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小林　世治 日本大学 准教授 都市型工業集積における中小企業の存立状態 2,600,000 1,560,000 1,040,000

松川　睦 日本大学 助手 感性における個体差の形成に経験が及ぼす影響 3,900,000 1,560,000 2,340,000

松本　裕子 日本大学 講師
薬物性歯肉肥厚の発症機序の解明－Ｅｔｓ遺伝子の発
現機構と役割－

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

信夫　隆司 日本大学 教授
日米安全保障条約の事前協議制度をめぐる密約の政
治史的構造

1,430,000 650,000 780,000

森本　哲司 日本大学 助教
細いヘンレの上行脚における細胞間隙ナトリウムイオ
ン輸送の解析

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

榛葉　繁紀 日本大学 准教授
時計遺伝子ＢＭＡＬ１による脂肪細胞機能の制御とそ
のメカニズム

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

秦　光賢 日本大学 講師
ワルファリン代謝酵素のゲノム解析によるオーダーメイ
ド医療に関する研究

650,000 130,000 520,000

須江　隆 日本大学 教授
中国近世社会像の再構築に向けた宋～清の地方志及
び碑文に関する記録伝承の地域史研究

2,990,000 650,000 2,340,000

杉藤　公信 日本大学 助教
脱分化脂肪細胞（ＤＦＡＴ）を用いた臓器移植モデルに
おける急性期拒絶反応制御の検討

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

西出　利一 日本大学 教授
Ｐｅｔａｌ　Ｅｆｆｅｃｔを示すハフニア薄膜の集水性の研究と
集水膜への応用

5,590,000 3,900,000 1,690,000

西本　哲也 日本大学 准教授
脳神経細胞の力学損傷の定量解析による頭部傷害メ
カニズムの解明

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

青山　清英 日本大学 准教授
国内一流棒高跳選手のパフォーマンスに影響を与える
質的要因と量的要因の関係

3,120,000 2,600,000 520,000

青木　伸一郎 日本大学 講師 歯科治療が心身両面の健康に及ぼす効果について 5,330,000 3,120,000 2,210,000

青柳　美輝 日本大学 助教 学習理論における特異性と複素および実解析的考察 4,940,000 1,300,000 3,640,000

石毛　久美子 日本大学 准教授 新規脳保護薬の探索とその保護メカニズム 5,460,000 3,770,000 1,690,000

川合　康 日本大学 教授 『平家物語』成立圏の歴史学的研究 3,640,000 1,430,000 2,210,000

泉　泰之 日本大学 研究員
胎盤絨毛へのＣＤ４非依存的なＨＩＶ感染、複製機序の
解析

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

浅野　正岳 日本大学 准教授 ロタウイルスの口腔粘膜上皮感染に関する研究 5,200,000 2,470,000 2,730,000

相馬　正義 日本大学 教授
ＰＩポリアミドによるＭＹＣ下流遺伝子の発現抑制と抗腫
瘍効果の検討

4,550,000 650,000 3,900,000

多田　充裕 日本大学 講師 電子嗅覚装置を用いた老人性口臭の検討 4,550,000 1,690,000 2,860,000

大場　允晶 日本大学 教授
クラウド時代の次世代型業績評価システムの研究開
発

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

大澤　啓志 日本大学 准教授
水田周りの半自然草地の生態的修復に向けた手法開
発

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

谷　樹昌 日本大学 助教
ｎー３系不飽和脂肪酸の虚血性心疾患予防効果：ＬＤＬ
コレステロール機能による検討

5,200,000 1,170,000 4,030,000
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池田　正則 日本大学 准教授
ＳＰＶ法によるボトムゲート型ＴＦＴにおける多結晶Ｓｉ薄
膜の結晶性評価技術の開発

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

中森　広道 日本大学 教授
「緊急地震速報」の展開と災害情報の向上に関する調
査研究

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

中川　活二 日本大学 教授
近接場光アンテナ励起局所円偏光生成による次世代
高速度・高密度磁気記録

5,460,000 3,770,000 1,690,000

中嶋　昭 日本大学 助教
二次口蓋成長発育におけるＴＧＦ－βシグナル伝達に
ついての解明

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

朝比奈　潔 日本大学 教授 小型歯鯨類における胎盤性性腺刺激ホルモンの探索 5,720,000 4,160,000 1,560,000

津田　啓方 日本大学 助教
食品成分誘導エピジェネティック制御による歯周炎予
防法の開発

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

坪井　善道 日本大学 教授
アジアの発展途上国の都市における街路空間利用形
態に関する事例的調査・分析

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

渡辺　敬一 日本大学 教授 特異点の可換環論 4,810,000 1,170,000 3,640,000

藤森　裕基 日本大学 准教授 ナノ空間内に閉じこめられた水の高圧下における挙動 5,200,000 2,990,000 2,210,000

藤谷　陽悦 日本大学 教授
日本と英国の田園住宅地で実践された住宅改善の事
業・思想に関する比較研究

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

梅村　靖弘 日本大学 教授
セメント水和物のケイ酸構造を指標としたコンクリート
の 適材料設計手法

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

白井　健二 日本大学 教授
広領域表面テクスチャ生成のための加工システムと微
小変位装置の開発

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

白川　哲夫 日本大学 教授
エピジェネティック制御異常による嚥下障害と呼吸不全
の発症機序の解明

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

麦島　秀雄 日本大学 教授
臍帯血・臍帯由来幹細胞の機能評価と小児疾患に対
する細胞治療への応用

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

武市　収 日本大学 講師
難治性根尖性歯周炎の血管内皮細胞を介した炎症の
遷延と治癒機構の解明

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

福本　雅彦 日本大学 准教授 免疫細胞化学的検索の口腔がん検診への応用 1,040,000 520,000 520,000

平山　聡司 日本大学 准教授
石灰化誘導能を有するＴＴＣＰ／ＤＣＰＡ配合４‐ＭＥＴＡ
／ＭＭＡレジンの開発

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

壁谷　英則 日本大学 准教授 わが国のノミ媒介性新興リケッチア感染症の分布状況 5,330,000 2,340,000 2,990,000

保坂　敏子 日本大学 准教授
映像作品を利用した日本語教育の体系化と授業デザ
インの研究

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

牧山　清 日本大学 准教授
超高速声帯撮影検査・発声機能検査による重症音声
障害者の音声治療計画

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

木原　雅巳 日本大学 教授
擬似電子透かしによる利用者情報の埋め込み方法の

適化に関する研究
4,680,000 2,600,000 2,080,000

木本　統 日本大学 講師
健康長寿をサポートする軟質リライン材の新型接着性
モノマーの開発

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

野田　工 日本大学 准教授
実解析的アイゼンシュタイン級数を含む多重級数の研
究

4,420,000 2,600,000 1,820,000
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有川　量崇 日本大学 講師 唾液分泌促進に有効な機能性食品の検討 5,200,000 1,950,000 3,250,000

落合　邦康 日本大学 教授
歯周病原菌代謝産物のエピジェネティク制御遺伝子へ
の作用と難治性全身疾患への影響

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

緑川　泰 日本大学 助教
切除不能大腸癌に対する抗癌剤感受性予測遺伝子に
よる個別化医療の実践

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

林　誠 日本大学 准教授 新規歯内治療用セメントの開発に関する基礎的研究 5,200,000 1,820,000 3,380,000

鈴木　美和 日本大学 講師
イルカ細胞培養技術の確立および未知アクアポリンの
浸透圧調節における機能の解明

5,460,000 3,900,000 1,040,000 1,560,000

鈴木　由紀子 日本大学 講師 日本における企業倫理研究の基礎づけ 1,690,000 780,000 910,000

鈴木　良弘 日本大学 助教
ＴＲＡＩＬとＫＡＴＰ阻害剤によるメラノーマ治療の基礎研
究

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

濱本　明 日本大学 准教授
ゴーイング・コンサーン情報と企業継続能力との整合
性

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

邉　吾一 日本大学 教授
損傷を受けたＣＦＲＰ積層実構造の残存強度解明に関
する研究

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

加藤　昌克 日本医科大学 准教授
ラットゴナドトロピン放出ホルモンニューロンの興奮性を
規定するイオンチャネルの解明

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

亀谷　修平 日本医科大学 講師
α１－Ｓｙｎｔｒｏｐｈｉｎ欠損マウスを用いた視神経脊髄炎
の病態解析

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

菊地　浩人 日本医科大学 准教授
キサンチン酸化還元酵素における阻害剤の作用の研
究―「鍵と鍵穴」のドグマを超えて

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

五十嵐　健人 日本医科大学 講師
バセドウ病患者における個別化医療実現のための基
礎的研究

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

吾妻　安良太 日本医科大学 教授
線維化病態における骨髄前駆線維細胞の役割と新規
治療薬の効果判定に関する研究

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

功刀　しのぶ 日本医科大学 助教
間質性肺炎における血管新生関連因子の機能解析と
臨床応用

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

高橋　謙治 日本医科大学 准教授
ラジオ波温熱刺激を用いた変形性関節症の疼痛抑制
効果に関する研究

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

高見　佳宏 日本医科大学 准教授
幹細胞とコラーゲン架橋を導入した無細胞真皮マトリッ
クスによる結合組織の再生

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

坂本　長逸 日本医科大学 教授
慢性胃炎進展とシクロオキシゲナーゼ２遺伝子単塩基
変異の役割

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

三枝　英人 日本医科大学 講師
慢性期統合失調症患者に発症する嚥下障害の実態調
査と病態解明のための研究

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

三宅　弘一 日本医科大学 准教授
ダイヤモンド・ブラックファン貧血の新規分子病態の解
明と治療法の開発

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

三品　雅洋 日本医科大学 講師
ＰＥＴを用いたアデノシン受容体とパーキンソン病の不
随意運動の関係についての研究

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

勝部　康弘 日本医科大学 准教授
Ｎａ／Ｃａ交換輸送が胎児・新生児の動脈管と末梢肺
動脈の血管緊張度にはたす役割

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

小川　俊一 日本医科大学 教授
血管炎の急性期における血管平滑筋細胞の形質転換
に伴う細胞機能・応答機構の解明

5,200,000 1,950,000 3,250,000
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松谷　毅 日本医科大学 助教
外科的侵襲時の脂肪細胞の役割と塩酸ピオグリタゾン
投与の有効性

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

上村　尚美 日本医科大学 講師
生体内酸化ストレスの定量的評価システムを用いた水
素分子による糖尿病改善効果の解析

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

新田　隆 日本医科大学 教授
ダブル・ポテンシャル・マッピング法：伝導ブロックの新
しい検証法の開発

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

深澤　隆治 日本医科大学 准教授 川崎病発症機構の解明 5,330,000 3,120,000 2,210,000

石井　永一 日本医科大学 その他
ラット肝臓移植モデルにおける免疫寛容獲得の機序と
抗炎症作用を用いた治療応用

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

石橋　宰 日本医科大学 講師
妊娠高血圧症候群に伴う蛋白尿発症に関わるマイクロ
ＲＮＡの同定と機能解析

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

折笠　千登世 日本医科大学 講師
組み換えアデノウイルスベクターを用いた脳の性差形
成機構の解明

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

村上　隆介 日本医科大学 講師
デュアルエネルギーサブトラクション法によるマンモグ
ラフィに関する研究

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

大泉　旭 日本医科大学 助教
出血性ショック後臓器障害発生における軟部組織損傷
の役割に関する研究

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

中西　一浩 日本医科大学 准教授
難治性がん性疼痛患者におけるくも膜下モルヒネ鎮痛
法の費用対効果

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

中村　哲子 日本医科大学 准教授
１９世紀アイルランド小説のアイリッシュネスの発展と
拡散に関する研究

3,900,000 1,170,000 2,730,000

内田　英二 日本医科大学 教授 Ｉｎ　ｖｉｖｏ　イメージングシステムを用いた膵癌治療実験 4,420,000 1,560,000 2,860,000

内藤　善哉 日本医科大学 教授 膵臓癌幹細胞の同定と新たな治療への試み 4,940,000 1,690,000 3,250,000

堀　純子 日本医科大学 准教授
眼内微小環境の恒常性維持の分子機構の解析と眼組
織移植への応用

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

林田　眞喜子 日本医科大学 准教授
ＱＴＯＦ質量分析装置を用いたベンゾジアゼピン系薬物
分析法の新展開

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

羽山　和秀 日本歯科大学 准教授
ＲＩと近赤外蛍光との複合イメージングを用いた腫瘍画
像化の試み

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

河上　智美 日本歯科大学 講師
抗腫瘍薬による歯周組織障害の組織学的考察および
効果的なう蝕予防法の検討

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

菊谷　武 日本歯科大学 教授
摂食嚥下機能維持を目的とした精神神経疾患に対す
る薬物動態／薬力学的検討

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

後藤　真一 日本歯科大学 准教授
ジルコニアをコアとする全部陶材冠の耐破折強度の改
善

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

佐藤　かおり 日本歯科大学 講師
マウス舌発生における舌下神経の軸索誘導に働く血
管・神経・筋系譜細胞の相互作用

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

才木　桂太郎 日本歯科大学 講師
歯周炎原因菌のタンパク質毒素を分泌する外膜チャネ
ルの解明

4,680,000 1,300,000 3,380,000

沼部　幸博 日本歯科大学 教授 禁煙前後の歯周組織変化の多角的解析 5,200,000 1,950,000 3,250,000

川村　浩樹 日本歯科大学 准教授 唾液メタボローム解析による歯周病検出技術の確立 5,070,000 1,560,000 3,510,000
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田村　文誉 日本歯科大学 准教授
子どものヘルスプロモーションのための食育推進：母
子支援方法の探索研究

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

筒井　健機 日本歯科大学 教授
歯髄幹細胞の象牙芽細胞への分化に関与する遺伝子
群の情報ネットワークの解明

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

奈良　貴史 日本歯科大学 准教授 出土焼骨の基礎的研究 3,120,000 1,170,000 1,950,000

奈良　陽一郎 日本歯科大学 教授 メタルフリー接着性修復のｉｎ　ｖｉｖｏ／ｉｎ　ｖｉｔｒｏ評価 5,200,000 2,080,000 3,120,000

那須　優則 日本歯科大学 准教授
唾液腺細胞の放射線障害に対するアミノチオール系防
護剤の効果

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

内川　喜盛 日本歯科大学 准教授
幼児における唾液中フッ化物イオン濃度を用いた効果
的なフッ化物製剤応用法の検討

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

福田　雅臣 日本歯科大学 准教授
食育支援のための「食と咀しゃく」をテーマにした学校
保健教育効果の評価に関する研究

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

柳下　寿郎 日本歯科大学 准教授
ヒト舌表在性癌の切除断端における細胞異型・胞巣構
造・浸潤様式の３次元病理診断

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

梨田　智子 日本歯科大学 准教授
シェーグレン症候群モデルマウス唾液腺アクアポリン５
の動態とその分子機構の解明

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

山口　幸夫 日本社会事業大学 その他
アジアのコミュニティを核とする災害リスク管理ソーシャ
ルワーク人材育成に関する研究

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

永松　美希 日本獣医生命科学大学 准教授
食の安全とアニマルウェルフェアに配慮した畜産物
フードチェーンの開発に関する研究

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

横須賀　誠 日本獣医生命科学大学 准教授
キンカチョウの単一嗅球を嗅覚研究モデルにするため
の基盤研究

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

柿沼　美紀 日本獣医生命科学大学 教授
母子の語り場面の発話と構造ー日本と中国の定型発
達児と高機能自閉症児の理論的研究

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

小林　眞理子
（望月眞理子

日本獣医生命科学大学 准教授
飼育動物および野生動物を用いた環境および健康モ
ニタリング法の検討

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

板橋　久雄 日本獣医生命科学大学 その他
マイコトキシンの牛ルーメン内代謝機構の解明とプロ
バイオテックスによる制御

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

永田　典子 日本女子大学 准教授 脂質が関与するポーレンコート形成メカニズムの解明 5,330,000 1,950,000 3,380,000

佐川　賢 日本女子大学 教授
視覚障害者の生活支援のためのアクセシブルデザイ
ン技術

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

三島　暁子 日本女子大学 研究員 南北朝・室町時代の寺社における奏楽の基礎的研究 2,990,000 1,300,000 1,690,000

大沢　真知子 日本女子大学 教授 高まる経済リスクと世帯の対応に関する日韓比較 4,940,000 1,560,000 3,380,000

中村　三緒子 日本女子大学 研究員
高等教育における女性の職業キャリア－母親の子育
て・就業意識に注目して

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

島田　良子 日本女子大学 准教授
マイクロキャビティ構造を用いたコヒーレントフォノンに
関する研究

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

藤井　恵子 日本女子大学 准教授
生活習慣病予防に資する雑穀利用食品の設計とその
基盤原理の確立

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

尾中　文哉 日本女子大学 教授
「能力」の制度としての試験に関する比較社会学的考
察

5,200,000 2,730,000 2,470,000
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福田　安典 日本女子大学 教授 四国地域における俳諧資料の総合的調査と研究 1,950,000 650,000 1,300,000

平田　京子 日本女子大学 准教授
共助力向上をめざした地域防災コミュニティ構築のた
めの社会実験に基づく実践研究

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

木村　真理子 日本女子大学 教授
精神保健サービス利用者の新たな役割と可能性の開
発

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

中里　浩一 日本体育大学 准教授
異なるラット系統種の筋力トレーニングへの応答の差
をモデルとした筋肥大因子の探索

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

加藤　純 ルーテル学院大学 教授
児童養護施設における家庭支援専門相談員が用いる
家族支援技法の普及に関する研究

4,160,000 780,000 3,380,000

福島　喜代子 ルーテル学院大学 教授
ＩＭＲ（リカバリーと病気の自己管理プログラム）普及の
促進及び評価研究

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

安永　明智 文化学園大学 准教授
高齢者のメンタルヘルスに及ぼす身体活動・運動の影
響に関する縦断研究

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

安野　彰 文化学園大学 准教授
衛生思想の展開ならびに設備技術等の関係から見た
明治・大正初期における上流の邸宅

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

糸林　誉史 文化学園大学 准教授
地域社会と民俗服飾－質的分析によるフォークロリズ
ムに関する地域・分野横断的研究

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

米山　雄二 文化学園大学 教授
水／エタノールを洗浄溶媒とする環境適合型ドライク
リーニングシステムの構築

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

安田　彰 法政大学 教授
１ｋＷデジタル直接駆動大電力スピーカシステムの高
精度／効率化と電気機械系への適用

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

吉野　和子
（漆原和子）

法政大学 教授 南大東島におけるカルスト化過程のモデル化の構築 5,070,000 2,340,000 2,730,000

結城　英雄 法政大学 教授
ジェイムズ・ジョイスの創作に及ぼしたアイルランド文学
ルネサンスの影響

3,640,000 1,430,000 2,210,000

高野　良一 法政大学 教授
米国における学校法人の多元化―チャータースクール
と私立学校の比較を焦点に―

4,290,000 1,560,000 2,730,000

今泉　裕美子 法政大学 教授
ミクロネシア信託統治の始原期に関する研究―委任統
治からの移行と植民地社会の再編

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

佐藤　成基 法政大学 准教授 ドイツの移民統合と国民的自己理解の変容 2,210,000 910,000 1,300,000

佐藤　陽子 法政大学 准教授
短期留学が英語オーラル・コミュニケーション能力と学
習者の意識に与える影響

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

佐柄　信純 法政大学 教授
曖昧な提携と協力ゲームの交渉解：市場による解法の
限界を越えて

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

山本　真鳥 法政大学 教授
グローバル化する互酬性―サモア儀礼交換の新たな
展開

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

寺井　公子 法政大学 教授 国際公共財の協力的供給と資金メカニズム 2,600,000 1,040,000 1,560,000

柴山　純 法政大学 講師
周波数依存型３次元ＬＯＤ―ＦＤＴＤ法の開発とプラズ
モンデバイス解析への応用

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

若原　徹 法政大学 教授 ２次元物体の柔らかな画像マッチングの研究 2,210,000 1,040,000 1,170,000

酒井　健 法政大学 教授
危機の時代の文化多元主義　ー　雑誌『ドキュマン』と
バタイユの野心

5,070,000 2,210,000 2,860,000
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小沢　和浩 法政大学 教授
電気自動車の普及を促進するインフラ整備の効果を考
慮した市場拡大予測モデルの開発

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

松本　倫明 法政大学 准教授
磁気散逸を考慮した乱流分子雲コアにおける星形成
の研究

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

常重　アントニ
オ

法政大学 教授
単一接触面を有するアロステリック蛋白質における浸
透圧の影響

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

新倉　貴士 法政大学 教授 業態としてのカテゴリー：消費者視点の業態研究 5,200,000 2,470,000 2,730,000

森田　喬 法政大学 教授
ジャック・ベルタンの地図学理論の発展段階とその位
置づけに関する研究

1,560,000 650,000 910,000

申　龍徹 法政大学 准教授 東アジアにおける行政文化の形成と変容 2,080,000 910,000 1,170,000

西澤　栄一郎 法政大学 教授
琵琶湖集水域における農業経済・水文水質モデルの
構築に関する研究

5,200,000 1,170,000 4,030,000

川崎　貴子 法政大学 准教授 Ｌ２音韻習得における二重モデルの構築 3,380,000 1,300,000 2,080,000

川村　正典
（川村湊）

法政大学 教授
南米日系移民および韓国系移民による文学に関する
総合的研究

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

相田　利雄 法政大学 教授 繊維産業における技能継承と人材育成 4,940,000 1,820,000 3,120,000

池田　宏一郎 法政大学 教授 モデル理論における新たな構成法の構築 2,860,000 1,040,000 1,820,000

中谷　安男 法政大学 教授
ヨーロッパ共通参照枠上位者のコミュニケーション・スト
ラテジー調査と検証法の確立

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

田嶋　圭一 法政大学 准教授
音声言語における韻律構造の心理的実在性に関する
通言語的研究

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

渡邊　弥生 法政大学 教授
ソーシャルスキル教育における感情リテラシー育成の
強化と教員研修システムの構築

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

筒井　美紀 法政大学 准教授
地域主権をめぐる葛藤と社会的労働市場の持続的発
展に関する教育・労働社会学的研究

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

飯野　厚 法政大学 准教授
英語の音読とシャドーイングがスピーキングに及ぼす
効果

1,300,000 650,000 650,000

満木　泰郎 法政大学 教授 縮尺鉄筋を用いたものづくり教育システムの開発 4,940,000 1,170,000 3,770,000

木村　光宏 法政大学 教授
品質指向ソフトウェア開発プロセスを支援する統計分
析手法の開発と改善

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

鈴木　豊 法政大学 教授
欧州連合における集権分権と状態依存ガバナンスの
ゲーム理論的分析およびその拡張

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

高橋　勝彦 星薬科大学 准教授
ｐ５７ＫＩＰ２による脂溶性ビタミンの生理活性制御機構
の解明と応用研究

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

高山　幸三 星薬科大学 教授
高機能性製剤のデータベース構築と内部構造の可視
化

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

森下　まり子 星薬科大学 准教授
膜透過技術を搭載したバイオ医薬の非侵襲的デリバ
リーの創製と臨床開発への橋渡し研究

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

斉藤　貢一 星薬科大学 准教授
大麻および痩身薬などゲートウェイドラッグの乱用を迅
速に判定する方法の開発

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

307



（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

千葉　義彦 星薬科大学 准教授
新規気管支喘息治療薬開発に向けた気管支平滑筋過
敏性発現メカニズムの解明

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

大野　修司 星薬科大学 講師
胎児ＧＣ曝露に及ぼす環境化学物質の影響評価とヒト
胎盤ＨＳＤ１１Ｂ２の関与

4,290,000 1,300,000 2,990,000

竹ノ谷　文子 星薬科大学 講師
ペプチドの点鼻投与と運動療法を用いた肥満解消の
新戦略

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

辻　勉 星薬科大学 教授
インテグリン依存的ながん細胞の腹膜への接着・浸潤
とサイトカインによる修飾

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

米谷　芳枝 星薬科大学 教授
リガンドの新規修飾方法によるがんターゲティングナノ
製剤の開発

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

鈴木　勉 星薬科大学 教授
緩和医療における医療用麻薬使用による副作用対策
の包括的薬学研究

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

平田　美和子 武蔵大学 教授
アメリカのサンベルトにおけるリフォーム政治の変容（１
９７０年代～２０世紀末）

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

野呂　康 武蔵大学 研究員
マザリナードと論争研究　―　歴史社会学と文学社会
学の境界領域研究

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

井上　隆一郎 東京都市大学 教授
革新的中小企業の知財収益化キーファクターに関する
実証研究

4,680,000 1,950,000 2,730,000

横山　真一郎 東京都市大学 教授 要件定義の品質向上とリスク評価のための方法論 5,330,000 2,210,000 3,120,000

岩尾　徹 東京都市大学 准教授 超高速分光計測を用いた酸化膜除去過程の解明 3,900,000 2,340,000 1,560,000

吉川　弘道 東京都市大学 教授
線状施設の地震時システムリスク解析とＧＩＳパノラマ
鳥瞰図法の開発

3,770,000 1,820,000 1,950,000

金澤　昭彦 東京都市大学 教授
レドックス機能をもつ有機イオウ導電性ポリマーの創製
とリチウム電池正極材への応用

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

山口　勝己 東京都市大学 教授
学校運営からみた小学校におけるオープン型教室の
成果と課題に関する研究

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

山本　史華 東京都市大学 准教授
地域コミュニティの日常に出発し日常に還る倫理（エー
トス）の研究

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

西村　功 東京都市大学 教授 部分免震構造の研究 5,200,000 910,000 4,290,000

大谷　紀子 東京都市大学 准教授
低炭素社会のための多様な配送状況に対応可能な二
酸化炭素排出量 少経路探索システム

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

鏑木　裕 東京都市大学 教授
安価な新規高結晶性カーボンナノファイバーの調製と
評価

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

天野　克也 東京都市大学 教授
パーミアビリティからみた住宅地空間評価に関する研
究

3,510,000 1,040,000 2,470,000

田中　剛 東京都市大学 その他
不同沈下した小規模建築物への発泡ウレタン杭による
急速沈下修正工法の実用化

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

包　躍 東京都市大学 教授 超深い奥行感３Ｄ裸眼画像表示システム 2,210,000 1,040,000 1,170,000

本多　照幸 東京都市大学 教授
超深地層環境における核種移行に関するナチュラルア
ナログ研究

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

丸山　忠璋 武蔵野音楽大学 教授 形成的アセスメントの６要素による音楽科授業改革 1,300,000 130,000 1,170,000
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篠塚　勝正 武蔵野音楽大学 講師 脳神経科学に基づく通訳訓練の有効性 5,070,000 3,380,000 260,000 1,690,000

薦田　治子 武蔵野音楽大学 教授 近代琵琶楽の成立と展開 2,600,000 1,430,000 1,170,000

中川　俊宏 武蔵野音楽大学 教授 公立文化施設と芸術団体の提携に関する調査研究 4,420,000 1,950,000 2,470,000

楢崎　洋子 武蔵野音楽大学 教授
器楽作品と声楽作品の関係の諸相に見る日本の作曲
史

2,470,000 910,000 1,560,000

伊藤　清美 武蔵野大学 教授
肝取り込みトランスポーターの阻害に基づく薬物間相
互作用の定量的予測

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

伊藤　泰彦 武蔵野大学 准教授
松かさ燐片構成を応用した空間造形の研究　－環境
に呼応するバイオミミクリ空間－

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

熊本　卓哉 武蔵野大学 教授
基質の柔軟な構造を生かした二量化反応を鍵反応と
するロマイビチシンＡの合成研究

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

佐藤　公 武蔵野大学 准教授
体系的な対外認識育成をはかる外国史教育の内容構
成に関する理論的・実践的研究

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

玉蟲　敏子 武蔵野美術大学 教授
近世前半の宮廷サロンにおける絵画制作と和歌の役
割――屏風絵と寄合画帖を中心に――

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

高橋　陽一 武蔵野美術大学 教授 近代日本の学問形成・教科書編纂と国学 4,550,000 1,430,000 3,120,000

ロザリオ　ラ
ラッタ

明治大学 講師
障害者と雇用：日本とイギリスにおけるＷＩＳＥｓの普及
の比較研究

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

阿部　直人 明治大学 教授
周波数に基づき制御則を切換える実用的振動制御に
関する研究

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

加藤　志津子 明治大学 教授
企業システムの比較分析－ロシア・東欧諸国を中心と
して－

4,680,000 1,040,000 3,640,000

久城　哲夫 明治大学 准教授 トランスポーター様新規テルペン環化酵素の機能解析 5,460,000 2,340,000 3,120,000

牛丸　元 明治大学 教授
持続的製品イノベーションを創出する組織内・組織間
ネットワークの 適性に関する研究

4,420,000 1,300,000 3,120,000

橋田　祥子 明治大学 研究員
産・官・学の連携による緑地保全ボランティア活動拠点
づくりと環境教育ツールの開発

5,330,000 3,770,000 1,560,000

玉木　久夫 明治大学 教授 有向グラフの分割幅決定アルゴリズムとその応用 4,550,000 1,690,000 2,860,000

金　任仲 明治大学 講師 中世文学における仏教説話の受容に関する比較研究 4,550,000 2,210,000 2,340,000

栗島　義明 明治大学 研究員 威信財から見た縄文社会の構成と交易 2,080,000 650,000 1,430,000

袴田　光康 明治大学 講師 日本と東アジアにおける神仏習合と漢文説話の研究 5,070,000 2,080,000 2,990,000

高野　和子 明治大学 教授
教員養成の「質保証」システムの歴史的検証－イギリ
スにおける地域教員養成機構

4,810,000 910,000 3,900,000

今村　哲也 明治大学 准教授
電子書籍の普及に向けた著作権法上の法的課題の検
討

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

勝田　忠広 明治大学 准教授
使用済核燃料管理　サイト内乾式貯蔵導入と超長期
保管・直接処分に向けた分析

5,590,000 2,730,000 2,860,000
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上山　大信 明治大学 准教授
局所的パターン形成機構をもつパターン形成問題とノ
イズに関する数理的研究

