研究の試み－徳島
県を事例として

3,640,000 1,690,000 1,950,000

佐野　茂樹 徳島大学 教授 ＨＷＥ反応を鍵反応とするリン脂質合成法の開発 5,200,000 2,340,000 2,860,000

細井　和雄 徳島大学 教授
病態時における外分泌腺型水チャネル、ＡＱＰ５の発
現と機能調節の分子機構

5,330,000 3,250,000 2,080,000

坂下　直実 徳島大学 教授
ＡＣＡＴ１陽性後期エンドゾーム誘導を応用したＣ型
ニーマンピック病治療戦略

5,200,000 2,210,000 2,990,000

山内　あい子 徳島大学 教授
データマイニング技術でヒトにおける医薬品の安全性
を予測し得るか？

5,460,000 3,250,000 2,210,000

漆原　真樹 徳島大学 その他
尿中アンジオテンシノーゲン測定による小児慢性腎炎
の新たなバイオマーカーの開発

5,200,000 2,600,000 2,600,000

柴田　洋文 徳島大学 助教
多剤耐性菌の活性酸素除去システムをターゲットとす
る新規抗菌薬の開発研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000

住谷　さつき 徳島大学 准教授
認知機能と機能画像を指標とした強迫性障害の治療
戦略に関する研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

小山　保夫 徳島大学 教授
化学的ストレスによる細胞死に於ける亜鉛イオンの毒
性科学的役割について

2,600,000 1,040,000 1,560,000

小迫　英尊 徳島大学 准教授
新規に同定したＥＲＫ基質群のリン酸化による制御メカ
ニズムの包括的解明

5,330,000 1,690,000 3,640,000
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松浦　健二 徳島大学 准教授 複数身体スキルの習得支援コミュニティ環境の研究 5,070,000 2,080,000 2,990,000

森川　富昭 徳島大学 准教授
ＩＣＴを活用した身体計測データの可視化と行動変容に
よる健康管理の仕組み

5,330,000 3,380,000 1,950,000

真板　宣夫 徳島大学 准教授
核酸－タンパク質複合体構造を基盤としたＬＩＮＥの転
移プロセスの解明

5,460,000 2,080,000 3,380,000

菅野　幹雄 徳島大学 その他
肺高血圧症におけるＡＲＮＴ‐ＨＩＦ１系を介する低酸素
応答機構の解明

5,200,000 2,210,000 2,990,000

西村　明儒 徳島大学 教授
法医剖検脳における脳機能評価法の開発に向けた基
礎的研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

西嶋　仁 徳島大学 助教
ＡＩＲＥ遺伝子導入ＮＯＤマウスにおける糖尿病抑制機
構の解析

5,200,000 1,820,000 3,380,000

石川　康子 徳島大学 准教授
唾液腺における水チャネルの細胞核移行機序の解
明、新機能の探索と新機能による創薬

5,200,000 2,210,000 2,990,000

石走　知子 徳島大学 講師
思春期女子の受診行動影響要因である親への介入研
究－ＨＰＶワクチン普及の試み－

5,200,000 2,080,000 3,120,000

石村　和敬 徳島大学 教授
神経ステロイドの合成と作用機構に関する組織化学
的、機能形態学的解析

5,330,000 2,210,000 3,120,000

赤松　徹也 徳島大学 准教授
口腔乾燥症の克服に向けた唾液腺腺房細胞の分化・
成熟と機能発現の分子機構の解明

5,200,000 2,080,000 3,120,000

先山　正二 徳島大学 准教授
胎生期肺組織移植による肺気腫治療の実験的検討
－豚肺気腫モデルを用いて－

5,200,000 1,820,000 3,380,000

川上　行奎 徳島大学 その他
食道表在癌に対するセンチネルリンパ節ナビゲーショ
ンシステムの構築

5,330,000 3,120,000 2,210,000

川人　伸次 徳島大学 講師
再生医療における血管新生は周術期管理法に影響さ
れるのか？ー高血糖の影響ー

5,460,000 4,030,000 1,430,000

増田　俊哉 徳島大学 教授
ハーブポリフェノールの酸化的変化‐酸化物の新機能
と安全性の検証

5,200,000 2,730,000 2,470,000

大倉　一夫 徳島大学 助教 スプリントの治療効果と睡眠時下顎安静位の関係 5,200,000 2,730,000 2,470,000

辰巳　佐和子 徳島大学 助教 慢性腎臓病における全身性ＮＡＤワールドの解明 5,330,000 2,860,000 2,470,000

棚橋　俊仁 徳島大学 講師
ＳＲｐ２０が制御する選択的スプライシングの異常と発
がん

5,590,000 4,290,000 1,300,000

中江　英明 徳島大学 准教授
歯周病変に発現するクローディンとケモカインによる歯
周病原因子の上皮透過性制御機構

4,940,000 2,600,000 2,340,000

中山　泰介 徳島大学 その他
骨髄単核球細胞移植による肺高血圧症治療の際の移
植細胞の果たす役割

5,070,000 2,340,000 2,730,000

長井　伸仁 徳島大学 准教授
第三共和政前期のパリにおける同郷集団と選挙につ
いての実証的研究

2,340,000 1,430,000 910,000

田嶋　敦 徳島大学 准教授
特発性男性不妊症における精巣モノＡＤＰリボシル化
システムの役割

5,460,000 1,690,000 3,770,000

島袋　充生 徳島大学 その他
異所性脂肪の心臓血管病発症における病態生理学的
意義の解明

5,200,000 2,080,000 3,120,000

東島　潤 徳島大学 その他
調節性Ｔ細胞制御による放射線療法後遠隔転移の抑
制法に関する研究

5,330,000 2,860,000 2,470,000
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徳村　彰 徳島大学 教授
新規膜結合リゾホスホリパーゼＤによるリゾホスファチ
ジン酸産生と口腔粘膜保護

5,460,000 2,990,000 2,470,000

内田　大亮 徳島大学 助教
ＳＤＦー１／ＣＸＣＲ４システムを介した口腔癌の転移機
構におけるｍｉＲＮＡの役割

5,200,000 2,080,000 3,120,000

楠瀬　賢也 徳島大学 助教
潜在性肺高血圧症の非侵襲的診断法の確立と臨床的
特徴

5,330,000 3,510,000 1,820,000

二宮　雅美 徳島大学 助教
歯周病の進行度からみた感染性心内膜炎の発症リス
クに関する研究

4,940,000 1,820,000 3,120,000

柏原　稔也 徳島大学 助教 慢性期の口腔ケアの効果は、どうして遅延するのか 5,200,000 2,340,000 2,860,000

浮田　浩行 徳島大学 講師 計測位置提示型物体情報計測システムの開発 4,810,000 2,600,000 2,210,000

福井　義浩 徳島大学 教授
脳発達におけるセロトニン神経系の役割を胎生期エタ
ノール曝露モデルから考える

5,330,000 3,640,000 1,690,000

福井　誠 徳島大学 助教 ヒト唾液中に含まれるサイトカインの正常範囲の決定 5,330,000 2,990,000 2,340,000

米田　哲 徳島大学 助教
インプラント周囲炎における特異的血清抗体価を用い
た客観的診断法の開発

4,810,000 1,690,000 3,120,000

片岡　佳子 徳島大学 講師
腸管の健康保持における食生活と腸内菌の重要性に
ついての研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

北市　隆 徳島大学 准教授
リンパ浮腫に対する細胞移植治療によるリンパ管再生
研究

5,200,000 3,250,000 1,950,000

北畑　洋 徳島大学 教授
ストレス蛋白質誘導による心筋保護作用：多角的心保
護戦略を目指して

5,200,000 2,080,000 3,120,000

茂木　勝美 徳島大学 助教
サイトカイン療法と唾液腺機能再生療法によるシェー
グレン症候群の新規治療法の開発

5,200,000 2,210,000 2,990,000

木戸口　善行 徳島大学 教授
油水急速混合機構を用いた高負荷燃焼による難燃性
燃料バーナ燃焼のＣＯ２低減

5,070,000 2,340,000 2,730,000

野間　隆文 徳島大学 教授
鉄代謝異常モデルラットを用いた病態メカニズムの解
明

5,200,000 2,730,000 2,470,000

矢野　仁康 徳島大学 准教授
インフルエンザとエイズ感染の重症化を決定する致死
的宿主応答因子の解析と治療法開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

友安　俊文 徳島大学 准教授
連鎖球菌感染に必須なヒト特異的細胞溶解毒素の発
現制御機構の解析

5,200,000 2,210,000 2,990,000

友竹　正人 徳島大学 教授
神経性無食欲症の入院治療における動機づけワーク
シートの開発と評価

2,470,000 780,000 1,690,000

有持　秀喜 徳島大学 助教
食生活の偏りが自己免疫疾患やアレルギー疾患に及
ぼす影響と腸内菌叢の関わりについて

5,330,000 2,340,000 2,990,000

誉田　栄一 徳島大学 教授
高磁場ＭＲ撮影対応型非磁性血管内ステントおよび脳
クリップの作製

4,030,000 1,560,000 2,470,000

伊藤　陽介 鳴門教育大学 教授
宇宙からの地球観測技術教育プログラムの構築と実
践的研究

4,680,000 2,080,000 2,600,000

葛西　真記子 鳴門教育大学 教授
セクシュアル・マイノリティの地域支援と理解促進の拠
点づくり

5,070,000 1,560,000 3,510,000

久我　直人 鳴門教育大学 准教授 ＯＪＴ型スクールリーダー育成プログラムの開発的研究 3,770,000 1,040,000 2,730,000
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宮下　晃一 鳴門教育大学 教授
３次元造形装置を活用した中学校技術科におけるもの
づくりの高度化と情報化の推進

2,990,000 1,690,000 1,300,000

金　貞均 鳴門教育大学 教授
日本の近代住宅が韓国の伝統住宅の変容に及ぼした
影響

3,640,000 1,300,000 2,340,000

佐古　秀一 鳴門教育大学 教授
論拠と実践的有効性の明確な学校組織マネジメント教
育プログラムの開発

4,680,000 1,300,000 3,380,000

大谷　博俊 鳴門教育大学 准教授
進路指導困難事例に対する特別支援学校間チームア
プローチに関する基礎的研究

910,000 130,000 780,000

伴　恒信 鳴門教育大学 教授
道徳的シティズンシップ育成のためのコミュニティ参画
型教育の政策組織に関する研究

5,330,000 2,210,000 3,120,000

安井　行雄 香川大学 准教授
雌の多回交尾の進化は生活史進化の理論（ｒ／Ｋ戦
略）から説明できる

5,460,000 2,470,000 2,990,000

安賀　文俊 香川大学 その他
頭頸部癌における低酸素細胞陽性描画を目的としたＰ
ＥＴ分子イメージング研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

奥田　延幸 香川大学 教授
暗期直前光照射によるレタスの発育制御と異常結球
防止

5,460,000 2,860,000 2,600,000

横井　英人 香川大学 教授
臨床医療におけるオントロジー概念を用いた高次音声
認識システムの開発

5,070,000 1,820,000 3,250,000

鎌野　寛 香川大学 教授
思春期・成人百日咳など学校感染症予防教育のため
のｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ教材の開発

5,200,000 1,560,000 3,640,000

岩間　久和 香川大学 准教授
マイクロＲＮＡと転写因子による協調的制御の分子進
化

3,510,000 1,170,000 2,340,000

吉井　英文 香川大学 教授
新規食品素材ナノ結晶粒子のビルドアップ型作製とそ
の賦形剤としての応用

5,330,000 2,990,000 2,340,000

久冨　信之 香川大学 准教授
迅速脳酸素代謝検査法における動静脈血管容積画像
計算法の確立

5,200,000 2,210,000 2,990,000

桑原　知己 香川大学 教授
腸内細菌による病原細菌の病原性発現抑制機構の解
明と応用

5,200,000 2,210,000 2,990,000

香川　考司 香川大学 准教授
Ｗｅｂベースプログラミング学習支援環境のための柔軟
なサーバー側基盤の構築

3,120,000 1,170,000 1,950,000

合谷　祥一 香川大学 教授
食品に有用なナノサイズエマルションの省エネな調製
のための基礎研究

5,330,000 4,030,000 1,300,000

轟木　靖子 香川大学 准教授
日本語音声教育における文末イントネーションの指導
に関する研究

2,080,000 650,000 1,430,000

佐野　修久 香川大学 教授
ソーシャルビジネスにおける市民資金活用による資金
調達に関する研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

三宅　実 香川大学 准教授 ｉｎ　ｖｉｖｏ　ＥＰＲ　Ｄｏｓｉｍｅｔｒｙの生体への応用 5,330,000 3,380,000 1,950,000

三野　靖 香川大学 教授
公の施設の民営化における公共性確保ルールと利用
権―指定管理者制度と保育制度―

1,040,000 390,000 650,000

山下　直子 香川大学 准教授
韓国語および中国語を母語とする日本語学習者のカタ
カナ語の習得と意識に関する研究

1,950,000 650,000 1,300,000

山神　眞一 香川大学 教授
幼児と小学校低学年児童の生活習慣改善と親子運動
実践支援プログラムの構築

3,120,000 1,820,000 1,300,000

山田　伊知郎 香川大学 准教授
製品開発における水平的組織間コントロールシステム
の研究

2,990,000 1,170,000 1,820,000
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山本　珠美 香川大学 准教授
日本の大学拡張・大学開放発展史～地域連携再構築
のための基礎的研究～

1,820,000 520,000 1,300,000

山本　茂喜 香川大学 教授
ビジュアル・ツールを活用した創作文指導の開発的研
究

2,860,000 1,170,000 1,690,000

柴田　潤子 香川大学 教授
イノベーション市場・公益事業におけるドミナント規制の
展開

4,160,000 1,690,000 2,470,000

小坂　博昭 香川大学 教授
ミトコンドリアにおけるＡＩＦの生理機能および細胞死誘
導の分子機構の解析

5,460,000 3,510,000 1,950,000

小柴　俊 香川大学 教授 ボウイングを利用した赤外領域半導体材料 5,590,000 3,120,000 2,470,000

上路　林太郎 香川大学 准教授
ＦＣＣ＋ＢＣＣ複相鋼における異相界面を利用した高速
変形特性の制御

5,590,000 4,030,000 1,560,000

西山　成 香川大学 教授
腎内ミネラロコルチコイド受容体活性化による腎障害メ
カニズムの解明

5,200,000 2,080,000 3,120,000

石井　明 香川大学 教授
子供の遠見視力低下の防止のための保健モデルの構
築

5,460,000 4,420,000 1,040,000

大水　総一 香川大学 助教
インターロイキン１７産生ヘルパーＴ細胞への分化に伴
う細胞表面糖鎖構造の変化

4,940,000 1,690,000 3,250,000

大西　美智恵 香川大学 教授
島民と学生が取り組む「楽しく老いる島づくり」実践モデ
ル構築と島民のＱＯＬの変化

2,860,000 1,300,000 1,560,000

丹羽　佑一 香川大学 教授
先史時代香川県金山産サヌカイト製石器の広域流通
における回遊する専業集団の検討

5,070,000 2,080,000 2,990,000

中村　修 香川大学 その他 骨軟部肉腫に対する分子標的治療 5,070,000 1,300,000 3,770,000

直井　義典 香川大学 准教授
目的物が変動した担保権が債務者倒産時に有する効
力に関する研究

4,290,000 1,690,000 2,600,000

董　有毅 香川大学 助教 内耳感覚細胞の発生、分化と再生機構の解明 5,200,000 1,820,000 3,380,000

日野　陽子 香川大学 准教授
視覚障害児・者の鑑賞活動の方法及び支援ツールの
開発

3,120,000 1,300,000 1,820,000

白神　豪太郎 香川大学 教授 術後機能的健康状態回復促進因子の検討 5,460,000 3,640,000 1,820,000

品川　一成 香川大学 教授
マイクロ構造体粉末プロセスのための焼結変形－組織
形成ハイブリッド解析法の開発

5,460,000 3,640,000 1,820,000

平尾　智広 香川大学 教授
外科手術における有害事象を簡便に把握するための
手法の開発

4,680,000 1,820,000 2,860,000

別府　賢治 香川大学 教授
甘果オウトウの花器官形成遺伝子の単離とその多雌
ずい形成への関与の解明

5,200,000 2,470,000 2,730,000

片岡　郁雄 香川大学 教授
キウイフルーツ近縁自生種に見出した両性花着生個
体群の特性解明と育種的活用

5,590,000 3,510,000 2,080,000

望岡　亮介 香川大学 教授
亜熱帯地域でのブドウ栽培に対応するブドウ新品種の
品種特性

3,510,000 1,560,000 1,950,000

北島　博之 香川大学 准教授
心臓ネットワーク数理モデルの構築と分岐解析による
交互脈の制御

4,810,000 1,430,000 3,380,000

北林　雅洋 香川大学 教授
戦時下日本の「生活の科学化」運動の実態―国民生
活科学化協会を中心に―

2,860,000 1,300,000 1,560,000
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朴　恩芝 香川大学 准教授
企業の環境投資に対する資本市場の評価とコーポ
レート・ガバナンスに関する総合的研究

4,940,000 1,820,000 3,120,000

毛利　猛 香川大学 教授
小学校における異年齢集団による交流に関する研究
―「縦割り班」活動を中心に

1,820,000 650,000 1,170,000

木全　晃 香川大学 教授
テレワークの高適合性組織と組織成果に関する実証
研究：導入の評価指標の構築に向けて

2,990,000 910,000 2,080,000

有馬　道久 香川大学 教授
授業者視点映像を活用した授業リフレクション法の開
発

3,250,000 1,690,000 1,560,000

林　敏浩 香川大学 教授
自主学習素材共有システムの実運用における利用者
支援に関する研究

3,250,000 1,170,000 2,080,000

鈴木　康之 香川大学 教授
二層法と希少糖を駆使した膵島移植成績向上のため
の研究

5,200,000 3,770,000 1,430,000

櫻井　佳樹 香川大学 教授
ヴィルヘルム・フォン・フンボルトの「教養」理念形成と
「愛の書簡」

2,470,000 1,040,000 1,430,000

櫻庭　春彦 香川大学 教授
超好熱菌の新規色素依存性デヒドロゲナーゼの探索
と機能性電極素子への利用

5,460,000 2,340,000 3,120,000

井上　仁美
（小野坂仁美）

愛媛大学 助教
精神科看護者が必要な看護実践能力の解明とリフレク
ションによる生涯学習モデルの開発

5,070,000 2,600,000 2,470,000

井門　俊 愛媛大学 講師
力覚提示可能な３次元Ｗｅｂシステムの構築に関する
研究

2,080,000 780,000 1,300,000

羽藤　高明 愛媛大学 准教授 血小板アポトーシス反応の生理的役割と臨床的意義 5,200,000 1,820,000 3,380,000

岡崎　幹生 愛媛大学 講師
心停止ドナーからの肺移植後の虚血再灌流障害の機
序解明と抑制

5,200,000 2,470,000 2,730,000

岡本　好弘 愛媛大学 教授
狭トラックＨＤＤにおけるクロストーク対応信号処理方
式

5,200,000 2,210,000 2,990,000

梶原　郁郎 愛媛大学 准教授 Ｊ．デュ－イの教育課程論の認識論的研究 2,080,000 780,000 1,300,000

間島　直彦 愛媛大学 講師
移植骨の生着を促進する再置換用人工関節近傍の周
辺環境設計

5,200,000 2,210,000 2,990,000

岸　啓子 愛媛大学 教授
音律研究ーバッハ「平均律クラヴィーア曲集」をめぐる
音律論争の解決に向けて

4,420,000 2,080,000 2,340,000

亀田　健治 愛媛大学 講師
脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた培養皮膚の作製
法の開発

5,070,000 1,430,000 3,640,000

吉松　靖文 愛媛大学 准教授
時間管理・自己管理に困難を示す発達障害児への時
間管理支援ツールの活用

4,940,000 2,080,000 2,860,000

吉村　直道 愛媛大学 准教授
小集団による協調的な学力を目指した数学学習の実
践研究

3,120,000 1,560,000 1,560,000

吉田　広 愛媛大学 准教授
３Ｄレプリカを用いた弥生時代武器形青銅器のライフ
サイクルの復元実験研究

5,200,000 2,340,000 2,860,000

橘　燦郎 愛媛大学 教授
石油分解菌を担持させた新規な浄化材を用いる高濃
度石油汚染土壌浄化法の研究開発

5,460,000 2,990,000 2,470,000

久門　良明 愛媛大学 准教授 浸潤細胞を使って脳梗塞を治す 4,680,000 1,820,000 2,860,000

熊木　天児 愛媛大学 講師
自己免疫性膵炎におけるＢＡＦＦ，ＡＰＲＩＬの臨床的有
用性についての検討

5,070,000 1,950,000 3,120,000
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御崎　洋二 愛媛大学 教授 高導電性を示す純有機単一成分導体の開拓 5,200,000 2,600,000 2,600,000

高橋　寿明 愛媛大学 講師
生体イメージングを用いたグリオーマ幹細胞と血管新
生・癌微小環境ダイナミズムの解明

5,200,000 2,080,000 3,120,000

高橋　信雄 愛媛大学 教授
手話環境下の人工内耳装用児の聴覚情報処理を促進
するための教育支援プログラムの構築

5,070,000 2,340,000 2,730,000

高田　康徳 愛媛大学 講師
レジスチンによる免疫機構の変化を介した糖尿病発症
メカニズムの解明と発症予知

5,200,000 2,080,000 3,120,000

細川　洋治 愛媛大学 教授
中国の特定地域集積型科学技術発展政策の現状調
査

5,200,000 1,950,000 3,250,000

山浦　弘之 愛媛大学 助教
高還元雰囲気中微量ＣＯ検出のための新規センサの
開発

5,590,000 3,900,000 1,690,000

山川　廣司 愛媛大学 教授
ミノア・ミュケナイ期～前古典期における国家と宗教の
諸相と変容に関する研究

5,200,000 2,470,000 2,730,000

山本　久雄 愛媛大学 教授
１９世紀後半プロイセンにおける公立国民学校の授業
料存廃問題

1,560,000 1,040,000 520,000

鹿田　文昭 愛媛大学 助教
生理学的な血流シミュレーションシステムに基づく小児
複雑心奇形手術の術式 適化計画

3,250,000 1,950,000 1,300,000

柴田　論 愛媛大学 准教授 首振り指示に基づくヒューマンロボットインタフェース 4,550,000 2,730,000 1,820,000

住田　知樹 愛媛大学 講師
ホルモンレセプターをターゲットにした悪性唾液腺腫瘍
の新規治療法の開発

5,200,000 2,080,000 3,120,000

十河　宏行 愛媛大学 准教授
眼球運動軌跡の個人差を比較する方法の開発および
検証

1,950,000 1,040,000 910,000

松岡　千博 愛媛大学 講師
密度非一様性のある非定常界面の非線形発展に関す
る数理的研究

5,330,000 1,820,000 3,510,000

松野尾　裕 愛媛大学 教授
近代日本における相互扶助の経済思想とその実践に
関する研究

4,420,000 1,560,000 2,860,000

上野　秀人 愛媛大学 准教授
高濃度二酸化炭素と窒素施肥が農耕地土壌有機物の
化学特性や元素滞留に与える影響

5,590,000 2,600,000 2,990,000

秦　龍二 愛媛大学 准教授
幼若骨髄単核球移植による、老齢マウスでの脳虚血
保護効果

5,330,000 2,600,000 2,730,000

西嶋　真理子 愛媛大学 教授
児童虐待発生予防に向けた発達障害児の幼児期から
学童期の地域生活支援モデルの開発

3,380,000 1,300,000 2,080,000

斉藤　功 愛媛大学 准教授
地域における循環器疾患対策のための新たな評価モ
デルの構築

5,070,000 1,820,000 3,250,000

川岡　勉 愛媛大学 教授
戦国期西国における武家の家格上昇に関する構造的
研究

4,160,000 1,950,000 2,210,000

川原　稔 愛媛大学 准教授
ロービジョン適応型ｅ－ラーニングシステムの構築に関
する基礎研究

5,330,000 2,470,000 2,860,000

前原　常弘 愛媛大学 教授 超臨界熱プラズマジェットによるナノ材料の生成 5,200,000 2,730,000 2,470,000

村上　和弘 愛媛大学 准教授
地域の生存戦略と「日韓交流」：近現代対馬における
交通・接触・他者表象

5,200,000 1,820,000 3,380,000

大橋　裕一 愛媛大学 教授 ケラチン１２遺伝子発現のメカニズム解析 4,810,000 1,430,000 3,380,000
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大木元　明義 愛媛大学 講師
特発性心筋症における網羅的遺伝子解析による心血
管事故リスク層別化の検討

5,200,000 2,470,000 2,730,000

谷向　知 愛媛大学 准教授
認知症でみられる作話・取り繕い、妄想の客観的臨床
指標の作成とバイオマーカーの確立

5,200,000 2,470,000 2,730,000

池野　修 愛媛大学 准教授
英語学習意欲のエピソード分析と英語教師教育資料
の開発

1,950,000 650,000 1,300,000

竹川　郁雄 愛媛大学 教授
地方におけるいじめ被害者への有責性意識とプライバ
シー防衛志向に関する研究

2,730,000 1,040,000 1,690,000

竹尾　暁 愛媛大学 講師
マラリア原虫生殖母体周縁のコイル状構造：未知の細
胞骨格の可能性

5,330,000 3,250,000 2,080,000

中根　隆行 愛媛大学 准教授
外地引揚者の文芸的実践とその社会的記憶編成をめ
ぐる交渉的研究

4,810,000 1,820,000 2,990,000

中山　晃 愛媛大学 准教授
特別支援教育での外国語活動における留意点と教員
支援に関する基礎的研究

4,290,000 1,040,000 3,250,000

中西　淳 愛媛大学 教授
感性の涵養とコミュニケーション能力育成のための俳
句指導法の開発

3,250,000 1,430,000 1,820,000

中川　祐治 愛媛大学 教授
次世代ｅ－ラーニングのための受講者観察システムの
実用化

3,250,000 1,300,000 1,950,000

張間　忠人 愛媛大学 准教授
可換代数学における完全交叉のレフシェッツ性問題に
関する研究

4,940,000 1,820,000 3,120,000

塚本　秀樹 愛媛大学 教授
日本語と朝鮮語における文法化の生起要因に関する
対照言語学的研究

3,900,000 1,950,000 1,950,000

天野　要 愛媛大学 教授
Ｋｏｅｂｅ（１９１６）による正準スリット領域への数値等角
写像

3,900,000 1,690,000 2,210,000

田口　亜紀 愛媛大学 講師
神経栄養因子を用いた嚥下関与筋のアンチエイジング
に関する研究

5,330,000 3,640,000 1,690,000

田中　久美子 愛媛大学 講師
在宅要介護高齢者の排泄機能と介護力のアセスメント
に基づく援助方法

3,640,000 910,000 2,730,000

田内　久道 愛媛大学 准教授
ヒト化動物モデルを用いた難治性ＥＢウイルス感染症
の免疫治療に関する研究

4,810,000 1,560,000 3,250,000

渡辺　裕 愛媛大学 教授
イノシトールの選択的直接置換法の確立とバイオマス
としての利用展開

4,680,000 2,340,000 2,340,000

土屋　卓久 愛媛大学 教授
沈み込んだ地殻物質の高温高圧弾性特性と下部マン
トルの化学不均質の解明

5,070,000 2,210,000 2,860,000

東　太地 愛媛大学 講師
オーロラＡキナーゼを標的とした成人Ｔ細胞白血病に
対する新たな包括的治療戦略

5,200,000 2,080,000 3,120,000

藤原　誠 愛媛大学 教授 子どものスポーツ意識と総合運動部に関する研究 1,430,000 520,000 910,000

藤田　昌子 愛媛大学 講師
貧困・格差社会に生きる高校生の自立支援をめざした
家庭科カリキュラムの開発

5,070,000 1,950,000 3,120,000

内藤　俊雄 愛媛大学 教授 試料自体の次元を変えていったら磁性はどうなるか 5,200,000 1,820,000 3,380,000

内藤　雄基 愛媛大学 教授
非線形放物型偏微分方程式の解の特異性と定常問題
の解構造

5,070,000 1,820,000 3,250,000

楠瀬　博明 愛媛大学 准教授 臨界領域における奇周波数超伝導の微視的理論 3,380,000 1,430,000 1,950,000

174



（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

白石　敦 愛媛大学 その他 マウス角膜上皮幹細胞マーカー同定の試み 5,070,000 2,210,000 2,860,000

白馬　伸洋 愛媛大学 講師
神経幹細胞による虚血性内耳障害抑制効果の機序解
明の研究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

尾形　直則 愛媛大学 講師
ＢＤＮＦ遺伝子を過剰発現させた自家マクロファージ硬
膜内注入による脊髄損傷の治療

5,200,000 2,210,000 2,990,000

疋田　慶夫 愛媛大学 教授 熱および物質移動を考慮した大容量ＭＡＰ 5,070,000 4,160,000 910,000

武山　絵美 愛媛大学 准教授
ルーラルフリンジにおける野生動物の生息域－農業集
落間のバッファーゾーンの設計理論

5,200,000 1,820,000 3,380,000

福原　竜治 愛媛大学 講師 間歇型一酸化炭素中毒モデルの作成と解析研究 5,070,000 2,340,000 2,730,000

木村　善行 愛媛大学 講師
伝統薬物成分の紫外線による光化学療法および発癌
抑制とその作用機構

5,070,000 2,210,000 2,860,000

木谷　彰岐 愛媛大学 その他
スパン８０ベシクルによるＤＤＳを用いた骨腫瘍に対す
るカフェイン療法の開発

5,200,000 2,860,000 2,340,000

野上　さなみ 愛媛大学 准教授 ドイツ語動詞の語彙化と動詞範疇の連動について 4,680,000 1,040,000 3,640,000

野村　祐司 愛媛大学 准教授
周期的およびランダムな磁場を持つシュレーディン
ガー作用素のスペクトルの解析

4,680,000 1,820,000 2,860,000

矢野　元 愛媛大学 准教授
ナトリウムイオン／プロトン交換輸送体１抑制による神
経膠腫細胞浸潤制御

5,070,000 2,210,000 2,860,000

柳　重則 愛媛大学 准教授
流体の方程式に対する、解の時間大域的挙動に関す
る研究

3,380,000 1,300,000 2,080,000

猶原　隆 愛媛大学 准教授
交流磁場を用いた舌癌の低侵襲焼灼治療システムの
確立

5,330,000 3,510,000 1,820,000

立入　哉 愛媛大学 教授
ギャップ検出を用いた聴覚情報処理障害の判別診断
法の開発

1,430,000 650,000 780,000

林　実 愛媛大学 准教授 新構造の有機リン含有機能性色素材料の創成 5,070,000 1,950,000 3,120,000

鈴木　由香 愛媛大学 その他
脱髄疾患に対するケトン食療法の新たなる応用―ケト
ン体の神経保護作用機序の解明―

3,900,000 1,690,000 2,210,000

櫻井　進 愛媛大学 講師
睡眠障害評価ツール日本語版作成および人種差が睡
眠呼吸障害に及ぼす影響に関する研究

5,330,000 1,950,000 3,380,000

濱田　雄行 愛媛大学 講師
ポリマー多重加工オンコリティックアデノウイルスによる
卵巣癌特異的遺伝子治療法開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