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

森　啓之 明治大学 教授
不確定性を持つ送電ネットワーク拡張計画における多
目的 適化のパレート解計算の研究

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

深澤　倫子 明治大学 准教授 クラスレートハイドレート表面の構造と触媒機能 5,590,000 4,550,000 1,040,000

針谷　敏夫 明治大学 教授 切断プロラクチンの周産期心筋症への関与 5,200,000 2,600,000 2,600,000

須田　努 明治大学 准教授 近世における征韓論の系譜を探る 4,810,000 2,860,000 390,000 1,950,000

水村　信二 明治大学 教授
特殊環境下における運動単位発射様式の解明－局所
的血流制限下について－

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

水野　勝之 明治大学 教授
ソーシャル・ビジネスの循環型発展メカニズムに関する
研究

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

西川　伸一 明治大学 教授
戦前期日本の司法と軍のインターフェイスとしての軍法
務官に関する実体研究

5,200,000 4,420,000 1,950,000 780,000

浅沼　成人 明治大学 講師
亜硝酸還元の増強とメタン生成の低減に向けたルーメ
ン微生物の分子制御機構の解析

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

大江　徹男 明治大学 准教授
アメリカのバイオエタノール支援策の変化と生産拡大
に対する影響、課題に関する研究

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

瀧口　美香 明治大学 准教授
中世キリスト教世界の死生観－オトラント大聖堂の舗
床モザイクを中心に

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

中所　武司 明治大学 教授
Ｇｒｅｅｎ－ｂｙ－ＩＴのためのドメイン特化型フレームワー
クの研究

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

中村　幸男 明治大学 准教授 多項式環における単項式イデアルの特性 4,810,000 1,170,000 3,640,000

中里　裕美 明治大学 講師
ＮＰＯにおける社会的行為の組織化とそれが地域社会
に及ぼす影響に関する実証的研究

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

張　巧韵 明治大学 講師
新しいカントリー・オブ・オリジンのフレームワークの創
出にむけて

4,810,000 2,080,000 2,730,000

長嶋　比呂志 明治大学 教授 糖尿病合併症研究に適した病態モデルブタの開発 5,200,000 2,210,000 2,990,000

辻　昌宏 明治大学 教授
スペイン内戦は詩人の世界観、詩のイデオロギー表
象、音韻構造の相関性をどう変えたか

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

堤　隆 明治大学 研究員
日本列島における細石刃石器群の成立とそのイノベー
ション

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

田母神　顯二
郎

明治大学 教授
フランス近現代における知的伝統としてのネオ・ジャク
ソニスム的発想の研究

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

萩原　統宏 明治大学 教授
ニューラルネットワークモデルによる説明力と構造的リ
スクの 適化手法に関する研究

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

平岡　和佳子 明治大学 教授
特異的金属識別機能を備えたペプチドアレイの開発と
医学応用

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

立川　真樹 明治大学 教授 生体物質を利用した原子光学素子の開発 5,200,000 3,120,000 2,080,000

鈴木　健 明治大学 准教授
日本人の言語説得能力を養成するための英語コミュニ
ケーション・プログラム

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

310



（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

下田　好行 明治学院大学 教授
ホリスティックな立場からの教材・授業開発に関する研
究

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

新井　哲夫 明治学院大学 教授
思春期における造形表現の質的変化をふまえた美術
教育の方法論に関する研究

2,600,000 910,000 1,690,000

西阪　仰 明治学院大学 教授
技術的環境における希薄な身体の身体的基盤―医療
と学習の相互行為分析

4,290,000 2,730,000 910,000 1,560,000

服部　圭郎 明治学院大学 准教授
ブラジリアの都市再生計画から考察する近代都市計画
理論の批判的検証

2,600,000 910,000 1,690,000

高橋　晴美 明治薬科大学 教授
アジア人、白人、黒人患者のための遺伝子情報に基づ
く抗凝固薬導入アルゴリズムの作成

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

高取　和彦 明治薬科大学 講師
マイクロ波照射環形成及び環開裂反応を基盤とした生
理活性分子の合成研究

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

池田　玲子 明治薬科大学 教授
細菌表層に発現する解糖系酵素の真核生物との相互
作用における役割と機構の解明

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

長岡　博人 明治薬科大学 教授
ＳｍＩ２の反応特性を活用する生理活性分子の簡便合
成法の開発研究

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

菱沼　滋 明治薬科大学 准教授
Ｇｑ蛋白質共役型受容体の細胞内選別輸送機構に関
する研究

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

齋藤　直樹 明治薬科大学 教授
抗腫瘍活性海洋天然物を創薬シードとする合成研究と
新規医薬品の創製

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

広津　千尋 明星大学 研究員
形状仮説および変化点仮説への２重累積和統計量に
基づく総合的接近法とその様々な応用

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

山井　理恵 明星大学 教授
地域包括ケアにおけるストレングスを促進するソーシャ
ルワークの総合的研究

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

住本　規子 明星大学 教授 シェイクスピア・フォリオの書き込みにみられる読者像 4,940,000 1,430,000 3,510,000

上原　麻有子 明星大学 准教授 近代日本哲学の紹介書出版に向けた日仏共同研究 4,810,000 1,560,000 3,250,000

竹内　康二 明星大学 講師
社会性の発達を促す子育て支援における行動コンサ
ルテーションの効果

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

内海　敦子 明星大学 講師
インドネシア国スラウェシ島の絶滅危機言語の多面的
記述と言語データのアーカイブ化

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

安島　博幸 立教大学 教授 観光地の盛衰要因に関する実証的研究 3,120,000 1,300,000 1,820,000

稲垣　勉 立教大学 教授
グローバル観光の原初的形態としてのヒルステーショ
ンに関する総合的研究

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

見山　謙一郎 立教大学 准教授
バングラデシュのソーシャルビジネス研究による、地域
の自立的発展と金融の役割の考察

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

三浦　知子 立教大学 その他 産直取引から発展した、都市農村交流に関する研究 3,900,000 1,300,000 2,600,000

山口　和範 立教大学 教授
社会科学系向け統計学習教材並びに学習ポートフォリ
オによる統計教育法の研究

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

諸藤　裕美 立教大学 教授
企業活動のグローバル化の下での自律的行動促進の
ための原価企画システム

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

小口　孝司 立教大学 教授
自伝的記憶の想起が自己開示・自己注目を介して抑う
つ感に及ぼす影響

5,070,000 1,950,000 3,120,000
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新野　守広 立教大学 教授 ドイツ語圏の演劇におけるポストモダン美学の浸透 2,600,000 520,000 2,080,000

菅谷　憲興 立教大学 教授
フローベールと身体―文学作品を通した新たな身体知
の構築に向けて

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

青木　康 立教大学 教授 イギリス史における議会制統治モデルの限界 5,200,000 3,120,000 2,080,000

大石　幸二 立教大学 教授
学校心理・教育臨床におけるコンサルテーション教育
訓練プログラムの開発

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

大友　敏明 立教大学 教授
貨幣・中央銀行・国家の連関に関する理論的および学
説史的研究

4,680,000 1,300,000 3,380,000

並木　伸晃 立教大学 教授
２００８年米国発不況に対する戦略的対応：日米製造
企業のケース

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

矢治　健太郎 立教大学 准教授
「ひので・あかつき」飛翔体観測データを用いた太陽・
太陽系教育プログラムの開発

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

鈴木　弥生 立教大学 教授
バングラデシュの貧困と国際労働移動に関する実態調
査

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

和田　亨 立教大学 准教授 エネルギー変換を指向した酸素発生錯体触媒の開発 5,330,000 2,990,000 2,340,000

筧　三郎 立教大学 教授 可積分系の視点からの特殊関数の拡張 4,810,000 1,170,000 3,640,000

吉田　健太郎 立正大学 講師
地域振興に向けた文系大学と中小企業との戦略的地
域連携に関する実証研究

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

金井　淑子 立正大学 教授
フェミニンの哲学とケアロジー　「女／母（わたし）」の視
座から

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

金子　充 立正大学 准教授
新しいシティズンシップに基づく社会政策構想：「普遍
主義」と「互酬性」の再検討から

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

溝口　元 立正大学 教授
近代日本における動物「種」の認識過程とその天然記
念物、生物多様性研究への寄与

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

真田　治子 立正大学 教授
明治後期の学術用語の伝播・浸透と現代日本語への
影響に関する研究

4,810,000 1,300,000 3,510,000

宮崎　かすみ 和光大学 教授
オスカー・ワイルドとドレフュス事件―同性愛・反ユダヤ
主義・マスキュリニティ―

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

山本　ひろ子 和光大学 教授
近現代日本における性・身体・権力―差別と性的倒錯
の起源についての文学的研究

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

松村　一男 和光大学 教授
海外における日本神話研究の歴史とその現代的意義
の再検討

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

Ａｎｔｈｏｎｙ　Ｌａ
ｕｒ

早稲田大学 教授
大規模な注釈つきコーパス分析のための直感的コー
パスツール開発

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

ＬＥＰＡＧＥ　Ｙ
ＶＥＳ

早稲田大学 教授
統計・用例機械翻訳のためのアラインメント向上と多言
語文法パターン公開

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

井上　達彦 早稲田大学 教授
日米コンテンツ事業のビジネス・エコシステムの比較研
究

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

井内　美郎 早稲田大学 教授
高分解能琵琶湖古環境変遷記録との対比による東ア
ジアモンスーン変動メカニズム解明

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

永冨　青地 早稲田大学 教授 鄒守益著作の文献学的研究 5,200,000 1,820,000 3,380,000
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塩塚　秀一郎 早稲田大学 教授
都市の日常をめぐるルポルタージュ的作品に関する研
究

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

岡田　正則 早稲田大学 教授 日本における行政救済制度史の総合的研究 3,120,000 1,040,000 2,080,000

加藤　哲郎 早稲田大学 教授
戦時在独日本大使館員の亡命をめぐる情報戦ーー崎
村茂樹の軌跡と周辺

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

葛山　康典 早稲田大学 教授 投資意思決定に関するリアルオプション分析 1,950,000 650,000 1,300,000

舘岡　洋子 早稲田大学 教授
日本語教育におけるピア・ラーニングの授業デザインと
教師研修プログラムの開発

4,810,000 2,080,000 2,730,000

岸　知二 早稲田大学 教授
大規模ソフトウェアモデリングのための近似的モデリン
グ手法の研究

4,160,000 1,300,000 2,860,000

岩田　孝 早稲田大学 教授
『知識論決択』における法称の論理学の解析　―　法
上の梵文注釈に基づいて　―

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

吉原　浩人 早稲田大学 教授
「聖廟文学」の思想史的研究―平安朝文人の天神信
仰―

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

吉村　浩明 早稲田大学 教授
陰的ラグランジュ法に基づく複雑なマルチボディシステ
ムの解析設計に関する研究

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

吉村　猛 早稲田大学 教授
大規模システムＬＳＩフロアプランベース設計基盤技術
の研究

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

久保　健一郎 早稲田大学 教授 中世兵糧の基礎的研究 3,510,000 1,820,000 1,690,000

久保　克行 早稲田大学 教授
コーポレート・ガバナンスと雇用調整・配当調整：利害
関係者への配分の決定要因

4,680,000 1,040,000 3,640,000

宮口　とし廸 早稲田大学 教授
過疎地域におけるソフト施策の立案とその実効性に関
する研究

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

近藤　悠介 早稲田大学 助教
英語学習者の総合的な発話能力を自動評価するシス
テムの構築とその評価

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

原田　哲男 早稲田大学 教授
早期外国語教育のインプット量が音声習得に与える長
期的・短期的影響

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

五十嵐　健 早稲田大学 教授
持続可能な社会の形成に資するストック型住宅促進の
ための長寿命住宅の調査研究

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

後藤　正幸 早稲田大学 准教授
ソーシャルメディア時代のＷｅｂマーケティング技術に
関する基礎的研究

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

厚見　恵一郎 早稲田大学 教授 初期近代政治思想史における統治進言書の系譜 2,210,000 1,430,000 780,000

江田　勝哉 早稲田大学 教授
無限生成の対象の研究（１ー２次元の野性的空間と基
本群）

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

高橋　龍三郎 早稲田大学 教授
民族誌を用いた土器型式の動態把握のための理論的
研究

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

高木　秀雄 早稲田大学 教授
高圧変成岩の上昇プロセスの解明：中新統礫岩中の
ジルコン年代測定による検討

4,420,000 910,000 3,510,000

高木　徳郎 早稲田大学 准教授 紀の川流域における中世荘園の地域環境史的研究 5,070,000 1,690,000 3,380,000

合田　亘人 早稲田大学 教授
低酸素応答システムを介した臓器代謝制御の分子基
盤とその破綻による病態の解明

5,330,000 2,080,000 3,250,000
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佐野　友紀 早稲田大学 准教授
地下景観を考慮したエキナカを含む地下駅空間の防
災計画評価手法の開発

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

上　敏樹 早稲田大学 教授 国際法の哲学的基盤 5,200,000 1,950,000 3,250,000

笹倉　秀夫 早稲田大学 教授 法解釈の技法と思考に関する比較法的考察 3,640,000 780,000 2,860,000

山田　満 早稲田大学 教授 平和構築と適正規模の開発に関する考察 5,070,000 1,690,000 3,380,000

志々田　文明 早稲田大学 教授
近代柔術の理論と展開：嘉納治五郎の「武術としての
柔道」の思想

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

枝川　義邦 早稲田大学 准教授
神経細胞死の位置特異的情報の獲得とマイクロドメイ
ンの寄与の解明

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

寺崎　秀一郎 早稲田大学 教授 古代マヤ社会の形成・発展に関する基礎的研究 5,200,000 2,340,000 2,860,000

七丈　直弘 早稲田大学 准教授
クリエイティブ産業における能力形成ダイナミクスの実
証的研究

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

首藤　佐智子 早稲田大学 准教授
前提研究の新アプローチ：前提条件操作の限界事例
からの検証

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

秋葉　弘哉 早稲田大学 教授
「便益 大化」に基づく「 適」外貨準備水準の決定要
因

2,470,000 910,000 1,560,000

勝間田　弘 早稲田大学 研究員
国際社会における規範の伝播　――ＡＳＥＡＮによる西
側の規範の「真似採用」

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

小松　茂久 早稲田大学 教授
米国の州と市長による教育行政の包摂と学校民営化
政策の導入に関する調査研究

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

小林　富久子 早稲田大学 教授
アジア系アメリカ文学における「幽霊物語」―民族、
性、ポスト植民地主義の視座から

4,810,000 2,210,000 2,600,000

松丸　隆文 早稲田大学 教授
ステップ・オン・インタフェースの高機能化とさまざまな
形態での実現

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

松本　充司 早稲田大学 教授 可視光通信方式におけるインタオペラビリティの研究 2,600,000 1,430,000 1,170,000

上江洲　由晃 早稲田大学 教授
六方晶希土類フェライト薄膜が示すマルチフェロ特性
のＳＨＧ顕微鏡観察

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

上杉　繁 早稲田大学 准教授
下肢の運動錯覚を活用した片麻痺歩行の疑似体験手
法とその教育利用

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

植木　千可子
（川勝千可子

早稲田大学 教授
脅威と依存―脅威認識の形成に依存関係が与える影
響とそのメカニズム

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

真保　晶子 早稲田大学 助教
使い続けるためのデザイン　－　近代イギリスの家具と
リサイクル文化

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

神尾　達之 早稲田大学 教授 《感染》という表象の感染拡大に関する研究 4,680,000 1,040,000 3,640,000

陣野　英則 早稲田大学 教授
『源氏物語』を中心とする平安文学の古注釈と受容に
関する研究

4,420,000 1,300,000 3,120,000

須賀　健雄 早稲田大学 講師
ラジカル／イオン含有ブロック共重合体の自己組織化
と有機デバイスへの展開

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

菅野　素子 早稲田大学 助手 戦後「イングランドの状況」と小説 1,950,000 780,000 1,170,000
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星井　牧子 早稲田大学 教授
日本語を母語とするドイツ語学習者の語順および冠詞
の習得とフィードバックの役割

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

盛川　浩志 早稲田大学 助教 触運動錯覚コンテンツの表現技術と評価 5,200,000 1,690,000 3,510,000

西　哲生 早稲田大学 教授
精度保証付計算アルゴリズムの性能検証のための極
端にたちの悪い行列及び回路の生成

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

西郷　浩 早稲田大学 教授
経済統計調査における母集団推計方法に関する理論
的研究

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

西田　孝明 早稲田大学 教授 非線形系の大域解析学としての展開 4,810,000 2,080,000 2,730,000

石原　千秋 早稲田大学 教授
明治・大正期の中産階級読者から見た漱石文学の「新
しさ」に関する構造的研究

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

川名　はつ子 早稲田大学 准教授
障害児の里親養育拡充をめざして－日中比較調査と
ライフストーリーワークによる支援

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

船木　由喜彦 早稲田大学 教授
排除可能な公共財供給メカニズムと供給者間競争に
関する実験を含めた総合研究

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

曹　振波 早稲田大学 助教
健康成人における血中ビタミンＤ濃度と身体活動量及
び心肺体力との関連

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

大塚　正之 早稲田大学 教授
言語コミュニケーションにおける場の理論の構築：近代
社会の問題解決を目指して

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

大門　毅 早稲田大学 教授
開発途上国におけるＢＯＰ企業活動と社会開発の実証
的研究

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

谷口　眞子 早稲田大学 准教授 近世における幕藩権力の恩赦に関する基礎的研究 1,690,000 650,000 1,040,000

池上　摩希子 早稲田大学 教授
年少者日本語教育の協働的実践研究－教科学習を通
して身に付く「ことばの力」の検証－

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

中垣　隆雄 早稲田大学 准教授 電気化学的部分酸化による排熱のエクセルギー再生 5,330,000 3,770,000 1,560,000

中野　忠 早稲田大学 教授 近世ロンドンにおける役職制度と地域社会の変容 4,160,000 2,600,000 1,560,000

椎名　乾平 早稲田大学 教授 評定判断における意思決定過程の研究 1,560,000 910,000 650,000

鶴見　太郎 早稲田大学 教授
『民族』時代における柳田民俗学の組織化に関する基
礎的研究

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

渡邊　孝博 早稲田大学 教授
ＩＰを用いたタイルベースＮｏＣのシステムの構成と設計
技術に関する研究

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

嶋本　薫 早稲田大学 教授 ＵＡＶを用いた広域通信網に関する多角的な研究 5,330,000 2,860,000 2,470,000

藤村　茂 早稲田大学 教授
生産スケジューリング業務プロセスモデリングによるシ
ステム化規範構築に関する研究

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

内田　悦生 早稲田大学 教授
地殻物質－熱水間元素分配実験および野外調査に基
づく熱水性金属鉱床の生成機構の解明

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

柏　雅之 早稲田大学 教授
中山間地域の営農システム再構築のためのコア的地
域主体の諸形態・存立条件と成長戦略

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

板橋　岳志 早稲田大学 講師
染色体分配を司る有糸分裂後期紡錘体の伸長メカニ
ズム：紡錘体の発生力の定量的解析

5,590,000 2,990,000 2,600,000
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富岡　淳 早稲田大学 教授
血液のレオロジー特性の同定と血液シール用メカニカ
ルシールの表面粗さの設計

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

冨永　敦子 早稲田大学 助手
ブレンド型文章表現授業における学習者の指向性と文
章表現能力との関連

2,080,000 910,000 1,170,000

福田　雅樹 早稲田大学 准教授
価格圧搾に対する一般競争法の規定による規律に関
する研究

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

福島　淑彦 早稲田大学 教授
雇用創出と雇用安定のための創業・起業支援政策に
関する理論研究

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

平井　直志 早稲田大学 講師 化学発光測定による生分解性高分子の劣化評価 5,590,000 3,770,000 1,820,000

平川　幸子 早稲田大学 研究員
「日本方式」の研究―「二つの中国」ジレンマ解決への
外交枠組み、その起源と応用

2,210,000 1,170,000 1,040,000

平田　竹男 早稲田大学 教授
地域振興のための自律型スポーツクラブの経営モデ
ルの構築

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

朴　正洙 早稲田大学 助手
アメリカ・韓国・台湾・中国・日本の消費者行動に及ぼ
す「敵対心」の影響と課題

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

本田　恵子 早稲田大学 教授
ボーダーライン知能の少年に対するアンガーマネージ
メントプログラムの開発

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

名取　通弘 早稲田大学 教授
階層膜面モジュラー構造による宇宙構造物構築に関
する研究

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

木村　達也 早稲田大学 教授 内部組織のマーケティング 3,770,000 1,300,000 2,470,000

有馬　哲夫 早稲田大学 教授 冷戦期米国の対日ソフトパワー戦略の実証的研究 3,380,000 1,300,000 2,080,000

輿石　直幸 早稲田大学 教授
小舞土壁の性能向上のための調合および塗付け工程
に関する研究

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

鈴木　恵美 早稲田大学 准教授 近代エジプトにおけるアラブ部族系政治エリートの変容 5,200,000 1,560,000 3,640,000

鈴木　幸人 早稲田大学 研究員
ハミルトニアンに基づく粒子法の非平衡統計力学的理
論に関する研究

4,680,000 1,040,000 3,640,000

鈴木　進補 早稲田大学 准教授
高精度拡散係数測定による金属融体の拡散メカニズ
ムおよび動的挙動の解明

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

和多田　淳三 早稲田大学 教授
二段階ＶａＲ基準ファジィランダム 適化手法に基づく

適信頼性システムの構築
5,070,000 1,950,000 3,120,000

渥美　雅保 創価大学 准教授
選択的注意を組み込んだ増強型確率的学習に基づく
人と物体のインタラクションの理解

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

佐々木　諭 創価大学 准教授
ザンビアの乳幼児死亡率減少の為のアクセス分析に
よる小児保健サービス 適配置分析

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

小嶋　明美 創価大学 教授
中国民事訴訟の手続構造と訴訟運営の規律－日本民
事訴訟との比較研究

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

杉本　一郎 創価大学 准教授
英領期シンガポールの経済成長と景気変動に関する
実証的分析

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

菅野　博史 創価大学 教授
『大乗四論玄義記』と『大乗玄論』との比較に基づく中
国南朝仏教学の研究

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

西田　哲史 創価大学 講師
第２次世界大戦後西ドイツにおける難民・被追放民の
受容と社会・経済統合の史的研究

3,770,000 1,820,000 1,950,000
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川井　秀樹 創価大学 准教授
聴覚皮質における神経伝達機構の視覚剥奪による変
化

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

池田　秀彦 創価大学 教授 ドイツにおける現代型捜査の包括的研究 1,950,000 1,040,000 910,000

望月　雅光 創価大学 准教授
電子ポートフォリオを用いた学習成果の自動評価とア
ドバイザーの支援環境

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

木村　富美子 創価大学 准教授
持続可能な社会の形成に向けた国際公共財供給に関
する研究－国際連帯税を中心として－

3,250,000 1,300,000 1,950,000

稲葉　竹俊 東京工科大学 教授
学習者特性適応型スクリプトを活用した協調学習支援
システムの構築と評価

4,420,000 2,210,000 2,210,000

浦瀬　太郎 東京工科大学 教授
薬剤耐性菌や耐性遺伝子を含む医薬品関連リスクの
低減の場としての自然環境

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

菊池　眞之 東京工科大学 講師 ３次元物体の凹凸特徴の認知特性 5,070,000 2,080,000 2,990,000

黒田　道子 東京工科大学 教授
Ｏｐｅｎ　ＦＯＡＭを用いた電磁界数値解析法のマイク
ロ・ナノデバイス解析への応用

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

山本　佳代子 東京工科大学 助教
自己決定理論に基づく患者の自律性を支援するため
の多職種教育プログラムの開発

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

市村　哲 東京工科大学 准教授
インタラクティブ動画学習システムの実用化に向けた
研究

4,680,000 2,860,000 1,820,000

志水　美文
（下村美文）

東京工科大学 講師
低栄養生育酵母による木質系廃棄バイオマスの分解
と高効率な有用資源化への応用

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

秋元　卓央 東京工科大学 准教授
積層構造基板における蛍光と背景光の偏光の違いを
利用したタンパク質の超高感度検出

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

上田　裕巳 東京工科大学 教授
超広帯域サービスを経済的に提供可能な光アクセス
ネットワーク構成法に関する研究

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

石川　ふみよ 東京工科大学 教授
外傷性脳損傷患者の家族介護者に対するＷｅｂを用い
た遠隔支援・適宜支援方略の構築

5,330,000 3,770,000 1,560,000

太田　浩子 東京工科大学 助手
子育てバーチャル体験教材開発とインストラクション評
価

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

坪井　利憲 東京工科大学 教授
センサーメッシュネットワークを用いた測位と空間情報
共有技術の研究

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

苗村　潔 東京工科大学 准教授 冷却により硬膜穿刺を防ぐ針の研究 4,940,000 2,210,000 2,730,000

暮沢　剛巳 東京工科大学 准教授 大阪万博における前衛芸術―考察と国際比較 5,330,000 2,210,000 3,120,000

本庄　恵子 日本赤十字看護大学 准教授
慢性病をもつ人のセルフケア能力を高める看護支援プ
ログラムの検討

5,070,000 1,170,000 3,900,000

阿川　敏恵 恵泉女学園大学 講師
外国語学習者の動機づけを高める実践―協同学習を
用いて―

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

定松　文 恵泉女学園大学 教授
ヨーロッパ辺境地域における地域文化の越境性と境界
性

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

渋谷　香織 駒沢女子大学 教授 日本人から見た上海表象ー１９２０～１９４５年 4,940,000 2,340,000 2,600,000

ＤＥＬＥＡＮＵ
ＦＬＯＲ

国際仏教学大学院大学 教授
サンスクリット写本識語の研究　―ネパール写本を中
心として―

5,200,000 1,820,000 3,380,000
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高橋　千佳子 東京純心女子大学 准教授
英語句動詞の新たな類型化および習得のための視聴
覚教材とＰＣソフトの開発

4,290,000 1,300,000 2,990,000

植竹　勝治 麻布大学 教授
周産期における新生子牛と母牛の福祉性、特に健康
性の評価

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

代田　欣二 麻布大学 教授
実験的肝毛頭虫症におけるクリオグロブリン血症と糸
球体腎症の病態解明

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

代田　眞理子 麻布大学 准教授
化学物質の卵巣毒性評価に向けたレーザーマイクロ
ダイセクションの応用に関する研究

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

滝沢　達也 麻布大学 教授
胎盤における一酸化窒素産生制御とニトロシル化タン
パク質の関与

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

田中　和明 麻布大学 准教授 ブタの脂肪蓄積に関する遺伝子マーカーの開発 4,940,000 1,820,000 3,120,000

藤井　洋子 麻布大学 准教授
犬の僧帽弁閉鎖不全症における心不全治療薬の自律
神経機能改善効果の比較

2,600,000 1,300,000 1,300,000

斑目　広郎 麻布大学 教授
ＢＤＶ感染による致死的なＢＤ症状の責任病変を特定
する

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

落合　秀治 麻布大学 講師
産業動物に対する迅速な新規疾病ウイルスの検出と
分離の試み

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

齋藤　弥代子 麻布大学 講師
イヌの変性性脊髄症の臨床的・病理学的特質の解明
とＬ－カルニチン投与の有効性の検討

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

阿部　吉弘 神奈川大学 教授 巨大基数を指向しないＰκλ上のイデアル論 2,990,000 1,170,000 1,820,000

安室　知 神奈川大学 教授 水田をめぐる民俗技術の文化資源化に関する研究 5,070,000 1,820,000 3,250,000

井上　和仁 神奈川大学 教授
緑色硫黄細菌の光合成電子供与系・硫黄酸化マルチ
酵素系の機能解明

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

遠藤　信行 神奈川大学 教授
超音波照射に起因する生体内温度障害を避けるため
の精密測定法と数値解析法の開発

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

加部　義夫 神奈川大学 教授 ポリシラノールを用いた新規な多孔性材料の研究 5,330,000 2,730,000 2,600,000

岩本　靜男 神奈川大学 教授
多様な使用実態に対応可能な住戸セントラル給湯シス
テム効率評価手法の確立

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

橋本　宏子 神奈川大学 教授
地域福祉における社会福祉協議会の意義と問題点－
公私の役割分担の再構築に向けて

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

戸田　龍介 神奈川大学 教授
地域振興のための簿記の役割　－農業・地場産業を
対象として－

2,210,000 1,170,000 1,040,000

細田　由利 神奈川大学 准教授
大学生の「英語が使える」能力の実情観察研究：暫時
的及び長期的研究

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

小森田　秋夫 神奈川大学 教授
比較の中のロシア陪審制―制度化の初期段階におけ
る評価の揺れと試行錯誤

3,900,000 1,170,000 2,730,000

庄司　正弘 神奈川大学 教授
自己湿潤水溶液の沸騰伝熱特性の研究－限界熱流
束向上と冷却デバイスへの応用－

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

松田　和之 神奈川大学 准教授
直径制御された金属型半導体型カーボンナノチューブ
の核磁気共鳴による電子状態の研究

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

森泉　陽子 神奈川大学 教授
日本の家計の住宅ローンタイプの選択と住宅取得及び
住宅ローン需要行動の実証分析

3,640,000 1,820,000 1,820,000
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菅野　正泰 神奈川大学 准教授
マクロの景気変動を考慮した新たな企業価値・信用リ
スク評価手法の研究

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

中島　健一 神奈川大学 教授
グローバル化時代における課題解決型ジャストインタ
イム・イノベーションに関する研究

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

堤　正典 神奈川大学 教授
習得基準と自律学習の観点に立脚した非専攻課程ロ
シア語教育文法とプロファイルの構築

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

田中　賢 神奈川大学 准教授 通信の遅延を 小化する 適パケットフィルタの実現 5,070,000 2,730,000 2,340,000

飯塚　重善 神奈川大学 准教授 大画面公共タッチ画面に対する情報セキュリティ 4,810,000 2,210,000 2,600,000

富谷　玲子 神奈川大学 准教授 「移民言語としての日本語」の基礎的研究 5,070,000 1,820,000 3,250,000

木下　宏揚 神奈川大学 教授
多様な価値観のもとで情報リソースとサービスを円滑
に流通させる価値交換システム

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

木原　伸浩 神奈川大学 教授 酸化分解性ポリマー材料の開発 5,330,000 2,080,000 3,250,000

鈴木　健児 神奈川大学 助手
急斜面における作業機械の移動機構に用いる水圧駆
動式脚機構の開発とその制御

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

荒川　浩久 神奈川歯科大学 教授 低濃度フッ化物による骨吸収抑制機構の解明 5,330,000 3,250,000 2,080,000

高橋　聡子 神奈川歯科大学 講師
如何にして歯周病が循環器疾患のリスクファクターとな
るか

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

笹栗　健一 神奈川歯科大学 講師
ヒト唾液中ガレクチン－１の口腔内機能解析とその創
薬展開

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

山内　雅人 神奈川歯科大学 助教
歯根吸収抵抗性細胞群の分子機構－上皮間葉転換
由来セメント芽細胞のＢＳＰ発現－

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

小松　知子 神奈川歯科大学 講師
歯周病予防を目指した唾液抗酸化タンパク質の解明
―活性酸素とプロテオームの探索―

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

星　憲幸 神奈川歯科大学 助教
インプラント周囲炎に対するインプラント表面処理法の
新規開発

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

大見　寧 神奈川歯科大学 助教
カイコウイルス多角体を用いたＢＭＰ－２固定化徐放
製剤による新規骨再生療法の確立

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

富山　潔 神奈川歯科大学 講師
マイクロコスム長期培養モデルを用いた齲蝕原生およ
び群集構造の解析

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

吉田　千鶴 関東学院大学 准教授
世帯の意思決定と政策・労働・消費のマクロ的要因と
の関係の国際比較

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

黒田　泰介 関東学院大学 准教授
中部イタリア都市における居住空間のレスタウロ：再
生・利活用に関する研究

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

大鐘　敦子 関東学院大学 教授
フローベール『サラムボー』におけるファム・ファタル神
話研究

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

中泉　拓也 関東学院大学 准教授
知識創作・評価インセンティブの行動経済モデルに基
づくＷｅｂ実験の学際分析

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

中村　友紀 関東学院大学 講師
近代初期イングランド演劇にみるシャリヴァリ表象と演
劇のパブリック圏創出機能

2,210,000 1,170,000 1,040,000

湯浅　陽一 関東学院大学 准教授
持続可能な地方財政の構築に向けた財政社会学的視
点にもとづく比較研究

4,160,000 1,300,000 2,860,000
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望月　正光 関東学院大学 教授
グローバル社会の所得課税における効率性と公平性
の調和