ＬＩＮＧＬＥＹ　Ｄ
ＡＲＲ

高知大学 教授
小学校外国語教育における日本のＥＦＬとオーストラリ
アのＪＦＬの比較研究

4,940,000 2,080,000 2,860,000

井上　啓史 高知大学 准教授
新規発癌関連遺伝子の探索を目指した光力学診断偽
陽性尿路上皮の網羅的遺伝子解析

5,590,000 4,680,000 910,000

逸見　豊 高知大学 教授
非安定高位コホモロジー作用素によるホップ空間の研
究

4,940,000 2,340,000 2,600,000

臼井　朗 高知大学 教授
現世および新生代海洋におけるマンガンクラストの形
成環境

5,070,000 2,470,000 2,600,000

塩原　俊彦 高知大学 准教授 ロシアと中国の安全保障をめぐる比較体制分析 5,070,000 1,820,000 3,250,000

175



（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

下村　克己 高知大学 教授 安定ホモトピー圏の彩色現象の研究 4,030,000 1,560,000 2,470,000

花崎　和弘 高知大学 教授
次世代型人工膵臓を用いた糖尿病患者に対する新し
い周術期血糖管理法の確立

5,070,000 1,950,000 3,120,000

岩崎　貢三 高知大学 教授
ハノイの廃棄物処分場周辺農耕地土壌における水銀
汚染の実態把握とその対策

5,590,000 3,640,000 1,950,000

喜多川　千恵 高知大学 その他 紫外線発癌におけるＴ細胞の関与について 5,200,000 1,950,000 3,250,000

久保　亨 高知大学 助教
肥大型心筋症の病因遺伝子解析と病態修飾因子の解
明

5,330,000 1,170,000 4,160,000

久保田　敬 高知大学 講師 ＭＲＩを用いた乳癌術前化学療法の早期治療効果予測 5,330,000 3,900,000 1,430,000

橋本　良明 高知大学 教授
飲酒傷病者の心肺蘇生法による心拍再開率に及ぼす
アルコールの負の影響とその機序

5,330,000 3,250,000 2,080,000

戸田　由美子 高知大学 准教授
精神疾患患者への「看護アドボカシー」看護介入モデ
ル構築に関する研究

1,690,000 910,000 780,000

公文　義雄 高知大学 准教授
たこつぼ心筋症の成因に関する研究ー糖代謝・炎症を
機軸とした中枢神経系の関与

5,330,000 2,860,000 2,470,000

高尾　俊弘 高知大学 教授
細胞内アンジオテンシンＩＩ受容体を介した腎障害メカニ
ズムの解明

5,330,000 3,510,000 1,820,000

三井　真一 高知大学 准教授
抗社会行動を伴う発達障害の分子機構を通じた診断・
治療法開発戦略の創成

5,200,000 2,210,000 2,990,000

山下　幸一 高知大学 准教授 新しい循環管理アルゴリズムの開発 5,330,000 2,990,000 2,340,000

山崎　文靖 高知大学 講師
腹筋電気刺激によるフィードバック血圧制御装置の開
発

5,200,000 2,600,000 2,600,000

山田　朋弘 高知大学 講師 口蓋裂発症における酸化ストレスの関与 4,940,000 2,340,000 2,600,000

山本　由徳 高知大学 教授
わが国西南暖地における食用カンナのバイオマス・デ
ンプン生産性の解明と利用開発

5,460,000 3,120,000 2,340,000

市川　善康 高知大学 教授
窒素原子が結合した不斉四級炭素をもつ天然物の合
成研究

5,460,000 2,340,000 3,120,000

執印　太郎 高知大学 教授
腎癌ＶＨＬ遺伝子異常解析によるＨＩＦ蛋白の発現予測
と分子標的薬の効果予測法の開発

5,330,000 2,340,000 2,990,000

手林　慎一 高知大学 准教授
アブラムシによる寄主植物の栄養条件改善機構の解
明：アミノ酸の選択的蓄積

5,590,000 2,860,000 2,730,000

受田　浩之 高知大学 教授 二段階発酵茶・碁石茶の暗黙知を科学的に解明する 5,070,000 2,210,000 2,860,000

諸澤　俊介 高知大学 教授 超越整関数のファトウ成分と特異値についての研究 4,550,000 1,430,000 3,120,000

小松　和志 高知大学 准教授
準結晶構造における制御点集合を用いた近似グリッド
の構成

4,680,000 1,040,000 3,640,000

小野　正文 高知大学 講師
異常Ｋｕｐｆｆｅｒ細胞におけるＮＡＳＨ発症に関連する因
子の同定

5,330,000 2,730,000 2,600,000

松崎　茂展 高知大学 准教授
ファージ溶菌酵素を利用する新規ピロリ菌除菌法の開
発

5,330,000 3,380,000 1,950,000
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上岡　樹生 高知大学 助教
呼吸器悪性腫瘍における新規癌ウイルス感染実態の
網羅的解析

5,200,000 1,950,000 3,250,000

森下　慶子 高知大学 その他
口腔扁平苔癬に対する分子標的療法の有用性に関す
る基礎的・臨床的検討

5,070,000 2,210,000 2,860,000

森本　徳仁 高知大学 その他
ピロリ菌膜蛋白による血小板凝集と血小板関連疾患発
症メカニズムの解明

5,330,000 2,860,000 2,470,000

清水　健之 高知大学 助教
免疫応答の成熟に伴う抗体の構造・機能変化とそのメ
カニズムの解析

5,460,000 2,340,000 3,120,000

西内　貴史 高知大学 助教 眼炎症疾患発症におけるｍｉＲＮＡの関与 5,330,000 2,210,000 3,120,000

青木　宏治 高知大学 教授
米国・オバマ政権のＥＳＥＡ（初等中等教育法）の再改
定の実施過程の実証的研究

2,470,000 910,000 1,560,000

川本　真浩 高知大学 准教授 英連邦大会の歴史的変容に関する研究 2,080,000 1,040,000 1,040,000

増田　匡裕 高知大学 准教授
喪失体験に関わる対人援助者と被援助者の関係解消
及び関係修復過程に関する縦断的研究

4,030,000 2,080,000 1,950,000

大西　広志 高知大学 助教
肥満による喘息悪化機序の解明ーＣＤ８陽性Ｔ細胞と
の関係

5,070,000 1,820,000 3,250,000

大塚　薫 高知大学 准教授
遠隔チューター参加による少人数グループ化日本語授
業の有効性に関する研究

4,940,000 2,080,000 2,860,000

大畑　雅典 高知大学 教授
ウイルスを起因とする造血器腫瘍の病態および腫瘍化
機序の解明

5,200,000 2,210,000 2,990,000

谷口　睦男 高知大学 助教 フェロモン情報処理を介する学習・記憶の神経機構 4,030,000 1,820,000 2,210,000

池添　隆之 高知大学 講師
トロンボモジュリンの血管内皮保護薬としての臨床応
用に向けた分子基盤の解明

5,200,000 2,080,000 3,120,000

池内　昌彦 高知大学 講師
酸感受性イオンチャネルをターゲットにした関節痛の新
規治療法の開発

4,290,000 3,120,000 1,170,000

中野　俊幸 高知大学 教授
幾何的論証能力向上のためにパソコンを活用する学
習指導法の研究

3,640,000 1,170,000 2,470,000

津江　保彦 高知大学 教授
多重極限環境下での強い相互作用する多体系の真空
構造、励起モード及び諸物性の研究

4,420,000 1,950,000 2,470,000

田村　雅一 高知大学 講師
グリオーマ腫瘍幹細胞の浸潤能に関与するＭＵＣ１８
遺伝子を標的とした新規治療の開発

5,330,000 2,470,000 2,860,000

田部井　隆雄 高知大学 教授
中央構造線の深部構造と運動様式　－西南日本の地
殻活動を読み解く－

4,940,000 1,950,000 2,990,000

藤枝　幹也 高知大学 准教授
慢性活動性ＥＢウイルス感染症において特異的に発現
変化する細胞遺伝子の網羅的解析

5,200,000 1,950,000 3,250,000

尾形　凡生 高知大学 教授
中山間地の急傾斜農地での栽培に適した新規果樹樹
形の開発

5,460,000 3,250,000 2,210,000

兵頭　政光 高知大学 教授
嚥下障害の病態評価に基づいた集学的嚥下障害治療
法の確立

5,330,000 3,510,000 1,820,000

平野　世紀 高知大学 その他
腎尿細菅細胞の脱分化・再生の過程におけるＤＮＡ修
復、細胞周期、細胞死制御の解明

5,070,000 2,080,000 2,990,000

米村　俊昭 高知大学 教授
環境志向型光学活性ハイブリッド錯体の多機能発現メ
カニズムの解明と応用

5,070,000 1,300,000 3,770,000
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片岡　浩巳 高知大学 助教
蛋白分画波形を用いた栄養管理モニタリングを支援す
る客観的な指標の構築

5,070,000 1,560,000 3,510,000

北添　紀子 高知大学 講師
広汎性発達障害のある学生への就労支援‐インターン
シップの効果‐

5,070,000 1,690,000 3,380,000

野田　智洋 高知大学 講師
連続写真の観察に基づいて運動経過を把握する能力
に関する研究

910,000 260,000 650,000

矢野　宏光 高知大学 准教授
小規模・高齢コミュニティが持つ「とらわれ」：健康行動
を獲得するための「しかけ」

5,070,000 1,820,000 3,250,000

永田　萬享 福岡教育大学 教授
日本的人材育成システムにおける企業内教育と職業
能力開発の展開に関する実証的研究

3,640,000 1,430,000 2,210,000

河内　祥子 福岡教育大学 准教授
学校の危機管理力向上を目的とした教員のリスク認知
に関する総合的研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

後藤　美映 福岡教育大学 教授
イギリス・ロマン主義文学におけるダンテの意義とコス
モポリタニズム

2,730,000 1,040,000 1,690,000

黒木　貴一 福岡教育大学 教授
都市域における時空間地理情報を用いた氾濫原の特
性評価の研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

秋永　優子 福岡教育大学 教授
高齢者のための訪問給食サービスにおける献立の改
善とその仕組みに関する研究

4,940,000 1,820,000 3,120,000

松久　公嗣 福岡教育大学 准教授
福永晴帆研究―客観的評価の確立と教育学研究への
展開―

5,200,000 1,560,000 3,640,000

植村　善太郎 福岡教育大学 准教授
学校に対する保護者の公正感を規定する要因に関す
る研究

5,200,000 2,600,000 2,600,000

石丸　哲史 福岡教育大学 教授
わが国における企業の新規開業からみた地域的動向
と創業支援環境

4,810,000 1,690,000 3,120,000

竹本　英代 福岡教育大学 准教授 日本語学校創設に関する日米外交史的研究 5,070,000 2,210,000 2,860,000

中西　純司 福岡教育大学 教授
スポーツ経営における「顧客苦情マネジメント」の理論
と技術に関する実証的研究

5,070,000 2,080,000 2,990,000

ＬＥＥ　ＪＡＥＭ
ＡＮ

九州大学 助教 昆虫細胞におけるｄｓＲＮＡ応答機構の解析 5,330,000 2,210,000 3,120,000

Ｍ・Ｍ　ＳＶＩＮＩ
Ｎ

九州大学 教授
幾何学的に拘束された人間の自然な動作の解析とロ
ボット制御への応用

5,200,000 2,210,000 2,990,000

Ｓ・Ｂ　Ｂｉｄｙｕｔ 九州大学 教授
細孔径制御型吸着剤／水系吸着式冷凍機の高性能
化に関する研究

5,330,000 2,860,000 2,470,000

阿尾　安泰 九州大学 教授 １８世紀フランスにおける演劇モデルによる知の構築 2,600,000 1,040,000 1,560,000

阿部　義人 九州大学 准教授
大腸菌複製再開始複合体におけるＤｎａＢヘリケース
導入の構造基盤

5,330,000 2,340,000 390,000 2,990,000

安井　秀 九州大学 准教授
日印両品種をそれぞれ遺伝的背景とするウンカ類に対
する複合抵抗性イネ系統の開発

5,330,000 1,950,000 3,380,000

安田　美穂
（宮崎美穂）

九州大学 助教
視覚障害を及ぼす眼科疾患の危険因子および予防因
子の解明：久山町研究

4,940,000 1,950,000 2,990,000

安部　喜八郎 九州大学 准教授
口腔扁平上皮がん細胞の上皮増殖因子による増殖調
節機構の解明

4,680,000 3,380,000 1,300,000

伊吹　禎一 九州大学 助教
卒直後研修歯科医のスキルアップを目的としたシェー
ドテイキング能力養成システム開発

4,940,000 2,340,000 2,600,000
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伊東　栄典 九州大学 准教授 集合知に基づく高品質コンテンツ検索 5,070,000 2,340,000 2,730,000

伊藤　久徳 九州大学 教授
大気ブロッキングの形成・持続機構に関する観測的・
数値実験的研究

5,200,000 3,380,000 1,820,000

伊藤　芳雄 九州大学 准教授
芳香族ヘテロ環化合物の特性を活かした動的機能性
超分子金属錯体の開発

5,330,000 2,470,000 2,860,000

井手　友美 九州大学 助教
ミトコンドリアＤＮＡの抗リモデリング効果の機序解明と
新たな治療方法の確立

5,070,000 2,210,000 2,860,000

井上　貴史 九州大学 助教
婦人科癌幹細胞と細胞老化誘導および活性酸素種に
着目した分子標的治療の可能性

5,070,000 1,820,000 3,250,000

井上　宜裕 九州大学 准教授
保安処分論の総合的検討　－保安処分の多様化と被
害者保護－

4,420,000 1,820,000 2,600,000

稲垣　祐次 九州大学 助教
クーロンブロッケード温度計を用いた強磁場中におけ
る高精度断熱法比熱測定の開発

5,070,000 2,990,000 2,080,000

永田　晃也 九州大学 准教授
企業境界の変化がイノベーションに及ぼす影響に関す
る分析

4,420,000 1,560,000 2,860,000

永留　初實 九州大学 助教
抗菌剤を使用しない抗菌歯科材料の開発とその臨床
への応用

5,200,000 2,860,000 2,340,000

榎木　勉 九州大学 准教授
人工林における炭素固定能の樹木形質を利用した広
域的評価

5,070,000 1,950,000 3,120,000

遠城　明雄 九州大学 教授 近代日本の「軍都」に関する社会地理学的研究 5,200,000 2,470,000 2,730,000

岡　敏彦 九州大学 准教授 ミトコンドリア形態と細胞内運搬の制御機構 5,460,000 2,340,000 3,120,000

岡崎　賢 九州大学 助教
関節軟骨変性過程において鍵となる遺伝子発現制御
因子の探索

5,200,000 1,950,000 3,250,000

岡田　義広 九州大学 准教授
具象化に基づく３次元ＣＧコンテンツの自動生成と対話
型進化計算を用いた 適化の研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

沖野　望 九州大学 准教授
緑膿菌における新規脂質シグナルの解析とその生物
機能の解明

5,460,000 2,730,000 2,730,000

加河　茂美 九州大学 准教授
スペクトラルグラフ理論を利用した二酸化炭素排出構
造の国際比較分析

5,200,000 1,170,000 4,030,000

加来　恒壽 九州大学 教授
子宮頸部扁平上皮癌およびＬＳＩＬ・ＨＳＩＬ・ＡＳＣの核ク
ロマチン分布の定量的解析

5,330,000 3,120,000 2,210,000

河原　康一 九州大学 助教 ＰＩＣＴ１によるグリオーマ進展制御と治療戦略 5,200,000 1,950,000 3,250,000

河合　啓介 九州大学 講師
神経性食欲不振症の低栄養が脳機能・消化吸収能・
代謝機能へ与える影響の客観的評価

5,200,000 2,210,000 2,990,000

外　須美夫 九州大学 教授
神経障害性疼痛に対する和温療法の効果に関する研
究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

角　智行 九州大学 その他
着床による幹細胞の性質転換とＮｏｄａｌシグナルの多
能性維持機能の獲得

5,460,000 3,120,000 2,340,000

角ケ谷　典幸 九州大学 准教授
コンテクスチュアル・フレームワークの構築：日本の会
計とコンバージェンス

3,380,000 1,040,000 2,340,000

梶岡　俊一 九州大学 その他
低活動膀胱の画期的治療法の基盤的研究－トロポニ
ンシステムの構築を中心として－

5,200,000 2,210,000 2,990,000
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舘　卓司 九州大学 講師
双翅類における捕食寄生性の進化とヤドリバエの繁殖
戦略の解明

4,810,000 2,080,000 2,730,000

丸本　朋稔 九州大学 講師
新規脳腫瘍マウスモデルを用いた膠芽腫発生機構の
解明

5,330,000 2,470,000 2,860,000

岸本　裕歩 九州大学 研究員
一般住民における身体組成が心血管病発症および死
亡に与える影響：久山町研究

5,200,000 2,600,000 2,600,000

岩下　友美 九州大学 助教
不可視光源による影領域を用いた歩容認証システム
の開発

5,330,000 2,730,000 2,600,000

岩崎　敦 九州大学 助教
談合の影響を受け難い組合せ調達メカニズムとその調
整技術の開発

5,200,000 1,950,000 3,250,000

岩谷　岳 九州大学 その他
１７ｑ２５．１領域の全転写産物解析による食道癌原因
遺伝子の同定

5,200,000 2,210,000 2,990,000

鬼塚　俊明 九州大学 講師
自我障害は統合失調症に特異的か？－自我障害の
神経基盤研究

4,550,000 1,820,000 2,730,000

吉住　朋晴 九州大学 助教
病的肝の再生過程におけるオートファジーの分子機序
解明

5,200,000 1,950,000 3,250,000

吉田　正章 九州大学 教授 超幾何関数の研究 5,070,000 1,820,000 3,250,000

吉田　大悟 九州大学 研究員
地域一般高齢者における日常生活動作（ＡＤＬ）障害の
時代的推移とその原因疾患の解明

5,200,000 1,300,000 3,900,000

吉田　茂生 九州大学 講師
包括的遺伝子発現解析による抽出遺伝子を標的とし
た糖尿病網膜症に対する治療薬の創製

5,200,000 1,690,000 3,510,000

久下　理 九州大学 教授 リン脂質の細胞内輸送機構に関する研究 5,330,000 2,470,000 2,860,000

久米　篤 九州大学 准教授
ハイマツ植生による大気からの水及び窒素吸収にか
かわる生理生態学的機構の研究

5,460,000 2,860,000 2,600,000

宮原　三郎 九州大学 教授
大気大循環モデルと超多点磁場観測データによる大
気圏電離圏協調現象の解明

4,810,000 1,820,000 2,990,000

京谷　啓徳 九州大学 准教授 ルネサンス教皇の即位儀礼に関する美術史学的研究 5,200,000 1,820,000 3,380,000

玉江　昭裕 九州大学 その他
アブミ骨振動のハイスピードカメラによる動画撮影とそ
の動き解析

5,460,000 4,160,000 1,300,000

熊澤　誠志 九州大学 講師
拡散テンソルＭＲ画像における脳の機能・形態情報抽
出および可視化手法の開発

5,070,000 1,820,000 3,250,000

権　寧魯 九州大学 准教授
レゾルベント型跡公式の一般化と細分化による保型形
式とゼータ関数の研究

4,680,000 1,950,000 2,730,000

元兼　正浩 九州大学 准教授
学校管理職養成の「費用対効果」研究－韓国校長資
格研修をてがかりに－

5,200,000 2,340,000 2,860,000

原　健二 九州大学 准教授
解析的微小面拡散反射モデルに基づく光学的画像解
析に関する研究

4,030,000 1,170,000 2,860,000

五十君　麻里
子（安武麻里

九州大学 教授
大衆の法意識から見るローマ契約法の研究ープラウ
トゥス喜劇を素材として

4,680,000 1,300,000 3,380,000

後小路　雅弘 九州大学 教授
アジア近代美術における「ローカルカラー」と「アイデン
ティティ」形成

5,070,000 1,950,000 3,120,000

光安　博志 九州大学 助教
口腔癌患者の術後せん妄の発症予測に関する生物学
的指標の探索

5,200,000 2,600,000 2,600,000
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光田　暁弘 九州大学 准教授
価数転移・価数秩序に注目したユーロピウム化合物の
新奇物性探索と機構解明

5,200,000 3,510,000 1,690,000

向田　昌志 九州大学 教授
物質本来の強い超伝導を発現させる新奇プロセスの
構築

5,330,000 2,210,000 3,120,000

幸崎　秀樹 九州大学 教授 各種解析的手法による作用素に関する不等式の研究 4,940,000 1,820,000 3,120,000

恒川　元行 九州大学 教授
ドイツ・日本の就学前児童保育における「ことばの発達
支援」

4,290,000 1,300,000 2,990,000

江頭　明典 九州大学 その他
食道癌に対するＤＮＡ修復機構を標的とした分子治療
に関する研究

5,330,000 2,860,000 2,470,000

溝口　孝司 九州大学 准教授
ネットワーク分析を用いた国家形成期社会の中心化・
成層化過程の研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

高見　利也 九州大学 准教授
身近な非線形現象に対するマルチスケール的手法の
確立と応用

4,940,000 2,600,000 2,340,000

高山　倫明 九州大学 教授 字余りの史的研究 4,030,000 1,950,000 2,080,000

高瀬　敬一郎 九州大学 助教
側頭葉てんかん・海馬硬化と局所皮質異形成との関連
性の解析

5,330,000 3,380,000 1,950,000

高石　繁生 九州大学 その他
ヘリコバクター感染胃癌マウスにおける骨髄由来細胞
とインターロイキン１７の役割

5,200,000 2,340,000 2,860,000

高曽　徹 九州大学 准教授
シンセティック・ジェットを用いた乱流混合促進の空間
的制御の研究

5,460,000 2,730,000 2,730,000

高木　英行 九州大学 准教授 人間科学研究のための計算知能技術基盤の確立 5,200,000 2,080,000 3,120,000

高野　茂 九州大学 助教
リフティング複素ウェーブレットに基づくモバイル図鑑検
索システムの構築

4,940,000 1,820,000 3,120,000

鴻江　俊治 九州大学 その他
大腸癌における細胞分裂期チェックポイント異常の系
統的解明と分子標的治療への応用

5,070,000 2,080,000 2,990,000

佐々木　玲仁 九州大学 准教授 風景構成法の作用機序に関する実証的研究 4,420,000 1,560,000 2,860,000

佐藤　廉也 九州大学 准教授
ライフヒストリー分析によるアフリカ焼畑社会の出生力
変異の解明

5,200,000 1,690,000 3,510,000

坂元　一光 九州大学 教授
地域再構築における中高年女性の伝統手芸活動と民
俗技術の多様化

5,200,000 2,340,000 2,860,000

坂本　英治 九州大学 講師
ストレスは痛みの伝達機構に影響をもたらすか？―不
安による侵害刺激伝達変調の研究―

5,070,000 2,210,000 2,860,000

坂本　昭夫 九州大学 助教
Ｇタンパクヘテロ欠損マウスにおける腫瘍発生と石灰
化

5,070,000 1,950,000 3,120,000

三隅　一百 九州大学 教授 社会関係基盤による連帯とその制度化 4,940,000 1,430,000 3,510,000

山崎　貴男 九州大学 その他
視聴覚環境と脳の相互作用：正常発達と自閉症スペク
トラム

5,330,000 1,430,000 3,900,000

山崎　伸彦 九州大学 教授
ファン騒音の高精度数値予測による解明と複数音響
モード制御実験

5,330,000 2,730,000 2,600,000

山崎　創 九州大学 講師
核内因子ＩκＢーζを介したエピジェネティクな転写調
節

5,330,000 2,210,000 3,120,000
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山本　元司 九州大学 教授
大規模ケーブルロボットにおける懸垂系動力学計算と
高精度位置姿勢制御

5,330,000 2,080,000 3,250,000

山本　勝 九州大学 准教授
金星大気大循環モデルの高度化に向けた微細擾乱の
数値実験

5,070,000 2,470,000 2,600,000

師井　洋一 九州大学 准教授
悪性黒色腫におけるＣＤ１０発現の生物学的意義と新
規治療法の開発

4,550,000 1,560,000 2,990,000

施　光恒 九州大学 准教授
日本文化に根差した「共生」理念に関する政治理論的
研究

2,340,000 1,040,000 1,300,000

執行　信寛 九州大学 助教 軽核に対する中高エネルギー原子核反応断面積評価 5,200,000 2,470,000 2,730,000

柴田　篤 九州大学 教授
『畸人十篇』とその朝鮮・日本における思想的影響に関
する研究

4,420,000 1,950,000 2,470,000

朱　穎 九州大学 准教授
企業の境界とイノベーション：自動車技術の電動化に
おける企業間関係のマネジメント

4,290,000 1,690,000 2,600,000

酒井　謙二 九州大学 教授
「メタ発酵法」体系化のための高温複合微生物発酵系
の解析と制御

5,460,000 3,120,000 2,340,000

十津川　剛 九州大学 助教 ゴルジ体再構成におけるＶＣＩＰ１３５の機能の解明 5,330,000 1,170,000 4,160,000

重松　由佳子
（有馬由佳子

九州大学 助教
地域保健分野で活動するＮＰＯのアセスメント指標の
開発

4,810,000 2,470,000 910,000 2,340,000

諸岡　健一 九州大学 准教授
超高精細ヒト脳図譜の体系化によるオーダメイド脳図
譜の構築

5,200,000 1,820,000 3,380,000

諸隈　誠一 九州大学 研究員
胎児環境が、胎児の行動発達および小児の精神・行
動発達に及ぼす影響に関する研究

5,330,000 1,820,000 3,510,000

勝田　仁 九州大学 講師 膵ＳＰ細胞を用いた膵β細胞再生法の開発 5,200,000 2,210,000 2,990,000

小久保　伸人 九州大学 助教 幾何学的に閉じ込められた磁束量子状態 5,070,000 2,600,000 2,470,000

小黒　康正 九州大学 教授
「ネオ・ヨアキム主義」研究　ドイツにおけるメレシコフス
キー受容を中心に

4,550,000 1,690,000 2,860,000

小坂　克子 九州大学 教授
嗅覚一次中枢・嗅球糸球体の解析：傍糸球体細胞の
更なる解析

5,070,000 1,690,000 3,380,000

小早川　義尚 九州大学 准教授 ヒドラとクロレラの共生の系統・進化学的解析 5,850,000 4,810,000 1,040,000

小柳　雅孔 九州大学 助教
非古典的Ｗｎｔシグナルのエピジェネティック修飾による
心筋遺伝子発現の調整について

5,200,000 2,080,000 3,120,000

小林　洋美 九州大学 研究員
模倣の発達・進化的起源：自発的同調現象と社会的糊
機能に着目した実証的検討

5,070,000 2,080,000 2,990,000

松下　恭之 九州大学 准教授
低侵襲グラフトレス治療のためのショートインプラントと
荷重負荷の相関の解明

4,290,000 2,080,000 2,210,000

松下　拓也 九州大学 その他
ＰＫＣｅｔａ多型からみた視神経脊髄炎・多発性硬化症
への炎症性マクロファージの関与

5,200,000 2,080,000 3,120,000

松元　賢 九州大学 助教
高温障害による土壌病害の激発化プロセスの究明と
克服シーズの創出

5,330,000 3,120,000 2,210,000

松崎　健一郎 九州大学 准教授
ＢＴＡ深穴加工における工具の振動抑制手法に関する
研究

5,330,000 3,120,000 2,210,000
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松村　瑞子 九州大学 教授 実践日本語ポライトネス技術訓練方法の開発 2,730,000 1,170,000 1,560,000

松本　嘉寛 九州大学 助教
軟骨肉腫幹細胞に注目した、新規軟骨肉腫治療法の
開発

5,330,000 2,210,000 3,120,000

照屋　輝一郎 九州大学 助教
ミトコンドリア機能強化による抗メタボリックシンドロー
ム機能性食品の開発

5,460,000 2,340,000 3,120,000

上原　克人 九州大学 助教
東アジア沿岸開発に伴う海底地形及び海況の変化の
解明

3,120,000 1,300,000 1,820,000

新小田　春美 九州大学 准教授
ＮＩＣＵ高照度環境が及ぼす早産児の睡眠・覚醒リズム
形成と心身発達の前方視的研究

5,590,000 2,730,000 2,860,000

森元　聡 九州大学 教授
薬用植物の活性酸素代謝機構に関する構造生物学的
研究

5,200,000 1,950,000 3,250,000

森田　昌嗣 九州大学 教授
観光価値形成のための街路空間デザインプロセスの
構築

5,460,000 2,730,000 2,730,000

須長　正治 九州大学 助教
２色覚者における黄青色知覚メカニズム特性に関する
研究

5,330,000 3,770,000 1,560,000

星野　裕志 九州大学 教授
開発途上国における連携に基づく多国籍企業の市場
展開モデルの構築

3,770,000 1,560,000 2,210,000

正代　隆義 九州大学 准教授
クラス指向グラフパターン設計手法の開発とグラフマイ
ニングへの応用

5,200,000 2,860,000 2,340,000

西田　誉浩 九州大学 助教
虚血性心筋症に対する末梢血単核球移植による治療
法の開発

5,200,000 1,820,000 3,380,000

青木　智佐 九州大学 准教授 イモゾウムシ病原性原虫の病理学および疫学的研究 5,590,000 3,380,000 2,210,000

青木　博史 九州大学 准教授 「節」の構造に関する歴史的研究 4,810,000 1,950,000 2,860,000

石岡　寿雄 九州大学 助教
イオン液体中における光化学反応のシンクロトロン光
による構造解析に基づく高効率化

5,200,000 1,690,000 3,510,000

石崎　義人 九州大学 助教
血管内皮前駆細胞を用いたモヤモヤ病の病態解析な
らびに遺伝的因子の解明

5,200,000 1,820,000 3,380,000

川崎　英文 九州大学 教授 離散凸解析の拡張と離散不動点定理の研究 4,680,000 1,560,000 3,120,000

川平　敏文 九州大学 准教授
江戸前期の思想・文芸における老荘思想受容につい
ての研究

2,600,000 1,040,000 1,560,000

川本　芳昭 九州大学 教授 中華帝国の構造についての比較史的考察 3,640,000 780,000 2,860,000

浅野間　和夫 九州大学 その他
マウス胎盤形成に関わる核マトリックス関連蛋白Ｓａｔｂ
の解析

5,200,000 2,600,000 2,600,000

前川　敏彦 九州大学 その他
脳磁図を用いた統合失調症の前駆期診断マーカーの
開発

5,070,000 2,600,000 2,470,000

前田　幸嗣 九州大学 准教授
米戸別所得補償制度の再設計に関する計量経済学的
研究

5,200,000 2,470,000 2,730,000

前田　豊樹 九州大学 准教授
慢性疾患患者末梢白血球の環状テロメアＤＮＡの定量
によるゲノム老化の評価について

5,070,000 1,950,000 3,120,000

倉田　剛 九州大学 准教授 作品あるいは著作物の存在論的構造についての研究 2,730,000 1,040,000 1,690,000
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相島　慎一 九州大学 准教授
胆管癌における胆管レベルによる発癌・進展機構の違
い：胆汁酸受容体と糖代謝に関して

5,330,000 1,820,000 3,510,000

増田　俊彦 九州大学 准教授 作用素環の自己同型及び群作用の分類の研究 4,810,000 1,170,000 3,640,000

多川　孝央 九州大学 助教
学習コミュニティのソーシャル・キャピタルに関する実証
的研究

4,810,000 1,430,000 3,380,000

太田　好信 九州大学 教授 ポストヴァナキュラー論構築の試み 4,420,000 1,430,000 2,990,000

大下　丈平 九州大学 教授
ガバナンス・コントロールの理念と方法：デフレ脱却を
目指す不況の管理会計学

4,290,000 1,300,000 2,990,000

大西　秀哉 九州大学 准教授
新規Ｔｒｅｇ細胞マーカー（ＶＥＧＦＲ２）を標的としたＴｒｅｇ
細胞制御療法の開発

5,330,000 2,990,000 2,340,000

大西　俊郎 九州大学 准教授 鞍点等式を用いたＢａｙｅｓ推測の新展開 4,680,000 1,820,000 2,860,000

大坪　俊夫 九州大学 助教
尿酸産生酵素並びに尿酸の虚血性腎障害、メタボリッ
クシンドロームにおける役割

5,070,000 2,210,000 2,860,000

大島　裕司 九州大学 助教
難治型加齢黄斑変性に関する分子遺伝学的研究と
オーダーメイド治療研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