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

立山　徳子 関東学院大学 准教授
都市度別に見たリタイア期夫婦の夫婦役割関係とパー
ソナル・ネットワークに関する研究

4,810,000 650,000 4,160,000

籠谷　和弘 関東学院大学 教授
オンライン／オフラインの社会関係資本の相互作用に
関する実証研究

4,680,000 1,040,000 3,640,000

長谷川　岳男 鎌倉女子大学 准教授
古代地中海世界における西方ギリシア人のダイナミズ
ムー現地社会からの視座ー

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

飯村　敦子 鎌倉女子大学 教授
家族参加型の障害児保育ニーズアセスメントの開発と
適用

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

高畠　俊徳 湘南工科大学 講師
マルチキャスト指向の自律型・自動型・耐故障型ノード
選択手法とその応用に関する研究

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

西田　英一 湘南工科大学 教授
渦ー音響相互作用モデルに基づく熱交換器管群部の
気柱共鳴騒音予測手法の開発と実用化

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

中上川　友樹 湘南工科大学 准教授 ラムゼー型分割問題の研究 1,170,000 390,000 780,000

二宮　洋 湘南工科大学 准教授
学習データの与え方を改良した勾配法に基づく学習ア
ルゴリズムとそのロバスト性の考察

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

保坂　良資 湘南工科大学 教授
パッシブＲＦＩＤタグによるＭＥ機器の自動的な包括管理
の研究

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

石原　淳子 相模女子大学 准教授
料理単位法を用いた食事評価のための標準化データ
ベース開発

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

増子　佳世 相模女子大学 教授
栄養と食による肥満細胞活性化制御の解析：「抗炎症
食」をめざして

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

田中　みなみ 相模女子大学 准教授
生活実態に基づいた漆器の審美性・機能性に関する
実験的検証

4,680,000 1,820,000 2,860,000

尾崎　康子 相模女子大学 教授
発達障害幼児の親支援プログラムの開発と効果の検
証

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

湧口　清隆 相模女子大学 准教授
技術革新と希少な公共資源の配分政策～無線周波数
及び空域を例に～

4,160,000 1,820,000 2,340,000

岡井　有佳 東京工芸大学 講師
基礎自治体による計画・規制制度の日仏比較に関す
る研究

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

金子　格 東京工芸大学 准教授
ハイブリッド車等の静音性対策における空間音響と聴
覚心理の適用

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

星　陽一 東京工芸大学 教授
有機ＥＬ素子作製用低ダメージ高速スパッタ成膜プロ
セスの開発

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

姜　有宜 東京工芸大学 准教授
シーン内の文脈情報を利用した高速画像分類手法の
実現

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

加藤　寛 鶴見大学 教授 三次元画像システムによる仏教美術の調査研究 5,070,000 2,600,000 2,470,000

栗原　大介 鶴見大学 その他
下顎単独インプラントオーバーデンチャーに関する前
向き臨床研究

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

山田　浩之 鶴見大学 講師
唾液分泌障害に対する唾液腺再生医療の確立：歯髄
細胞を用いた血管再生へのアプローチ

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

寺田　知加 鶴見大学 その他
凍結切片を利用したｉＰＳ細胞の効率的分化誘導法お
よび品質評価法の確立

5,200,000 2,470,000 2,730,000
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柴田　達也 鶴見大学 助教
マウス担癌モデルを用いた唾液メタボローム解析基盤
の確立

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

秋本　尚武 鶴見大学 講師
バイオアクティブ修復材料による象牙質再石灰化う蝕
治療の確立

4,160,000 2,080,000 2,080,000

中川　洋一 鶴見大学 講師
唾液分泌促進ならびに口腔粘膜防御へ果たすシスタ
チンの役割

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

中村　芳樹 鶴見大学 教授
歯の移動初期の牽引側歯根膜に発現する免疫関連因
子の機能解析

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

中島　芽生 鶴見大学 その他
ヒト口腔粘膜由来ｉＰＳ細胞の効率的分化誘導法の確
立と分化誘導因子の網羅的解析

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

朝田　芳信 鶴見大学 教授
歯種特異的な歯胚消失メカニズムの解明と臨床応用
について

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

美島　健二 鶴見大学 准教授 ｉＰＳ細胞を用いた唾液腺細胞分化誘導法の確立 5,070,000 1,690,000 3,380,000

豊田　長隆 鶴見大学 助教
口腔粘膜由来ｉＰＳ細胞を用いたセメント質・歯根膜再
生型インプラントの開発

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

梁　洪淵 鶴見大学 助教 唾液分泌障害に対するレスベラトロールの効果の検討 5,200,000 2,080,000 3,120,000

濱田　良樹 鶴見大学 教授
新規変形性顎関節症モデルマウスの確立とその有用
性に関する基盤的研究

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

大西　比呂志 フェリス女学院大学 教授
近代日本のグローバル化と都市間交流の基礎的研究
～国際港都横浜とアメリカ

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

宍戸　学 横浜商科大学 准教授 学習型観光を利用した教育観光のフレームワーク研究 3,250,000 1,560,000 1,690,000

安田　宏 聖マリアンナ医科大学 教授
ＮＳＡＩＤ潰瘍のなりやすさとは？：ＣＯＸ２　ＤＮＡメチル
化へのピロリ菌感染の関与

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

永井　義夫 聖マリアンナ医科大学 講師
非アルコール性脂肪肝炎発症におけるマクロファージ
活性化の意義の解明

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

榎本　武治 聖マリアンナ医科大学 助教
ヌクレオフォスミン（ＮＰＭ）の解析による肝細胞癌発癌
機構及びその治療法の解明

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

呉　文文 聖マリアンナ医科大学 助教
複製フォークの進行、停止回復におけるＢＲＣＡ１／ＨＥ
ＲＣ２の役割

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

高田　礼子 聖マリアンナ医科大学 准教授
アスベストの無害化処理品の生体影響における鉄・シ
リカ複合体の作用に関する研究

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

高木　均 聖マリアンナ医科大学 准教授
臨床治験を基盤とする糖尿病網膜症の発生機序の解
明

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

黒川　真奈絵 聖マリアンナ医科大学 准教授
ＰＥＧ－ＩＦＮα／ＲＢＶ療法のＣ型肝炎治療効果を予測
する新規バイオマーカーの確立

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

佐藤　英章 聖マリアンナ医科大学 助教
食道閉鎖モデルマウスにおける責任遺伝子発現様式
の三次元的解析に関する研究

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

寺久保　繁美 聖マリアンナ医科大学 その他
若年成人の百日咳菌に対する抗体価の検討および検
査法の評価

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

松崎　恭一 聖マリアンナ医科大学 准教授
高ブドウ糖環境下に於ける神経細胞・表皮細胞・線維
芽細胞の機能的・形態学的解析

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

杉山　仁 聖マリアンナ医科大学 講師
生殖補助医療：走化性による新規精子選別法を目指し
たマウス精子による検討

4,940,000 2,080,000 2,860,000
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川上　民裕 聖マリアンナ医科大学 准教授
メラノサイト及びメラノーマ細胞におけるＢＭＰとＭｉｔｆ、Ｒ
ＥＴとの相互関係

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

田中　逸 聖マリアンナ医科大学 教授
肝内脂肪量を指標とする生活習慣病予防と健康増進
を目指す食事理論の構築

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

日野　博文 聖マリアンナ医科大学 准教授
敗血症に伴う重症末梢神経炎の発生機序の解明と活
性化第Ｘ因子阻害薬の保護効果の検討

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

北川　博昭 聖マリアンナ医科大学 教授
羊胎仔尿路閉塞後の腎・膀胱両機能温存型膀胱ー羊
水腔シャントチューブの開発

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

遊道　和雄 聖マリアンナ医科大学 教授
メカニカルストレスに応答する軟骨細胞核酸修復酵素
活性調節機構と軟骨変性機序の解析

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

鈴木　直 聖マリアンナ医科大学 准教授
効率の良い卵巣組織凍結・移植法の確立を目指した
研究―若年女性癌患者のために

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

舩橋　利也 聖マリアンナ医科大学 教授
学習成立メカニズムの性的二型性とその分子基盤の
解明

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

伊熊　泰郎 神奈川工科大学 教授
表面酸素欠陥のオーダー化による単結晶酸化チタン
光触媒活性の高効率化

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

高尾　秀伸 神奈川工科大学 准教授 視覚障害者向け商業施設内誘導インタフェースの開発 5,070,000 2,730,000 2,340,000

山本　富士男 神奈川工科大学 教授 フィジカルインタフェースを用いた分散システムの応用 4,160,000 2,080,000 2,080,000

清瀬　千佳子 神奈川工科大学 教授
非α‐トコフェロールの生体内活性型はカルボキシエチ
ルヒドロキシクロマン体である

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

辻　裕之 神奈川工科大学 准教授
ボケと雑音が複合的に重畳した画像の復元アルゴリズ
ムとその実用化に関する研究

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

兵頭　和人 神奈川工科大学 教授 組み込み技術者教育用体験型演習システムの開発 3,770,000 1,950,000 1,820,000

久保田　牧子 昭和音楽大学 准教授
心身の健康に寄与する音楽療法の社会実践研究　－
地域実践モデルの比較検討－

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

西村　裕之 桐蔭横浜大学 教授 ＳＬＥ発症をもたらす枢軸的異常シグナル経路の解明 5,070,000 2,210,000 2,860,000

片山　富美代 桐蔭横浜大学 准教授 コロトコフ音波形解析による健康管理指標値の研究 5,070,000 2,340,000 2,730,000

小久保　康之 東洋英和女学院大学 教授
小国のＥＵ統合政策－国家存続と統合の狭間をめぐる
葛藤－

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

坪井　龍太 東洋英和女学院大学 准教授
社会科における論理的思考力と公正な社会的判断力
の育成に関する実践的比較研究

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

藤森　智子 田園調布学園大学 准教授
日本統治末期台湾の国語常用運動の研究：「朝鮮」と
の比較を念頭に

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

辻　秀典
情報セキュリティ大学院
大学

准教授
作業しながらの遠隔コミュニケーションを支援する弱同
期型双方向映像配信に関する研究

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

湯淺　墾道
情報セキュリティ大学院
大学

教授 熟議の民主主義の形成を実現する情報法制度 4,550,000 1,950,000 2,600,000

岩瀬　由未子 横浜薬科大学 講師
音響化学とナノ・マイクロ技術を融合した新規がん治療
方法の開発

4,810,000 2,080,000 2,730,000

深井　俊夫 横浜薬科大学 教授
音響化学的アポトーシス誘導作用を有する薬物を利用
した選択的がん治療法の開発

4,810,000 2,080,000 2,730,000
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須原　義智 横浜薬科大学 准教授
再生医療を志向した幹細胞分化を誘導する化合物の
創製と脳神経変性疾患治療薬への応用

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

松田　直樹 嘉悦大学 教授 国際租税戦略への対応 5,200,000 1,820,000 3,380,000

医王　秀行 東京女学館大学 教授
歴史・宗教文献を利用した預言者ムハンマド時代の総
合的研究

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

草野　篤子 白梅学園大学 教授
子どもの人権を守る地域コミュニティづくりと就学前保
育についての縦断研究

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

金子　あけみ 東京医療保健大学 准教授
家族システムに焦点化した保健指導プログラムの開発
と評価

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

松山　友子 東京医療保健大学 教授
「点滴静脈注射滴下可能モデル教材」の教育効果に関
する研究

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

橋場　浩子 東京聖栄大学 教授
おいしい煮物を作るための呈味成分の食材中への拡
散に関する研究

5,460,000 4,160,000 1,300,000

吉良　直 日本教育大学院大学 教授
アメリカの研究大学における段階的な若手教育者養成
制度に関する総合的研究

4,680,000 1,820,000 2,860,000

平澤　茂一 サイバー大学 教授
クラウドコンピューティング環境による次世代ｅラーニン
グスタイルに関する研究開発

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

嶋田　美奈 ハリウッド大学院大学 准教授
ファミリービジネスのコーポレート・アントレプレナーシッ
プのプロセスと成否決定要因

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

田丸　豊（松
原豊）

こども教育宝仙大学 准教授
肢体不自由教育における姿勢マネジメントと学習支援
に関する研究

3,120,000 780,000 2,340,000

吉川　悦子 東京有明医療大学 講師
人間工学を応用した対策指向型の看護業務改善手法
の開発研究

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

中村　充浩 東京有明医療大学 助教
患者動作に基づく新たな看護技術教育システムの基
盤構築

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

矢嶌　裕義 東京有明医療大学 助教
細径求心性神経線維への刺激による筋緊張緩和のメ
カニズム－そのとき脳は？－

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

星名　賢之助 新潟薬科大学 准教授
フェムト秒強レーザー場による非破壊的イオン化を利
用したＭＡＬＤＩプルームの活性化

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

大和　進 新潟薬科大学 教授
脳エネルギーの代替にケトン体を利用するアルツハイ
マー病の新規治療戦略

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

渡邊　賢一 新潟薬科大学 教授 糖尿病性臓器障害のエネルギ－変化と遺伝子異常 5,460,000 2,600,000 2,860,000

北川　幸己 新潟薬科大学 教授
抗硫酸化モノクローナル抗体作成による硫酸化プロテ
オーム解析

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

Ｃｏｏｒａｙ　Ｎａ
ｗａｌ

国際大学 准教授 スリランカの財政分権化と地方経済の強化 4,810,000 1,300,000 3,510,000

豊福　晋平 国際大学 准教授
学校評価・教育品質保障におけるＤＤＤＭ概念の導
入・普及研究

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

高橋　眞一 新潟産業大学 教授 地域からみた日本の低出生力化（少子化）の研究 2,470,000 1,170,000 1,300,000

神田　より子 敬和学園大学 教授 鳥海山をめぐる国境文化の歴史民俗学的研究 2,340,000 780,000 1,560,000

平山　育男 長岡造形大学 教授 近代の橋本における製材と外材の流入 5,200,000 1,950,000 3,250,000
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越智　敏夫 新潟国際情報大学 教授
アメリカン・デモクラシーにおける「草の根」保守主義の
政治理論的検討

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

小林　元裕 新潟国際情報大学 准教授
東京裁判における中国の政治的役割に関する基礎研
究

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

今田　剛 新潟工科大学 准教授
気体－液体ハイブリッド方式高気圧パルスグロー放電
による排気ガス処理

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

藤木　一浩 新潟工科大学 教授
グラフェン類の表面改質とナノハイブリッド化による高
感度分子センシング材料の合成

5,070,000 3,900,000 1,170,000

峯島　道夫 新潟工科大学 准教授
批判的思考力をピアとの相互交流で高めるための読
解教材の開発と学習形態の構築

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

岩崎　保之 新潟青陵大学 准教授
中・高「総合的な学習の時間」における体験型キャリア
教育の促進理論に関する研究

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

五十嵐　愛子 新潟青陵大学 准教授
薬物依存症者の回復過程　―再生する依存症者とは
―

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

斎藤　まさ子 新潟青陵大学 准教授
自助グループひきこもり「親の会」における支援プログ
ラムの提案

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

中村　恵子 新潟青陵大学 教授
養護教諭が行う養護診断・対応のマニュアル開発と対
応システム構築に関する研究

3,250,000 910,000 2,340,000

宇田　優子 新潟医療福祉大学 准教授
パーキンソン病患者に対する「災害への備え」教育の
継続システム構築に関する介入研究

3,900,000 1,950,000 1,950,000

村山　伸子 新潟医療福祉大学 教授
現代日本において家庭の経済状況は子どもの食生活
と栄養状態に影響するか？

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

土屋　康雄 新潟医療福祉大学 その他
新たなスクリーニング法の開発を目指した胆嚢がん特
異蛋白の検索

5,070,000 910,000 4,160,000

能登　真一 新潟医療福祉大学 教授
臨床経済学で用いられる効用理論に関する概念的，
倫理的問題の体系的研究

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

山村　千絵
新潟リハビリテーション大
学（大学院）

教授
新しいソフトスチーム技術を応用して咀嚼・嚥下困難者
用食材を調整する

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

高橋　光幸 富山国際大学 教授
北陸・飛騨地域の伝統的文化・自然資源の観光的価
値に関する研究

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

大石　昂 富山国際大学 教授
感情イメージ理論に基づくＤＶ防止教育への応用的研
究

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

中村　環（彼
谷環）

富山国際大学 准教授
日本とドイツにおけるポジティブ・アクション政策の比較
憲法的考察

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

中村　朱美 金沢星稜大学 教授
近世における日本語研究の再評価―本居宣長，春庭
の認知的意味への視点―

910,000 520,000 390,000

岡部　幸徳 金沢工業大学 准教授
企業の中間管理職の倫理的問題の解決手順について
の研究

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

下川　雄一 金沢工業大学 准教授
敷地環境の点群データを活用した３次元設計教育手
法の開発

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

加藤　秀治 金沢工業大学 教授
医療用固定具に使用される生分解性ポリ乳酸のクラッ
クレス微細加工技術の構築

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

宮田　俊弘 金沢工業大学 教授
オール無機材料からなる高耐熱シースルーフレキシブ
ル薄膜ＥＬデバイスに関する研究

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

札野　寛子 金沢工業大学 教授
グローバル・エンジニア教育プログラムの構築－日米
大学間連携教育課程の開発と実践－

5,330,000 2,730,000 2,600,000
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山岸　芳夫 金沢工業大学 准教授
モバイル環境におけるプロジェクト型教育支援システ
ムの構築

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

鹿田　正昭 金沢工業大学 教授
準天頂衛星とＧＰＳを用いたシームレス測位による地
図の精度向上および更新技術の構築

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

森本　喜隆 金沢工業大学 教授 非円形旋削加工による３次元曲面の創製 5,330,000 3,380,000 1,950,000

諏訪部　仁 金沢工業大学 教授
結晶系太陽電池ウェハ加工用ダイヤモンドワイヤ工具
の高速作製法の開発とその加工特性

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

村田　俊也 金沢工業大学 准教授
高齢者剣道愛好家が生きる力として獲得している積極
的応答動作の解明

4,680,000 1,950,000 2,730,000

大来　雄二 金沢工業大学 その他
授業アンケートの共同実施による技術者倫理教育の
実質化・高度化の研究

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

大澤　敏 金沢工業大学 教授
有害化学物質吸着能と分解能をハイブリッド化した安
全な多機能環境浄化材料の開発

3,900,000 1,820,000 2,080,000

中村　純生 金沢工業大学 准教授
作業療法士のためのコミュニケーションスキル育成支
援システムの開発

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

中田　政之 金沢工業大学 教授
炭素繊維強化プラスチックの吸水による長期疲労強度
の低下機構の解明

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

土田　義郎 金沢工業大学 教授
次世代の音環境の創造に向けて　環境の「質」のデザ
インとマネジメント手法

5,200,000 1,170,000 4,030,000

島　和男 金沢工業大学 准教授
省エネルギーに貢献する新構造ＰＭ補助突極形同期
機の要素技術研究

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

平泉　隆房 金沢工業大学 教授 中世における白山信仰日吉信仰全国伝播の研究 2,990,000 1,300,000 1,690,000

野口　啓介 金沢工業大学 教授
モード理論を用いた小形アンテナの特性改善に関する
研究

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

林　亮子 金沢工業大学 講師
データマイニングを用いた材料設計シミュレーション基
盤システム

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

王　路 金沢医科大学 講師
覚醒剤濫用によるアルファシンヌクレイン障害とエピ
ジェネティックス的変化の解析

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

河合　康幸 金沢医科大学 准教授
心疾患におけるデオキシリボ核酸分解酵素Ⅰのアポ
トーシス誘導効果に関する研究

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

吉田　純子 金沢医科大学 講師
カルシウムセンサーＳＴＩＭ１の扁平上皮がん細胞増殖
における機能解析

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

久保　江理 金沢医科大学 教授
白内障発症におけるトロポミオシン遺伝子の役割と白
内障予防に関する研究

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

宮前　俊一 金沢医科大学 講師
脂肪肝の虚血再灌流障害に対する運動トレーニング
の効果

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

橋本　光正 金沢医科大学 講師
５３ＢＰ１によるＤＮＡ二重鎖切断端の運動性亢進は、
末端結合修復能を向上させるか

5,590,000 2,210,000 3,380,000

甲野　裕之 金沢医科大学 教授
炎症関連大腸発がんにおけるレプチンシグナル系の
関与

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

紺家　千津子 金沢医科大学 教授
ストーマ周囲皮膚障害予防のためのセルフケア教育シ
ステムの構築

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

佐久間　勉 金沢医科大学 教授 周術期肺傷害におけるＲＡＧＥの役割の研究 5,200,000 2,470,000 2,730,000
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小島　正美 金沢医科大学 准教授 赤外線曝露による眼内の三次限熱動態解析 5,590,000 3,770,000 1,820,000

石崎　昌夫 金沢医科大学 准教授
職業性ストレスがｏｃｃｕｐａｔｉｏｎａｌ　ｉｎｊｕｒｙ発生におよぼ
す研究

4,810,000 2,600,000 2,210,000

倉田　康孝 金沢医科大学 准教授
ヒト心筋細胞の世界標準モデル構築：分岐解析並びに
比較生理学的手法によるアプローチ

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

中村　幸志 金沢医科大学 准教授 睡眠状況と高感度ＣＲＰとの関連の縦断的検討 5,200,000 2,340,000 2,860,000

中島　日出夫 金沢医科大学 准教授
がん温熱療法の新規分子マーカー候補ＦＡＭ１０７ファ
ミリー蛋白質の発現・機能解析

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

長内　和弘 金沢医科大学 准教授
肺サーファクタント輸送異常による間質性肺炎の病態
解明

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

長澤　晋哉 金沢医科大学 助教
高齢者における慢性腎臓病の指標としてのＡＤＭＡと
冠動脈石灰化進展に関する追跡研究

5,850,000 4,290,000 1,560,000

的場　宗孝 金沢医科大学 准教授
化学放射線療法の早期効果判定におけるｂｉｏｍａｒｋｅｒ
ｉｍａｇｉｎｇの定量評価

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

田中　惠子 金沢医科大学 教授
抗グルタミン酸受容体抗体が関与する脳炎発症機序
の解明

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

島崎　猛夫 金沢医科大学 講師
化学療法により誘発されるＥＭＴ誘導因子の同定とそ
の制御による膵がん治療法の開発

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

島村　英理子 金沢医科大学 講師
母胎間シグナル伝達による胎児赤血球脱核機構の解
析～胎盤の造血ニッチとしての役割～

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

東海林　博樹 金沢医科大学 准教授 胎盤形成におけるガレクチンファミリーの機能解析 5,200,000 2,210,000 2,990,000

米倉　秀人 金沢医科大学 教授
高転移性ルイス肺癌細胞株が類洞様腫瘍血管を誘導
する分子基盤の解明

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

北岡　和代 金沢医科大学 教授
働く人々のバーンアウトと循環器疾患リスクに関する縦
断研究

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

牧野田　知 金沢医科大学 教授
黄体化未破裂卵胞を中心とした排卵障害治療におけ
るＧ－ＣＳＦの有用性に関する研究

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

湊　宏 金沢医科大学 教授
悪性中皮腫におけるＡＴＢＦ１の細胞内動態解析と癌幹
細胞マーカー発現の有無

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

櫻井　勝 金沢医科大学 准教授
慢性腎臓病に伴う甲状腺機能異常と循環器疾患危険
因子に関する疫学研究

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

山本　千夏 北陸大学 准教授
金属原子導入による有機化学物質の毒性修飾とその
分子機構

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

指田　春喜 北陸大学 教授
イソセレノシアナートおよび関連化合物を用いる有用カ
ルコゲン含有複素環合成

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

横田　秀樹 金沢学院大学 准教授 文法形態素習得難易度における「注意」の役割 780,000 260,000 520,000

高橋　啓 金沢学院大学 教授
自治体病院に関する外部評価指標・外部評価システ
ムの研究

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

高田　伸彦 金沢学院大学 教授
携帯情報端末の活用による俳句・連句創作活動支援
システムの構築とその授業への応用

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

柳澤　良一 金沢学院大学 教授
石川県立図書館蔵川口文庫『和漢朗詠集私注』と『文
筆問答鈔』の基礎的研究

4,680,000 1,170,000 3,510,000
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永原　朗子 金城大学 教授
批判的リテラシーを育む福祉科教育における問題解決
学習プログラムの開発

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

米田　佐紀子 北陸学院大学 教授
ポートフォリオに基づく一貫した目標設定による日本人
学習者の英語力に関する研究

5,070,000 2,210,000 650,000 2,860,000

吉田　純一 福井工業大学 教授
限界集落の再生に関する実践研究－勝山市小原集落
の景観整備とイベント活動を通して

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

魚崎　勝司 福井工業大学 教授
バイオミメティックスに学ぶ非線形フィルタリングの新し
い展開

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

市川　秀和 福井工業大学 准教授
森田慶一と増田友也を中心とした京都学派の建築論
に関する基礎的研究

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

神田　一隆 福井工業大学 教授
ＣＶＤダイヤモンドが真空中で超潤滑特性を発現するメ
カニズムの研究

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

増田　俊夫 福井工業大学 教授
サブナノ空間・親和性制御ポリマーの設計および次世
代型高性能気体分離膜の創出

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

仲地　唯治 福井工業大学 教授
フルプレキャスト鉄筋コンクリート造コア壁の構造性能
に関する研究

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

内藤　統也 山梨学院大学 教授
超高エネルギーガンマ線を放射する大質量連星系の
統一的モデルを構築する理論研究

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

永沼　充 帝京科学大学 教授
患者の内面に共感を誘起するロボットビヘイビアの生
成と評価に関する研究

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

橋本　眞明 帝京科学大学 教授
人工炭酸泉浴による筋機能回復・亢進機序の解明と
回復期リハビリへの適用可能性の検討

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

田中　健夫 山梨英和大学 准教授 いじめ加害者の自己形成に関する臨床心理学的研究 2,210,000 780,000 1,430,000

中川　佳子 健康科学大学 准教授 コミュニケーション障害の認知基盤と個別支援の検討 5,070,000 2,210,000 2,860,000

伊藤　英一 長野大学 教授
インクルーシブな高等教育における字幕情報呈示に関
する研究

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

越田　明子 長野大学 准教授 小規模自治体における介護・福祉運営に関する研究 2,990,000 1,040,000 1,950,000

河野　良治 長野大学 准教授 職位間比較による起業家能力の解明 4,940,000 1,040,000 3,900,000

古田　睦美 長野大学 准教授
サブシステンス・エコノミーにおける無償労働の再編に
関する研究

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

和田　勉 長野大学 教授
日本・韓国・中国大陸・台湾の言語・文化を踏まえた情
報科学教育手法の翻案と相互交流

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

吉成　伸夫 松本歯科大学 教授
血清アミロイドＡを介した歯周病による動脈硬化症の発
症診断

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

今村　泰弘 松本歯科大学 講師
軟組織損傷治療・再生医療を目指した唾液蛋白質ヒス
タチンの作用機序解明

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

川上　敏行 松本歯科大学 教授
骨髄幹細胞移植を用いた口腔の増殖性病変における
細胞分化の分子調節機構の解明

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

中村　浩志 松本歯科大学 講師
唇顎口蓋裂児に対する骨再生と口腔インプラントに関
する基礎的研究

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

中野　敬介 松本歯科大学 准教授
骨髄幹細胞を用いた組織修復およびリモデリングの促
進とその分子調節機構の解明

5,200,000 1,950,000 3,250,000
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牧　茂 松本歯科大学 教授 ストレスが歯周病に及ぼす病態の解析 5,200,000 2,210,000 2,990,000

平田　陽一 諏訪東京理科大学 准教授
スマートグリッドへの適用を高めた太陽電池故障診断
機能の開発

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

雷　忠 諏訪東京理科大学 准教授
小型ソーラーＵＡＶに関する多目的 適化設計と実証
フライト

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

宮崎　紀枝 佐久大学 准教授
ＣＢＰＲと経営戦略の知見による保健事業を創出する
戦略の体系化とその活用

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

箕輪　千佳 佐久大学 助教
自律訓練法がもたらす周術期患者のリラクセーション
効果

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

笠井　唯克 朝日大学 講師
骨置換可能な多孔性炭酸含有アパタイトによる組織工
学の確立

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

近藤　信夫 朝日大学 教授
発現遺伝子に基づく組織の悪性度と患者免疫能評価
を組み合わせた口腔癌の予後診断法

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

川木　晴美 朝日大学 助教
新規創薬に向けた、ＣＣＮ２／３の協調作用による軟骨
の発生・分化調節機構の解明

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

村上　幸孝 朝日大学 教授
歯周病関連細菌が産生する蛋白質の翻訳後修飾：糖
鎖修飾とリン酸化修飾の役割

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

土屋　博紀 朝日大学 教授
生体膜脂質に関した新規薬力学的相互作用による麻
酔薬の効果減弱・増強

4,940,000 910,000 4,030,000

伊藤　敏 岐阜聖徳学園大学 教授 ＵＳＢカメラによる拍動測定を用いた教材の開発 5,200,000 2,080,000 3,120,000

加藤　晴子 岐阜聖徳学園大学 准教授
歌の生成と自然環境との関わりからみる文化理解とそ
の指導法開発に向けた学際研究

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

加納　正二 岐阜聖徳学園大学 教授
中小企業金融の貸出手法と地域金融機関の組織形態
の相違が地域経済に与える影響

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

佐藤　拓 岐阜聖徳学園大学 准教授 トーリック森理論の発展と応用に関する研究 4,940,000 1,170,000 3,770,000

宮嶋　淳 中部学院大学 准教授 第三者の関わる生殖技術とソーシャルワーク 5,070,000 2,210,000 2,860,000

浅野　俊和 中部学院大学 准教授
総力戦体制と「国民保育」―末期「保育問題研究会」に
よる国策への〈抵抗〉と〈協力〉

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

新谷　奈苗 岐阜医療科学大学 准教授
乳がん患者のワーク・トリートメントバランスを支える患
者支援プログラムの開発

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

片渕　哲朗 岐阜医療科学大学 教授
マルチカメラシンチグラムにおける集積部位の距離計
測と高解像度撮像法に関する研究

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

坂口　京子 常葉学園大学 准教授 言語力の体系と育成に関わる基礎的研究 2,730,000 1,430,000 1,300,000

谷　誠司 常葉学園大学 准教授
韓国人日本語学習者のための読解能力尺度開発に関
する基礎的研究

2,470,000 780,000 1,690,000

木宮　敬信 常葉学園大学 准教授
在日外国人学校における地域連携を軸とした安全教
育プログラムの開発

4,290,000 1,560,000 2,730,000

菊本　智之 浜松大学 教授
徳川政権における幕閣の武芸思想と武芸政策に関す
る文献学的研究

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

藤木　通弘 浜松大学 教授
二連発刺激による誘発電位を用いた麻酔深度・睡眠深
度の新しい評価方法の開発

5,460,000 3,120,000 2,340,000
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木山　幹恵 浜松大学 准教授
わが国の文化に基づく看護実践の倫理　‐倫理学的理
論からの探究‐

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

桐原　正之 静岡理工科大学 准教授
触媒的三級グリコール開裂反応を用いた有機彫刻法
による炭素骨格新規構築法の開発

4,810,000 1,300,000 3,510,000

小澤　哲夫 静岡理工科大学 准教授 プラズマ密度制御による窒化物半導体の液相成長 5,200,000 2,470,000 2,730,000

亘理　陽一 静岡理工科大学 講師
知的・創造的英語コミュニケーション能力を伸ばす進学
高校英語授業改革モデルの開発

4,290,000 1,300,000 2,990,000

横尾　惠美子 聖隷クリストファー大学 教授
管理職の意識が労働環境に及ぼす影響：介護従事者
の離職を防ぐための管理職のあり方：

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

高橋　佐和子 聖隷クリストファー大学 助教 大学生の大麻等薬物乱用防止教育プログラムの開発 3,640,000 1,170,000 2,470,000

黒野　智子 聖隷クリストファー大学 准教授
妊娠期から継続的に行う父親のための母乳育児支援
教育プログラムの開発

1,430,000 520,000 910,000

酒井　昌子 聖隷クリストファー大学 准教授
非がん高齢者終末期ケアへの介入タイミングを支持す
るアセスメントツールの検討

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

小平　朋江 聖隷クリストファー大学 准教授
精神看護学教育のための統合失調症の闘病記の分
析

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

長峰　伸治 聖隷クリストファー大学 教授
思春期・青年期の自閉症スペクトラム障害者の対人交
渉スキル支援プログラムの開発

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

入江　拓 聖隷クリストファー大学 准教授
里親不調により里子との離別を体験した里親のメンタ
ルヘルスとそのケアに関する研究

1,170,000 390,000 780,000

梅本　充子 聖隷クリストファー大学 准教授
地域在住高齢者における音や匂いを刺激とする新た
な手法の回想法の効果

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

福田　俊子 聖隷クリストファー大学 准教授
専門家としての自己生成プロセスにおける「痛みを伴う
臨床体験」がもつ意味の探求

2,730,000 780,000 1,950,000

北市　記子 静岡産業大学 講師
テクノロジーアートにおける言説とメディア　－死生観を
反映した芸術表現－

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

重川　希志依 富士常葉大学 教授
市町村合併が危機管理対応にもたらす影響評価モデ
ルの構築

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

増田　啓子 富士常葉大学 准教授
中等及び高等教育における家政教育の課題　－日米
比較からの考察－

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

池田　浩敬 富士常葉大学 教授
コーディネーション・ゲームを用いた効果的な住宅耐震
化支援制度の構築と有効性の検証

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

鈴木　郁子 浜松学院大学 准教授
学校教師の資質向上を目的とした共感研究および現
職研修の開発

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

伊藤　博文 愛知大学 教授
裁判員裁判でのＩＣＴを活用した法廷プレゼンテーショ
ン支援研究

2,600,000 910,000 1,690,000

村松　幸廣 愛知大学 教授
グリーン消費者行動と小売企業の関係性アプローチに
よる中国と日本の地球温暖化防止

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

湯川　治敏 愛知大学 准教授
ロングパイル人工芝に適用可能な緩衝性能試験器と
評価法の開発

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

井上　誠 愛知学院大学 教授
天然由来レチノイン酸受容体アゴニストの探索と免疫・
アレルギー疾患への応用

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

井澤　幸子 愛知学院大学 准教授
高齢者包括的栄養評価の介護福祉施設入所中の要
介護高齢者の生命予後因子としての意義

2,080,000 910,000 1,170,000
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岡本　真一郎 愛知学院大学 教授 ミス・コミュニケーションの社会心理学的研究 4,940,000 1,950,000 2,990,000

下村　淳子 愛知学院大学 講師
退職養護教諭を活用した新規採用者研修の課題と今
後の展望

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

吉田　康夫 愛知学院大学 准教授
歯周病原細菌由来アミノ酸代謝物によるバイオフィル
ム形成能と病原性への影響の解明

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

近藤　信太郎 愛知学院大学 准教授 霊長類の下顎骨にみられる骨隆起の形態学的研究 4,940,000 1,950,000 2,990,000

栗田　賢一 愛知学院大学 教授
歯髄幹細胞を用いた新しい末梢神経麻痺の根治的治
療法の開発

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

西川　清 愛知学院大学 講師
共用ベクターを用いた難培養性口腔嫌気性菌への遺
伝子導入・発現系の開発

3,770,000 1,820,000 1,950,000

村木　克彦 愛知学院大学 教授
カチオンチャネルタンパク質の分解制御とその破綻に
よる細胞異常

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

丹下　博文 愛知学院大学 教授
物流・ロジスティクスの発展と中国への学術的な応用
可能性に関する研究

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

中村　好徳 愛知学院大学 准教授 歯科用磁性アタッチメントの国際標準化の創成 5,200,000 2,730,000 2,470,000

中田　和彦 愛知学院大学 講師 ポリリン酸を用いた新しい医療用材料の開発 3,900,000 1,040,000 2,860,000

田中　淳子 愛知学院大学 教授
所有権界・境界と筆界をめぐる総合的研究～民法・手
続法・実務による総合的アプローチ

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

都築　正喜 愛知学院大学 教授
視覚障害学生の英語発音指導のための点字式発音
記号や音調符号および教材開発

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

有賀　幸子
（中村幸子）

愛知学院大学 准教授
法廷通訳者の語彙・表現が心証形成に与える影響に
関する研究

5,070,000 2,990,000 130,000 2,080,000

有地　淑子 愛知学院大学 講師
咀嚼筋痛の治療効果予測のための定量的超音波ｅｌａｓ
ｔｏｇｒａｐｈｙ診断法の確立

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

鈴木　崇弘 愛知学院大学 准教授
革新的な生物発光イメージング法によるＭＭＰ－２関
連タンパク質の分泌動態解析

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

奥村　哲夫 愛知工業大学 教授 豪雨・洪水時の河川堤防の安全性確保に関する研究 2,600,000 1,690,000 910,000

戸伏　壽昭 愛知工業大学 教授
多方向動作形状記憶複合材料の開発と長期機能特性
評価の研究

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

後藤　時政 愛知工業大学 准教授
海外生産比率を高める我が国中小企業の現地におけ
る特許戦略の問題点とその解決策

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

江上　泰広 愛知工業大学 准教授
マイクロ配列化した複合分子センサによる非定常流れ
の高速多変量同時計測法の開発

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

坂本　將暢 愛知工業大学 講師
教師・教員志望の学生・研究者による共同的な授業分
析に関する研究

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

山本　勝 愛知工業大学 教授
地域包括ケアシステム構築における持続可能な連携・
協働システムの推進方策

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

松河　剛司 愛知工業大学 助教
モーションキャプチャデータを用いた生体信号の実時
間可視化

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

水野　慎士 愛知工業大学 准教授
伝統工芸技法の仮想体験に基づくミュージアムのディ
ジタル化技術の開発

5,070,000 1,950,000 3,120,000
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正木　和明 愛知工業大学 教授 地域防災のための高精度強震動予測手法の開発 3,510,000 2,340,000 1,170,000

中井　孝幸 愛知工業大学 准教授
「場」の概念からみた図書館における来館を促す建築
的魅力に関する研究

4,680,000 2,730,000 1,950,000

鳥井　昭宏 愛知工業大学 准教授 インチワーム型６自由度位置決め装置の開発 5,330,000 2,730,000 2,600,000

藤井　勝紀 愛知工業大学 教授 女子スポーツ選手における初経遅延の検証 5,200,000 2,600,000 2,600,000

原　史子 金城学院大学 教授
児童養護施設卒園者の生活史分析による「自立支援」
の再評価に関する研究

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

洪　淳康 金城学院大学 講師
日韓独禁法の比較研究　－略奪廉売型差別対価の違
反要件の法構造について－

3,120,000 1,040,000 2,080,000

小崎　康子 金城学院大学 准教授
繰り返し寒冷ストレスによる痛み受容器の末梢性感作
に関する網羅的遺伝子発現解析

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

大嶋　耐之 金城学院大学 教授
医療従事者のための模擬患者参加型コミュニケーショ
ン学習の構築に関する研究

4,810,000 2,210,000 2,600,000

阿部　順子 椙山女学園大学 准教授
フランスの持続可能な地区整備事業エコ・カルティエと
団地更新に関する研究

3,640,000 1,040,000 2,600,000

井野　恭子 椙山女学園大学 講師
３Ｄを用いた看護教育教材の開発と教育プログラムの
構築

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

影山　穂波 椙山女学園大学 准教授
ホノルルにおける戦後移住日本人の「居住空間」とジェ
ンダー

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

株本　千鶴 椙山女学園大学 准教授
ホスピス・緩和ケアの制度化にかんする社会学的研
究ー日韓の比較によるアプローチー

3,120,000 1,560,000 1,560,000

小倉　祥子 椙山女学園大学 准教授
地域・企業規模の視点からの「仕事と家庭生活の両
立」施策の再検討

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

森棟　公夫 椙山女学園大学 教授
金融時系列分析におけるノンパラメトリック・ボラティリ
ティ推定

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

大口　健司 椙山女学園大学 准教授
ポリメトキシフラボノイドの角化誘導作用と表皮機能再
生効果の検証

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

長谷川　淳基 椙山女学園大学 教授
ムージルの演劇批評研究―価値評価の試みと『特性
のない男』創作への影響分析

4,160,000 1,820,000 2,340,000

飯塚　恵理人 椙山女学園大学 教授
東海地域近世・近代能楽資料の収集・整理とデータ
ベース化

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

冨田　和子 椙山女学園大学 助教 近世後期以降の俳諧資料の収集と整理 2,600,000 1,040,000 1,560,000

佐藤　達生 大同大学 教授
ゴシック建築成立期におけるイール・ド・フランス地方支
柱形態の革新性の立証

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

西堀　賢司 大同大学 教授 極細プローブを用いる小径深穴計測装置の開発 5,330,000 2,990,000 2,340,000

吉川　寛 中京大学 教授
アウターサークル英語との接触が日本人の英語学習
に与える教育効果の検証

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

橋本　学 中京大学 教授
時空間的ユニーク情報に基づく高速・ロバストな画像
計測法に関する研究

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

松本　裕子
（小坂田裕子）

中京大学 准教授
環境と開発における先住民族の法的地位の再検討－
国際法形成過程変容の多面的考察

4,160,000 1,040,000 3,120,000
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沼田　宗敏 中京大学 教授
高速Ｍ推定を用いた３次元表面粗さ用ローパスフィル
タの開発

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

上林　真司 中京大学 教授
見通し外（ＮＬＯＳ）環境におけるＵＷＢ信号による位置
推定法の研究

5,460,000 4,290,000 1,170,000

森　有礼 中京大学 准教授
大戦間のアメリカ南部における身体表象と人種的及び
性的ハイブリディティ

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

川田　牧人 中京大学 教授
宗教実践と消費文化の人類学的研究─フィリピン民衆
キリスト教の聖具消費と流通

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

大友　昌子 中京大学 教授 東アジアにおける福祉文化的基盤の比較研究 4,030,000 1,690,000 2,340,000

都築　雅子 中京大学 教授
日本人英語音声に関するリンガフランカ中心特性の特
定

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

梅村　義久 中京大学 教授
メカニカルストレスが骨から分泌されるホルモンに及ぼ
す影響

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

白水　始 中京大学 准教授 未来の学習を準備する協調的発見学習の理論構築 5,070,000 1,950,000 3,120,000

村上　太郎 至学館大学 教授
運動中から運動後にかけて認められる筋たんぱく質合
成反応の切り替え調節の解明

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

塩澤　正 中部大学 教授
「国際英語論」の視点から、日本で英語を教える意義と
効果に関する実証的研究

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

下方　薫 中部大学 教授
医療系知識データベースを利用した知識活用能力の
評価手法に関する研究

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

岩堀　祐之 中部大学 教授
医療診断支援のための内視鏡画像からの形状復元と
ポリープ識別

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

古川　圭子 中部大学 教授
スフィンゴ糖脂質による癌性形質の増強に関わる分子
群の生細胞膜上での時空間的解析

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

山田　公夫 中部大学 教授
目詰まりに起因する地盤機能障害の評価と対策に関
する研究

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

柴田　祥一 中部大学 教授
高感度太陽中性子観測システムの構築および予備観
測

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

杓谷　茂樹 中部大学 教授
マヤ遺跡への古代文明イメージの意味づけと文化資
源化に関する観光人類学的研究

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

水谷　秀行 中部大学 教授
超音波振動援用による高性能内面ホーニング加工法
の開発

5,720,000 4,420,000 1,300,000

清河　幸子 中部大学 講師
行動実験と計算機モデリングの統合的アプローチによ
る洞察プロセスの解明

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

石田　康行 中部大学 准教授
磁性ナノ粒子プローブ－反応熱分解分析法による薬
剤耐性菌の迅速検出法の開発

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

前田　富士男 中部大学 教授 パウル・クレーと実験発生学 4,680,000 2,210,000 2,470,000

中村　圭二 中部大学 教授 材料プロセス用高気圧プラズマの電子状態計測 5,200,000 2,470,000 2,730,000

津田　孝範 中部大学 准教授
食品因子によるインクレチン制御を標的とした糖尿病
予防・抑制機能とその機序の解明

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

田中　和奈 中部大学 助手
軽度認知症高齢者のための疼痛評価ツールの海外に
おける汎用性の検討

5,200,000 2,600,000 2,600,000
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柳　朋宏 中部大学 准教授
コーパスを用いた名詞句の分布と認可方法に関する
通時的・通言語的研究

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

増田　喜治 名古屋学院大学 教授
人工内耳装用児者の英語教育：映像、音声、振動を用
いた遠隔授業と国際交流

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

肥田　朋子 名古屋学院大学 准教授
関節不動化によって生じる筋性疼痛のメカニズムの解
析と疼痛発生の予防

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

東條　文治 名古屋芸術大学 講師
フランス産ジュラ紀アンモナイト化石の分類学的研究と
教材開発

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

Ｔｈｏｍｐｓｏｎ
Ａｌａ

名古屋商科大学 教授
アジアの共通語としての英語の異文化間場面における
談話研究

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

山田　昌孝 名古屋商科大学 教授 消費者革新性の測定スケールの開発とその応用 4,160,000 2,340,000 1,820,000

石田　典子 名古屋女子大学 教授
琵琶湖北湖沿岸域における底質の相違に関係する付
着藻類の種類構成、現存量、基礎生産

5,590,000 3,770,000 1,820,000

伊藤　祥輔 藤田保健衛生大学 その他
ユーメラニンおよびフェオメラニンの紫外線による生理
的分解過程の解明

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

宇理須　厚雄 藤田保健衛生大学 教授
食物アレルギー発症と皮膚ならびに腸管バリア機能異
常との関連の検討

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

園田　茂 藤田保健衛生大学 教授
高次脳機能障害への効果的入院リハビリテーションの
確立

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

加納　秀記 藤田保健衛生大学 講師
敗血症性多臓器不全に対する間葉系幹細胞移植療法
とｔｈｙｍｏｓｉｎベータ４の応用

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

近藤　康人 藤田保健衛生大学 准教授
交差反応性の診断における受身感作好塩基球活性化
吸収試験の有用性の検討

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

犬尾　千聡 藤田保健衛生大学 助教
ペプチドミルクによる低アレルゲン経口免疫療法の確
立

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

山田　治基 藤田保健衛生大学 教授
多中性骨肉腫樹立細胞株を用いた病態解明と転移抑
制のための実験的研究

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

山本　幸也 藤田保健衛生大学 講師
急性前骨髄性白血病キメラ遺伝子ＢＣＯＲ－ＲＡＲＡに
よる白血病発症機序の解明

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

寺西　利生 藤田保健衛生大学 准教授
運動軌道再現性を用いた片麻痺者の歩行再学習過程
評価手法の開発

5,590,000 5,330,000 260,000

新實　夕香理 藤田保健衛生大学 講師
情報プライバシーに配慮した患者情報の共有と保護の
あり方に関する研究

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

太田　喜久夫 藤田保健衛生大学 教授
バルーン内圧測定装置を用いた嚥下圧測定法の開発
と嚥下障害治療への応用

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

太田　充彦 藤田保健衛生大学 講師
視床下部－下垂体－副腎皮質系が作業関連性筋骨
格系障害の症状変化に及ぼす影響

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

柘植　郁哉 藤田保健衛生大学 教授
食物アレルギー経口免疫療法の作用機序に関する免
疫学的解析

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

辻岡　勝美 藤田保健衛生大学 准教授
マルチスライスＣＴ透視を利用した穿刺ナビゲーション
システムの構築

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

東本　祐紀 藤田保健衛生大学 研究員 ＨＨＶ－６　ｖａｒｉａｎｔ特異的抗体測定法の開発 5,330,000 2,210,000 3,120,000

日下　守 藤田保健衛生大学 准教授
献腎移植における移植腎予後と心機能を評価するバ
イオマーカーの確立

5,070,000 2,210,000 2,860,000
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日比　八束 藤田保健衛生大学 准教授
原発性上皮小体機能亢進症腺腫におけるｃＡＭＰ／Ｐ
ＫＡシグナリングの解析

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

白木　良一 藤田保健衛生大学 教授
ファージデイスプレイ法より前立腺癌の癌特異抗原に
対し単離した完全ヒト型抗体の研究

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

飯田　忠行 藤田保健衛生大学 講師
若年の抑うつ早期発見を目指した多角的アプローチに
よる症例対照研究

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

北口　暢哉 藤田保健衛生大学 教授
血液浄化によるアルツハイマー病治療システム：臨床
応用に向けたヒト脳変化の検討

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

鈴木　康司 藤田保健衛生大学 講師
慢性腎臓病と酸化ストレス及びアディポカイン分泌異
常に関する疫学研究

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

吉根　勝美 南山大学 准教授
創造的思考力訓練を目的としたｅラーニングの授業設
計とその教育教材の開発研究

4,160,000 1,820,000 2,340,000

市川　朗 南山大学 教授
楕円制限３体問題と楕円軌道上のフォーメーションの
総合的研究

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

須藤　季夫 南山大学 教授
東アジア共同体の実現におけるＡＳＥＡＮ中核性仮説
に関する総合的研究

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

青山　幹雄 南山大学 教授
クラウドコンピューティングを統合するソフトウェア開発
方法論

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

青柳　宏 南山大学 教授
機能範疇の働きと（ミクロ）パラメターに関する日韓対
照研究

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

石垣　智徳 南山大学 教授 ゆるい絆とギフトに関する研究 3,510,000 1,950,000 260,000 1,560,000

赤壁　弘康 南山大学 教授
ネットワーク外部性を考慮した観光消費の波及効果モ
デルの構築

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

村杉　恵子
（斎藤恵子）

南山大学 教授
主節不定詞のパラメター：比較統語理論と言語獲得を
繋ぐ試み

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

岡　多枝子 日本福祉大学 准教授
持続可能な福祉社会における福祉系高校のレリバン
ス

3,640,000 1,430,000 390,000 2,210,000

橋口　徹 日本福祉大学 教授
医療安全確保のための予算管理に係るヒューマンリ
ソースコストに関する実証研究

4,160,000 1,040,000 3,120,000

小松　理佐子 日本福祉大学 教授
地域活支援を展開するための専門職の配置に関する
研究―居住権の保障の視点から―

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

西村　一彦 日本福祉大学 教授 中国の経済発展と環境負荷を考慮した産業構造政策 5,720,000 2,860,000 2,860,000

大谷　京子 日本福祉大学 准教授
精神保健福祉士の現任研修プログラム開発と普及―
エビデンスに基づく達成課題と評価―

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

中村　信次 日本福祉大学 教授
自己運動知覚強度を規定する視覚刺激の画像的特徴
の統合的理解に関する実験的研究

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

伊藤　俊一 名城大学 教授 代官請負制の実態と変遷に関する研究 4,810,000 1,170,000 3,640,000

伊藤　昌文 名城大学 教授
非平衡大気圧プラズマを用いた懸濁態金属の原子発
光メカニズムの解明

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

井藤　千裕 名城大学 准教授
天然資源由来のＥＳ・ｉＰＳ細胞分化に作用する活性分
子の探索研究

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

浦田　広朗 名城大学 教授 私立大学の公共的機能に関する実証的研究 3,510,000 1,300,000 2,210,000
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岡本　浩一 名城大学 教授
ｓｉＲＮＡの肺組織内動態とＲＮＡ干渉能に基づく吸入用
微粒子製剤処方の 適化

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

加茂　省三 名城大学 准教授
フランスの対アフリカ外交史研究－フォカール文書の
調査

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

海道　清信 名城大学 教授
都市空間の集約再編手法による人口減少都市の計
画・デザインとガバナンスの日米欧調査

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

近藤　敦 名城大学 教授
憲法および国際人権法の整合性をめぐる比較研究－
多文化共生法学の垂直的発展

5,200,000 1,690,000 520,000 3,510,000

栗本　英治 名城大学 准教授
コイルドコイルによるホモ－ヘテロ変換を応用したｐＨ
応答性バイオ素子の開発

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

黒田　光太郎 名城大学 教授 電子顕微鏡の科学技術史―理論の発展と機器の開発 5,200,000 2,080,000 3,120,000

山崎　初夫 名城大学 教授
高校教科「情報」の実態調査と大学初年次の情報リテ
ラシー教育に関する研究

3,250,000 1,950,000 1,300,000

山田　宗男 名城大学 准教授
高齢者のＱＯＬ向上のための運転能力向上および見
守りシステムの開発

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

山本　雄吾 名城大学 教授
公共交通の新展開に即した道路旅客運送政策のあり
方の研究

3,380,000 1,820,000 1,560,000

志村　ゆず 名城大学 准教授
地域在住高齢者の抑うつ低減のためのライフレビュー
法の開発に関する研究

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

松儀　真人 名城大学 教授
フルオロミクスを基点とする生理活性ペプチド類の低炭
素化グリーン合成

5,460,000 1,690,000 3,770,000

竹内　哲也 名城大学 准教授
ワイドギャップ半導体トンネル接合による新規電流注
入構造の実現

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

中條　渉 名城大学 教授
複数のビート光を利用したテラヘルツ帯連続波の電力
合成技術の開発

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

津呂　正人 名城大学 准教授 ラベンダーの香質改変に関する遺伝解析 5,590,000 3,510,000 2,080,000

羽渕　脩躬 愛知医科大学 その他
高硫酸化コンドロイチン硫酸／デルマタン硫酸の生理
的・病理学的機能の解明

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

久保　昭仁 愛知医科大学 准教授
分子標的治療薬の新規薬力学評価法―非小細胞肺
癌のがん性胸膜炎をモデルとして

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

三鴨　廣繁 愛知医科大学 教授
Ｂ群レンサ球菌による周産期感染症発症予防法確立
に向けての試み

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

小笠原　尚高 愛知医科大学 講師
大腸癌における上皮細胞増殖因子関連新規分子標的
遺伝子の機能解析

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

小川　徹也 愛知医科大学 准教授
頭頸部癌におけるシスプラチン感受性規定因子の解
明ー網羅的タンパク解析法を用いて

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

杉浦　信夫 愛知医科大学 准教授
コンドロイチン硫酸の高硫酸化活性ドメインの酵素合
成とその生体内機能の解明

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

西村　直記 愛知医科大学 講師
長期宇宙滞在に向けた体系的なカウンターメジャーの
確立

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

孫田　信一 愛知医科大学 その他
非侵襲性出生前診断法の開発を目指した妊娠初期母
体血中の胎児細胞分離技術の確立

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

大道　美香 愛知医科大学 助教
運動器不活動に伴う慢性痛発症予防に向けた運動処
方開発のための基盤研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000
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中村　二郎 愛知医科大学 教授
人工多能性幹細胞由来神経堤細胞による糖尿病性多
発神経障害の細胞移植療法の検討

5,330,000 3,770,000 1,560,000

中尾　春壽 愛知医科大学 教授
肝癌における細胞周期チェックポイント制御機構の破
綻機序の解明

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

米田　政志 愛知医科大学 教授
オリゴアレイＣＧＨ法によるＮＡＳＨ発癌関連遺伝子の
網羅的検索

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

坊垣　友美 愛知医科大学 准教授
「柚子」のタッチによる終末期がん患者の倦怠感とＱＯ
Ｌに関する多施設共同前向き試験

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

末冨　勝敏 愛知医科大学 その他 瘢痕性疼痛の発生・遷延化の制御因子の同定 4,550,000 1,560,000 2,990,000

木全　弘治 愛知医科大学 その他
炎症微小環境ニッチとしてのヒアルロン酸ーＳＨＡＰ複
合体の形成機構の研究

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

柳生　聖子 愛知医科大学 講師
地域における胆道がん死亡の危険因子に関するコー
ホート研究

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

林　櫻松 愛知医科大学 准教授
中学生におけるピロリ菌感染率と胃粘膜健康度に関す
る疫学研究

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

萬谷　京子 愛知医科大学 講師
女性外科医の就労継続と離職者の復職促進を実現す
る要素の解析

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

馮　国剛 愛知医科大学 講師
新規蛋白質ナオフェンはエンドトキシンによる肝障害を
制御する新たな因子となりうるか

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

安藤　富士子 愛知淑徳大学 教授
知能の加齢変化における喫煙とカロテノイドの交互作
用－地域住民を対象とした縦断研究

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

稲垣　亮子 愛知淑徳大学 助教 日本社会を対象とした「異・多文化共生尺度」開発 1,430,000 1,040,000 390,000

白石　淑江 愛知淑徳大学 教授
虐待予防の家庭訪問支援におけるアメリカの両親調査
の活用に関する研究

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

伊東　田恵 豊田工業大学 准教授
グローバルビジネス環境に対応するＥＳＰカリキュラム
ガイドラインの作成

3,380,000 1,560,000 1,820,000

原　大介 豊田工業大学 教授
日本手話と日本語対応手話の混合言語（中間型手話）
の言語的特徴の解明

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

恒川　好樹 豊田工業大学 教授
ソノ凝固プロセスによるヘテロ構造二相アルミニウム合
金の開発

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

松井　一 豊田工業大学 准教授 誤り訂正符号の新たな代数的復号法 5,460,000 3,120,000 2,340,000

川西　通裕 豊田工業大学 准教授
ＧＰＧＰＵクラスタによる超並列 適化を用いた知的制
御系設計法の開発

5,720,000 4,420,000 1,300,000

大下　祥雄 豊田工業大学 准教授
ポリシラン金属触媒による還元反応を用いたキノン構
造分子への水素貯蔵に関する研究

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

杉山　奈生子 愛知産業大学 准教授
アントワーヌ・ヴァトーの生きているかのような彫刻表
現の生成と意義について

3,120,000 1,040,000 2,080,000

山根　基 愛知みずほ大学 講師
小学生の運動習慣形成を目的とした家庭用運動支援
ロボットの有用性検討

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

岡本　敦 東海学園大学 教授
３次元コンピュータ・グラフィックスによる立体表示運動
学習システムの開発

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

三宅　義明 東海学園大学 教授 香酸カンキツ果汁のストレス緩和作用に関する研究 4,420,000 2,600,000 1,820,000
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倉橋　洋子 東海学園大学 教授
十九世紀アメリカにみる女性思想家・作家たちによる
環大西洋交流の社会的・文化的影響

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

安達　理恵 愛知工科大学 准教授
児童の英語に対する動機づけと異文化に関する態度
特性から考察する小学校外国語活動

1,690,000 520,000 1,170,000

松浦　寛 愛知工科大学 准教授
金属微粒子の３次元自己配列を利用した高活性表面
の創製および環境触媒への応用

5,980,000 4,940,000 1,040,000

實廣　貴敏 愛知工科大学 准教授
音声対話システムにおける音に着目した周囲状況推
定技術の研究

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

竹越　美奈子 愛知東邦大学 准教授
日本資料を視野に入れた二十世紀香港粤語の総合的
研究

2,470,000 910,000 1,560,000

山内　惠子 名古屋学芸大学 講師
ヘルシープレートを活用した簡単カーボコントロール法
の有用性の検証

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

塚原　丘美 名古屋学芸大学 准教授
やせ型若年女性に多発する耐糖能異常発症機序の解
明

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

岩瀬　貴子
日本赤十字豊田看護大
学

講師 「安心」の尺度開発に関する研究 4,940,000 1,560,000 3,380,000

服部　希恵
日本赤十字豊田看護大
学

研究員
緩和ケア病棟における入院時から死別後１年間の継
続的がん患者家族支援に関する研究

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

岡野　友彦 皇學館大学 教授
古文書学の再構築―文字列情報と非文字列情報の融
合―

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

守本　友美 皇學館大学 教授
社会福祉施設のボランティアコーディネーター養成の
ための教材開発に関する研究

3,120,000 650,000 2,470,000

小孫　康平 皇學館大学 教授
脈波と瞬目を用いたシリアスゲームのユーザエクスペ
リエンス評価法の開発と学習効果

5,070,000 4,420,000 650,000

櫻井　治男 皇學館大学 教授
近代の伊勢神宮改革と御師制度廃止に伴う伊勢信仰
の相克に関する基礎的研究

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

森本　光生 四日市大学 研究員 大成算経における近世日本の数学観 4,810,000 1,170,000 3,640,000

千葉　賢 四日市大学 教授
海洋低次生態系・海底堆積物結合モデルによる伊勢
湾の中長期的水質底質特性の研究

2,860,000 650,000 2,210,000

丸山　淳子 鈴鹿医療科学大学 教授
肺高血圧症血管リモデリング形成過程におけるＩＬ－１
７の役割の解明

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

定金　豊 鈴鹿医療科学大学 教授
光化学的新技術を用いたＤＮＡ結合タンパク質の網羅
的クローニング法の開発

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

那須　史男 鈴鹿医療科学大学 教授
老人性骨粗鬆症に対する代替医療による予防および
治療効果の基礎的研究

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

鈴木　敦子 四日市看護医療大学 教授
すべての看護職が使える子ども虐待予防活動のため
のアセスメント指標の開発と効果判定

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

流郷　千幸 聖泉大学 教授
総合病院外来において医療処置を受ける子どもと親へ
のプレパレーションモデルの開発

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

三輪　正直 長浜バイオ大学 教授
未知のポリＡＤＰ－リボシル化タンパク質の同定、修飾
部位決定と生物学的意義の解明

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

池村　淑道 長浜バイオ大学 教授
新規情報学的手法によるインフルエンザを含む人獣共
通感染症ウイルスゲノム配列の解析

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

佐藤　馨 びわこ成蹊スポーツ大学 准教授
女性の積極的スポーツ行動を促す調整力・交渉力の
検討

4,420,000 650,000 3,770,000
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若吉　浩二 びわこ成蹊スポーツ大学 教授
水泳パフォーマンス向上のための浮力・浮心重心間距
離の評価と活用

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

Ｄａｓｈ　Ｓｈｏｂ
ｈａ

大谷大学 その他
日本で発見されたオリヤー語『マハーバーラタ』「津島
貝葉」の校訂テキスト作成

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

進藤　三佳 京都外国語大学 その他
感覚語彙の歴史的変化における構文と意味の相互関
係：認知類型論的コーパス対照研究

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

佐々木　高弘 京都学園大学 教授
都市空間における神話的特性の変容過程に関する歴
史地理学的研究

4,810,000 1,300,000 3,510,000

山下　勤 京都学園大学 教授
ヴァーグバタの著作を中心とするインド伝統医学文献
の写本資料収集と原典批判研究

3,120,000 1,040,000 2,080,000

尾崎　タイヨ 京都学園大学 教授
ＮｅｗＫｅｙｎｅｓｉａｎ国際計量経済モデルの開発とシミュ
レーション分析

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

李　建 京都学園大学 教授
成果主義の環境下における予算管理システムに関す
る日韓比較研究

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

ゴーベル
ピーター

京都産業大学 教授
外国語学習における成功と失敗に対する台湾人大学
生の原因帰属意識

1,430,000 650,000 780,000

伊藤　正美 京都産業大学 教授 オートマトン、形式言語および計算理論の研究 3,900,000 1,820,000 2,080,000

蚊野　浩 京都産業大学 教授
多眼光線空間カメラを用いたデジカメ画像処理技術の
研究

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

吉野　秋二 京都産業大学 准教授 寺院史史料による古代地域社会の復原研究 2,600,000 780,000 1,820,000

高桑　弘樹 京都産業大学 准教授
鳥インフルエンザウイルスの鶏への感染性獲得メカニ
ズムの解析

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

在間　敬子 京都産業大学 准教授
中小企業の環境経営を促進する有効な「環境コミュニ
ケーションの場」に関する制度設計

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

三輪　卓己 京都産業大学 准教授
知識集約型企業の人的資源管理の特性と知識労働者
への影響

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

小林　一彦 京都産業大学 教授
私家集の書誌学・文献学による解析を通じて基底部か
ら新しい和歌史を構築する

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

庄垣内　正弘 京都産業大学 教授 ウイグル漢字音成立プロセスの解明 4,940,000 2,470,000 2,470,000

植松　茂男 京都産業大学 教授
早期英語教育の長期的な効果に関する量的・質的研
究

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

草鹿　晋一 京都産業大学 准教授 裁量破棄判決の実証的研究 1,300,000 780,000 520,000

村瀬　篤 京都産業大学 教授 多変数保型形式の数論的不変量と保型Ｌ関数の研究 5,070,000 1,820,000 3,250,000

大城　光正 京都産業大学 教授 象形文字ルウィ語の歴史言語学的研究 5,070,000 2,340,000 2,730,000

竹内　実 京都産業大学 教授
受動喫煙による肺胞マクロファージの染色体異常と遺
伝子損傷への影響

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

中島　伸介 京都産業大学 准教授
ブロガーの熟知度分析およびセンチメント分析とその
応用に関する研究

4,680,000 1,820,000 2,860,000

中野　幹久 京都産業大学 准教授
サプライチェーンにおけるパフォーマンスのトレード・オ
フ克服のメカニズム

4,680,000 1,560,000 3,120,000
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辻井　芳樹 京都産業大学 教授 相互帰納的フラクタルのマルチフラクタル分解の研究 2,730,000 1,170,000 1,560,000