谷　泰寛 九州大学 准教授 ＭｏｒｐｈｉｎｇＦｌａｐによる低騒音高揚力装置の研究 5,070,000 2,080,000 2,990,000

谷口　秀子 九州大学 教授 現代英米児童文学における男装ーその意味と変遷 1,560,000 650,000 910,000

池田　文恵 九州大学 助教
久山町一般住民における生活習慣等の胃癌発症に及
ぼす影響

5,200,000 1,820,000 3,380,000

竹中　克斗 九州大学 助教
骨髄異形成症候群幹細胞の同定による新規分子標的
の探索

5,070,000 1,820,000 3,250,000

竹内　聡 九州大学 助教 痒み・掻破行動のアレルギー性皮膚炎に対する影響 4,290,000 1,170,000 3,120,000

中園　学 九州大学 助教 蛍光及び超音波を用いるＤＮＡの可視化と切断 4,420,000 2,600,000 1,820,000

中村　勝也 九州大学 助教
ＴｒｋＢ／ＢＤＮＦ経路を標的とした肺神経内分泌腫瘍に
対する治療法開発

5,330,000 2,340,000 2,990,000

中島　淳博 九州大学 助教
ウサギの脊髄局所冷却による脊髄保護効果と小胞体
ストレス反応の関係についての検討

5,070,000 1,950,000 3,120,000

中島　寅彦 九州大学 講師
動物モデルを用いた頭頸部癌に対する化学予防の研
究

4,550,000 2,340,000 2,210,000

中野　晴之 九州大学 教授
溶液内擬縮退系のための多配置電子状態理論とシ
ミュレーション手法の開発

5,330,000 2,470,000 2,860,000

中野　等 九州大学 教授
豊臣秀吉　朝鮮出兵　歴史認識　韓国併合　植民地支
配

2,860,000 1,170,000 1,690,000

中野　敏昭 九州大学 助教
血管新生因子による血管障害とその修復に関する病
理学的研究

5,330,000 1,950,000 3,380,000

中里見　敬 九州大学 准教授 濱文庫所蔵唱本目録の作成 4,160,000 1,040,000 3,120,000

長家　智子 九州大学 准教授
インストラクショナルデザインを基盤としたＩＣＴ活用教育
教材の開発と評価

4,940,000 1,040,000 3,900,000
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長谷　千代子 九州大学 講師
「もの」と「場所」の霊性の生成に関する宗教人類学的
研究

3,380,000 650,000 2,730,000

長友　康行 九州大学 准教授
調和写像によるベクトル束と部分多様体の双対性の幾
何学

5,070,000 1,820,000 3,250,000

鳥巣　浩幸 九州大学 助教
プロテオミクスによるウイルス関連脳症の病態特異的
バイオマーカーの探索

4,550,000 1,690,000 2,860,000

津山　孝人 九州大学 助教
針葉樹特異的な光合成制御機構の解明と育種への応
用

5,330,000 2,340,000 2,990,000

椎山　謙一 九州大学 助教
蛍石型酸化物における酸素イオンフレンケル対の特異
な挙動

4,680,000 2,340,000 2,340,000

柘植　義文 九州大学 教授
フィールドバス計装システムにおける自動調節弁の早
期故障検出法の開発

5,200,000 2,340,000 2,860,000

辻谷　俊一 九州大学 その他
胃癌幹細胞による腹膜転移形成と宿主免疫回避機構
に関する研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

鶴野　玲治 九州大学 准教授 編集可能な流体造形モデルの研究 5,460,000 2,210,000 3,250,000

天野　浩文 九州大学 准教授
ストレージとネットワークの仮想化による電子情報の遠
隔バックアップ技術の開発

4,290,000 2,080,000 2,210,000

田尻　達郎 九州大学 准教授
トランスジェニックマウスを用いた小児がんに対する新
規免疫遺伝子治療法の開発

5,070,000 1,820,000 3,250,000

田村　良一 九州大学 准教授
感性の観点からみた好ましい高齢者のためのパーソ
ナル移動補助機器のあり方

2,210,000 780,000 1,430,000

田中　孝男 九州大学 准教授
地方公共団体の客観的な争訟制度（国地方係争処
理、住民訴訟等）に関する実証研究

4,940,000 2,470,000 2,470,000

田中　晴生 九州大学 助教
エストロゲンレセプター／ヘッジホッグ両シグナル経路
を標的とした包括的乳癌治療

5,200,000 2,730,000 2,470,000

田淵　浩二 九州大学 教授 証拠調べのバイアス効果の手続的制御に関する研究 3,380,000 1,170,000 2,210,000

土山　聡宏 九州大学 准教授
高強度チタン合金における侵入型元素の有効利用技
術と特性発現機構

5,330,000 2,340,000 2,990,000

島田　英樹 九州大学 准教授
露天掘り鉱山採掘跡地におけるバイオマス燃料の安
定供給を目指した環境修復工法の開発

5,330,000 3,120,000 2,210,000

嶋　雄一 九州大学 助教 胎仔型ライディッヒ細胞の新たな生物学的機能の解明 5,200,000 2,080,000 3,120,000

湯澤　聡 九州大学 研究員
細胞極性タンパク質ＬＧＮを介した紡錘体の配向制御
機構の構造生物学的解析

5,460,000 2,210,000 3,250,000

藤井　潤 九州大学 准教授
感染性脳症の新規治療法として骨髄間葉系細胞を用
いた再生医療の挑戦的研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000

藤原　学 九州大学 助教
生殖腺によって制御される嗅覚行動の分子基盤と神経
回路における情報処理機構の解析

5,330,000 1,950,000 3,380,000

藤原　惠洋 九州大学 教授
『汎美計画』から芸術工学へ、デザインイデオローグと
しての小池新二研究

5,590,000 3,120,000 2,470,000

藤本　秀士 九州大学 教授
カンピロバクター腸炎の実態解明（臨床情報・菌株情
報の連結による調査研究）

5,330,000 2,990,000 2,340,000

徳永　えり子 九州大学 研究員
ホルモン受容体陽性乳癌におけるホルモン感受性の
分子機序の解明と個別化治療への応用

5,330,000 2,860,000 2,470,000
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栃原　浩 九州大学 研究員
金属及び半導体上に形成する同一性酸化シリコン単
分子層の構造とバンドギャップ

4,940,000 2,080,000 2,860,000

内海　泰弘 九州大学 助教
伝統的な樹木利用法の自然科学的理解に基づく民俗
木材学の創出

5,590,000 3,900,000 1,690,000

南澤　良彦 九州大学 准教授
先秦から隋唐に至る天文暦法を中心とした科学技術
の社会思想的研究

3,510,000 1,040,000 2,470,000

難波江　俊永 九州大学 研究員 癌の悪性度に関わる特定膵星細胞の同定 5,200,000 1,820,000 3,380,000

二宮　嘉行 九州大学 准教授
離散観測される確率場における分布理論の開発とそ
の空間統計学への応用

4,940,000 1,040,000 3,900,000

二宮　瑞樹 九州大学 その他
レシピエント由来血管内皮幹細胞誘導による生体肝移
植後過小グラフト克服

5,070,000 2,210,000 2,860,000

日笠　弘基 九州大学 助教 ＨＩＰＫ２を制御する新規Ｗｎｔ経路分子の探索 5,330,000 1,950,000 3,380,000

入田　和男 九州大学 准教授
手術室における緊急赤血球輸血の実施状況ならびに
その背景因子に関する実態調査

4,940,000 1,430,000 3,510,000

熱田　生 九州大学 助教
チタンをニッチとした間葉系幹細胞による新規インプラ
ント治療

5,200,000 3,250,000 1,950,000

梅崎　俊郎 九州大学 講師
脳幹における嚥下関連ニューロンネットワークの生理
学的ならびに組織学的研究

5,200,000 3,250,000 1,950,000

白羽根　健吾 九州大学 助教
乳癌遠隔転移における間様系幹細胞（ＭＳＣ）の役割
の解明とその臨床的意義の検討

5,200,000 1,820,000 3,380,000

白石　君男 九州大学 教授
ユニバーサル放送の実用化を目指した放送音声の音
響デザイン

4,810,000 2,340,000 2,470,000

飯山　和弘 九州大学 助教 昆虫のセラチア感染症に関する研究 5,330,000 2,080,000 3,250,000

比良松　道一 九州大学 助教
ユリの「早咲き性」進化と密接に関係する球根休眠性
喪失の遺伝機構

5,460,000 3,120,000 2,340,000

浜田　直樹 九州大学 助教
間質性肺炎・肺線維症における細気管支と肺胞上皮
間のクロストークの解明と制御

4,680,000 1,170,000 3,510,000

富松　潔 九州大学 教授
形状記憶合金デバイスディスプレイを用いたインタラク
ションデザイン研究

5,330,000 2,210,000 3,120,000

冨永　洋平 九州大学 その他
癌間質相互作用を制御する膵星細胞関連ｍｉＲＮＡの
同定とその制御機構の解明

5,200,000 1,820,000 3,380,000

武谷　立 九州大学 講師
サルコメアの形成・維持におけるアクチン重合機構の
役割と制御

5,330,000 1,820,000 3,510,000

福山　聡 九州大学 助教
呼吸器系の生活習慣病におけるＳＯＣＳ分子の病的意
義の解明と新規治療の探索

5,330,000 2,860,000 2,470,000

福田　応夫 九州大学 その他
摩擦摩耗における多元情報の客観的複合解析技術の
開発

5,720,000 4,420,000 1,300,000

福嶋　恒太郎 九州大学 講師
酸化ストレスの視点から見た胎盤機能不全における絨
毛細胞機能障害機構の解明

5,200,000 2,210,000 2,990,000

平川　雅和 九州大学 助教
食道癌放射線治療成績向上のための放射線感受性
制御ｍｉｃｒｏ　ＲＮＡと遺伝子の解明

5,460,000 2,860,000 2,600,000

平野　勝也 九州大学 准教授
肺高血圧症におけるプロテイナーゼ活性化型受容体
の役割解明と治療応用

5,200,000 1,950,000 3,250,000
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片岡　啓 九州大学 准教授 インド哲学文献に見る言葉の意味をめぐる論争史 5,330,000 1,950,000 3,380,000

北原　亨 九州大学 助教 筋機能ＭＲＩを用いた咀嚼筋疲労の分子イメージング 4,940,000 2,600,000 2,340,000

堀内　孝彦 九州大学 准教授
ＴＮＦの細胞表面への輸送機構の解明と炎症性疾患制
御への応用

5,460,000 3,640,000 1,820,000

本庄　雅則 九州大学 その他
エーテルリン脂質プラスマローゲンのアシル基の多様
性形成と生合成調節機構の解明

5,460,000 2,210,000 3,250,000

木原　尚 九州大学 助教
小型衛星を利用した再突入試験プローブ用アブレータ
の開発とその熱的性能予測

5,330,000 3,510,000 1,820,000

木田　勝之 九州大学 准教授
き裂進展がおよぼす工具鋼のマイクロテスラ領域の磁
場変化

5,200,000 1,950,000 3,250,000

野村　政壽 九州大学 講師 ミトコンドリアダイナミクスによる代謝調節機構の解明 5,070,000 2,600,000 2,470,000

野々村　淑子 九州大学 准教授
クライスト・ホスピタルの児童救済活動にみる近世ロン
ドンの養育と家族

4,940,000 2,470,000 2,470,000

矢向　正人 九州大学 准教授 未解読楽譜のデータベース化に関する総合的研究 5,070,000 2,210,000 2,860,000

友清　衣利子 九州大学 助教
強風被害拡大影響因子のリアルタイム情報を学習する
モデルの構築と住家強風危険度判定

4,810,000 1,820,000 2,990,000

有信　洋二郎 九州大学 助教
好酸球前駆細胞ステージ特異的ＩＬ－２５レセプター発
現の意義の解明

5,070,000 1,950,000 3,120,000

有村　達之 九州大学 助教 失体感症質問紙の標準化 5,330,000 3,770,000 1,560,000

鈴木　右文 九州大学 准教授
文字チャットで発揮される能力と一般的英語能力との
比較研究

1,300,000 650,000 650,000

鈴木　諭 九州大学 准教授
ＩＤＨ１変異体を有するグリオーマの細胞多様性と治療
応答性・抵抗性分画の同定

5,200,000 1,690,000 3,510,000

鈴木　裕美子 九州大学 その他
再生医学と低結晶性炭酸アパタイトを応用した新規骨
再生法の開発

4,940,000 1,950,000 2,990,000

鈴木　隆子 九州大学 准教授
アメリカとコロンビアの連携事例による国際教育協力循
環モデルの模索

4,810,000 1,170,000 3,640,000

脇水　健次 九州大学 助教
冬季北部九州玄界灘を対象にした，非降水雲に対す
る人工降雨の基礎的技術の開発

5,590,000 2,470,000 3,120,000

嶌越　恒 九州大学 助教
可視光駆動型ハイブリッド触媒の創製とエネルギー・
物質変換

5,200,000 1,690,000 3,510,000

廣田　豪 九州大学 助教
血漿中ｍｉｃｒｏＲＮＡ濃度のバイオマーカーとしての有用
性の検討

5,330,000 3,770,000 1,560,000

櫻井　祐子 九州大学 准教授
コンパクトな論理記述に基づく協力ゲーム理論の再構
築

5,200,000 1,950,000 3,250,000

趙　世晨 九州大学 准教授
住宅ストックの有効活用に向けた中古住宅市場の活
性化策と適正価格評価手法の開発

3,380,000 1,430,000 1,950,000

伊東　啓太郎 九州工業大学 准教授
子どもの遊びと自然体験を促す環境デザイン及び学習
プログラムの開発に関する実践研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

花沢　明俊 九州工業大学 准教授
児童福祉施設における画像技術を用いた行動予測安
全システムの構築

5,070,000 2,210,000 2,860,000
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鬼束　幸樹 九州工業大学 准教授
河川魚の突進速度の解明と組織乱流理論を用いた遡
上率の高い魚道の設計値の提案

4,030,000 1,560,000 2,470,000

宮野　英次 九州工業大学 准教授
離散 適化問題の計算モデルと高品質アルゴリズム
設計

5,200,000 2,080,000 3,120,000

金　亨燮 九州工業大学 准教授
脳外科手術支援用３次元非剛体画像位置合わせ法の
開発

5,200,000 1,820,000 3,380,000

古川　徹生 九州工業大学 教授 経験から高次知識を自己組織化する学習理論 4,160,000 1,820,000 2,340,000

高橋　公也 九州工業大学 准教授 流体音響理論を用いたエアリード楽器の解析 4,810,000 2,470,000 2,340,000

高須　登実男 九州工業大学 准教授
電解液流動を用いた分極制御による銅電解精製の高
電流密度化のための基礎研究

5,200,000 1,690,000 3,510,000

高瀬　康 九州工業大学 その他
ピッチ差を有するボルト・ナットによる緩み止め性能と
応力集中緩和効果に関する研究

5,330,000 2,990,000 2,340,000

佐藤　好久 九州工業大学 教授
シンプレクティックトポロジー的手法と代数幾何的手法
による４次元多様体の研究

3,770,000 1,040,000 2,730,000

山口　栄輝 九州工業大学 教授 既設鋼桁橋の維持管理性向上手法の開発 5,070,000 1,560,000 3,510,000

山崎　敏正 九州工業大学 教授 サイレントスピーチＢＣＩ 5,200,000 3,640,000 1,560,000

山村　方人 九州工業大学 准教授
相界面形成による乾燥促進効果の解明とその工学的
応用

5,200,000 3,380,000 1,820,000

山田　宏 九州工業大学 教授
剖検例ヒト頸動脈によるプラーク破裂に関わる材料力
学情報と病理学情報との関係の解明

5,200,000 2,080,000 3,120,000

篠原　武 九州工業大学 教授
多次元マルチメディアデータの内容に基づく高速近似
検索技法とその応用に関する研究

4,680,000 1,820,000 2,860,000

小守　良雄 九州工業大学 助教 確率Ｒｕｎｇｅ－Ｋｕｔｔａ法の発展的研究 4,940,000 1,560,000 3,380,000

松山　明彦 九州工業大学 准教授 棒状分子混合系の２軸液晶相の理論的研究 4,940,000 1,950,000 2,990,000

松平　和之 九州工業大学 助教
パイロクロア型イリジウム酸化物における金属絶縁体
転移の機構解明

5,070,000 2,210,000 2,860,000

西谷　龍介 九州工業大学 教授
ナノキャビティにおけるプラズモン増強光局所電子励
起に関する研究

4,940,000 2,860,000 2,080,000

川原　憲治 九州工業大学 准教授
ネットワーク省電力化を意識したトランスポートプロトコ
ルの検討と実証実験

4,810,000 1,950,000 2,860,000

谷川　洋文 九州工業大学 助教
燃料電池内部の水分量を適正に動的コントロールでき
る可変ガス流路の開発

5,460,000 3,250,000 2,210,000

竹澤　昌晃 九州工業大学 准教授
紫外光Ｋｅｒｒ効果顕微鏡による熱アシスト磁化反転の
高速・高分解能動磁区観察

5,460,000 2,340,000 3,120,000

中藤　良久 九州工業大学 教授
高齢者音声を明瞭化する音声処理インタフェースに関
する研究

5,330,000 1,950,000 3,380,000

柘植　顕彦 九州工業大学 教授
錯体化を駆動力とした赤色発光型ゲルの創製とその
機能化

5,330,000 2,730,000 2,600,000

内田　真人 九州工業大学 准教授
ネットワーク上の資源共用における情報の不完全性／
非対称性を考慮した需給調整 適化

5,200,000 1,820,000 3,380,000
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萩原　益夫 九州工業大学 研究員
ボロンを特性向上に利用した希少金属減量型高温用
チタン金属間化合物合金の開発