藤井　秀昭 京都産業大学 准教授
経済的手法利用による低炭素化技術促進・普及誘因
の差異に関する実証的及び理論的研究

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

藤野　敦子 京都産業大学 准教授
グローバル化、雇用流動化及び働き方の家族形成や
家族規模に対する影響

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

難波　和彦 京都産業大学 准教授
日英バイリンガル児のコードスイッチングの言語分析
―通時的研究

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

八塩　裕之 京都産業大学 准教授 税制・社会保障の実態に関する研究 2,080,000 780,000 1,300,000

板野　直樹 京都産業大学 教授
がん細胞の運命決定に働く淘汰圧の自己形成と回避
の機構

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

飯田　善郎 京都産業大学 教授 主観的厚生から評価する所得再分配の効果 4,940,000 2,080,000 2,860,000

福井　和彦 京都産業大学 教授 幾何構造を保つ微分同相群の位相幾何学的研究 5,070,000 1,690,000 3,380,000

柳下　浩紀 京都産業大学 准教授
非線形拡散方程式における界面ダイナミクスと進行波
の大域的解構造の研究

2,600,000 520,000 2,080,000

井上　眞理子 京都女子大学 教授
地域社会を基盤とする子ども虐待防止：行政の政策と
民間の活動

1,430,000 650,000 780,000

原田　由美子 京都女子大学 准教授
大都市における単身の要援護状態にある低所得高齢
者が必要とする支援に関する研究

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

御領　謙 京都女子大学 教授
文字と非文字パターンの知覚・認知的処理における共
通性と異質性の解明

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

山田　健司
（山田健）

京都女子大学 准教授
外国人介護労働者の送出し受入れ両国における人材
斡旋事業者の機能役割

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

石川　圭一 京都女子大学 教授
英語母語話者と日本人英語学習者の音韻・形態知識：
語彙発達モデルの検討

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

泉　克幸 京都女子大学 教授
知的財産法における競争政策的思考の現代的意義と
市場の展開

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

中村　保幸 京都女子大学 教授
血清レプチン、アディポネクチンと潜在性動脈硬化進展
度に関する研究

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

中田　兼介 京都女子大学 准教授
円網性クモにおける色彩変異維持メカニズムと変異間
の採餌生態の違い

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

日高　真帆 京都女子大学 准教授
ワイルド受容の系譜―日本と英語圏諸国との比較研
究―

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

米浪　直子 京都女子大学 准教授
食習慣による味覚感受性および唾液バイオマーカーへ
の影響

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

濱崎　由紀子 京都女子大学 准教授
子どもの精神病発症リスクの同定とメンタルヘルス向
上のための包括的介入モデルの構築

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

安井　裕之 京都薬科大学 教授
ＧＰＲ３９作動性のＰｄｘ－１発現により膵β細胞を保護
する抗糖尿病亜鉛医薬品の開発

5,200,000 3,250,000 1,040,000 1,950,000

後藤　直正 京都薬科大学 教授 緑膿菌の腸管経由トランスロケーションの統合的解析 5,200,000 2,210,000 2,990,000

細井　信造 京都薬科大学 准教授
ビナフチル型ＣＤプローブを利用した実用的絶対配置
決定法の開発とその天然物への応用

5,200,000 1,950,000 3,250,000
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山岸　伸行 京都薬科大学 准教授
ポリグルタミン病における小胞体分子シャペロン発現
調節機構の解析と治療への応用

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

奈邉　健 京都薬科大学 准教授
好中球をターゲットとした重症喘息と慢性閉塞性肺疾
患（ＣＯＰＤ）の制御に関する研究

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

河原　俊昭 京都光華女子大学 教授 観光アセスメントに基づいた英語教育の有効性の研究 4,940,000 2,080,000 2,860,000

吉田　香 京都光華女子大学 教授
微量元素の過剰摂取が老人性神経障害に与える影響
及び摂取量のモニタリング方法の開発

5,200,000 3,120,000 390,000 2,080,000

朝比奈　英夫 京都光華女子大学 教授
平安時代における『万葉集』訓読本文の研究－私家集
を中心として

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

梶谷　佳子 京都橘大学 准教授
正統的周辺参加論による新人看護師の看護実践にお
ける学習プロセスに関する研究

4,160,000 1,820,000 2,340,000

五十川　伸矢 京都橘大学 教授
日本鐘の成立展開定型化過程における東アジア文化
交流の研究

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

小寺　隆幸 京都橘大学 教授
ＰＩＳＡの数学的リテラシー論の分析と日本の数学教育
への批判的摂取についての研究

5,070,000 1,170,000 3,900,000

神崎　光子 京都橘大学 講師
家族機能を高める妊娠期保健指導プログラムの開発
に関する研究

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

西田　厚子 京都橘大学 教授
ビデオ・エスノグラフィーを用いた神経難病療養者と家
族の意思決定過程の分析と支援

4,680,000 3,380,000 1,300,000

前川　宣子
（河原宣子）

京都橘大学 准教授
高齢・過疎化の進行する地域における災害時要援護
者対策看護プログラムの開発

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

ＲＩＣＨＡＲＤＳ
ＯＮ　Ｍ

同志社大学 教授 フロスト書簡集編纂プロジェクト 3,250,000 650,000 2,600,000

井上　智義 同志社大学 教授
動画シンボルを社会生活のさまざまな場面で活用する
ための認知心理学的応用研究

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

浦坂　純子 同志社大学 准教授
「キャリア教育」の実効性－正課教育・課外活動・就職
支援との分離と融合－

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

岡野　八代 同志社大学 教授
ドゥーリア概念の精緻化による、非暴力と身体性に根
ざした社会モデルの構築

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

吉田　亮 同志社大学 教授 一九三〇年代アメリカ日系宗教の二世教育活動 5,070,000 2,340,000 2,730,000

吉門　進三 同志社大学 教授 焦電性単結晶を用いた小型Ｘ線源の高効率化 5,330,000 3,120,000 2,210,000

橋本　雅文 同志社大学 教授
パーソナルモビリティロボットのためのディペンダブル
走行環境センシングシステム

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

後藤　琢也 同志社大学 准教授 電解によるダイヤモンド合成とその形成機構の解明 4,940,000 1,820,000 3,120,000

崎田　智子 同志社大学 准教授
伝達言語の認知語用論的研究：対話における発話構
築と認知のメカニズム

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

出口　博之 同志社大学 教授
伝搬特性を制御する右手系人工媒質の開発と放射素
子への応用に関する研究

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

勝山　貴之 同志社大学 教授 シェイクスピア演劇とイスラム世界 3,380,000 780,000 2,600,000

勝又　悦子 同志社大学 助教 ユダヤ教における「預言者」ｖｓ「祭司」のパラダイム 5,200,000 1,950,000 3,250,000
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小泉　孝之 同志社大学 教授
幼児に対する動的傷害解析と傷害低減システムの開
発

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

松本　敏史 同志社大学 教授
公正価値測定による銀行会計の構造分析，その導入
が銀行経営や産業に与える影響の予測

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

上田　慧 同志社大学 教授
北米における多国籍企業の輸出加工戦略と国境経済
圏の研究

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

新井　京 同志社大学 教授
非国際的武力紛争概念の「再定義」と規制規則の複合
化に関する研究

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

水谷　義 同志社大学 教授 共有結合を介した有機－無機界面の構築 5,200,000 3,640,000 1,560,000

西村　幸子 同志社大学 講師 観光旅行のヘビーリピーターについての探索的研究 5,460,000 1,950,000 3,510,000

西村　卓 同志社大学 教授 近代京都における住民自治組織＝「町」の基礎的研究 3,120,000 1,560,000 1,560,000

川浦　昭彦 同志社大学 教授
「平成の大合併」における政策決定者の機会主義的行
動の影響

2,340,000 910,000 1,430,000

足立　光生 同志社大学 准教授
資本市場における政策が及ぼす影響－頑健な市場収
益率モデリングを基盤として－

4,810,000 2,210,000 2,600,000

大宮　眞弓 同志社大学 教授
線形微分作用素の跡公式と非線形可積分系の代数解
析的研究

2,860,000 910,000 1,950,000

大崎　美穂 同志社大学 准教授
階層構造モデル化に基づく多変量時系列医療データ
からの知識発見

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

中村　隆宏 同志社大学 准教授
Ｌｒｉｇファミリ―による角膜上皮幹細胞の恒常性維持機
構の解明

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

塚越　一彦 同志社大学 教授
キャピラリーチューブ内流動溶媒の特異的分配挙動に
基づく新規分離手法の開発

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

田中　貴子 同志社大学 講師
大学初年次における英語リメディアル教育のあり方：習
熟度と学習動機からの考察

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

田中　達也 同志社大学 教授
創生した高じん性軽合金（ＳＳ－ＥＣＡＰ材）による超薄
肉角型筺体成形プロセスの研究

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

田中　智子 同志社大学 助教 官立高等学校設立史の研究――「学都」論序説―― 1,690,000 650,000 1,040,000

藤原　弘 同志社大学 准教授
ネットワーク組織制御による高硬度・高靭性工具材料
の開発

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

藤本　昌代 同志社大学 准教授
専門職のキャリアパスと職業的自立性に対する社会的
流動性の影響

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

楠原　俊代 同志社大学 教授
当代散文の研究――記憶の中の中国革命史再構築
の試み

3,900,000 1,820,000 2,080,000

片山　傅生 同志社大学 教授
新規無鉛圧電材料ＭｇＳｉＯ３を用いた電荷刺激誘発型
骨再生スキャホールドの開発

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

木原　活信 同志社大学 教授
社会福祉における宗教性（スピリチュアリティ）の国際
比較研究

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

有満　保江 同志社大学 教授 離国者文学における主体の変容―文化の混淆と文学 4,030,000 1,560,000 2,470,000

齋藤　直人 同志社大学 准教授 シナプス前末端ミトコンドリアの形態機能相関 5,200,000 1,950,000 3,250,000
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加藤　敦 同志社女子大学 教授 地域ソフトウェア会社のグローカル経営の展望 2,600,000 1,300,000 1,300,000

根木　滋 同志社女子大学 助教
金属イオン結合およびレドックス制御における亜鉛フィ
ンガータンパク質の構造と機能

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

諸井　克英 同志社女子大学 教授
痩身モデルが痩身願望におよぼす社会心理学的影響
―社会的比較理論の導入―

2,600,000 1,170,000 1,430,000

松崎　正治 同志社女子大学 教授 中堅期教師の国語科実践的知識の研究 4,420,000 2,210,000 2,210,000

川崎　清史 同志社女子大学 准教授
感染細菌のリポ多糖リモデリングが宿主適応で果たす
役割に関する研究

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

藤井　健志 同志社女子大学 准教授
免疫機能調節における液胞型プロトンポンプとコリン作
動系の相互作用に関する研究

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

飯田　毅 同志社女子大学 教授
英語圏長期留学プログラムが学生の英語力と情意面
に及ぼす影響

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

服部　匡 同志社女子大学 教授 有無・量的大小・増減・出現消滅の述語の総合的研究 3,120,000 1,300,000 1,820,000

和田　戈虹
（孫戈虹）

同志社女子大学 准教授
プロトン・ポンプの高次細胞機能の発現と疾病に関す
る研究

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

山形　恭子
京都ノートルダム女子大
学

教授
表記システムの発生・発達過程とその規定要因の分
析：数表記を中心として

5,070,000 1,170,000 3,900,000

小山　哲春
京都ノートルダム女子大
学

准教授
対人言語コミュニケーション能力養成プログラムの構
築、実施、および分析・評価

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

神月　紀輔
京都ノートルダム女子大
学

准教授
知識創造型ユビキタスな学びによる教員養成の基礎
研究

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

須川　いずみ
京都ノートルダム女子大
学

教授
ジョイス文学とサイレント映画　－フィルム・アーカイブ
研究を中心に

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

竹原　広実
京都ノートルダム女子大
学

教授
「都市の過疎地」における高齢者の日常生活行動の実
態と住環境のあり方

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

若尾　典子 佛教大学 教授
生存権のジェンダー分析――若い女性への支援法の
構築

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

赤松　智子 佛教大学 教授
観光資源を利用したパーキンソン病の人のリハビリ
テーション効果についての研究

5,330,000 780,000 4,550,000

塚本　栄美子 佛教大学 准教授
近世ドイツ追悼説教パンフレットの史料的価値をめぐる
考察～ベルリンを事例として～

3,250,000 1,300,000 1,950,000

朴　光駿 佛教大学 教授
東アジアの高齢者自殺問題とその社会文化的要因に
関する研究

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

満田　久義 佛教大学 教授
マラリアと貧困の社会疫学的研究ー地球気候変動とパ
ンデミックの関係性の観点からー

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

野崎　敏郎 佛教大学 教授
比較近代社会論の成立過程―後発資本主義の「精
神」をめぐる独日の知的苦闘―

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

ＣＲＩＰＰＳ　Ａｎ
ｔｈｏ

立命館大学 教授 Ｃｒｅａｔｉｎｇ　ａｎ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｔｕｄｙ　Ａｂｒｏａｄ　Ｃｅｎｔｅｒ 5,070,000 2,730,000 2,340,000

ＴＨＡＷＯＮＭ
ＡＳ　Ｒｕ

立命館大学 教授
メタバースにおける移動分析・行動分析・体験集約によ
る体験学習支援

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

ＷＥＬＬＳ　Ｊｏ
ｈｎ　Ｃ

立命館大学 准教授 掃流砂に関する準直接数値解析法の拡張と応用 5,330,000 2,860,000 2,470,000
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リム　ボン 立命館大学 教授
都市貧困地区対策の検証：同和地区における行政依
存体質の克服と社会資本の有効利用

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

粟谷　佳司 立命館大学 准教授
同志社大学新聞学の形成過程と展開についての歴史
社会学的研究

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

一川　暢宏 立命館大学 教授
線虫を用いた含フッ素含有医薬品（フルオロキノロン）
の生態影響評価

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

稲葉　和夫 立命館大学 教授
アジア諸国における日系企業・欧米系企業の競争力の
計量分析

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

岡本　茂樹 立命館大学 教授
受刑者に対してロールレタリングを用いた「教育プログ
ラム」の効果の研究

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

笠原　健一 立命館大学 教授
低雑音量子カスケード・レーザと近接場ラマン分光応
用に向けた光アンテナ・プローブ

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

笠原　賢洋 立命館大学 准教授
植物に広く存在する機能未知青色光受容体様ＬＯＶタ
ンパク質の機能解析

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

吉田　甫 立命館大学 教授
前頭葉賦活課題による自閉症児の認知機能および行
動改善に関する研究

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

橘　健一 立命館大学 講師 ネパールにおける動物認識の民族・カースト間比較 5,330,000 2,470,000 2,860,000

宮本　直美 立命館大学 准教授 芸術宗教と音楽の公共性に関する社会学的研究 4,550,000 1,430,000 3,120,000

桐村　亮 立命館大学 准教授
英語を学ぶ目的意識の自覚化を促進する英語プログ
ラムの構築－ＥＳＰ的視座から

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

桂島　宣弘 立命館大学 教授
東アジアにおける翻訳語ネットワークの形成と近代学
術知に関する思想史的研究

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

原尻　英樹 立命館大学 教授
韓国、米国、日本在住中国朝鮮族のネットワーク化に
関する文化人類学的研究

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

後藤　玲子 立命館大学 教授
潜在能力アプローチの臨床的適用プログラムの設
計ーー福祉経済学の試みーー

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

佐藤　渉 立命館大学 准教授 オーストラリア文学に見るグローバル化と文学の変容 4,290,000 1,430,000 2,860,000

佐藤　誠 立命館大学 教授
共生と脱覇権の国際秩序像－英国学派国際関係論に
よる包括的検討

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

佐藤　典司 立命館大学 教授
地域ブランド創造におけるデザインマネジメントに関す
る実証的研究

2,470,000 1,300,000 1,170,000

坂口　嘉之 立命館大学 研究員
物体色鏡面反射成分を考慮した二色性反射モデルの
一般化の研究

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

坂根　政男 立命館大学 教授
ＮＩ基単結晶超合金の超高温での等二軸引張・圧縮多
軸クリープ疲労寿命評価法の開発

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

笹野　恵理子 立命館大学 准教授
学校音楽カリキュラム経験研究―子どもの教科学習の
「学び」の経験と意味の実証的解明

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

山井　敏章 立命館大学 教授
２０世紀ドイツにおける地域計画と地方自治に関する
研究

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

山崎　優子 立命館大学 研究員 死刑に対する態度を規定する要因の心理学的検討 4,680,000 1,690,000 2,990,000

山田　修宣 立命館大学 教授 ディラック作用素のスペクトルとレゾナンスの研究 4,940,000 1,430,000 3,510,000
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山本　信一 立命館大学 教授
逆選択に関する実証研究ー更新型定期保険のミクロ
データ分析を中心としてー

4,680,000 1,820,000 2,860,000

山本　博樹 立命館大学 教授
高校「倫理」教科書の読解学習を支援する標識化の有
効性に関する実証研究

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

寺内　一姫 立命館大学 准教授 時計機能を持つ細胞を創る 5,460,000 2,210,000 3,250,000

若菜　マヤ 立命館大学 教授
虚構の現実、リアルなフィクション：英米文学と「親密
さ」という現象に関する一考察

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

徐　剛 立命館大学 教授
球技の実時間３次元計測によるトレーニングとゲーム
分析に関する研究開発

5,720,000 4,420,000 1,300,000

小田　尚也 立命館大学 准教授
パキスタン農村における土地所有と権力のダイナミク
スに関する研究

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

森岡　真史 立命館大学 教授
経済体制論争の史的展開とポスト社会主義時代の対
立構造

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

森田　真樹 立命館大学 准教授
米国社会科における多文化認識及びグローバル認識
の統合と市民性育成に関する研究

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

神子　直之 立命館大学 教授 無水銀紫外線光源の水処理への適用性に関する検討 5,330,000 3,380,000 1,950,000

菅原　祐二 立命館大学 教授
共形場理論による非自明な背景上の超弦理論の解析
とその素粒子模型への応用

4,680,000 1,040,000 3,640,000

清水　寧 立命館大学 准教授 ナノクラスターのメソスケールダイナミクスの研究 4,680,000 2,080,000 2,600,000

西浦　敬信 立命館大学 准教授 音環境理解に基づく危機検知・警報システムの構築 5,200,000 1,820,000 3,380,000

西川　郁子 立命館大学 教授
機械学習によるタンパク質翻訳後修飾の予測と修飾機
構の解明

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

西村　智朗 立命館大学 教授 「持続可能な発展」法の規範性と実効性 3,380,000 1,300,000 2,080,000

西尾　信彦 立命館大学 教授
クライアント端末をスケールアウトするクラウド技術の
研究開発

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

石井　秀司 立命館大学 研究員
リチウムから炭素の軽元素の大気圧ＸＡＦＳ測定分析
手法の開発

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

赤間　亮 立命館大学 教授 デジタル環境下における版本書誌記述法の標準化 4,940,000 1,950,000 2,990,000

泉　知論 立命館大学 准教授
動的再構成による自律制御システムのための開発プ
ラットフォーム

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

前田　忠彦 立命館大学 教授
医用電磁波放射システム研究のための病理組織を含
む超広帯域３次元人体等価ファントム

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

大坂　博幸 立命館大学 教授 Ｃ＊－における従順群作用の分類とその応用 5,200,000 1,820,000 3,380,000

大川　隆夫 立命館大学 教授 諸政策行使の手番が経済に与える影響 2,990,000 1,170,000 1,820,000

谷　晋二 立命館大学 教授
障がいのある子どもを持つ家族へのメンタルサポート
プログラムの開発

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

竹濱　朝美 立命館大学 教授
太陽光発電に対するフィード・イン・タリフ制の経済評価
と統合的促進策の研究

3,250,000 1,300,000 1,950,000
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中井　美樹 立命館大学 教授
社会調査データの分析モデルにおけるランダム行列理
論の応用

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

津止　正敏 立命館大学 教授
ケア包摂型コミュニティとボランタリーアソシエーション
の構造相関性に関する臨床研究

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

塚口　博司 立命館大学 教授
歩行者交通文化概念に基づいた歩行者空間計画手法
に関する研究

5,460,000 3,770,000 1,690,000

鄭　小平 立命館大学 教授
地域間及び地域内の情報通信構造と地域の内生的経
済成長に関する実証分析と政策研究

4,290,000 1,560,000 2,730,000

田中　克彦 立命館大学 教授
斜面崩壊予知のための超音波による土中水分水位広
域モニタリングシステムの研究

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

田中　聡 立命館大学 講師
国民的歴史学運動の京都地域における定着と社会的
影響に関する研究

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

渡辺　和之 立命館大学 講師 現代ネパールにおける畜産物交易の持続 5,070,000 1,560,000 3,510,000

東　照二 立命館大学 教授 政治言語の通時的研究 1,820,000 390,000 1,430,000

東山　篤規 立命館大学 教授
身体的姿勢によって変容する視空間の特性：斟酌理論
に照らして

4,810,000 1,300,000 3,510,000

藤山　一郎 立命館大学 講師
高等教育におけるサービス・ラーニングと国際協力活
動の循環的な質向上に関する研究

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

藤田　卓也 立命館大学 教授
中枢機能調節因子としての有機イオントランスポーター
の生物薬学的研究

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

徳田　功 立命館大学 准教授
振動子ネットワークによる概日リズムの定量的数理モ
デルの構築とその制御への応用

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

白石　陽子 立命館大学 研究員
コミュニティの包括的安全診断および対策評価モデル
の構築

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

彦坂　佳宣 立命館大学 教授 日本語文法事象の全国分布と国語史との相関 4,030,000 1,040,000 2,990,000

服部　文夫 立命館大学 教授
異文化コラボレーションのためのセマンティックギャップ
解消の研究

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

福井　正博 立命館大学 教授
１００億トランジスタ規模集積回路のチップレベルタイミ
ング解析技術に関する研究

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

福本　善洋 立命館大学 准教授
３次元多様体の同境圏におけるホモロジー同境不変
量の構造

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

堀　利行 立命館大学 教授
線虫を用いたＲＡＳＳＦと相互作用するチェックポイント
分子の探索

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

毛利　公一 立命館大学 准教授
仮想計算機モニタを用いたシステムコールレベルのマ
ルウェア動的解析とその自動化

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

木下　昭 立命館大学 講師
在米アジア系イスラム教徒の生活世界に関する社会
学的研究

2,600,000 1,300,000 1,300,000

李　周浩 立命館大学 准教授
動的環境におけるユビキタス・ディスプレイの振る舞い
の解明

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

林　徳治 立命館大学 教授
大学生のコミュニケーション能力の改善が主体性に及
ぼす効果の実証研究

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

墻内　千尋 立命館大学 教授
天文学的関連ナノダスト生成構造に関する実験的研
究

4,550,000 2,210,000 2,340,000
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岸本　直之 龍谷大学 教授
排水中資源を再利用する新規電解促進酸化処理法の
開発

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

高橋　進 龍谷大学 教授
グローバル化時代の新しいレイシズム：ファシズムと北
部同盟の比較研究

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

斎藤　司 龍谷大学 准教授
犯罪者の社会復帰支援を行う民間団体の構築と社会
的基盤に関する日独仏の比較研究

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

小長谷　大介 龍谷大学 准教授
戦後日本の科学界における素粒子論グループ・基礎
物理学研究所の役割に関する研究

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

松島　泰勝 龍谷大学 教授 沖縄県の振興開発と内発的発展に関する総合研究 4,420,000 1,690,000 2,730,000

川角　由和 龍谷大学 教授 ヨーロッパ共通私法の形成と日本民法への影響 5,330,000 2,600,000 390,000 2,730,000

中西　直樹 龍谷大学 准教授 仏教海外開教史の研究 4,550,000 1,950,000 2,600,000

富崎　欣也 龍谷大学 准教授
フェリチンコア金属粒子の基板上への精密配列化にお
けるペプチド集合体の鋳型効果

5,720,000 4,030,000 1,690,000

武田　俊信 龍谷大学 教授
成人期注意欠如・多動性障害の半構造化面接ならび
にスクリーニング日本語版の作成

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

木村　昌弘 龍谷大学 教授
複雑ネットワーク上でのカルチャーダイナミクスの数理
モデリング

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

小椋　純一 京都精華大学 教授 微粒炭分析のための基礎的研究 4,940,000 1,560,000 3,380,000

前田　茂 京都精華大学 准教授
イギリス・モダニズム美学の再考―二〇世紀初頭の映
画芸術への展開を追って

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

糠塚　亜紀子 明治国際医療大学 講師
産科医師不足地域における助産師の役割構築過程に
関する研究

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

西山　ゆかり 明治国際医療大学 准教授
自己評価に基づく自施設完成型教育担当者育成プロ
グラムの精錬

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

川喜田　健司 明治国際医療大学 教授
臨床試験における各種シャム鍼の生理活性に関する
多面的検討

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

河上　眞理 京都造形芸術大学 准教授
１９世紀における「イタリア美術」概念の形成に関する
研究

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

吉川　佳英子 京都造形芸術大学 准教授 ジェンダーと文学をめぐって－異文化紹介を考える－ 3,900,000 1,040,000 2,860,000

菅原　真弓 京都造形芸術大学 准教授
幕末明治期における木版画の総合的研究：明治期の
浮世絵版画を中心に

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

永澤　哲 京都文教大学 准教授
チベット医学と仏教の生命論ー臨床、身体技法からの
アプローチー

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

佐藤　安子 京都文教大学 准教授
対人援助職者の心理的特性の解明とそれに適合する
ストレスマネジメント技法の開発

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

手嶋　英貴 京都文教大学 准教授
王権祭式アシュヴァメーダの総合的研究：儀礼・思想・
文学を横断する文化現象の解明

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

長野　真弓 京都文教大学 准教授
児童における体力ならびに定量化された身体活動量と
心理的因子との関連性

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

Ａ．Ｓ．　Ｅｉｄ
Ｎａｂ

大阪医科大学 助教
アルコールはセルトリ細胞のオートファジーを増加させ
る

4,160,000 2,080,000 2,080,000
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井上　彰子 大阪医科大学 助教
新規レチノイドによる急性前骨髄球性白血病細胞分化
のエピジェネティクス機構の解明

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

境　晶子 大阪医科大学 助教
プロテオーム解析で見出した抗癌剤耐性関連蛋白質
の構造機能相関の解明とその応用

5,330,000 2,210,000 390,000 3,120,000

玉井　浩 大阪医科大学 教授
小児期非アルコール性脂肝炎における酸化ストレス評
価法の検討

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

古瀬　元雅 大阪医科大学 助教
脳放射線壊死の新規診断法とベバシズマブを用いた
新規治療法の研究

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

古池　晶 大阪医科大学 助教
回転分子モーターＦ１（／Ｖ１）－ＡＴＰａｓｅの回転子を
人工的に作る

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

高井　真司 大阪医科大学 准教授
メタボリックシンドロームの合併症予防を目指したキ
マーゼ阻害の意義

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

黒岩　敏彦 大阪医科大学 教授
グリオーマ幹細胞を標的とした光線力学療法の開発：
ポルフィリン排泄と分化の制御

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

三幡　輝久 大阪医科大学 助教
肩関節の生体力学的解析に基づく腱板断裂発症機構
の解明

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

寺田　哲也 大阪医科大学 講師
スギ花粉症に対する表皮免疫療法の開発についてー
ＴＳＬＰの機能解析を中心にー

5,460,000 4,420,000 1,040,000

小林　貴子 大阪医科大学 教授
介護保険施設における看護・介護職者の協働・連携を
促進するための教育モデルの開発

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

神原　清人 大阪医科大学 講師
ＧＡＢＡ受容体による生殖細胞形成過程のメカニズム
の解明

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

川端　信司 大阪医科大学 助教
アミノ酸付加‐ＢＳＨを用いた新規ホウ素中性子捕捉療
法による治療効果向上の試み

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

竹村　淳子 大阪医科大学 准教授
重度肢体不自由児の成人移行期における父親役割の
明確化と看護支援プログラム開発

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

中川　一成 大阪医科大学 准教授
医学英語教育におけるニーズと現状のギャップ―多角
的分析を通じて

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

道重　文子 大阪医科大学 教授
口腔内の生体防御能の促進に向けた看護口腔ケアモ
デルの開発

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

林　哲也 大阪医科大学 准教授
間歇的低酸素負荷に伴う臓器別ストレス応答とラジカ
ルスカベンジによる新たな治療戦略

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

林　道廣 大阪医科大学 講師 非アルコール性脂肪性肝炎におけるキマーゼの役割 5,070,000 2,210,000 2,860,000

喜田　昌樹 大阪学院大学 教授
陶磁器産地の構造転換ー陶磁器市場の多重性と特異
性を中心にー

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

齊藤　愼 大阪学院大学 教授 地方財政における財政規律の実証分析 3,380,000 1,560,000 1,820,000

宮川　敏治 大阪経済大学 准教授 戦略的提携形成と不完備情報の交渉ゲーム理論 1,820,000 520,000 1,300,000

江島　由裕 大阪経済大学 教授 革新的中小企業の経営変化と成長に関する実証研究 5,070,000 1,950,000 3,120,000

増村　紀子 大阪経済大学 准教授
国際会計基準のわが国での適用に関する実証研究ー
日本基準との水準比較を中心に

2,340,000 650,000 1,690,000

藤本　高志 大阪経済大学 教授 離島における農林水産業の価値の評価 2,600,000 1,040,000 1,560,000
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徳永　光俊 大阪経済大学 教授
動態的風土均衡論による日本農法史・日本農学原論
の構築