5,330,000 2,340,000 2,990,000

白土　竜一 九州工業大学 教授
製造コスト５０円／Ｗをめざした色素増感太陽電池の
開発

5,200,000 2,080,000 3,120,000

美藤　正樹 九州工業大学 准教授 異方的ひずみ法による磁性ナノ粒子の磁性操作 5,330,000 2,990,000 2,340,000

平木場　浩二 九州工業大学 教授
運動条件に依存する大腿筋活動水準の階層性と生理
応答との全身的協関

4,940,000 2,990,000 1,950,000

堀江　知義 九州工業大学 教授
ＭＥＭＳに生じる電界－構造－流体連成振動現象のモ
デリングと連成効果の検討

5,330,000 2,470,000 2,860,000

野田　秀樹 九州工業大学 教授
情報ハイディングと画質改善法を用いた画像圧縮効率
の向上

5,200,000 2,600,000 2,600,000

鈴木　恵友 九州工業大学 准教授
フラーレンナノ微粒子を用いた超精密加工技術に関す
る研究

5,330,000 4,030,000 1,300,000

Ｐ　Ｒａｔｎａｙａｋ
ｅ

佐賀大学 教授
スリランカの「ソーシャル・ビジネス」の展開と貧困削
減：日本の技術協力に関する研究

4,420,000 1,820,000 2,600,000

一色　司郎 佐賀大学 准教授
ナスの６種類の細胞質雄性不稔系統の発現様式及び
特性の解明

5,460,000 3,250,000 2,210,000

永島　広紀 佐賀大学 准教授
宮内省図書寮／李王職の朝鮮王公家関係史料調査・
収集と「実録編修」

3,250,000 1,560,000 1,690,000

永尾　晃治 佐賀大学 准教授
食環境による脂肪組織由来疾患遺伝子の発現制御と
病態発症の予防・改善

5,460,000 2,340,000 3,120,000

海野　雅司 佐賀大学 准教授
近赤外励起ラマン円偏光二色性分光を用いた生体関
連分子の構造解析手法の確立

5,200,000 1,950,000 3,250,000

皆本　晃弥 佐賀大学 准教授
ウェーブレット解析と精度保証付き数値計算技法の融
合による画像数学の構築

5,070,000 2,340,000 2,730,000

角　和博 佐賀大学 教授
アメリカ合衆国の科学技術教育における技術および工
学の教育内容の研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000

郭　其新 佐賀大学 教授
化合物半導体のヘテロ成長及びナノ構造の作製に関
する研究

5,330,000 2,730,000 2,600,000

蒲原　啓司 佐賀大学 助教
組織工学と幹細胞研究を融合させた新規自己細胞由
来人工血管による再生医療

4,550,000 2,210,000 2,340,000

岩坂　剛 佐賀大学 教授
子宮頸部腺系病変における細胞所見の定量的解析と
エピジェネティクスの変化の解析

4,550,000 1,300,000 3,250,000

戸田　修二 佐賀大学 教授
心筋細胞の生存・分化・脂肪毒性における脂肪組織の
役割とその制御機構

5,200,000 2,340,000 2,860,000

鯉川　雅之 佐賀大学 教授
三核環状錯体によるカプセル状分子集合体の構築と
包摂分子による磁性制御

5,330,000 3,120,000 2,210,000

荒木　宏之 佐賀大学 教授
ゼオライトとハイドロタルサイトを用いたリン回収技術と
吸着材の共役的再生技術の開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

高橋　英嗣 佐賀大学 教授
量子ドットによる細胞酸素イメージング：腫瘍内低酸素
のリアルタイムモニタを目指して

4,680,000 1,560,000 3,120,000

根上　武仁 佐賀大学 助教
セメントと生石灰による化学的地盤改良における強度
発現と劣化のプロセスに関する研究

3,770,000 1,430,000 2,340,000

三苫　至 佐賀大学 教授
チャーン・サイモンズ理論や面の運動に対する確率解
析的研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000
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山津　幸司 佐賀大学 講師 運動無関心および身体不活動に対する運動疫学研究 5,200,000 2,990,000 2,210,000

市場　正良 佐賀大学 教授
小児における室内空気環境による健康影響とその対
策

4,940,000 1,820,000 3,120,000

市川　尚志 佐賀大学 教授 モジュラー群の巾零完備化のモチーフ的構造 5,070,000 1,950,000 3,120,000

寺井　直樹 佐賀大学 准教授
Ｓｔａｎｌｅｙ－Ｒｅｉｓｎｅｒイデアルの極小自由分解と算術階
数

5,070,000 1,950,000 3,120,000

出原　賢治 佐賀大学 教授
マトリックスタンパク質による新規のアレルギー性炎症
機序の解明

5,200,000 2,210,000 2,990,000

新地　浩一 佐賀大学 教授 実践的な災害看護の教育方法の開発に関する研究 5,070,000 1,950,000 3,120,000

川上　泰彦 佐賀大学 准教授
教師の職能形成に影響する社会的・制度的要因の析
出と政策的・経営的示唆の提示

5,070,000 1,560,000 3,510,000

船久保　公一 佐賀大学 教授 相関関数を用いた初期宇宙非平衡現象の解析 1,300,000 390,000 910,000

前田　定廣 佐賀大学 教授 部分多様体と等質曲線 5,070,000 1,430,000 3,640,000

倉富　勇一郎 佐賀大学 准教授
舌癌の上皮－間葉系移行（ＥＭＴ）におけるラミニンγ２
鎖発現の意義に関する研究

4,290,000 1,170,000 3,120,000

速水　祐一 佐賀大学 准教授
干潟域大規模干拓・開門の環境影響に関する研究
－日韓比較の視点から－

5,590,000 2,860,000 2,730,000

大津　康徳 佐賀大学 准教授
ハイブリッドリングホロー放電の確立と大面積高密度
均一プラズマ源への応用

5,070,000 2,600,000 2,470,000

大坪　稔 佐賀大学 准教授
企業グループにおけるダイベスティチャー戦略の包括
的実証研究

4,810,000 2,210,000 1,040,000 2,600,000

中尾　友香梨 佐賀大学 講師 近世日本の琴楽受容に関する研究 1,300,000 520,000 780,000

鄭　文玉（池
田義孝）

佐賀大学 教授
糖転移酵素を用いた糖鎖の構造特異的分解反応の検
討と応用

5,200,000 2,080,000 3,120,000

渡辺　照男 佐賀大学 研究員
プラーク破綻におけるＭＭＰ－９の役割：新たな急性冠
症候群発症モデルの開発

5,200,000 2,470,000 2,730,000

藤村　美穂 佐賀大学 准教授 ラオス村落における慣習的土地所有の実態と変遷 5,070,000 2,470,000 2,600,000

藤田　景子 佐賀大学 准教授 ウェーブレット解析とその信号源分離への応用 4,940,000 1,300,000 3,640,000

平田　憲 佐賀大学 准教授
徐放作用を有する網膜接着糊を用いた網膜剥離およ
び虚血性網膜疾患の治療法

5,200,000 2,210,000 2,990,000

末岡　榮三朗 佐賀大学 准教授
低酸素応答遺伝子ＨＩＦ－αによるリンパ腫発生促進
機構の解析

5,200,000 2,470,000 2,730,000

木口　量夫 佐賀大学 教授 生体ハイブリッド信号に基づく動作補助ロボットの研究 5,200,000 2,080,000 3,120,000

野口　亮 佐賀大学 助教 幹細胞由来大型心筋移植片の心筋再生効果の解析 4,680,000 2,210,000 2,470,000

野瀬　昭博 佐賀大学 教授
ＣＡＭ型光合成における解糖系及びミトコンドリア呼吸
の関与について

4,940,000 1,820,000 3,120,000
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兒玉　浩明 佐賀大学 教授
ヘテロ二量化受容体が持つ二種類の結合部位から伝
達される生理活性情報の識別

5,460,000 3,380,000 2,080,000

濱　洋一郎 佐賀大学 准教授
魚類体表粘液糖タンパク質を基質に用いた新規グリカ
ナーゼの探索

5,330,000 2,600,000 2,730,000

ガンガ　伸子 長崎大学 教授 家族と食生活の変化に関する社会経済学的研究 2,990,000 1,170,000 1,820,000

芦澤　和人 長崎大学 准教授
ＣＴ上の肺結節の基準と経過観察に関する研究―ガイ
ドラインの有用性の検証―

3,120,000 1,430,000 1,690,000

安岡　彰 長崎大学 教授
地域における薬剤耐性菌の蔓延状況と急性期病院持
ち込みに関する疫学研究

4,810,000 2,600,000 2,210,000

伊藤　潔 長崎大学 准教授
Ｍ１及びＳ９ファミリーに属する高分子量ペプチダーゼ
の構造解析

5,330,000 3,120,000 2,210,000

井口　茂 長崎大学 准教授
高齢運動指導ボランティア主導による虚弱高齢者に対
する運動教室の効果と実効性の検討

4,680,000 1,950,000 2,730,000

井川　掌 長崎大学 准教授
自然炎症を基盤とした前立腺癌の進展におけるミッド
カインの役割解析

5,070,000 2,340,000 2,730,000

永安　武 長崎大学 教授
同時多発肺病変に対する細胞遺伝学的プロファイルに
基づいた治療戦略の確立

5,200,000 2,730,000 2,470,000

賀川　慎一郎 長崎大学 研究員
プロテオームを活用した新規受傷時期推定マーカーの
開発とその法医学的応用

5,200,000 1,560,000 3,640,000

釜崎　陽子 長崎大学 助教 歯原性間葉細胞の分化制御機構についての研究 5,330,000 3,250,000 2,080,000

鎌田　幸治 長崎大学 助教
レーザー焼結および切削加工されたメタルフレームへ
のハイブリッドレジンの接着強化

4,940,000 3,250,000 1,690,000

菊池　三穂子 長崎大学 講師
日本住血吸虫性肝線維化症重症化に寄与する虫卵由
来分泌抗原の機能解析

5,200,000 2,210,000 2,990,000

吉本　浩 長崎大学 助教
ファイブロサイト及び関連幹細胞による皮弁生着・延
長、創傷治癒の新規治療法の開発

5,070,000 2,860,000 2,210,000

久保　至誠 長崎大学 准教授
ＭＩの理念とエビデンスに基づくう蝕治療の合理的な診
療ガイドの構築

5,070,000 1,950,000 3,120,000

宮原　春美 長崎大学 教授
発達障害児の性発達支援プログラム開発に関する研
究

5,200,000 2,080,000 650,000 3,120,000

金子　高士 長崎大学 助教
歯周病原細菌によるインフラマソーム活性化機構に着
目した歯周炎症反応の制御

5,200,000 2,210,000 2,990,000

原　哲也 長崎大学 講師
ストレス誘導性コンディショニングの探索：高炭酸ガス
血症の効果

5,070,000 1,950,000 3,120,000

原田　哲夫 長崎大学 教授
定着用膨張材によるＰＣ鋼材の簡易中間定着具の開
発と定着機構

5,460,000 3,900,000 1,560,000

光武　範吏 長崎大学 助教
甲状腺癌幹細胞の高精度新規マーカー群の同定とそ
の機能解析

5,200,000 1,690,000 3,510,000

江口　克之 長崎大学 助教
東アジアにおける成人Ｔ細胞白血病１型の起源、進化
的変遷、宿主への適応

5,330,000 3,120,000 2,210,000

江口　晋 長崎大学 准教授 ヒト肝再構築シートを用いた肝再生医療の前臨床研究 5,200,000 1,690,000 3,510,000

荒川　修 長崎大学 教授
トラフグにおけるフグ毒結合性タンパク質の分布と機能
究明－性成熟の視点から

5,330,000 1,950,000 3,380,000
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高谷　智裕 長崎大学 准教授
交雑フグの毒蓄積能解析－毒化モデル試験による安
全性評価

5,330,000 2,080,000 3,250,000

今村　明 長崎大学 准教授
被虐待児のエピジェネティック異常仮説の臨床応用に
ついての検討

5,200,000 1,690,000 3,510,000

佐々木　美穂 長崎大学 助教
非造影ＭＲ灌流・拡散イメージングによる唾液腺機能
解析法の開発

5,330,000 2,210,000 3,120,000

坂口　大作 長崎大学 准教授
ダイオード励起固体レーザを用いたドップラーグローバ
ル流速計の開発

5,200,000 2,340,000 2,860,000

三浦　清徳 長崎大学 講師
母体血漿中胎児・胎盤特異的ｍＲＮＡ／ｍｉｃｒｏＲＮＡの
同定と臨床応用に関する研究

5,330,000 2,730,000 2,600,000

三好　宏 長崎大学 助教
腎虚血再灌流障害に対する水素の腎保護効果とその
分子生物学的機序の解明

5,200,000 2,860,000 2,340,000

山口　朝彦 長崎大学 准教授
固気混相熱流動のためのメニーコアプロセッサを用い
た超高速解析エンジンの開発

5,200,000 1,690,000 3,510,000

山崎　浩則 長崎大学 准教授
メタボリックシンドローム発症予知に関する研究～ハイ
リスク大学生の検出～

5,330,000 3,250,000 2,080,000

山崎　聡士 長崎大学 助教
ｍｉＲＮＡによる関節リウマチ滑膜細胞リプログラミング
の誘導

5,070,000 2,080,000 2,990,000

山崎　直哉 長崎大学 講師
ＧＦＰラット移植肺モデルにおけるＳｔｅｍ　ｃｅｌｌの新たな
役割

5,070,000 2,470,000 2,600,000

山地　弘起 長崎大学 准教授
大学におけるコミュニケーション教育の総合的カリキュ
ラムの開発とＦＤへの展開

5,330,000 2,600,000 2,730,000

山田　耕史 長崎大学 准教授
チューブリンを分子標的とする海洋無脊椎動物由来の
新規抗がん剤素材の探索研究

5,460,000 3,250,000 2,210,000

氏福　健太 長崎大学 助教
神経膠芽腫の獲得薬剤耐性に関与するｍｉＲ―１９５の
機能解析

5,200,000 1,820,000 3,380,000

七條　和子 長崎大学 助教
被爆者病理標本における残留放射能の検出と内部被
曝の分子病態解明

5,980,000 5,200,000 780,000

小山　久美子 長崎大学 准教授
社会政策史的視点からの米国貿易政策史　－市民層
の食品安全基準への不満－

4,550,000 1,820,000 2,730,000

小山　敦弘 長崎大学 准教授
走査型レーザー誘起超音波非破壊検査システム（ＳＬ
ＡＮＤＩ）の開発とその応用

5,720,000 4,810,000 910,000

小田　達也 長崎大学 教授
マイクロバイオアッセイによる赤潮生物の毒性因子解
析

5,330,000 2,340,000 2,990,000

松永　昭一 長崎大学 教授
肺音を用いた統計的手法による肺疾患者の頑健で高
精度な検出法の研究

4,680,000 2,340,000 2,340,000

松坂　誠應 長崎大学 教授
虚弱高齢者に対するマウスピースを使用したマシント
レーニングプログラムの効果

4,420,000 1,950,000 2,470,000

松田　雅子 長崎大学 准教授
マーガレット・アトウッドのグローバル・ヴィジョン－サバ
イバル・地球環境・未来－

5,330,000 1,820,000 3,510,000

松本　久美子 長崎大学 准教授
グローバル化時代に求められる人材育成のための教
育方法に関する予備的研究

4,290,000 910,000 3,380,000

上谷　雅孝 長崎大学 教授
関節リウマチにおける両手ＭＲＩ撮像法の改良および
非造影ＭＲＩの臨床的有用性の研究

5,460,000 3,900,000 1,560,000

正本　忍 長崎大学 准教授
フランス絶対王政の統治構造再考：官僚制、治安、裁
判

5,200,000 1,950,000 3,250,000
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西原　俊明 長崎大学 教授 英語表現のイメージ化と理解度、及び定着率の研究 1,300,000 780,000 520,000

石松　祐二 長崎大学 講師
ＭＡＬＴリンパ腫に対するマクロライド系抗菌薬の抗腫
瘍効果

3,510,000 1,300,000 2,210,000

川崎　英二 長崎大学 准教授 １型糖尿病の病態解明と発症・進展予知への応用 5,200,000 2,600,000 2,600,000

川上　純 長崎大学 教授
自己抗原をプロテオミクスで同定しＲＡの診断、病態解
明、治療に展開する横断的研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

村田　潤 長崎大学 准教授
手指感覚情報処理時の自律神経性手指循環制御機
構に対する脳皮質活性変調の効果

4,810,000 2,340,000 2,470,000

大津留　晶 長崎大学 准教授
放射線腸炎に対する自家脂肪組織由来間葉系前駆細
胞を用いた再生治療

5,070,000 1,560,000 3,510,000

大庭　康司郎 長崎大学 助教
腎癌におけるアノイキス抵抗性獲得因子の網羅的解
析と予後予測や治療標的としての検討

5,200,000 2,340,000 2,860,000

谷口　弘一 長崎大学 准教授 対人ストレスコーピングに関する実践的介入研究 4,680,000 1,560,000 3,120,000

池田　正行 長崎大学 教授
レギュラトリーサイエンスの手法を用いた新薬承認審
査ナレッジベースの構築と応用

5,200,000 2,340,000 2,860,000

中根　秀之 長崎大学 教授
２１世紀の統合失調症の発症危険率や精神医学的臨
床症状の変化に関する調査研究

5,070,000 1,300,000 3,770,000

中村　聖三 長崎大学 教授
橋梁－車両系の動的応答解析とモンテカルロ法を用い
た疲労設計用衝撃係数の定式化

5,070,000 2,210,000 2,860,000

中嶋　幹郎 長崎大学 教授
同一薬効成分の医薬品適用時におけるヒト肝毒性イベ
ントのリスク予測法に関する研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

中野　治郎 長崎大学 助教
不動に伴う慢性痛の発生メカニズムを末梢組織の変
化から探る

5,070,000 1,170,000 3,900,000

長谷川　寛雄 長崎大学 助教
ＨＴＬＶ－１インテグラーゼ特異的阻害剤の開発：天然
由来物質ラメラリンの可能性

3,380,000 1,690,000 1,690,000

塚崎　邦弘 長崎大学 准教授
低悪性度ＡＴＬとＨＴＬＶ－１キャリアの併合解析による
中間群の抽出

4,160,000 1,690,000 2,470,000

辻　峰男 長崎大学 教授
ＤＣリンク情報のみ利用した交流電動機の新センサレ
スベクトル制御

4,030,000 1,560,000 2,470,000

田上　直美 長崎大学 講師 ファイバー補強接着ポンティック補綴法の確立 5,330,000 3,510,000 1,820,000

田中　俊幸 長崎大学 准教授 電磁波を利用したコンクリート診断技術の高性能化 5,330,000 2,860,000 2,470,000

田中　美保子 長崎大学 助教
インプラント患者の咬合力調節機構－歯根膜とオッセ
オパーセプションの役割－

5,330,000 3,250,000 2,080,000

田中　邦彦 長崎大学 准教授
血中循環がん細胞を用いた脳転移におけるがん微小
環境の解析

5,200,000 2,600,000 2,600,000

都田　真奈 長崎大学 助教
マラリア感染における記憶ＣＤ８＋Ｔ細胞の再活性化抑
制メカニズムの解明

5,330,000 2,210,000 3,120,000

土谷　智史 長崎大学 講師
ヒト脂肪由来幹細胞の障害肺、移植肺治療への実用
化を目指す、肺生着、臓器保護の研究

5,460,000 2,860,000 2,600,000

桃木　悟 長崎大学 准教授
物性が大きく異なる流体へ適用可能な内面溝付管内
蒸発統一物理モデルの構築

3,380,000 1,300,000 2,080,000
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内藤　真理子 長崎大学 准教授
組込み接合エレメントＣＴｎＰｇ１による口腔内細菌間で
の遺伝子伝達

5,070,000 1,300,000 3,770,000

畠山　智充 長崎大学 教授
カルシウム依存性レクチンの糖鎖認識機構及び細胞
膜内イオンチャネル形成機構の解明

5,200,000 1,950,000 3,250,000

尾崎　幸生 長崎大学 助教
新たなＴ細胞サブセットＴｈ１７の歯周組織破壊に関す
る基礎的研究

4,420,000 1,560,000 2,860,000

布施　隆行 長崎大学 助教
プリオン感染に関与する異常型プリオンタンパク質以
外の因子解明

5,070,000 1,950,000 3,120,000

福田　英輝 長崎大学 講師
日常生活における咀嚼回数が地域住民の生活自立度
やＱＯＬに与える影響

5,200,000 2,600,000 2,600,000

福田　正弘 長崎大学 教授
多様な社会のあり方を追求するシミュレーション教材の
開発と実践

2,600,000 1,300,000 1,300,000

福田　卓 長崎大学 助教
免疫性神経筋接合部疾患における新規自己抗原の検
索

5,200,000 2,210,000 2,990,000

平山　謙二 長崎大学 教授
クルーズトリパノソーマ原虫慢性感染症（シャーガス
病）に対するワクチン治療モデル

5,200,000 2,210,000 2,990,000

平瀬　正賢 長崎大学 准教授
読書指導カリキュラム構築の基礎研究――大村はま
の読書生活指導の系統性を中心に――

3,250,000 1,430,000 1,820,000

平田　勝政 長崎大学 教授
日本的ハンセン病社会事業成立史研究－隔離主義と
治療主義の相克過程の検討を通して－

4,940,000 1,820,000 3,120,000

北條　美能留 長崎大学 助教
オピオイドおよびカナビノイドと二量体化受容体の相互
作用の分子機構の解明

5,070,000 1,950,000 3,120,000

本間　季里 長崎大学 講師
腸間膜ＮＨ細胞によるＴｈ２非依存性Ｎ．ｂｒａｓｉｌｉｅｎｓｉｓ
感染排除機構の解析

5,330,000 2,080,000 3,250,000

本村　政勝 長崎大学 講師
新たな病因自己抗体、ＬＲＰ４抗体陽性重症筋無力症
の臨床像と神経筋接合部病態

5,460,000 3,380,000 2,080,000

林　健太郎 長崎大学 講師 高血圧ラットにおける血管原性脳浮腫の研究 4,810,000 1,950,000 2,860,000

和達　容子 長崎大学 准教授 環境イシューの多義化とＥＵ環境リーダーシップの諸相 3,770,000 1,430,000 2,340,000

和田　光弘 長崎大学 准教授
赤血球中葉酸類の超高感度定量法の開発とその臨床
応用

5,330,000 2,080,000 3,250,000

趙　成三 長崎大学 講師
非アルコール性脂肪肝炎に対する麻酔薬の肝虚血保
護法の検討：糖尿病薬との相互作用

5,200,000 1,690,000 3,510,000

スイコ　メ
リー・アン・ソ

熊本大学 助教
がん抑制遺伝子によるＥＴＳ転写制御因子ＭＥＦの発
現制御機構の解明

5,330,000 1,950,000 3,380,000

安田　修 熊本大学 その他 Ａｐｏｐ遺伝子を標的とした抗加齢療法の創出 5,070,000 2,210,000 2,860,000

伊藤　仁一 熊本大学 教授 小跡の新たな研究方向と関連する諸問題 5,070,000 1,820,000 3,250,000

伊藤　茂樹 熊本大学 教授
３次元画像解析によるベータ線内用療法の治療精度
向上に関する研究

5,200,000 3,120,000 2,080,000

宇佐美　しお
り

熊本大学 教授
精神障害者への救急・急性期治療ケア・マネジメントモ
デルの開発

5,200,000 2,340,000 2,860,000

奥宮　敏可 熊本大学 准教授
ポンペ病新生児スクリーニングにおけるアジア人固有
の遺伝子多型の影響とその回避策

5,330,000 3,120,000 2,210,000
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奥野　豊 熊本大学 助教
骨髄腫細胞のＰＵ．１による細胞増殖停止のメカニズム
の解明及び治療への応用

5,070,000 2,210,000 2,860,000

奥野　洋一 熊本大学 教授
回折格子を用いたプラズモンバイオセンサの位相検出
による分解能向上

3,510,000 1,560,000 1,950,000

岡本　良成 熊本大学 助教
ＡＤＡＭ１７および転写因子ｓｎａｉｌを標的としたがん浸潤
阻害剤の開発

5,200,000 1,820,000 3,380,000

加藤　文元 熊本大学 教授 リジッド幾何学の代数幾何学への多角的応用の研究 5,070,000 1,690,000 3,380,000

河野　吉昭 熊本大学 助教
去勢抵抗性前立腺癌におけるＤｋｋ－１の機能解析及
びその治療への応用

5,200,000 2,210,000 2,990,000

蒲原　英伸 熊本大学 講師
ＴＲＡＩＬの好中球排除によるＳＩＲＳの制御機構の解明
とその臨床応用

5,200,000 2,210,000 2,990,000

吉澤　達也 熊本大学 助教 末梢組織における新たなインスリン作用の解析 5,200,000 2,210,000 2,990,000

久恒　昭哲 熊本大学 助教
中枢神経系におけるシアル酸の病態生理学的意義の
解明

5,200,000 1,820,000 3,380,000

宮縁　育夫 熊本大学 准教授
阿蘇カルデラ周辺域における草原の歴史と成立要因
の解明

5,070,000 1,560,000 3,510,000

宮成　信友 熊本大学 その他
食道扁平上皮癌におけるＡＫＴ及びＥＲＫ　ｐａｔｈｗａｙ関
連遺伝子変異の網羅的解析

5,330,000 2,470,000 2,860,000

宮本　裕士 熊本大学 その他
大腸癌におけるｐ５３およびオートファジー機能解明と
治療への応用

5,070,000 2,210,000 2,860,000

橋本　衛 熊本大学 助教 レビー小体型認知症の臨床経過の縦断的調査研究 5,200,000 1,690,000 3,510,000

橋本　修一 熊本大学 准教授
ｂｅｔａ－Ｃａｔｅｎｉｎ／Ｓｏｘ２／ｐ６３シグナルの肺上皮分
化・腫瘍原生制御解析

5,330,000 3,380,000 1,950,000

金　大弘 熊本大学 准教授
時間依存の摂動をもつマルコフ過程の大域的性質とそ
の応用

4,290,000 1,560,000 2,730,000

後藤　貴浩 熊本大学 准教授
人口減少・超高齢社会を見据えたスポーツとコミュニ
ティ形成に関する研究

3,120,000 910,000 2,210,000

後藤　知己 熊本大学 教授
慢性炎症病態への小胞体ストレス経路の時空間的関
与機構の解析

5,330,000 2,210,000 3,120,000

溝渕　園子 熊本大学 准教授
近代雑誌メディア文化におけるジェンダーと異文化表
象の編成に関する日露比較研究

3,120,000 910,000 2,210,000

高原　朗子 熊本大学 准教授
高機能広汎性発達障害者の対人関係能力の向上を目
指した臨床心理学的支援に関する研究

3,510,000 1,820,000 1,690,000

高森　啓史 熊本大学 講師
発癌におけるマイクロＲＮＡによるエピジェネティクス制
御機構の解明

5,070,000 1,560,000 3,510,000

国府　浩子 熊本大学 教授
再発治療を受ける乳がん患者の意思決定支援モデル
の開発

5,200,000 2,340,000 2,860,000

今堀　龍志 熊本大学 その他
水素結合相互作用を駆使する環境調和的エンーインメ
タセシス反応の選択性制御

5,200,000 1,950,000 3,250,000

佐久川　貴志 熊本大学 准教授 高繰り返しパルスパワーを用いた環境浄化研究 5,070,000 2,730,000 2,340,000

佐藤　晃 熊本大学 准教授
ハイブリッドＸ線ＣＴ法によるマクロ－ミクロ流動・岩盤
破壊評価法の高度化

5,330,000 2,340,000 2,990,000
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鷺島　克之 熊本大学 助教
血清・喀痰中のＥｘｏｓｏｍａｌ　ｍｉＲＮＡを用いたＡＲＤＳ
の新規診断・治療戦略

5,200,000 2,210,000 2,990,000

山下　康行 熊本大学 教授
ＳＰＥＣＴ／ＣＴ融合画像による肝切除における局所肝
機能評価法の確立

5,200,000 2,340,000 2,860,000

山下　太郎 熊本大学 助教
トランスサイレチンＹ１１４Ｃ型遺伝性脳アミロイド血管
症の病態解析

4,940,000 1,820,000 3,120,000

山本　栄和 熊本大学 助教 生体ドナーにおける三次元肝予備能解析の研究 3,250,000 1,040,000 2,210,000

秋吉　貴雄 熊本大学 准教授 政策移転と教訓導出の様態に関する研究 3,380,000 1,170,000 2,210,000

緒方　智成 熊本大学 准教授
可視光による光運動機能を有する高分子液晶多層膜
の構築

5,460,000 2,990,000 2,470,000

小原　恭子 熊本大学 教授
Ｃ型肝炎ウイルスがＢ細胞を介して発揮する病原性の
インパクト

5,200,000 2,080,000 3,120,000

小糸　厚 熊本大学 教授
ＡＰＯＢＥＣ１ノックアウトマウスを用いた抗レトロウイル
ス自然免疫機構の研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

小澤　雄二 熊本大学 准教授
設置が簡易で安全に武道の指導ができる施設・用具
の開発

4,420,000 3,380,000 1,040,000

松永　浩文 熊本大学 准教授
生理活性物質汎用合成を指向した新規鉄塩触媒高効
率不斉反応系の開発

5,330,000 2,470,000 2,860,000

上土井　貴子 熊本大学 助教
こどもの疲労にかかわる物理・心理・社会的環境の解
明と予防

5,330,000 2,340,000 2,990,000

上野　眞也 熊本大学 教授
社会的ジレンマとソーシャル・キャピタルに関する日中
比較研究

4,550,000 1,430,000 3,120,000

城本　啓介 熊本大学 教授
代数的符号理論を軸とした組合せ論・量子情報理論へ
の多面的展開

5,070,000 1,820,000 3,250,000

常田　明夫 熊本大学 准教授
カオス理論とシフトレジスタに基づいた符号系列の設
計と応用

5,200,000 1,950,000 3,250,000

森岡　基浩 熊本大学 准教授
脳動脈壁検体プロテオミクス解析を中心としたもやもや
病の病因解析研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000