3,380,000 1,300,000 2,080,000

芦高　恵美子 大阪工業大学 教授
ノシスタチン結合タンパク質標的分子ＴＲＰＶ６の品質
管理に基づく疼痛制御の解明

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

井上　晋 大阪工業大学 教授
火害を受けたプレテンションＰＣ部材中ＰＣ鋼材の付着
特性と残存耐荷力の評価

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

岡田　三津子 大阪工業大学 教授 中世道行文形成過程の基礎的研究 4,810,000 2,080,000 2,730,000

河合　俊和 大阪工業大学 准教授
微細手術支援ローカル操作型着脱式術具マニピュ
レータ

5,070,000 1,170,000 3,900,000

桑原　一成 大阪工業大学 准教授
バイオディーゼル燃料における化学的・物理的過程を
考慮した分子構造・組成解析

5,720,000 4,420,000 1,300,000

松浦　清 大阪工業大学 准教授
時の視覚化としての星曼荼羅の研究－数理天文学と
密教学の融合による絵画－

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

神田　智子 大阪工業大学 准教授
多文化共生社会におけるエージェントの非言語行動研
究

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

西村　泰志 大阪工業大学 教授
ＲＣ部材とＳ部材で構成される接合部の孔あき鋼板ジ
ベルによる性能改善

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

前元　利彦 大阪工業大学 准教授
Ｓｉ基板上Ⅲ－Ⅴ族半導体／Ｈｉｇｈ－ｋゲートを用いた
新構造トランジスタの開発

3,900,000 1,820,000 2,080,000

倉前　宏行 大阪工業大学 准教授
ミスオリエンテーション理論に基づく新規Ａｌ合金板材創
製のためのプロセスメタラジー

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

村岡　茂信 大阪工業大学 教授
感応膜を修飾した水晶振動子によるＣＯ２センサの開
発

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

中西　通雄 大阪工業大学 教授
仮想化技術を利用したＬＭＳと連携するユビキタスな情
報セキュリティ教育環境の構築

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

藤森　啓一 大阪工業大学 准教授
深海環境および資源探査用化学発光方式硫黄化合物
センサーの開発

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

内田　浩明 大阪工業大学 講師 カント『オプス・ポストゥムム』の思想的境位 2,080,000 780,000 1,300,000

牧野　博之 大阪工業大学 准教授
ばらつきに対応したＳＲＡＭの動作安定化に関する研
究

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

椋平　淳 大阪工業大学 教授
演劇的知見を活かした実践型生涯活動のモデルプロ
グラム策定に関する基礎研究

1,690,000 780,000 910,000

友枝　謙二 大阪工業大学 教授
サポートの分離・併合から見た界面ダイナミクスに対す
る数値解析

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

吉川　耕司 大阪産業大学 教授
社会的合意形成のための要件を組み入れたＬＲＴ導入
の適合性評価手法の構築

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

玉野　富雄 大阪産業大学 教授
基礎杭における地震時衝撃上下動による支持力発生
力学挙動の模型実験に基づく研究

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

出水　力 大阪産業大学 教授 海外生産の技術移転の実態調査 5,070,000 2,080,000 2,990,000

水嶋　一憲 大阪産業大学 教授 帝国論の新展開と情動論的転回 4,290,000 2,210,000 2,080,000

前迫　ゆり 大阪産業大学 教授
長期的シカ生息域における照葉樹林の生物多様性再
生と外来種拡散に関する研究

5,590,000 3,380,000 2,210,000
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吉川　一志 大阪歯科大学 准教授
臨床におけるＥｒ：ＹＡＧレーザーによる選択的う蝕除去
法の確立

4,680,000 1,820,000 2,860,000

宮前　雅見 大阪歯科大学 講師
揮発性麻酔薬による虚血心筋保護効果におけるオート
ファジーの役割の解明

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

呉本　晃一 大阪歯科大学 助教
バイオ再生歯実現への優れたエナメル質形成幹細胞
を獲得する

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

好川　正孝 大阪歯科大学 講師
アルギン酸ハイブリッド担体と口腔粘膜および血液由
来幹細胞による歯髄・象牙質再生

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

合田　征司 大阪歯科大学 講師
慢性歯周炎進展機序におけるＴ細胞浸潤の解明　－
骨免疫の解明－

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

秋山　真理 大阪歯科大学 助教
スキャフォールドフリーによる組織再生のための骨膜
細胞ニッチの制御

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

西川　哲成 大阪歯科大学 准教授
補綴前処置におけるサンゴブロックを応用した歯槽骨
および顎骨の増生

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

川本　章代 大阪歯科大学 助教 高齢者に優しい、高分子多糖の歯周組織への有用性 5,200,000 2,860,000 2,340,000

前田　光代 大阪歯科大学 助教
神経因性疼痛におけるミクログリアによる脱髄制御の
メカニズム

5,460,000 3,770,000 1,690,000

池尾　隆 大阪歯科大学 教授
象牙質・歯髄複合体由来ＭＭＰによるう蝕進展機構の
解明―新規病態モデルへの展開―

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

長野　豊 大阪歯科大学 講師 歯周状態を反映するバイオマーカーの確立 5,200,000 1,950,000 3,250,000

田中　昌博 大阪歯科大学 教授
ＡＲ（拡張現実）を用いた歯科ハンドスキルトレーニング
支援システムの構築

5,070,000 4,160,000 910,000

福島　久典 大阪歯科大学 教授
ストレプトコッカス・インターメディウスのバイオフィルム
関連遺伝子の検索

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

酒井　理 大阪商業大学 准教授
商業集積がソーシャルキャピタルの形成に与える影響
の研究

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

水谷　淳 大阪商業大学 准教授
大手航空会社の子会社ＬＣＣにおける経営戦略と市場
競争への影響について

2,860,000 1,690,000 1,170,000

板原　和子 大阪体育大学 教授 江戸時代の各都市における精神障害者処遇 1,560,000 650,000 910,000

冨山　浩三 大阪体育大学 教授 地域密着型スポーツマネジメントに関する実証的研究 3,900,000 1,560,000 2,340,000

横山　宏 大阪電気通信大学 准教授
リフレクティブ・ナビゲーション戦略に基づく授業デザイ
ンと授業改善システムの研究

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

加藤　常員 大阪電気通信大学 准教授
Ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ　ＧＩＳのための歴史的境界線情報の実践
的データ化に関する研究

4,810,000 1,300,000 3,510,000

小沢　一雅 大阪電気通信大学 教授 前方後円墳にもとづく邪馬台国の情報学的研究 3,380,000 1,820,000 1,560,000

富岡　明宏 大阪電気通信大学 教授 準安定メゾスコピック構造体の探索と光学的評価 5,720,000 4,290,000 1,430,000

堀井　大輔 大阪電気通信大学 准教授 運動意欲の発達的変化に関する定性的研究 5,200,000 2,730,000 2,470,000

井上　晴嗣 大阪薬科大学 准教授
ＬＲＧノックアウトマウスの解析による新規シグナル分
子としてのシトクロムｃの役割

5,200,000 2,470,000 2,730,000
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山田　剛司 大阪薬科大学 講師
海洋生物由来菌類の産生する抗がん剤のシーズの探
索及びリード化合物の開発

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

石田　寿昌 大阪薬科大学 教授
タウ重合に必須なＣＨーπ相互作用阻害剤の開発：認
知症治療薬開発の基盤研究

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

大喜多　守 大阪薬科大学 講師
一酸化窒素産生を絶対的に支配するエンドセリン－１
およびその受容体の意義

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

平田　雅彦 大阪薬科大学 助教
ＥＧＦシグナル阻害による癌治療計画の支援システム
構築を目指した新規診断薬の開発

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

井上　美智子 大阪大谷大学 教授 幼児期の環境教育実践の課題に関する日豪比較研究 4,680,000 2,470,000 2,210,000

熊野　道子 大阪大谷大学 准教授
子育て環境が養育者の生きがい感形成プロセスに与
える影響に関する実証的研究

2,860,000 910,000 1,950,000

犬木　努 大阪大谷大学 教授
古墳時代中期・畿内中枢地域における埴輪生産組織
の研究

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

広川　美視 大阪大谷大学 准教授
生理活性天然物をシード化合物とした新規抗生物質の
創薬研究

4,160,000 1,170,000 2,990,000

小山　敏子 大阪大谷大学 准教授 検索語彙の定着を目指した電子辞書方略指導の研究 3,640,000 1,560,000 2,080,000

浅野　宜之 大阪大谷大学 准教授 インドにおける裁判外紛争処理制度の現状と課題 2,600,000 1,040,000 1,560,000

池田　賢二 大阪大谷大学 助教
至適分化させたヒト絨毛癌細胞株ＪＥＧ３層による包括
的胎盤薬物透過指標の確立

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

竹橋　正則 大阪大谷大学 講師
精子幹細胞におけるポリ（ＡＤＰーリボース）代謝の役
割

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

長瀬　美子 大阪大谷大学 教授
観察・コミュニケーション能力の育成を目指した保幼小
連携科学教育カリキュラムの開発

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

磯貝　健一 追手門学院大学 准教授 １９―２０世紀中央アジアの裁判文書研究 3,250,000 1,170,000 2,080,000

梶原　晃 追手門学院大学 教授
森林吸収クレジットの会計処理とクレジット利用による
林業再生スキームの評価

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

金政　祐司 追手門学院大学 准教授
青年期の愛着スタイルとその形成過程が自己の確立
と将来への展望に及ぼす影響

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

山口　公一 追手門学院大学 准教授
植民地期朝鮮における民衆支配秩序－朝鮮民衆・地
域社会の動向を中心に－

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

松家　裕子 追手門学院大学 教授 中国江南唱導文藝研究　－上演・テキスト・信仰－ 4,940,000 1,820,000 3,120,000

乙政　正太 関西大学 教授
効率的な経営者報酬契約の遂行と会計情報の機能に
関する実証的研究

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

吉岡　至 関西大学 教授
地域社会の主体形成と活性化にかかわる情報環境の
整備

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

宮本　要太郎 関西大学 教授 無縁社会における宗教の可能性に関する調査研究 3,900,000 2,600,000 1,300,000

近藤　昌夫 関西大学 教授
１８６０年代のドストエフスキーにおける文学と建築のト
ポロジー

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

高瀬　武典 関西大学 教授
組織変動と社会変動の関連に対する組織デモグラ
フィー的接近

5,070,000 2,860,000 2,210,000
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高野　一彦 関西大学 准教授 情報法制と企業のコンプライアンスに関する比較研究 5,330,000 1,430,000 3,900,000

坂口　聡 関西大学 准教授
触媒反応での立体選択性の逆転を可能にする第２世
代型アニオン性カルベン配位子の創出

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

山口　智実 関西大学 教授
メカノケミカル砥粒砥石による高能率次世代研磨加工
技術の確立

5,070,000 1,170,000 3,900,000

山本　幾生 関西大学 教授
創造的跳躍としての類比（アナロジー）－隠れた方法
概念によるディルタイ哲学の再構築

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

若森　章孝 関西大学 教授 フレキシキュリティの多様性とデンマーク・モデル 4,550,000 2,080,000 2,470,000

秋山　孝正 関西大学 教授
都市高速道路の料金政策に着目した交通運用に関す
る研究

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

春日　秀文 関西大学 教授
発展途上国における開発援助の有効性とガバナンス
に関する研究

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

小笠原　盛浩 関西大学 准教授
ソーシャルスクリーニング利用の心理・影響に関する実
証的研究

2,730,000 650,000 2,080,000

松村　暢隆 関西大学 教授
発達障害や学習困難をもつ小中学生の認知的個性を
活かす特別支援の方策に関する研究

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

上村　稔大 関西大学 教授
純飛躍型マルコフ過程及びジャンプ拡散過程の確率
解析

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

森田　雅也 関西大学 教授
ワーク・ライフ・バランスを支える新しい働き方と「人に
あわせた職場」の提供

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

神津　多可思 関西大学 研究員
日本における個人投資家の意思決定バイアスに関す
る実証研究

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

水野　一郎 関西大学 教授
ハイアールと京セラの管理会計システムに関する比較
研究

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

菅　磨志保 関西大学 准教授
支援と受援の社会学：災害に関わる市民活動に焦点を
あてて

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

清水　崇 関西大学 准教授 均衡的現象としての貨幣・コミュニケーションの分析 2,080,000 650,000 1,430,000

西岡　健一 関西大学 准教授
情報通信技術がＢｔｏＢサービス開発プロセスに与える
影響に関する研究

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

西山　豊 関西大学 教授
レニウムの不飽和結合活性化を活用した多置換芳香
族化合物の選択的合成

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

西本　昌弘 関西大学 教授
『新撰年中行事』の基礎的研究―東アジアにおける年
中行事・歳時記の受容と変容―

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

前田　裕 関西大学 教授
同時摂動学習則を用いた高次元ニューラルネットワー
クの提案とハードウェア化

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

増田　周子 関西大学 教授 書誌学的見地から見た火野葦平文学基礎研究 4,810,000 1,170,000 3,640,000

村田　忠彦 関西大学 教授
マルチエージェントシミュレーションによる日本の公的
年金制度の分析

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

太田　浩司 関西大学 准教授 証券会社の独立性に関する分析 1,950,000 650,000 1,300,000

大西　靖 関西大学 准教授
持続可能性会計の開発とステイクホルダー・エンゲー
ジメントに関する研究

3,900,000 1,300,000 2,600,000
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谷本　奈穂 関西大学 准教授
美容実践を通じた中高年女性のアイデンティティの実
証研究：世代・メディア・国際比較

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

中川　竜一 関西大学 教授
適応的学習における金融市場の不完全性と金融政策
の有効性

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

鶴田　浩章 関西大学 准教授
コンクリート構造物の耐久性向上に有効な表面保護材
料の開発とその評価

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

田中　耕一 関西大学 教授 キラルＭＯＦナノ細孔中での不斉合成とキラル分離 5,200,000 2,470,000 2,730,000

土田　昭司 関西大学 教授
現代中国における大学生を中心とする若年層のリスク
認知研究

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

棟安　実治 関西大学 教授
携帯端末を考慮した印刷画像へのデータ埋め込みと
検出法の開発

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

藤田　勝也 関西大学 教授 近世公家住宅をめぐる様式復古の実態に関する研究 5,200,000 2,080,000 3,120,000

徳永　昌弘 関西大学 准教授 移行経済諸国におけるエコロジー近代化の比較分析 4,810,000 2,730,000 2,080,000

徳山　美津恵 関西大学 准教授 地域ブランド構築における戦略的ゾーニングの可能性 4,160,000 2,080,000 2,080,000

板東　潔 関西大学 教授 赤血球の変形能の予測と評価モデルの開発 5,200,000 2,470,000 2,730,000

品川　哲彦 関西大学 教授
ハンス・ヨナスの哲学の統合的かつ重層的な理解の構
築

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

浜野　潔 関西大学 教授
近世京都町人の人口データベースを用いた社会経済
史的分析

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

富田　知嗣 関西大学 教授
株式投資における会計情報の相対的重要性に関する
調査研究

3,250,000 1,300,000 1,950,000

武市　修 関西大学 教授
中世ドイツ叙事文学における表現技法の全体像を解
明する

3,380,000 1,300,000 2,080,000

野村　幸正 関西大学 教授
行為実行とその観察が健忘患者のメタ認知の改善に
及ぼす効果に関する基礎的研究

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

矢島　辰雄 関西大学 准教授 膜埋込金属錯体による立体異性体の単離 5,460,000 3,640,000 1,820,000

鈴木　智也 関西大学 准教授
経済的理由による自殺の理論分析：増加する中高年
層の自殺防止に向けて

2,600,000 1,300,000 1,300,000

鈴木　哲 関西大学 准教授
脳波を用いた動作精度の事前推定に基づく予測制御
に関する研究

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

和田　友孝 関西大学 講師
次世代ＲＦＩＤシステムのための多次元型電子タグ高速
位置推定方式の開発

4,810,000 2,080,000 2,730,000

脇田　貴文 関西大学 助教
質問紙を利用した調査研究における回答者の負担軽
減と測定の信頼性・妥当性の検討

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

岡崎　和一 関西医科大学 教授
自己免疫性膵炎の発症機序とＩｇＧ４産生制御に関する
免疫学的研究

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

岡田　英孝 関西医科大学 講師
細胞外基質Ｆｉｂｕｌｉｎ‐１の解析による着床障害の病態
解明

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

加藤　正樹 関西医科大学 講師
うつ病個別化治療アルゴリズムの構築および実臨床使
用への発展

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

352



（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

河野　比良夫 関西医科大学 講師
食事制限による生体内酸化ストレス低減：機能的潜在
性の再獲得

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

海堀　昌樹 関西医科大学 講師
手術後創部痛の完全克服を目的とした埋め込み式持
続鎮痛ゲルの開発

4,810,000 2,080,000 2,730,000

宮坂　陽子 関西医科大学 講師
肥満による左室拡張能と血管内皮機能への影響、およ
びその運動療法の効果に関する検討

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

三宅　眞理 関西医科大学 講師 介護労働の軽減を目的とした介護プログラムの開発 5,330,000 2,990,000 2,340,000

神崎　秀陽 関西医科大学 教授
低酸素・内分泌環境における子宮内膜の血管新生因
子の発現調整

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

大谷　肇 関西医科大学 准教授 マイクロＲＮＡを標的とした心筋再生療法に関する研究 5,330,000 1,950,000 3,380,000

渡辺　淳 関西医科大学 准教授
診療チーム意思決定のバスケット分析とＡＰＭＬを用い
た道筋解析と行動予測

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

比舎　弘子 関西医科大学 講師
腸幹細胞動員における神経系シグナルの関与の検
討：幹細胞分化可視化マウスを用いて

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

浜田　吉則 関西医科大学 准教授
ＥＧＦとＩＰＣによる小腸移植時における虚血再還流障
害の抑制

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

保坂　直樹 関西医科大学 講師
多色細胞系譜追跡法による胸腺上皮細胞ネットワーク
構築過程の解析

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

野村　昌作 関西医科大学 教授
血管内皮細胞由来マイクロパーティクルによるＤＩＣ病
態早期診断法の研究

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

牛　承彪 関西外国語大学 准教授
中国トン族歌謡の実態と伝承についての研究－「歌
師」の役割を中心に－

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

橋本　功 関西外国語大学 教授 通時的視点からのメタファ理論の検証 4,940,000 1,820,000 3,120,000

山西　博之 関西外国語大学 講師
日本人大学生の英文要約の評価に関する研究：分析
的な評価尺度の開発と運用

4,290,000 1,560,000 2,730,000

池田　亮 関西外国語大学 准教授 １９５０年代中葉の中東における冷戦と脱植民地化 5,200,000 1,560,000 3,640,000

内田　智裕 関西外国語大学 教授
バングラデシュにおける熟練労働力の形成－パネル調
査による検証

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

安齋　政幸 近畿大学 講師
マウス遺伝資源の保全に対応した高度生殖工学技術
の開発と体細胞核移植技術への応用

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

伊藤　吉將 近畿大学 准教授
眼圧降下と視神経保護を同時標的とした新しい緑内障
治療薬の開発

1,560,000 650,000 910,000

伊藤　浩行 近畿大学 教授
生体組織の伸展性に対する魚類由来エラスチンペプチ
ドの影響

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

伊藤　龍生 近畿大学 講師
脳外傷後の長期間運動による神経再生促進効果の研
究

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

越智　洋司 近畿大学 講師
動画像解析による学習・教育情報の検出技術に関す
る研究

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

奥冨　利幸 近畿大学 教授
明治期日本建築界の満洲調査における歴史的及び現
代的意味

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

岡田　清孝 近畿大学 講師
新規ペプチドによる組織修復・再生促進機能の解析と
その応用

5,200,000 2,470,000 2,730,000
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岡本　邦男 近畿大学 助教
ＥＧＦＲチロシンキナーゼ阻害剤によるアポトーシスに
おけるサバイビンの役割

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

加藤　暢 近畿大学 講師
物流システムに対するプロセス代数を用いた配送監視
システムの構築に関する研究

4,160,000 1,820,000 2,340,000

加藤　天美 近畿大学 教授
ヒト皮質脳波信号処理に基づく運動・言語の高次脳機
能発現メカニズムの研究

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

加藤　博己 近畿大学 准教授
絶滅動物の体細胞核移植によるクローン個体作製に
関する基礎研究

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

角田　勝 近畿大学 教授
急拡大部における製紙用パルプ液の流れと高濃度パ
ルプ繊維の分散制御

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

関口　富美子 近畿大学 准教授
胃粘膜傷害時における内因性硫化水素の挙動と生理
的役割に関する研究

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

岸上　哲士 近畿大学 准教授
マウス初期発生におけるチューブリンのアセチル化制
御機構と機能解析

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

岩城　正宏 近畿大学 教授
反応性代謝物を介する肝障害発現に関与する機能タ
ンパク質の解明

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

義江　修 近畿大学 教授
成熟Ｔ細胞腫瘍で強く発現するケモカイン受容体ＣＣＲ
７の発現制御機構の解明

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

吉田　浩二 近畿大学 准教授
眼創傷治癒におけるＴＧＦ‐βとインテグリンの相互作
用の役割解明とその応用

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

吉田　実 近畿大学 准教授
省資源加工に貢献する高効率・高精細加工が可能な
位相結合ファイバレーザーの高効率化

5,590,000 3,900,000 1,690,000

宮崎　昌樹 近畿大学 講師
ＥＭＬ４－ＡＬＫ陽性肺癌におけるシグナル伝達経路の
解析

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

京極　秀樹 近畿大学 教授
高機能骨細胞再生用三次元スキャフォールドの設計と
組織制御プロセスの提案

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

橋本　周 近畿大学 研究員
ブタ発育途上卵母細胞から産子を作出する培養系の
構築

3,900,000 2,470,000 1,430,000

古荘　義雄 近畿大学 准教授
相補的な塩橋を利用した３次元有機フレームワークの
構築と応用

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

古南　博 近畿大学 准教授
金属ナノ粒子の局在表面プラズモン共鳴を利用する新
規光触媒材料の創製

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

後藤　孝夫 近畿大学 准教授
観光産業における第三セクター破たん要因の解明に
関する実証研究

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

香取　郁夫 近畿大学 講師 チョウ類における多モード学習メカニズムの解明 5,460,000 3,380,000 2,080,000

黒田　孝義 近畿大学 教授
大きな協同効果を示す鉄スピンクロスオーバー錯体を
用いた機能デバイスの開発

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

佐賀　佳央 近畿大学 准教授
クロロフィル脱金属反応の精密解析と光合成超分子分
解研究への展開

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

佐伯　和弘 近畿大学 教授
ウシ体細胞クローンに用いるドナー細胞の簡易保存と
くに凍結乾燥保存法の開発

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

三田村　邦子 近畿大学 准教授 胆汁酸を核化合物とする新規プロドラッグの創製 5,200,000 1,820,000 3,380,000

山口　仁宏 近畿大学 教授 含窒素新規π共役系化合物の合成、物性および機能 5,200,000 1,950,000 3,250,000
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室田　佳恵子 近畿大学 講師
食事成分の腸管吸収におけるリンパ系輸送の役割の
解明

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

重吉　康史 近畿大学 教授
哺乳類体内時計中枢の領域間および細胞間同期ー構
造多様性をふまえてー

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

重田　暁子 近畿大学 助教
末梢感覚系に強発現するケモカインＣＸＣＬ１４の生理
機能の解明

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

小川　禎友 近畿大学 准教授 家族形成行動と 適所得税構造 5,070,000 2,080,000 2,990,000

小竹　武 近畿大学 教授
胎児頻脈性不整脈に対する経胎盤的抗不整脈薬投与
の薬物血中濃度による評価

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

松谷　貴臣 近畿大学 講師
パルスプラズマ化学気相成長法を用いた環境セル透
過電子顕微鏡用隔膜の開発

5,590,000 4,030,000 1,560,000

松本　幸三 近畿大学 講師
側鎖回転運動を利用した高イオン伝導性高分子固体
電解質の創製

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

上嶋　繁 近畿大学 教授
脂肪細胞と血管内皮細胞の相互作用を改善する天然
資源物質の解析

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

森本　徹 近畿大学 講師 巾零幾何と巾零解析の展開Ⅱ 4,550,000 1,430,000 3,120,000

諏訪野　大 近畿大学 准教授 テレビ番組フォーマット権の研究 5,330,000 1,170,000 4,160,000

正木　秀幸 近畿大学 講師
新奇アジュバントを用いたＣＴＬ誘導性ウエストナイル
ウイルスワクチンの開発

5,200,000 780,000 4,420,000

西垣　勉 近畿大学 講師
波動吸収原理によるスマート柔軟アームの試作と設計
法に関する研究

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

西籔　和明 近畿大学 准教授
ナノファイバインプリント樹脂型粉末射出成形による高
アスペクトマイクロ構造体の創製

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

石井　一成 近畿大学 准教授
レビー小体型認知症におけるアミロイド沈着、糖代謝
病態解明

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

石丸　恵 近畿大学 准教授
果実軟化機構の分子構造基盤研究：トマト果実をモデ
ルとして

4,420,000 2,340,000 2,080,000

石川　原 近畿大学 講師 肝細胞癌に対するペプチドワクチンカクテル療法 4,030,000 2,470,000 1,560,000

川畑　篤史 近畿大学 教授
ＰＫＡおよびカルシニューリンによるＴ型カルシウムチャ
ネル機能調節を介した疼痛制御

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

川畑　由美子 近畿大学 准教授
主要組織適合遺伝子複合体領域の１型糖尿病遺伝子
の同定と機能解析

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

前川　雅彦 近畿大学 教授
高度に自己組織化されたメタラマクロサイクリックの精
密合成と機能

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

村田　哲 近畿大学 准教授
多種感覚フィードバックの処理と自他の身体意識の関
係についての研究

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

大野　泰生 近畿大学 教授
概均質ベクトル空間のゼータ関数と多重ゼータ値の研
究

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

大澤　孝明 近畿大学 教授
加速器駆動炉の動特性解析用遅発中性子データの研
究

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

丹羽　淳子 近畿大学 講師 運動習慣による脳血管再生環境の構築 5,330,000 2,860,000 2,470,000
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知念　宏司 近畿大学 准教授
ゼータ関数を軸とした線型符号および数論的関数の研
究

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

中原　寛和 近畿大学 准教授 レプチン遺伝子による上皮間葉移行制御の分子機構 5,070,000 1,690,000 3,380,000

中原　幹夫 近畿大学 教授
中性原子量子コンピュータにおける選択的量子ゲート
の実装

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

中山　隆志 近畿大学 講師
成熟Ｔ細胞リンパ腫でのｃ－ＭｙｂとＡＢＣＧ２／ＢＣＲＰ
による抗癌剤耐性機序の解明

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

中川　暢夫 近畿大学 教授 正則アフィン平面から派生する有限体上の関数の研究 2,730,000 1,300,000 1,430,000

仲程　司 近畿大学 講師
超臨界二酸化炭素を反応場とする高選択的金属ナノ
粒子触媒反応の開拓

5,460,000 4,160,000 1,300,000

長野　護 近畿大学 講師
体内時計の中枢である視交叉上核における入力系及
び同調機構の形態学的解明

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

鳥澤　眞介 近畿大学 研究員
クロマグロの環境刺激に対する反応行動発現モデル
の構築

5,590,000 3,380,000 2,210,000

田中　裕滋 近畿大学 講師
酸化ストレス制御転写因子を標的とした脂肪肝炎の発
症機構の解明と食品成分による予防

2,730,000 1,170,000 1,560,000

田辺　元三 近畿大学 准教授
サラシノールをシードとする高活性スルホニウム塩型
食後過血糖改善薬の合成と活性評価

4,160,000 2,080,000 2,080,000

土井　勝美 近畿大学 教授
内耳に発現するｍｉＲＮＡの分子構造と生理機能の解
析

5,460,000 3,250,000 2,210,000

嶋野　法之 近畿大学 教授
マルチスペクトラルカメラのノイズ推定と分光反射率復
元

4,680,000 780,000 3,900,000

東　賢一 近畿大学 講師
居住空間におけるスギ材の心理的及び生理的効果に
関する研究

5,330,000 2,730,000 2,600,000

東本　有司 近畿大学 講師
ＣＯＰＤ患者の労作時呼吸困難と脳活動の関係―ｆＭＲ
Ｉ及びＮＩＲＳによる検討

5,200,000 2,990,000 2,210,000

日下　俊次 近畿大学 教授
未熟児網膜症における病態研究と抗血管内皮細胞増
殖因子療法の検討

5,200,000 2,730,000 2,470,000

能宗　伸輔 近畿大学 講師
１型糖尿病の組織特異的発症機序に関わる遺伝基盤
の解明と発症予防・治療への応用

5,330,000 2,860,000 2,470,000

白木　琢磨 近畿大学 准教授
細胞内シグナルと代謝物リガンドによる核内受容体活
性制御

5,330,000 2,210,000 3,120,000

板倉　修司 近畿大学 教授
外来種アメリカカンザイシロアリの繁殖様式解明と総合
防除法の確立

5,720,000 3,380,000 2,340,000

樋口　智紀 近畿大学 助教
皮膚指向性成熟Ｔ細胞腫瘍においてＦｒａ－２－ＳＯＸ４
経路が担う発癌機構の解明

4,810,000 2,210,000 2,600,000

浜田　太郎 近畿大学 准教授
衛生植物検疫協定にいう無害無病地域の紛争解決機
能と活用に向けた総合的研究

4,290,000 1,430,000 2,860,000

文能　照之 近畿大学 教授
イノベーション創出に寄与する組織ＩＱ及びその強化に
関する研究

4,940,000 2,600,000 2,340,000

由良　晶子 近畿大学 講師
骨粗鬆症と骨折は動脈硬化を進展させ心血管リスクを
高めるか－無作為標本の１５年追跡

5,330,000 3,510,000 1,820,000

鈴木　茂生 近畿大学 教授
光重合性ポリマーを用いる環境および医療分析用高
機能マイクロチップ作製技術の開発

5,460,000 3,770,000 1,690,000
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櫻井　俊治 近畿大学 講師
ガンキリンのプロテアソーム制御機構を利用した展開
医療研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

中本　和彦 四天王寺大学 講師
新しい地理教育フレームワークに基づく地誌授業モデ
ルの開発・検証

2,080,000 520,000 1,560,000

田島　智子 四天王寺大学 教授
平安期における文学と美術の相互関係―文献と文献
に近似する現存美術作品からの探求―

5,070,000 1,690,000 3,380,000

山本　和明 相愛大学 教授 明治期における近世戯作の享受に関する研究 2,470,000 1,170,000 1,300,000

水野　淨子 相愛大学 その他
食用担子菌におけるスフィンゴ糖脂質の偏在性と第三
次機能の科学的評価

5,200,000 2,210,000 2,990,000

村井　陽子 相愛大学 准教授
家庭における豆摂取を促進するための豆料理のあり
方－調理講習会を通して－

1,300,000 650,000 650,000

南　比佐夫 帝塚山学院大学 教授
二次元コードを使用した音声英語教育の改善と視覚障
害者教育への応用に関する研究

4,550,000 2,730,000 1,820,000

下村　明子 梅花女子大学 教授
発達障がいにある子どもと家族の生活臨床に関する
研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

河村　圭子 梅花女子大学 教授
抗精神病薬に依存しない認知症高齢者ケアを促進す
るためのケア・プロトコールの作成

5,200,000 2,080,000 3,120,000

安井　恒則 阪南大学 教授
東アジアの自動車産業における日系・欧米系・現地企
業の管理、組織、労働の比較研究

4,810,000 1,170,000 3,640,000

曹　美庚 阪南大学 教授
非言語行動の許容度とコミュニケーション距離に関す
る日中韓比較研究

2,470,000 780,000 1,690,000

瀬谷　ゆり子 桃山学院大学 教授
金融商品取引法制におけるエンフォースメントの整合
性

1,560,000 650,000 910,000

宮崎　裕 大阪経済法科大学 准教授 グラフ理論との融合によるクリプキ意味論の新展開 5,070,000 1,430,000 3,640,000

伍　躍 大阪経済法科大学 教授 前近代中国における官僚社会史の史料学的研究 5,200,000 1,950,000 3,250,000

伊東　恵一 摂南大学 教授 繰りこみ群の数理科学での応用 4,290,000 1,690,000 2,600,000

伊藤　文昭 摂南大学 教授
持続的活性型ＥＧＦ受容体を発現するがんを標的とし
た抗体医薬の開発

5,460,000 3,120,000 2,340,000

森山　正和 摂南大学 教授
潜在自然気候評価に基づく現存都市のコンパクト・エコ
シティ・モデルの研究

5,460,000 3,900,000 1,560,000

諏訪　晴彦 摂南大学 教授
スタビリティを指向するプロジェクト管理の意思決定モ
デルと実用技法の開発

4,940,000 1,430,000 3,510,000

瀬戸　宏 摂南大学 教授
中国シェイクスピア受容史の基礎的研究－民国期を中
心に

4,680,000 2,340,000 2,340,000

青笹　治 摂南大学 准教授
メタボローム解析を用いた黄色ＬＥＤによる植物生長メ
カニズムの解明

5,330,000 2,210,000 3,120,000

大谷　由紀子 摂南大学 准教授
ハイリスクな子ども・家庭への早期対応と生活支援に
向けた地域インフラ整備の検討

5,200,000 1,690,000 3,510,000

田浦　アマン
ダ

摂南大学 講師
早期日英バイリンガルの１４年間縦断データのナラティ
ブ分析研究

2,860,000 1,170,000 1,690,000

頭井　洋 摂南大学 教授
桁橋制震装置の載荷および疲労実験と設計法に関す
る研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