辛島　龍一 熊本大学 その他
ＴＲＣ法を用いた血中遊離大腸癌細胞の検出とその抗
癌剤感受性マーカーとしての意義

5,460,000 2,860,000 2,600,000

水田　博志 熊本大学 教授
軟骨変性の進行における小胞体ストレスの役割に関
する分子生物学的解析

5,200,000 2,730,000 2,470,000

杉浦　正晴 熊本大学 准教授
不斉カルボン酸によるホウ素試薬および関連試薬の
活性化に基づく新規触媒反応の開発

5,200,000 2,210,000 2,990,000

杉田　裕樹 熊本大学 その他
一酸化窒素（ＮＯ）によるＲＴＫリン酸化制御機構の分
子生物学的解析と癌治療への応用

5,200,000 2,210,000 2,990,000

西川　武志 熊本大学 その他
ｍｔＲＯＳとｍｔＤＮＡ修復酵素ＰＯＬＧの糖尿病合併症へ
の関与とその制御による治療

5,200,000 1,950,000 3,250,000

斉藤　寿仁 熊本大学 教授 ＳＵＭＯとユビキチン複合鎖によるエピゲノム制御 5,460,000 1,820,000 3,640,000

千場　直美 熊本大学 助教
更年期女性の包括的健康支援システムの構築に関す
る研究

5,330,000 2,470,000 2,860,000

川越　保徳 熊本大学 准教授
淡水－海水コラボレートＡｎａｍｍｏｘ培養系の構築と窒
素除去技術への応用

5,330,000 1,950,000 3,380,000

196



（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

川原　顕磨呂 熊本大学 准教授
マイクロ流路内二相流動に及ぼす各種特異点の影響
の解明

5,070,000 3,510,000 1,560,000

船間　芳憲 熊本大学 助教
逐次近似画像再構成を用いたＣＴ線量低減技術に関
する研究

5,330,000 2,730,000 2,600,000

前田　洋助 熊本大学 准教授
ＨＩＶ－１補助受容体の２量体形成がＨＩＶ－１感受性に
与える影響の解析

5,200,000 2,210,000 2,990,000

村上　聖 熊本大学 教授 鉄筋コンクリート部材の耐爆補強に関する研究 4,680,000 2,470,000 2,210,000

村田　貴広 熊本大学 准教授
全固体型超短パルス深紫外レーザーガラスの開発の
ための基礎的研究

4,290,000 1,690,000 2,600,000

大森　雄樹 熊本大学 その他 直接血管吻合によらない脳血流改善治療法の開発 5,070,000 2,470,000 2,600,000

棚平　千代子 熊本大学 助教
神経障害性疼痛発症におけるＧＰＲ１０３－２６ＲＦａ，Ｑ
ＲＦＰ系の役割

4,810,000 1,300,000 3,510,000

谷川　智幸 熊本大学 准教授
正則変動関数論を用いる非線形微分方程式の解の精
密な漸近解析：振動理論の表側と裏側

4,680,000 1,040,000 3,640,000

池田　学 熊本大学 教授
前頭側頭葉変性症における食行動異常の神経基盤に
関する研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000

竹田　佳代 熊本大学 その他
マクロファージのＣＯＸ－２を介したＰＰＡＲ活性化機序
と動脈硬化抑制効果の解析

5,200,000 1,950,000 3,250,000

竹林　浩秀 熊本大学 准教授
神経幹細胞の維持・分化制御に関わる転写機構の解
析とその神経難病治療への応用

5,200,000 2,080,000 3,120,000

中山　秀樹 熊本大学 助教
マイクロＲＮＡ解析による口腔癌の薬剤耐性化機構の
解明と新規診断治療法への応用

5,200,000 1,950,000 3,250,000

中川　和子 熊本大学 教授
性別と遺伝情報による副作用・生活習慣病リスクの層
別化と個別化医療実現への取り組み

5,460,000 2,340,000 3,120,000

中村　公俊 熊本大学 講師
小児期発症メタボリック症候群における内胚葉系細胞
のカルシウムシグナルの役割

5,070,000 2,080,000 2,990,000

中田　晴彦 熊本大学 准教授
新世代ビスフェノール類の分析法確立と水域汚染の実
態解明および環境リスク評価

5,590,000 2,340,000 3,250,000

長井　洋平 熊本大学 その他
食道癌におけるｍｉｃｒｏＲＮＡを介した偽遺伝子による遺
伝子制御機構の解明の解明

4,680,000 1,820,000 2,860,000

長谷川　麻子 熊本大学 助教
壁装材料の室内空気質に対する影響とその対策に関
する研究

5,200,000 2,340,000 2,860,000

直江　秀昭 熊本大学 助教
細胞周期調節因子ｃｄｈ１の消化器癌発生・進展におけ
る役割の解明

5,070,000 1,950,000 3,120,000

田中　聡 熊本大学 助教
マウス生殖系列へのリプログラムに関わるニッチェ形
成機構の解明

5,330,000 1,950,000 3,380,000

島谷　浩 熊本大学 准教授 英語外部テストの妥当性・波及効果に関する研究 1,560,000 780,000 780,000

入江　厚 熊本大学 講師
放射性ヨウ素と質量分析による感染性細菌プロテアー
ゼの免疫細胞上の標的分子の同定

5,460,000 1,820,000 3,640,000

入江　徹美 熊本大学 教授
ＬＤＬ受容体非介在性の脂質輸送担体を用いたニーマ
ン・ピック病Ｃ型の治療戦略

5,200,000 2,340,000 2,860,000

入倉　充 熊本大学 准教授
低出生体重児におけるドキサプラムの体内動態の変
動要因を解明する

5,200,000 2,600,000 2,600,000
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八幡　彩子
（谷口彩子）

熊本大学 准教授
戦後における小学校家庭科の展開過程と家政学の専
門性：鹿内瑞子旧蔵資料をもとに

3,120,000 1,040,000 2,080,000

冨吉　勝美 熊本大学 教授
アミロイド変性症（ＡＤ，ＦＡＰ）の分子イメージング診断
法の開発

5,070,000 2,340,000 2,730,000

副島　弘文 熊本大学 准教授
動脈硬化巣での原因歯周病菌の検出と同定による虚
血性心疾患予防へのアプローチ

5,200,000 1,690,000 3,510,000

福島　美紀子 熊本大学 准教授
傷害網膜に誘導された組織幹細胞の機能発現とその
眼内制御機構に関する研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

片岡　恵一郎 熊本大学 助教
新しい高血圧関連因子ＡＳＫ２の循環器病における役
割の解明

5,200,000 2,080,000 3,120,000

北須賀　輝明 熊本大学 准教授
無線マルチホップネットワークの弱い層間連携による
高効率通信技術

5,070,000 1,950,000 3,120,000

北島　美香 熊本大学 准教授
高磁場装置を用いた高精細ＭＲＩ画像によるグリオーマ
の放射線治療支援画像の開発

4,550,000 3,380,000 1,170,000

堀野　敬 熊本大学 助教
膵分泌性トリプシンインヒビター抗体を用いた膵癌に対
する分子標的治療の開発

5,330,000 2,600,000 2,730,000

麻生　範雄 熊本大学 准教授
成人急性リンパ性白血病の遺伝子異常による予後予
測

5,070,000 2,210,000 2,860,000

蓑田　涼生 熊本大学 准教授
Ｓｉｄｅ　ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ法を用いて抽出した成体幹細胞の
マウス耳胞内移植

5,460,000 3,900,000 1,560,000

木村　弘信 熊本大学 教授
一般超幾何関数とモノドロミー保存変形による可積分
系の大域的研究

4,940,000 1,300,000 3,640,000

木村　博子 熊本大学 准教授
コミュニティ音楽療法を核とした新しいコンサート・モデ
ルの研究

5,200,000 1,820,000 3,380,000

野見山　尚之 熊本大学 講師
細胞内品質管理機構とケモカインＣＸＣＬ１Ｌ遺伝子の
進化

5,460,000 2,340,000 3,120,000

矢野　憲一 熊本大学 教授
非相同末端連結によるＤＮＡ二重鎖切断修復の新しい
制御機構

5,330,000 1,950,000 3,380,000

矢野　正人 熊本大学 助教 スフィンゴ脂質による酸化ストレス制御機構の解明 5,330,000 2,210,000 3,120,000

矢野　隆 熊本大学 教授
ベトナムの中都市での交通騒音に関する社会調査とア
ジアのデータアーカイブの構築

5,070,000 2,210,000 2,860,000

有海　康雄 熊本大学 准教授
細胞内スペックルによるＲＮＡウイルスゲノム動態制御
機構の解明

5,200,000 2,210,000 2,990,000

有馬　英俊 熊本大学 教授
臨床応用可能な癌細胞特異的全身投与型ｓｉＲＮＡデリ
バリーシステムの構築

5,200,000 1,950,000 3,250,000

立石　智 熊本大学 講師 Ｒａｄ１８とチェックポイント因子の相互作用の解析 5,330,000 1,950,000 3,380,000

鈴木　実 熊本大学 教授
非小細胞肺癌の血管新生機序解明に対する新しいア
プローチ法とその臨床応用

5,200,000 2,340,000 2,860,000

和田　孝浩 熊本大学 准教授
ホルモン不応性前立腺癌特異的分泌プロテアーゼの
精製・同定と癌治療への応用

5,460,000 3,380,000 2,080,000

雙田　珠己 熊本大学 准教授
肢体不自由児・者のズボンの着脱動作解析と自立を助
ける修正衣服の開発

5,460,000 3,380,000 2,080,000

礒濱　洋一郎 熊本大学 准教授
アクアポリン水チャネルの新規機能とそれを応用した
抗炎症薬の開発

5,200,000 2,080,000 3,120,000
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穐吉　條太郎 大分大学 准教授
うつ病・パニック障害におけるＦＫＢＰ５とＣＲＨＲ１の総
合的な役割研究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

衣笠　一茂 大分大学 准教授
限界集落のコミュニティ・エンパワメントに関する実証
的研究

4,940,000 1,560,000 3,380,000

井手　知恵子 大分大学 教授
都道府県保健師のキャリア形成過程とジョブローテー
ションに関する研究

3,120,000 1,170,000 1,950,000

井田　知也 大分大学 准教授
自治体間競争を通じて深化する地方分権社会の効率
性と非効率性に関する理論・実証分析

2,730,000 1,300,000 1,430,000

衛藤　裕司 大分大学 准教授
専門ＮＰＯによる自閉症児への機能的支援に関する研
究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

園井　千音 大分大学 准教授
イギリス国民意識形成に果たすイギリス文学の公共的
性質の研究

5,070,000 2,340,000 2,730,000

横井　功 大分大学 教授
水溶性ビタミンＥ誘導体による外傷性てんかん発症予
防の実証的研究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

岡本　修 大分大学 講師
デルマトポンチンにより活性化されたフィブロネクチン
は抗腫瘍活性を持つのか

5,330,000 3,640,000 1,690,000

下田　恵 大分大学 准教授
ケモエンザイマティック合成による高水溶性タキソール
誘導体の開発とその応用

5,070,000 1,560,000 3,510,000

加隈　哲也 大分大学 講師
過栄養性脂肪肝の病態生理学的メカニズムの解明と
活性酸素によるＤＮＡ障害の関与

5,200,000 3,120,000 2,080,000

家本　宣幸 大分大学 教授
積空間の理論から超空間の位相的性質の解明へ：集
合論的手法の模索

4,810,000 1,560,000 3,250,000

宮崎　伊久子 大分大学 講師
看護基礎教育におけるＫＹＴを導入した段階的な医療
安全教育に関する研究

2,990,000 1,690,000 1,300,000

熊本　俊秀 大分大学 教授
ＧＮＥ遺伝子異常に伴う遠位型ミオパチーの病態解析
と治療法の開発

5,200,000 2,470,000 2,730,000

古賀　精治 大分大学 教授
ダウン症児・者のための運動発達支援プログラムの開
発に関する研究

3,640,000 2,210,000 1,430,000

戸高　孝 大分大学 准教授
回転液中紡糸法を用いた細線状永久磁石製造法の開
発

5,330,000 2,730,000 2,600,000

後藤　真宏 大分大学 教授
超微細粒銅は機械・機能性材料としての耐疲労特性を
有するか

5,460,000 4,030,000 1,430,000

御手洗　靖 大分大学 准教授
人工的日英バイリンガル養育児における英語疑問文と
関係詞構文習得の縦断的研究

1,170,000 390,000 780,000

江下　優樹 大分大学 准教授
チクングニア熱の国内二次患者発生を阻止する、迅速
な感染蚊検出システムの確立

4,810,000 1,690,000 3,120,000

荒川　満枝 大分大学 准教授
薬剤耐性菌出現を防止するための、看護師の手指表
面免疫物質による抗菌効果

5,070,000 3,250,000 1,820,000

高橋　尚彦 大分大学 准教授
抗酸化物質の弱点を克服した新たな心筋虚血再灌流
障害阻止法の構築

4,030,000 1,430,000 2,600,000

高見　博之 大分大学 教授
労働市場と金融市場を考慮した混合寡占市場に関す
る理論的研究

4,940,000 1,950,000 2,990,000

黒川　勲 大分大学 教授 スピノザの自然哲学の形成に関する研究 2,600,000 1,300,000 1,300,000

今戸　啓二 大分大学 教授 ベルトの自己締結性の解明と応用機器の創製 5,330,000 2,730,000 2,600,000

199



（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

坂井　美恵子 大分大学 准教授
コーパスに基づいたコロケーション習得のためのｅラー
ニング教材の開発と実践研究

4,940,000 2,730,000 2,210,000

三浦　真弘 大分大学 講師
経リンパ脳脊髄液側副吸収路における正常・異常漏出
機序の形態学的解明とその動態解析

5,330,000 2,470,000 2,860,000

三股　浩光 大分大学 教授
ヒト外尿道括約筋に高発現するサイトカイン・シグナル
伝達関連遺伝子の同定と機能解析

5,330,000 2,860,000 2,470,000

山崎　清男 大分大学 教授
教育の協働を推進する社会教育主事の役割に関する
理論的・実証的研究

2,470,000 1,170,000 1,300,000

志賀　たずよ 大分大学 准教授
地域保健分野で働く看護職のリスクとリスクマネジメン
ト

1,950,000 650,000 1,300,000

児玉　悟 大分大学 講師 鼻粘膜樹状細胞を標的とした経鼻ワクチンの開発 4,940,000 1,950,000 2,990,000

寺町　芳子 大分大学 教授
がん医療におけるギアチェンジを伝えるアプローチ法
の開発

4,420,000 1,690,000 2,730,000

柴田　克成 大分大学 准教授
時間軸を考慮したニューロベース強化学習によるシン
ボル処理創発への突破口の模索

5,200,000 2,990,000 2,210,000

緒方　正男 大分大学 講師
同種造血細胞移植後ヒトヘルペスウイルス６脳炎の病
態解析と発症予測

4,550,000 1,690,000 2,860,000

松隈　久昭 大分大学 教授
地域団体商標による水産物のブランド化と漁協の組織
力に関する比較研究

2,210,000 780,000 1,430,000

松本　重清 大分大学 講師
新規抗酸化物質ＥＴＳ－ＧＳを用いた敗血症時の副腎
不全に対する新しいアプローチ

5,200,000 2,080,000 3,120,000

新宮　千尋 大分大学 助教
急性肝炎時におけるビタミンＥ誘導体ＥＴＳ－ＧＳ投与
の改善効果の検討

5,200,000 2,860,000 2,340,000

瀬尾　泰久 大分大学 助教
珪藻のＤＮＡ－ｂｉｎｄｉｎｇ特性を利用した溺死診断法の
開発

5,460,000 2,860,000 2,600,000

正木　孝幸 大分大学 助教
肥満症、メタボリックシンドロームにおける食事のリズ
ム調節因子の解析

3,900,000 1,950,000 1,950,000

前田　寛 大分大学 教授
テニスにおけるトップスピン技術が手関節に及ぼす影
響

5,200,000 3,510,000 1,690,000

大岩　幸太郎 大分大学 教授 数字を通して「数学を愛する」ようになる方法の開発 5,330,000 2,470,000 2,860,000

谷口　勇一 大分大学 准教授
学校と総合型地域スポーツクラブによる「新しい公共」
の創出過程に関する研究

4,160,000 1,300,000 2,860,000

中川　幹子 大分大学 助教
女性に特有な微小血管性狭心症および冷え症の病態
解明と漢方的アプローチ

5,590,000 2,470,000 3,120,000

猪股　雅史 大分大学 准教授
がん特異的ラジカルスカベンジ制御に基づく新しい癌
休眠療法の確立

5,070,000 3,120,000 1,950,000

長谷川　英男 大分大学 教授
インドネシアの固有齧歯類に寄生する線虫類の生物地
理学的研究

5,460,000 2,600,000 2,860,000

天尾　豊 大分大学 准教授
二酸化炭素を燃料化する光捕集分子－人工補酵素－
ギ酸脱水素酵素複合体の設計と創製

5,330,000 2,470,000 2,860,000

田上　公俊 大分大学 准教授
非平衡プラズマによる予混合気の着火・燃焼促成と燃
焼モデルの構築に関する研究

5,330,000 2,990,000 2,340,000

田中　新正 大分大学 教授
ダウン症候群の動作法による発達支援に関する臨床
指導研究

5,070,000 4,030,000 1,040,000
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