357



（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

蛭川　雅之 摂南大学 教授
時系列計量経済学における平滑化およびその実行方
法

4,940,000 1,560,000 3,380,000

牧野　幸志 摂南大学 准教授
児童・生徒に対するコミュニケーション・スキル訓練の
開発と実施

5,070,000 1,430,000 3,640,000

堀井　千夏 摂南大学 准教授
協調投影によるМＲディスプレイを用いたプロダクトカ
ラーのデザイン支援システム

5,200,000 2,470,000 2,730,000

塩谷　雅弘 大阪国際大学 准教授
アジア新興市場における金融仲介パターンの変化と景
気循環の同調性

3,120,000 1,820,000 1,300,000

瀬島　誠 大阪国際大学 准教授
核拡散のダイナミクスについての複合的手法によるア
プローチ

3,250,000 910,000 2,340,000

佃　繁 プール学院大学 准教授
社会関係資本の形成を促す感情教育の理論とカリ
キュラム

780,000 390,000 390,000

遠藤　和佳子 関西福祉科学大学 准教授
ソーシャルワーク実践における新しいペアレント・トレー
ニング・プログラムの構築

1,950,000 910,000 1,040,000

倉恒　弘彦 関西福祉科学大学 教授
学校や職場における客観的なメンタルヘルス評価法の
確立

5,330,000 3,640,000 1,690,000

得津　愼子 関西福祉科学大学 教授
向老期知的障害者家族の安寧な日常生活のためのサ
ポートプログラムの開発的研究

4,550,000 2,210,000 2,340,000

樫葉　均 関西医療大学 教授
末梢神経障害による下行性疼痛抑制系の変調と神経
因性疼痛

5,070,000 3,380,000 1,690,000

津田　和志 関西医療大学 教授
細胞膜機能と骨代謝動態からみたメタボリックシンド
ロームの病態生理

5,070,000 2,990,000 2,080,000

東　照正 千里金蘭大学 教授
動画像簡易計測システムによる中高年者への遠隔的
健康運動指導

3,640,000 1,560,000 2,080,000

日沼　州司 千里金蘭大学 教授
生活習慣病の改善に関与する食品中の新規機能性成
分の探索

5,200,000 2,340,000 2,860,000

若宮　英司 藍野大学 教授
計算障害、発達性ゲルストマン症候群の認知特性の
研究

1,950,000 650,000 1,300,000

宮本　邦彦 大阪青山大学 教授
障害物回避行動観察測定機の開発とそれを用いた児
童生徒の傷害事故発生要因の解明

5,720,000 4,420,000 1,300,000

酒井　ひろ子 森ノ宮医療大学 准教授
思春期女子が受ける母親の喫煙のリスクと母娘への
禁煙・防煙支援プログラムの開発

4,940,000 1,040,000 3,900,000

森谷　正之 森ノ宮医療大学 教授
脳卒中に伴う摂食嚥下障害発生機構の神経解剖学的
解明

5,200,000 2,340,000 2,860,000

青木　元邦 森ノ宮医療大学 教授
骨リモデリングにおけるＲＡ系関与機構とＡＲＢ骨保護
作用：老年者高血圧治療の新概念

5,460,000 3,120,000 2,340,000

鍋田　智之 森ノ宮医療大学 講師
はり師・きゅう師における多施設共用臨床実習前評価
のための客観的臨床能力試験の検討

5,070,000 2,080,000 2,990,000

石松　一真
滋慶医療科学大学院大
学

准教授
“気がきく”ことの加齢変化とその機能的メカニズムに
関する認知神経心理学的検討

5,200,000 2,470,000 2,730,000

栗山　昭子 芦屋大学 教授
世代間交流による患児への遊び・学び支援プログラム
の実践的研究

4,030,000 1,690,000 2,340,000

桑原　希世子 芦屋大学 講師
放散虫サイズとチャートの岩相・化学組成の変化は古
生代末環境変動の復元に有効か

4,030,000 2,860,000 1,170,000

鮎川　潤 関西学院大学 教授
犯罪被害者の権利と支援に関する社会システムの観
点を導入した研究

3,640,000 1,300,000 2,340,000
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伊藤　正範 関西学院大学 准教授
労働組合の発展とイギリス初期モダニズム小説の語り
の形成

1,820,000 780,000 1,040,000

岡村　秀夫 関西学院大学 教授
ティックデータを用いた新規公開株の価格形成に関す
る研究

5,200,000 3,120,000 2,080,000

岡野　祐子 関西学院大学 教授
わが国を含むＥＵ域外諸国の視点から見た国際家族
に関するＥＵ規則

4,420,000 1,950,000 2,470,000

加藤　哲弘 関西学院大学 教授 ルーモールにおける美学と美術史学 5,070,000 1,690,000 3,380,000

河鰭　一彦 関西学院大学 教授
武道必修化に向けた科学的エビデンスに基づく新資料
の提供－柔道の衝撃負荷定量化－

5,330,000 3,900,000 1,430,000

宮本　健市郎 関西学院大学 教授
２０世紀初頭のアメリカの小学校における講堂と多目
的室の出現過程に関する史的研究

3,640,000 1,820,000 1,820,000

玉田　俊平太 関西学院大学 教授 デジタル時代における持続的ビジネスモデルの研究 5,070,000 2,080,000 2,990,000

今井　小の実 関西学院大学 教授
”ケア”労働の社会化に関する国際比較研究－ジェン
ダー公平な福祉国家の実現に向けて

5,200,000 2,080,000 3,120,000

今井　信雄 関西学院大学 准教授
観光資源の社会学―世界文化遺産をめざす地域社会
の取り組みより―

4,680,000 1,560,000 3,120,000

佐藤　春実 関西学院大学 その他
ジェランガムのゲル化に伴う分子間・分子内水素結合
の変化と秩序構造形成の同時観察

5,850,000 4,550,000 1,300,000

志村　洋 関西学院大学 教授 近世後期、小藩領の支配構造に関する比較史的研究 3,770,000 1,820,000 1,950,000

杉本　徳栄 関西学院大学 教授
国際財務報告基準に基づく財務報告の比較可能性と
透明性の解明

3,900,000 1,300,000 2,600,000

川端　基夫 関西学院大学 教授
外食企業のグローバルダイナミズムの研究－食文化
論を超えて－

5,070,000 2,080,000 2,990,000

前田　高志 関西学院大学 教授
地方分権に対応した地方公共団体の課税自主権のあ
り方に関する研究

3,510,000 1,560,000 1,950,000

村山　功光 関西学院大学 准教授
グリム兄弟におけるドイツ・ロマン派の連続性と変容―
イメージとテクストの協働

2,470,000 1,170,000 1,300,000

中谷　功治 関西学院大学 教授 中期ビザンツ帝国におけるテマ制の総合的研究 3,640,000 1,300,000 2,340,000

塚田　幸光 関西学院大学 准教授 ヘミングウェイ文学と「メディア」の政治学 3,120,000 1,300,000 1,820,000

藤原　伸介 関西学院大学 教授 超好熱菌低温ショックシャペロンの作用機序 5,460,000 2,340,000 3,120,000

梅咲　敦子 関西学院大学 教授
コーパスを活用したフレイジオロジーに基づく英語指導
法の開発と検証

4,290,000 1,690,000 2,600,000

尾鼻　靖子 関西学院大学 教授 役割理論におけるポライトネス 3,640,000 1,300,000 2,340,000

武田　丈 関西学院大学 教授
国際ソーシャルワークにおける参加型アクションリサー
チの有効性に関する実践研究

4,940,000 1,040,000 3,900,000

米虫　正巳 関西学院大学 教授 生命・技術・文化を包括する現代的な自然哲学の構築 3,380,000 1,560,000 1,820,000

巳波　弘佳 関西学院大学 准教授
劣通信環境におけるノード移動特性を利用した蓄積搬
送型中継転送アルゴリズムの設計

5,200,000 1,690,000 3,510,000
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木村　仁 関西学院大学 教授 多数当事者が関与する信託に関する研究 4,680,000 1,690,000 2,990,000

薮田　公三 関西学院大学 研究員 曲面に関連した特異積分の研究 3,250,000 910,000 2,340,000

中川　すがね 甲子園大学 准教授
近世瀬戸内の渡海船の研究―その存在形態と商品流
通・旅客輸送に果たした役割の解明―

1,950,000 780,000 1,170,000

山県　民穂 甲南大学 教授 軽核のαクラスター励起 5,590,000 4,810,000 780,000

星　敦士 甲南大学 准教授
社会ネットワークアプローチによる「食」をめぐる集合行
為の検討

5,070,000 910,000 130,000 4,160,000

西村　順二 甲南大学 教授
グローバル時代における日本型流通機構の１００年検
証

4,680,000 2,080,000 2,600,000

檀上　博史 甲南大学 准教授
分子接合素子による自己組織化的表面機能化法の開
発

5,070,000 1,820,000 3,250,000

長坂　悦敬 甲南大学 教授 原価管理シミュレーションモデルの開発研究 3,900,000 650,000 3,250,000

田野　大輔 甲南大学 准教授 ナチズムの性政治に関する歴史社会学的研究 3,770,000 1,690,000 2,080,000

渡邉　順司 甲南大学 准教授
イオン性高分子鎖をもつエラストマーによる高速親水
化フィルターの創製と溶質透過制御

5,070,000 1,430,000 3,640,000

藤井　敏司 甲南大学 教授
アミロイドβ線維化促進ペプチドを用いたアルツハイ
マー病早期診断装置の開発

5,330,000 3,510,000 1,820,000

本多　大輔 甲南大学 准教授
海洋の真核微生物ラビリンチュラ類が生態環境中の物
質循環に与える役割の解明

5,330,000 2,340,000 2,990,000

有村　兼彬 甲南大学 教授
統語論と形態論のインターフェイスの研究　―　Ｎ‐Ａ形
容詞句

3,120,000 1,560,000 1,560,000

林　慶一 甲南大学 教授
河川の流速の測定と土石流概念の導入による河川学
習の転換

4,810,000 2,210,000 2,600,000

芦田　徹郎 甲南女子大学 教授 よみがえる祝祭空間－芝居小屋復興の文化社会学 5,070,000 2,340,000 2,730,000

玉木　敦子 甲南女子大学 教授
周産期メンタルヘルスのための包括的教育プログラム
に関する研究

4,810,000 1,560,000 3,250,000

重松　豊美 甲南女子大学 講師
リフレクションを基盤とした看護技術学習における「教
え‐学ぶ」の深化の様相

4,680,000 2,080,000 2,600,000

前川　幸子 甲南女子大学 教授
基礎看護技術教育モデルの開発と検証－他大学との
連携と協働－

5,200,000 2,600,000 2,600,000

白田　久美子 甲南女子大学 教授
手術を受け通院中の消化器系がん患者のリハビリテ
－シヨン看護モデルの開発

3,770,000 2,340,000 1,430,000

福智　佳代子 神戸海星女子学院大学 准教授
小学校英語活動で電子黒板を利用した複数児童の同
時音声診断ソフトの開発

5,070,000 2,990,000 2,080,000

宮崎　清恵 神戸学院大学 教授
新生児集中治療室入院児へのソーシャルワーク実践
モデルの開発研究

5,200,000 2,470,000 2,730,000

佐藤　忠信 神戸学院大学 教授
カオス応答アトラクタを用いた新しい構造物損傷検出
法の開発

5,200,000 2,860,000 2,340,000

春日　雅司 神戸学院大学 教授
選挙データから見た地域社会の変容過程～昭和の大
合併から平成の大合併までを中心に

3,510,000 1,300,000 2,210,000
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森下　美和 神戸学院大学 講師
日本人英語学習者のスピーキングにおける統語処理
プロセスに関する心理言語学的研究

4,810,000 2,470,000 2,340,000

杉岡　信幸 神戸学院大学 教授
生体内脂質・蛋白の酸化・糖化変性による薬物動態変
動機構の解明とその臨床への応用

5,330,000 3,510,000 1,820,000

赤井　敏夫 神戸学院大学 教授 インド神話映画の映像学的研究 2,990,000 1,170,000 1,820,000

土井　晶子 神戸学院大学 准教授
フォーカシングとグループ・アプローチを活用した対人
援助職支援の研究

4,940,000 2,340,000 2,600,000

藤原　瑞穂 神戸学院大学 准教授 障害をもつ高齢者の「学習」支援プログラムの開発 4,940,000 1,560,000 3,380,000

内海　美保 神戸学院大学 講師 ６年制薬学教育における実務実習のプログラム評価 5,330,000 2,470,000 2,860,000

尼子　克巳 神戸学院大学 助教 代謝を介して寿命を支配する遺伝子の網羅的探索 5,590,000 3,770,000 1,820,000

浜田　芳男 神戸学院大学 研究員 アルツハイマー病克服のための統合的創薬研究 3,900,000 1,820,000 2,080,000

鵜野　ひろ子 神戸女学院大学 教授 エミリ・ディキンスンと日本 2,990,000 1,560,000 1,430,000

高橋　雅人 神戸女学院大学 教授
プラトン後期対話篇における問答法と倫理的・政治的
知のあり方

3,120,000 910,000 2,210,000

寺嶋　正明 神戸女学院大学 教授 培養細胞を用いた食品成分の抗酸化性評価法 5,460,000 3,640,000 1,820,000

藏中　さやか 神戸女学院大学 教授 中世歌題集成書類の生成と展開 3,510,000 1,820,000 1,690,000

山根　千弘 神戸女子大学 教授
ナノ食品－木質パルプから構造制御されて得た機能
性食品材料－

5,330,000 2,210,000 3,120,000

山内　晋次 神戸女子大学 准教授 硫黄流通からみた古代・中世の日本とアジア 4,160,000 1,430,000 2,730,000

瀬口　正晴 神戸女子大学 教授 グルテンフリー膨化食品の研究 3,250,000 1,950,000 1,300,000

大橋　喜美子 神戸女子大学 教授 幼保一体化に向けた保育カリキュラム・モデルの構築 5,200,000 1,820,000 3,380,000

堀田　久子 神戸女子大学 教授 柑橘類搾汁残渣の有効利用について 4,680,000 2,990,000 1,690,000

木下　由紀子 神戸女子大学 教授
世紀転換期における形而上的文化交流の形―岡倉天
心とヴァージニア・ウルフの芸術観

5,070,000 1,560,000 3,510,000

江本　憲昭 神戸薬科大学 教授
循環調節ペプチドネットワークへの新たな介入戦略の
検証とその肺高血圧治療への応用

5,330,000 2,600,000 2,730,000

北河　修治 神戸薬科大学 教授
微細エマルションによるポリフェノールの皮膚への効率
的デリバリーとその機構

5,330,000 3,120,000 2,210,000

和田　昭盛 神戸薬科大学 教授
核内受容体の作用分離を指向したレチノイン酸アナロ
グの開発

5,330,000 2,210,000 3,120,000

坂井　信之 神戸松蔭女子学院大学 准教授 共食の重要性に関する心理学的側面 5,460,000 3,770,000 1,690,000

村上　敬一 神戸松蔭女子学院大学 准教授
本四架橋全通と市町村合併にともなう環瀬戸内海方言
の変容

2,340,000 910,000 1,430,000
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竹中　康之 神戸松蔭女子学院大学 准教授 油糧種子脱脂粕の有効利用に向けた基盤的研究 4,420,000 1,690,000 2,730,000

竹田　美知 神戸松蔭女子学院大学 教授
教育期から労働期への移行段階における若年女性の
自立と家族資本－日米比較調査－

5,070,000 1,430,000 3,640,000

藤本　浩一 神戸松蔭女子学院大学 教授
発達障害・視覚障害児支援の共通教材開発と検証－
触ってわかる教材で頭を鍛える－

4,420,000 2,080,000 2,340,000

多鹿　秀継 神戸親和女子大学 教授
適応的な算数問題解決児童を育むメタ認知方略支援
ツールと評価モデルの開発

5,070,000 2,340,000 2,730,000

畑野　裕子 神戸親和女子大学 教授
「日本の伝統・文化の理解教育」における身体教材の
開発－日本舞踊コアプログラム－

4,940,000 1,170,000 3,770,000

河崎　哲嗣 園田学園女子大学 准教授
小学校教員を志す文系大学生を対象とした数学的モ
デリング授業の開発研究

3,250,000 1,560,000 1,690,000

宮田　久枝 園田学園女子大学 教授
不妊治療後の母親のペアレンティング・プログラムの開
発と普及

4,680,000 1,560,000 3,120,000

西本　美和 園田学園女子大学 講師
精神科医療におけるプラシーボ使用の実態と適切な使
用手続きの検討

5,070,000 910,000 4,160,000

大野　かおり 園田学園女子大学 教授 自然災害後の長期的看護支援モデルの構築 5,330,000 2,860,000 2,470,000

伊佐治　せつ
子

武庫川女子大学 教授 ＮｉＣＦを用いた面状発熱体の衣料素材への応用 5,070,000 3,120,000 1,950,000

高橋　悟 武庫川女子大学 教授
血管新生阻害因子アンギオスタチンの新規活性、新規
受容体と作用機序

5,200,000 2,340,000 2,860,000

佐野　宏 武庫川女子大学 准教授 古代和歌における定型と歌体認識の発達過程の研究 5,330,000 3,900,000 1,430,000

水野　英哉 武庫川女子大学 准教授
パーキンソン病関連ＳＮＰが関わるｍｉＲＮＡによるαシ
ヌクレイン発現調節機構の解明

5,200,000 2,470,000 2,730,000

石黒　京子 武庫川女子大学 教授
抗ストレス性アレルギー物質の探索を目的とする新規
アッセイ法の開発と応用

5,720,000 3,900,000 1,820,000

川崎　郁勇 武庫川女子大学 准教授
複素環の特性を利用した環境調和型高効率的有機合
成反応の開発とその応用

5,330,000 2,470,000 2,860,000

村田　成範 武庫川女子大学 准教授
次世代への遺伝子および遺伝子検査教育のための研
究

5,070,000 1,950,000 3,120,000

中尾　賀要子 武庫川女子大学 講師
日本版ガイデッド・オートバイオグラフィーの妥当性検
証

5,200,000 2,340,000 2,860,000

辻　和成 武庫川女子大学 教授
企業での英語コミュニケーション 適化に求められる
英語教育の調査研究

3,250,000 1,560,000 1,690,000

田中　新治郎 武庫川女子大学 教授
スポーツ文化に関する学習内容とその指導方法の開
発

3,250,000 1,690,000 1,560,000

土井　裕司 武庫川女子大学 教授
アルツハイマー型認知症予防のための新規食品成分
検索とその細胞内作用機構の検証

5,330,000 2,340,000 2,990,000

矢野　裕俊 武庫川女子大学 教授
後期中等教育段階の学習成果の評価と認定の方法に
関する比較研究

4,810,000 2,080,000 2,730,000

籠田　智美 武庫川女子大学 講師
肥満を基盤とするメタボリックシンドロームにおけるプロ
テアーゼ受容体―２の意義

4,290,000 1,430,000 2,860,000

宇山　直樹 兵庫医科大学 助教
Ｐｌａｋｉｎ　Ｆａｍｉｌｙ蛋白発現制御による肝内胆管癌治療
戦略

5,070,000 1,690,000 3,380,000
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後藤　章暢 兵庫医科大学 教授
難治性膀胱癌に対するキメラ型細胞融解性ベクターを
用いた新規治療法の開発

5,070,000 1,950,000 3,120,000

笹子　三津留 兵庫医科大学 教授
上皮間葉系細胞分化転換関連分子を標的とする新し
い胃がん腹膜転移治療法の開発

5,200,000 1,950,000 3,250,000

三村　治 兵庫医科大学 教授 甲状腺眼症の病態解明と新規治療法の確立 5,330,000 2,080,000 3,250,000

山西　清文 兵庫医科大学 教授 魚鱗癬様紅皮症の病態に関する研究 5,330,000 1,950,000 3,380,000

山中　博樹 兵庫医科大学 講師
末梢神経損傷時の痛覚伝達経路でのＬ１ーＣＡＭのリ
ン酸化と可塑的変化に対する影響

5,200,000 2,210,000 2,990,000

山田　直子 兵庫医科大学 講師
インターロイキン１８関連がん転移抑制因子の同定と
その機構の解明

5,330,000 2,210,000 3,120,000

山野　智基 兵庫医科大学 助教
ケモカインＣＣＬ２１と腫瘍溶解アデノウイルスを用いた
新しい癌ワクチン療法の開発

5,070,000 1,950,000 3,120,000

小山　英則 兵庫医科大学 講師
肥満・動脈硬化における終末糖化産物受容体を介した
炎症シグナルの意義

5,200,000 1,820,000 3,380,000

小森　慎二 兵庫医科大学 教授
新鮮及び凍結卵巣由来の未熟卵の無血清培地による
体外培養法確立を目指した基礎的検討

5,200,000 2,860,000 2,340,000

松原　長秀 兵庫医科大学 准教授
炎症を母地とする非定型消化器癌の発癌機構の解明
と早期診断バイオマーカの開発

5,070,000 2,210,000 2,860,000

松本　成司 兵庫医科大学 助教
悪性胸膜中皮腫における抗ＩＬ－６受容体抗体療法の
開発

5,330,000 2,600,000 2,730,000

泉本　修一 兵庫医科大学 准教授
ＷＴ１免疫療法における脳局所の抑制系・促進系免疫
機序の解明と抑制克服法の開発

5,200,000 2,340,000 2,860,000

大山　秀樹 兵庫医科大学 准教授
インターロイキン２２を用いた新しい歯周組織再生療法
開発のための基礎的研究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

池田　啓子 兵庫医科大学 教授
プラコードと神経堤の細胞間相互作用を司る分子基盤
の解明

5,460,000 2,860,000 2,600,000

竹村　基彦 兵庫医科大学 教授 拘束水浸ストレスによる胃粘膜ヒスタミンの代謝変動 5,460,000 4,030,000 1,430,000

辻村　亨 兵庫医科大学 教授
悪性胸膜中皮腫の進展・浸潤メカニズムの解析：病理
診断への応用と新規治療法の開発

5,330,000 2,210,000 3,120,000

田端　千春 兵庫医科大学 准教授 肺線維症などの難治性肺疾患に対する新規治療開発 5,200,000 1,950,000 3,250,000

藤原　範子 兵庫医科大学 准教授
新規モノクローナル抗体を用いた変異ＳＯＤ１の構造解
析とＡＬＳ免疫療法の開発

5,200,000 1,820,000 3,380,000

冨田　尚裕 兵庫医科大学 教授
スプライシング因子阻害剤とヒストン脱アセチル化酵素
阻害剤の併用効果の検討

5,070,000 1,820,000 3,250,000

福井　広一 兵庫医科大学 講師 Ｒｅｇ蛋白の消化管粘膜保護作用に関する研究 5,330,000 3,380,000 1,950,000

平田　豊 兵庫医科大学 助教
ＴＲＰチャネル発現グリア細胞が担う中枢性呼吸調節
機構の解明

5,200,000 1,690,000 3,510,000

木村　卓 兵庫医科大学 講師
筋強直性ジストロフィー症における中枢神経スプライシ
ング異常の分子機序の解明

5,330,000 4,030,000 1,300,000

矢口　貴博 兵庫医科大学 講師
ＰＤＧＦーＤ誘導中皮腫細胞遊走メカニズムの解明およ
び新規治療法の開発

5,200,000 1,950,000 3,250,000
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林　周平（鄒
平）

兵庫医科大学 講師
ヒトヘルペスウイルス６増殖におけるＳ１００Ａ８／Ｓ１０
０Ａ９の役割

5,200,000 1,950,000 3,250,000

吉井　範行 姫路獨協大学 准教授
モンテカルロ計算とＮＭＲ計測による脂質ベシクル表面
の分子の制限拡散

4,420,000 2,730,000 1,690,000

柴田　克志 姫路獨協大学 教授
分子シャペロンによる新規癌抑制因子ＷＷ４５の機能
制御

5,330,000 2,210,000 3,120,000

小越　菜保子 姫路獨協大学 助手
ＥＧＦレセプターシグナルによって誘導されるケモカイン
産生が歯周病態に及ぼす影響

5,070,000 1,820,000 3,250,000

通山　由美 姫路獨協大学 教授
ー破骨細胞による骨分解機構の解明ー　骨破壊性疾
患の克服に向けて

5,200,000 2,080,000 3,120,000

白木　孝 姫路獨協大学 講師
アルギニンメチル化酵素による癌抑制因子ＲＡＳＳＦ１
Ａの機能制御

5,330,000 2,210,000 3,120,000

福永　真哉 姫路獨協大学 教授
在宅要支援高齢者における摂食嚥下機能低下の予防
的支援を目指した連携的研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

青柳　龍司 流通科学大学 准教授 公的年金制度の財源調達に関する日中比較研究 4,810,000 1,950,000 2,860,000

東　利一 流通科学大学 准教授 サービス・リレーションシップの創出プロセスの解明 1,690,000 650,000 1,040,000

大塚　英志 神戸芸術工科大学 教授 ＷＥＢコミックの国際標準規格の研究 5,590,000 3,250,000 2,340,000

久井　志保 兵庫大学 助教
産業保健師がワークファミリーコンフリクトケアを行う上
で必要な力量形成に関する研究

4,030,000 2,080,000 1,950,000

苅谷　剛彦 関西国際大学 その他
「キャッチアップ終焉」後の教育改革に関する比較社会
学的研究

4,290,000 1,820,000 2,470,000

有本　純 関西国際大学 教授
教職課程および現職研修における英語発音教育プロ
グラムの開発

4,940,000 2,080,000 2,860,000

Ｍａｒｋｏｎ　Ｓａ
ｎｄｏ

神戸情報大学院大学 教授
空中映像を使った非接触多感覚インタラクションに関
する基礎研究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

青木　俊二 兵庫医療大学 教授
臨床検体に基づく実践的生体分子を標的とする天然
由来分子標的抗がん剤の探索

5,460,000 2,340,000 3,120,000

前田　拓也 兵庫医療大学 准教授
膜破壊型殺菌消毒剤を活用した細菌の多剤耐性獲得
に関する転写調節因子の分子機構解明

5,590,000 4,290,000 1,300,000

戴　毅 兵庫医療大学 准教授
ペインセンサーＴＲＰＡ１のチャネル活性抑制メカニズム
の解明

5,330,000 2,210,000 3,120,000

田中　明人 兵庫医療大学 教授
光切断リンカー付アフィニティ樹脂を用いた汎用的な生
理活性物質探索法の開拓

5,330,000 1,170,000 4,160,000

三木　佳子 近大姫路大学 講師 セクシュアリティの家族支援に関する研究 2,470,000 1,040,000 1,430,000

松島　京 近大姫路大学 講師
保育所に通う外国につながりのある子どもと保護者の
支援に向けて

3,120,000 1,430,000 1,690,000

人見　裕江 近大姫路大学 教授
認知症高齢者自らが語る終末期ケアと暮らしを支援す
るテーラードモデルの構築

5,200,000 2,210,000 2,990,000

西池　絵衣子 近大姫路大学 助手
精神科救急・急性期ケアと多職種アウトリーチサービ
スとの連携モデルの開発

4,420,000 2,080,000 2,340,000

井上　清美 神戸常盤大学 准教授
看護学生のコミュニケーション能力を高めるコーチング
学習プログラムと評価方法の開発

5,070,000 2,080,000 2,990,000
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坂本　秀生 神戸常盤大学 教授 新規タンパク質Ｃａｂｌｅｓが関与する抗腫瘍メカニズム 5,850,000 4,550,000 1,300,000

松田　光信 神戸常盤大学 教授 心理教育実践看護師を育成する方略の構築 4,550,000 1,300,000 3,250,000

畑　吉節未 神戸常盤大学 講師
災害看護コンピテンシーに基づく教育プログラムと評価
尺度の開発

3,770,000 1,040,000 2,730,000

鈴木　ひとみ 神戸常盤大学 助教
微小体動検知システムによる脊髄損傷者の自律神経
機能評価と社会生活支援に関する研究

5,200,000 3,120,000 2,080,000

タン　ミッシェ
ル

帝塚山大学 教授
子どもの安全確保に関する２１世紀型消費者法システ
ムの比較法政策的研究

3,510,000 1,430,000 2,080,000

今谷　順重 帝塚山大学 教授
２１世紀型ジェネリック・スキルの形成による「人生設計
型学校カリキュラム」の再構築

5,200,000 2,730,000 2,470,000

山本　惠子 帝塚山大学 教授
英国の都市ホームレス問題における社会的企業の評
価枠組みの研究

5,200,000 1,690,000 3,510,000

松木　智子 帝塚山大学 准教授
競争力を高めるインタンジブルズ・マネジメント・コント
ロールの実践モデルの構築

3,900,000 1,300,000 2,600,000

川合　悟 帝塚山大学 教授
物体の持ち上げ時に知覚される重さに関する基礎的
研究－慣性力情報の処理機構－

5,070,000 1,690,000 3,380,000

福本　葵 帝塚山大学 教授 隠れた株主の議決権行使とコーポレート・ガバナンス 2,340,000 1,040,000 1,300,000

下村　作次郎 天理大学 教授
近３０年の台湾原住民族文学の発展と言語危機の中
で作家達がみすえる民族の未来像研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

山田　政信 天理大学 准教授
日本産ブラジル系プロテスタント教会のトランスナショ
ナルな宗教実践に関する研究

5,200,000 1,040,000 4,160,000

松本　充豊 天理大学 准教授
台湾の民主政治における政党組織の変容に関する研
究

4,420,000 1,690,000 2,730,000

中谷　敏昭 天理大学 教授
高齢者が自立生活を維持するために必要なＳＳＣ運動
プログラムの開発

5,200,000 2,340,000 2,860,000

幡鎌　一弘 天理大学 教授
西国巡礼者に関する基礎的データの整理と検討―一
乗寺巡礼札のデータベース化―

5,070,000 2,600,000 2,470,000

平野　美佐
（野元美佐）

天理大学 講師
都市コミュニティをつくる貨幣：沖縄と大阪の模合（頼母
子講）に関する研究

3,770,000 1,690,000 2,080,000

吉村　治正 奈良大学 准教授 郵送・インターネットによる実験的な職歴調査の実施 5,200,000 2,340,000 2,860,000

吉田　浩之 奈良産業大学 准教授
中等教育の部活動における教育目標の具体化・体系
化および観点別評価規準の作成

4,810,000 1,300,000 3,510,000

乾　富士男 畿央大学 准教授
看護師の心身症状に影響する職場環境および生活環
境因子の縦断的双生児研究

5,460,000 2,600,000 2,860,000

上地　加容子 畿央大学 助教
食嗜好性獲得における味覚感受性の経年的変化と嗜
好学習の役割

5,200,000 1,300,000 3,900,000

森岡　周 畿央大学 教授
脳卒中片麻痺上肢に対するニューロフィードバック療
法の開発とその効果検証

4,810,000 1,170,000 3,640,000

奥山　直司 高野山大学 教授
チベット仏教寺院補修作業のための基礎データ集成の
作成と公開―現状記録と原型再現―

5,070,000 1,690,000 3,380,000

中治　弘行 鳥取環境大学 准教授
伝統大工技術により補修された木造軸組架構の性能
評価実験

5,460,000 2,340,000 3,120,000
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西中　恒和 岡山商科大学 准教授 １関係子群と群環の原始性の研究 2,470,000 1,170,000 1,300,000

永谷　尚紀 岡山理科大学 准教授
磁気分離を利用したバイオセンシング用実試料前処理
法の開発

5,200,000 2,470,000 2,730,000

後藤　義明 岡山理科大学 教授
空間把握を促進する触知案内図の表示方法に関する
研究

5,070,000 1,560,000 3,510,000

三井　亮司 岡山理科大学 准教授
植物共生メタノール資化性細菌の葉上における生存戦
略に関する研究

5,460,000 3,900,000 1,560,000

山崎　雅弘 岡山理科大学 教授
層状地盤における杭基礎先端の荷重と沈下量関係の
評価方法の開発

5,720,000 4,550,000 1,170,000

森　嘉久 岡山理科大学 教授 シリサイド系熱電材料の高温高圧合成 5,460,000 2,990,000 2,470,000

大江　貴司 岡山理科大学 准教授
逆問題の解の直接的再構成法とその数値的実装に関
する研究

4,680,000 1,170,000 3,510,000

片山　誠一 岡山理科大学 准教授
病原細菌の新規フィブロネクチン結合タンパク質の構
造生物学的研究

5,330,000 3,380,000 1,950,000

豊田　新 岡山理科大学 教授
石英の格子欠陥及び結晶化度を物質移動指標として
用いるための物理的基礎の確立

5,460,000 2,340,000 3,120,000

林　謙一郎 岡山理科大学 准教授
オーキシンの極性輸送系に特異的なケミカルツールの
開発

5,330,000 2,210,000 3,120,000

塩谷　昭子 川崎医科大学 准教授
低用量アスピリンによる消化管粘膜障害関連因子の
検討

5,330,000 2,730,000 2,600,000

岡　三喜男 川崎医科大学 教授
肺腺癌に高発現する癌精巣抗原ＸＡＧＥを標的にした
癌ワクチンの特許開発

5,200,000 2,340,000 2,860,000

関　明穂 川崎医科大学 講師
性同一性障害当事者に対する社会の対応　～その現
状と当事者と考える支援策～

2,340,000 1,040,000 1,300,000

吉田　和弘 川崎医科大学 講師
アミノ酸制御ミルクと新生マウス人工哺乳システムによ
るアミノ酸特異的腸管機能の解析

5,200,000 2,210,000 2,990,000

久保　美代子 川崎医科大学 講師
慢性創傷での再上皮化促進のための再生医療の確立
―再上皮化機序に基づいて―

5,070,000 1,950,000 3,120,000

駒井　則夫 川崎医科大学 講師
慢性腎臓病と心血管病の連関機序としてのアルブミン
尿出現の分子機序の解明

5,330,000 2,340,000 2,990,000

原田　保 川崎医科大学 教授
内耳障害における内耳スーパーオキサイド分布につい
て

3,900,000 1,690,000 2,210,000

紅林　淳一 川崎医科大学 准教授
トリプルネガティブ乳癌の新規治療法開発のための基
礎研究

5,070,000 1,690,000 3,380,000

三浦　公志郎 川崎医科大学 講師
宿主細胞のアポトーシスを制御する肺炎クラミジア分
子の探索

5,200,000 1,820,000 3,380,000

春名　克祐 川崎医科大学 助教
糖尿病性腎症病態形成におけるクロトー遺伝子の抗ア
ポトーシス機序の解明

5,200,000 2,340,000 2,860,000

小橋　吉博 川崎医科大学 准教授 新規の結核感染診断法の特許開発および臨床応用 5,070,000 1,430,000 3,640,000

松本　啓志 川崎医科大学 講師
大腸３次元解析、内臓脂肪面積測定、アディポカイン
測定による大腸の健康診断法の開発

5,330,000 3,770,000 1,560,000

森田　一郎 川崎医科大学 講師
ＨＳＰ９０阻害剤を用いたＫＲａｓ変異型非小細胞肺癌
に対する新規分子標的療法の開発

5,330,000 2,470,000 2,860,000
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清蔭　恵美 川崎医科大学 講師
マウス嗅覚入力調整におけるドーパミン系ニューロン
の神経回路の解明

5,330,000 3,640,000 1,690,000

川元　隆弘 川崎医科大学 講師
不安定プラークにおける超音波ＩＢ信号と冠動脈ＣＴに
よる組織性状分析

5,330,000 3,510,000 1,820,000

村上　龍文 川崎医科大学 准教授 糖尿病性多発神経炎の神経再生治療の基礎的検討 5,330,000 2,860,000 2,470,000

大澤　裕 川崎医科大学 講師
創傷治癒マウスの再生促進分子によるデュシェンヌ型
筋ジストロフィー治療法の開発

5,460,000 3,380,000 2,080,000

中井　祐一郎 川崎医科大学 准教授
出生前診断に由来する人工妊娠中絶に対する一般市
民意識の調査

4,940,000 1,040,000 3,900,000

中川　彰子 川崎医科大学 准教授
定量的ＭＲＩ解析にもとづく強迫性障害、広汎性発達障
害の脳機能研究

4,810,000 1,560,000 3,250,000

通山　薫 川崎医科大学 教授
血球異形成をもたらす分子機構に迫る～骨髄異形成
症候群の病態解明に向けて

5,330,000 2,860,000 2,470,000

定平　吉都 川崎医科大学 教授
スフィンゴシンー１－リン酸受容体のリンパ造血器腫瘍
の診断・治療への応用

5,070,000 2,080,000 2,990,000

刀袮　重信 川崎医科大学 准教授
アポトーシスにおける核の凝縮因子のゲノムワイドな
探索：　ヒト半数体細胞を用いて

5,330,000 1,950,000 3,380,000

濃野　勉 川崎医科大学 教授
骨格筋形成におけるＷＮＴファミリーとＴＧＦベータファミ
リーの相互関係

5,200,000 2,340,000 2,860,000

氷見　直之 川崎医科大学 助教
多発性脳梗塞後のリハビリテーションがアミロイドβの
沈着に与える効果

5,200,000 2,730,000 2,470,000

猶本　良夫 川崎医科大学 教授
進行食道癌に対するミッドカインを標的とした新規治療
法の開発

5,330,000 2,470,000 2,860,000

西山　修 くらしき作陽大学 准教授
保育者の「実践の質保証」とアイデンティティ形成に関
する長期縦断研究

3,380,000 1,040,000 2,340,000

木村　万里子 くらしき作陽大学 准教授 雑豆由来オリゴ糖鎖の機能性開発と食品への応用 5,200,000 1,690,000 3,510,000

中村　善雄
ノートルダム清心女子大
学

准教授
大衆文化と１９世紀アメリカ文学にみる視覚の変容に
関する学際的研究

3,510,000 1,430,000 2,080,000

渡辺　勧持 美作大学 研究員
知的障害者のダイレクト・ペイメントに関する国際比較
研究

4,810,000 1,560,000 3,250,000

中西　徹 就実大学 教授
テトラスパニンＣＤ８１を標的とした新規リウマチ治療薬
および診断薬の開発

5,330,000 2,210,000 3,120,000

横山　奈緒枝 吉備国際大学 教授
高齢者虐待防止と解決に向けた社会福祉士の専門技
能養成システムの研究

4,030,000 1,430,000 2,600,000

高橋　選哉 吉備国際大学 准教授
非営利組織のディスクロージャー拡充のための会計理
論体系の再構築

4,810,000 1,040,000 3,770,000

前嶋　英輝 吉備国際大学 准教授 粘土遊びに関する幼児造形教育法の確立 5,200,000 3,120,000 2,080,000

大谷　卓史 吉備国際大学 准教授
歴史的・論理学的手法を用いるプライバシーの多義性
と文脈依存性に関する研究

4,680,000 1,300,000 3,380,000

津川　秀夫 吉備国際大学 准教授 睡眠時の呼吸パターンの解明とその臨床的応用 3,640,000 1,820,000 1,820,000

田中　卓也 吉備国際大学 講師
近代日本における少年雑誌の普及と少年読者意識形
成に関する歴史的研究

3,120,000 1,170,000 1,950,000
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齋藤　圭介 吉備国際大学 准教授
認知症高齢者の継時的な症状変化に着目した転倒予
測モデルの開発と一般化可能性の検討

1,430,000 650,000 780,000

国光　恵子
（竹田恵子）

川崎医療福祉大学 教授
高齢者のスピリチュアルケア実践のプロセスとその課
題の検討

5,200,000 2,080,000 3,120,000

守屋　文夫 川崎医療福祉大学 教授
剖検例の中毒学的検査を利用した静脈内投与薬物の
胃内移行量の解明に関する研究

1,950,000 650,000 1,300,000

添田　正揮 川崎医療福祉大学 講師
社会福祉士実習施設における外国にルーツを持つ人
に対する支援の現状と実習プログラム

3,510,000 1,560,000 1,950,000

田島　誠 川崎医療福祉大学 准教授
知覚－運動スキル学習に対する漸減要約フィードバッ
クの効果と加齢の影響

5,200,000 2,600,000 2,600,000

福島　康弘 川崎医療福祉大学 講師 学習・記憶における部分と全体の情報表現 5,200,000 2,470,000 2,730,000

片岡　則之 川崎医療福祉大学 准教授
内皮細胞層中の白血球浸潤部位に関するバイオメカ
ニクス的検討

5,330,000 2,470,000 2,860,000

望月　精一 川崎医療福祉大学 教授
生体内硝酸性窒素由来ＮＯの産生と血管系における
生理作用機序の解明

5,330,000 4,030,000 1,300,000

神戸　康弘 山陽学園大学 講師
精神性（ＭＳＲ）研究を学ぶキャリア教育用テキストと絵
本の開発

5,070,000 2,600,000 2,470,000

富岡　美佳 山陽学園大学 准教授
青年期の性の健康と権利を支えるコミュニティ機能に
関する研究

5,070,000 1,690,000 3,380,000

林　由佳 山陽学園大学 講師 非急性期施設における創傷ケア 4,680,000 1,690,000 2,990,000

Ｐｒａｄｈａｎ　Ｓ
ｕｊｅ

倉敷芸術科学大学 教授
同期化メディアストリームコンテンツにおける高度情報
統合・検索手法に関する研究

5,070,000 2,080,000 2,990,000

仲　章伸 倉敷芸術科学大学 教授
シレンおよびゲルメンの新規合成法の開発と基本的性
質の解明

5,330,000 2,080,000 3,250,000

安田　従生 環太平洋大学 講師
性周期からみた持久的運動がＤＮＡ損傷に及ぼす影響
とそれに伴う乳癌誘発の可能性

3,900,000 1,430,000 2,470,000

野北　晴子 広島経済大学 教授
生産拠点としてのタイと日本の戦略－アジアの大物流
センター構想－

4,030,000 1,560,000 2,470,000

玉井　宏章 広島工業大学 准教授
高強度鋼組立架構とせん断パネルダンパーによる無
損傷制振建物の統合化耐震性能評価

5,330,000 3,120,000 2,210,000

栗崎　真一郎 広島工業大学 准教授
環境移行からみた小学校の統廃合の評価に関する研
究

2,990,000 650,000 2,340,000

三村　泰臣 広島工業大学 教授
環瀬戸内海における民間神楽の表象物に関する民族
芸術学的比較研究

3,770,000 1,950,000 1,820,000

村井　裕樹 広島工業大学 准教授
歴史的建造物と周辺地域におけるユニバーサルツーリ
ズムの研究

4,160,000 2,730,000 1,430,000

福島　千晴 広島工業大学 准教授
変動壁面せん断応力の電気化学的計測と成層流体中
のマルチスケール渦構造の解明

5,460,000 2,860,000 2,600,000

森田　憲 広島修道大学 教授
中国の開発モデルにおける文化的要因の有意性に関
する研究：実験経済学的アプローチ

4,940,000 1,430,000 3,510,000

増田　尚史 広島修道大学 教授
漢字二字熟語間の意味的関連性に関するデータベー
スの構築

5,070,000 2,080,000 2,990,000

黛　秋津 広島修道大学 准教授 近代黒海国際関係史の基礎的研究 5,330,000 1,560,000 3,770,000
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竹井　光子 広島修道大学 教授
日米大学の連携によるコンパラブルコーパスの構築と
教育的活用

2,080,000 780,000 1,300,000

高石　武史 広島国際学院大学 准教授
フェーズフィールドモデルを用いた亀裂進展現象の解
析

3,640,000 650,000 2,990,000

大塚　厚二 広島国際学院大学 教授
特異性を持つ形状 適設計問題及び破壊での変分理
論構築と工学への応用に関する研究

4,940,000 1,690,000 3,250,000

井上　幸江 安田女子大学 教授
ストレスタンパク質ヘムオキシゲナーゼの熱ショック転
写因子による発現制御

5,460,000 2,340,000 3,120,000

森田　規之 安田女子大学 准教授
母子親和行動中枢の発達における脂質栄養素の役割
の解析

5,070,000 2,860,000 2,210,000

西　博行 安田女子大学 教授
ＣＥ法を中心としたミクロ分析系による医薬品の品質物
性の高速精密評価

5,590,000 3,900,000 1,690,000

磯貝　淳一 福山大学 准教授 平安鎌倉時代における仏教漢文書記史の研究 3,120,000 1,820,000 1,300,000

桑原　哲也 福山大学 教授 高度成長期の外資系企業の経営史的研究 4,940,000 1,690,000 3,250,000

堤　俊彦 福山大学 教授
レアシンドローム児と家族への包括的・継続的な心理
的支援の確立に向けての基礎研究

1,820,000 520,000 1,300,000

日野　恵美子 福山大学 講師
役員人事と戦略　戦後日本の低迷、暴走、独走企業の
分析

2,210,000 910,000 1,300,000

平　伸二 福山大学 教授
事象関連電位による虚偽検出における新たな多重プ
ローブ法の確立

4,030,000 1,560,000 2,470,000

山田　耕太郎 比治山大学 准教授
日本語プログラミング言語による科学リテラシー獲得を
目指した情報教育の実践的研究

3,900,000 1,430,000 2,470,000

松永　美希 比治山大学 講師
新任教師におけるリアリティ・ショックのプロセスの解明
と予防プログラムの効果検証

5,070,000 1,690,000 3,380,000

石井　眞治 比治山大学 教授
児童生徒の発達段階に対応した平和教育プログラム
の開発と評価

5,070,000 2,080,000 2,990,000

市瀬　信子 福山平成大学 准教授 乾隆期杭州詩人集団の活動とその詩風に関する研究 4,030,000 2,080,000 1,950,000

井下　洋子 広島文化学園大学 教授
ピアノ学習及び、ピアノ演奏が健常な退職後の高齢者
の精神的健康にもたらす縦断的効果

4,940,000 1,560,000 3,380,000

奥田　泰子 広島文化学園大学 教授
入浴前バイタルサインを用いた高齢者の入浴可否判
断システムの開発

5,070,000 2,340,000 2,730,000

小笠原　文 広島文化学園大学 准教授
幼児教育における造形表現プログラムの開発と実践
―フランスにおける事例とその応用

4,940,000 1,690,000 3,250,000

角山　照彦 広島国際大学 教授
映画を活用した習熟度別教育対応型英語教材の開発
および指導法に関する研究

4,550,000 2,470,000 2,080,000

三宅　美鈴 広島国際大学 教授
小学校英語の単語認知に関する実証的研究と英語活
動に使用できる将来的教材開発

5,070,000 2,860,000 2,210,000

秋山　智 広島国際大学 教授
ＳＥＩＱｏＬ－ＤＷによる経時的変化を用いた若年性神経
難病患者のＱＯＬに関する研究

2,730,000 520,000 2,210,000

倉本　充子 広島国際大学 教授
習熟度が異なる学習者混在クラスにおけるＷＢＴ学習
支援システムが及ぼす効果の研究

5,200,000 2,600,000 2,600,000

矢原　隆行 広島国際大学 准教授
対人援助専門職の新たな連携と協働の技法に関する
臨床福祉社会学的研究

5,070,000 1,950,000 3,120,000
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柳田　玲子 広島国際大学 教授
不飽和結合の特性を活用する多成分連続反応の開発
と創薬への展開

5,200,000 1,950,000 3,250,000

濱井　和子 広島国際大学 講師
組織特性とキャリアの違いによる看護管理者のモチ
ベーション・セオリーの特徴

3,120,000 1,690,000 1,430,000

山崎　歩
日本赤十字広島看護大
学

講師
青年期以降に発症した１型糖尿病患者に対する支援
プログラム開発のための研究

2,600,000 1,170,000 1,430,000

今村　美幸 広島都市学園大学 准教授
重症心身障害児（者）の自律神経系活動からみた適切
な日常生活ケアの検討

3,900,000 1,690,000 2,210,000

勝田　茂 東亜大学 その他
超高齢シニアアスリートの体力とライフスタイル（第３次
継続研究）

4,420,000 2,730,000 1,690,000

礒永　和貴 東亜大学 准教授 近世官撰絵図史の研究 4,810,000 1,170,000 3,640,000

鈴木　康一 山口東京理科大学 教授
気泡微細化沸騰の発生機構の解明および高熱流束沸
騰冷却への応用

5,200,000 2,340,000 2,860,000

稲田　久美子 四国大学 教授
「看護組織における組織文化」の変革プロセスのモデ
ル構築に関する研究

5,200,000 2,990,000 650,000 2,210,000

奥村　英樹 四国大学 教授
ＡＲ技術を利用した板書表現の拡張と教育利用に関す
る研究

4,940,000 1,690,000 3,250,000

吉村　幸雄 四国大学 教授
青年期を対象とした携帯電話を利用したインターネット
食事管理手帳

5,070,000 1,560,000 3,510,000

上岡　千世 四国大学 講師
日本人における疾病受容概念の構築～がん患者心理
面接による分析

2,080,000 910,000 1,170,000

長尾　輝彦 四国大学 教授
国際主義者新渡戸稲造におけるクエーカーの信条と英
文学の知識

5,070,000 2,210,000 2,860,000

板東　絹恵 四国大学 准教授
青年期の食行動異常について―スクリーニング尺度の
検討―

2,210,000 1,170,000 1,040,000

加藤　善久 徳島文理大学 教授
ＰＣＢによるヒト甲状腺ホルモン撹乱作用発現メカニズ
ムの解明を目指した包括的研究

5,460,000 2,340,000 3,120,000

加来　裕人 徳島文理大学 講師
精密不斉分子認識能をもつ結晶場の構築と熱力学的
平衡下におけるキラル化合物供給法

5,460,000 4,160,000 1,300,000

喜納　克仁 徳島文理大学 講師
オキサゾロン連続クラスター損傷に関する突然変異お
よび修復反応の解析

5,460,000 1,820,000 3,640,000

江角　朋之 徳島文理大学 講師
神経栄養因子増強活性天然物６α，７αおよび７α，２
０－ジヒドロキシアノネンの合成

5,590,000 3,380,000 2,210,000

今川　洋 徳島文理大学 准教授
アルツハイマー病治療薬の開発を目指したネオビブサ
ニン類の作用機序の解明

5,200,000 2,600,000 2,600,000

小林　敬子 徳島文理大学 助教
ウエルシュ菌ι毒素の分子生物学及び細胞生物学的
解析による作用機構の解明

5,200,000 3,250,000 1,950,000

小林　卓 徳島文理大学 助教
ナメクジ嗅覚中枢におけるＧＡＢＡニューロンの振動活
動調節・回路再編成機構

5,460,000 2,600,000 2,860,000

松永　洋一 徳島文理大学 教授
アルツハイマー病前駆段階の血清学的診断とビタミン
Ｄによる進行阻止法の開発

5,330,000 2,080,000 3,250,000

宋　時栄 徳島文理大学 教授
髄鞘形成および髄鞘再生におけるＣＹＰ５１の機能的
役割の解明

4,550,000 1,690,000 2,860,000

竹内　一 徳島文理大学 助教 ＲＸＲアゴニストを用いた免疫制御療法の開発 5,330,000 2,340,000 2,990,000

370



（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

藤島　利江 徳島文理大学 准教授
特異的アミノ酸残基を指向した新規ビタミンＤ受容体リ
ガンドの設計と合成

5,200,000 1,820,000 3,380,000

濱田　宣 徳島文理大学 教授
中・近世における地方寺院の宗教活動の基礎的研究
―尾道・西國寺所蔵聖教・典籍など―

5,330,000 1,170,000 4,160,000

正岡　利朗 高松大学 教授
人口減少時代における地方圏での複数居住の大規模
成立・継続の可能性についての研究

4,550,000 1,560,000 2,990,000

吉田　健三 松山大学 准教授
アメリカにおける高齢者の貧困の実態とブッシュ・オバ
マ政権の年金政策の比較研究

4,810,000 1,950,000 2,860,000

吉田　美津 松山大学 教授 現代エスニック・アメリカ文学における空間表象の研究 1,950,000 650,000 1,300,000

山内　行玄 松山大学 助教
医薬品の酸素酸化防止を目的としたナノサイズ粉末
コーティング法に関する研究

5,460,000 2,860,000 2,600,000

天倉　吉章 松山大学 准教授
主食食材中のＡｈＲ活性成分の探索と大腸がん発症予
防効果に関する基礎的研究

5,200,000 2,860,000 2,340,000

波多江　典之 松山大学 准教授
連続的環化芳香族化反応を用いた多環縮環型フラン
の合成による抗腫瘍活性化合物の創生

5,330,000 2,730,000 2,600,000

長谷川　伸 九州共立大学 講師
肩関節構成要素の動態からみた回旋腱板筋のトレー
ニング効果

5,460,000 4,290,000 1,170,000

李　只香 九州共立大学 教授
グリーン・ツーリズム組織体の類型化と経営戦略～東
アジアの事例を中心に～

4,940,000 1,820,000 3,120,000

吉田　裕司 九州産業大学 教授
金融危機による貿易構造の変化と株式市場の国際的
な連動性の実証分析

5,070,000 1,820,000 3,250,000

合志　和晃 九州産業大学 教授
高度交通システム（ＩＴＳ）における安全運転管理教育
システムの教育効果

2,470,000 1,170,000 1,300,000

宗像　優 九州産業大学 准教授 海岸漂着物の処理対策と行政の危機管理 5,070,000 1,040,000 4,030,000

森谷　裕美子 九州産業大学 教授
フィリピンにおける日本人移民の先住民族社会への適
応とそれが与える影響

5,200,000 1,820,000 3,380,000

水野　祥子 九州産業大学 准教授
１９４０－５０年代のイギリス帝国における資源保全と
グローバルな環境保護主義

4,290,000 1,690,000 2,600,000

中野　秀子 九州女子大学 教授
初級者に効果的なマルチメディア英語教材：脳科学的
考察を加えて

4,940,000 2,210,000 2,730,000

安川　秀雄 久留米大学 講師
心筋障害ストレスに対する心筋保護機構：ＳＯＣＳによ
る細胞内シグナル調節の視点から

5,200,000 1,950,000 3,250,000

井上　雅広 久留米大学 教授
アフリカ睡眠病の治療に直結した新規キナーゼＡＫＢ１
４－３－３－１分子の解析

5,200,000 2,210,000 2,990,000

稲毛　智仁 久留米大学 助教
多点マッピングシステムを用いた心臓再同期療法有効
患者の検出

5,200,000 2,210,000 2,990,000

榎本　美佳 久留米大学 助教 老化指標のＤＨＥＡＳと認知機能、睡眠との疫学調査 5,330,000 3,640,000 1,690,000

園田　直子 久留米大学 教授
ＡＤＨＤ傾向をもつ成人の課題遂行における注意配分
の特徴の解明

2,470,000 1,300,000 1,170,000

岩熊　伸高 久留米大学 助教
ミセルナノ粒子を使用したトリプルネガティブ乳癌治療
に関する研究

4,030,000 1,430,000 2,600,000

吉田　洋一 久留米大学 准教授 北部九州地方における儒学思想の基礎的研究 4,030,000 1,950,000 2,080,000
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桑野　剛一 久留米大学 教授
肺炎起因菌に対する抗菌ペプチドの細胞死誘導機構
の解析と治療戦略の基盤研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

原　頼子 久留米大学 准教授
糖尿病患者のエンパワーメント向上への医療者及び家
族サポートの要因に関する研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

古賀　浩徳 久留米大学 講師
ヒトＴＣＦ－４アイソフォームによる造腫瘍能獲得は低酸
素依存性である

5,330,000 2,730,000 2,600,000

荒川　正崇 久留米大学 助教
１７０ｋＤ腫瘍随伴性天疱瘡など７種の未知自己免疫
性水疱症抗原のプロテオミクス解析

5,200,000 2,210,000 2,990,000

笹田　哲朗 久留米大学 准教授
突然変異遺伝子を標的とした新規癌免疫療法の開発：
ＫＲＡＳおよびＥＧＦＲでの解析

5,200,000 2,340,000 2,860,000

三橋　睦子 久留米大学 教授
災害をめぐる感染症危機管理に向けた包括的支援プ
ログラムの構築

5,070,000 1,300,000 3,770,000

山下　裕史朗 久留米大学 准教授
自閉症スペクトラム障害を併存するＡＤＨＤの革新的治
療法と病態・治療効果評価法開発

4,550,000 1,690,000 2,860,000

山田　亮 久留米大学 教授 マルチペプチド混合がんワクチンの開発基礎研究 5,200,000 1,950,000 3,250,000

山内　俊彦 久留米大学 講師
軟部組織腫瘍発生・増殖に影響するマスト細胞の機能
検索

3,510,000 1,820,000 1,690,000

小路　純央 久留米大学 講師
ＮＩＲＳを用いたうつ病復職支援プログラムにおける精
神生理学的評価の有用性

5,590,000 4,680,000 910,000

上田　誠二 久留米大学 講師
急性腎障害における非対称性ジメチルアルギニンの生
命予後、腎予後に果たす役割の検討

5,200,000 2,210,000 2,990,000

石橋　正敏 久留米大学 教授
ＰＥＴ／ＣＴによる膵臓癌の予後予測と分子病理学に基
づくＦＤＧ集積メカニズム

4,940,000 1,430,000 3,510,000

川山　智隆 久留米大学 講師
ＣＯＰＤ、うつ病および睡眠障害併存例の疫学と全身性
炎症の関与に関する研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

倉田　精二 久留米大学 助教
進行期卵巣癌における核医学トレーサーとバイオマー
カーによる化学療法感受性の予測

5,070,000 1,820,000 3,250,000

足達　寿 久留米大学 教授
血中フェチュインＡ高値は、脳梗塞発症の危険因子で
あるかの縦断研究

5,200,000 2,470,000 2,730,000

中嶋　カツエ 久留米大学 教授
思春期からの子宮頚がん予防ストラテジーに関する研
究

5,070,000 650,000 4,420,000

鶴田　大輔 久留米大学 准教授 水疱性類天疱瘡発症初期メカニズムの解明 4,940,000 1,170,000 3,770,000

田原　宣広 久留米大学 講師
ＦＤＧ－ＰＥＴ／ＣＴを用いた冠動脈ステント留置部位の
分子病態の解明

5,200,000 2,210,000 2,990,000

田中　永一郎 久留米大学 教授
統合失調症の発現に関わる前頭前野および扁桃体に
対するモノアミンの作用

3,640,000 1,560,000 2,080,000

田中　佳代 久留米大学 講師
糖尿病女性のリプロダクティブヘルスに関わる支援
ネットワークシステムの構築

5,200,000 1,690,000 3,510,000

唐　宇飛 久留米大学 講師
進行再発乳癌に対するテーラーメイド型癌ペプチドワク
チン開発研究

5,200,000 2,600,000 2,600,000

福嶋　信広 久留米大学 助教 新規ペプチドＯＢＡＰの生理活性の検討 5,200,000 2,210,000 2,990,000

磯　望 西南学院大学 教授 土砂災害発生に関する経年的変化の検討 5,070,000 2,340,000 2,730,000
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江里口　拓 西南学院大学 准教授
ＬＳＥの福祉経済思想の系譜－社会市場論と行政学と
の対比を手がかりに－

4,940,000 1,300,000 3,640,000

松村　敬治 西南学院大学 教授 「シャボン玉の科学」をテーマにした教材開発 3,640,000 2,080,000 1,560,000

勢一　智子 西南学院大学 教授
持続可能な環境管理法制における多元的構造の分析
－日独比較研究を中心として

5,070,000 1,950,000 3,120,000

井上　能孝 中村学園大学 講師 イギリスのパートナ―シップ型事業体の法理論 2,470,000 1,040,000 1,430,000

津田　博子 中村学園大学 教授
メタボリックシンドロームの向血栓性予防の新たな治療
的戦略の確立

5,200,000 2,470,000 2,730,000

望田　研吾 中村学園大学 教授 イギリスのフリー・スクールに関する比較教育学的研究 5,070,000 2,340,000 2,730,000

鷹尾　良行 西日本工業大学 教授
マイクロ波放電型イオンエンジンの内部プラズマの動
的制御による性能向上に関する研究

5,330,000 2,340,000 2,990,000

奥野　充 福岡大学 准教授
テフラと放射性炭素年代によるアリュート遺跡および火
山噴火史に関する日米共同研究

5,200,000 2,080,000 3,120,000

岩崎　宏 福岡大学 教授 軟部肉腫の発生起源と分化に関する研究 5,200,000 2,210,000 2,990,000

岩崎　昭憲 福岡大学 教授
新手術手技修練を支援する外科手術教育用ヒュー

マノイド作成
5,460,000 3,770,000 1,690,000

岩本　隆宏 福岡大学 教授
腎上皮細胞基底膜側へのＮＣＸ１輸送体の局在制御機
構の解明

5,200,000 2,210,000 2,990,000

吉兼　由佳子 福岡大学 講師
ＪＮＫ抑制による川崎病冠動脈瘤に対する退縮治癒療
法の開発

5,070,000 1,300,000 3,770,000

吉川　千鶴子 福岡大学 講師
がん化学療法における口内炎予防のための唾液分泌
促進効果に関する介入研究

3,900,000 1,560,000 2,340,000

吉田　秀幸 福岡大学 准教授
酸化型・還元型チオール類同時計測法の開発と生体
内レドックスバランス評価への適用

5,460,000 1,560,000 3,900,000

宮本　新吾 福岡大学 教授
卵巣原発の難治性明細胞腺癌治療おけるＨＢ－ＥＧＦ
の標的分子としての意義

5,460,000 3,380,000 2,080,000

原田　広枝 福岡大学 教授
仕事経験を学習に転換する次世代リーダー育成プロ
グラムの開発

4,810,000 2,860,000 1,950,000

高橋　博美 福岡大学 教授
実習教育力の向上を目ざした大学教員と看護師の相
互啓発教育モデルの開発

5,200,000 2,990,000 2,210,000

高松　泰 福岡大学 准教授
高齢者の化学療法－新しい全身状態の評価基準およ
び薬物動態に基づく治療戦略

5,200,000 2,080,000 3,120,000

三角　佳生 福岡大学 准教授
ゴルジ体構造維持タンパク質ｇｏｌｇｉｎファミリーによる輸
送小胞の運命決定機構

5,330,000 2,080,000 3,250,000

三島　健一 福岡大学 准教授
フォンヴィレブランド因子切断酵素の抗血栓作用による
新規脳梗塞治療薬の探索

5,330,000 3,120,000 2,210,000

三島　健司 福岡大学 准教授
超音波を併用した超臨界二酸化炭素による新規バイ
オスカフォールド生体材料の創製

5,330,000 2,730,000 2,600,000

山口　敏男 福岡大学 教授 メソポーラス有機シリカ中の液体の構造とダイナミクス 5,200,000 3,120,000 1,040,000 2,080,000

山崎　一彦 福岡大学 准教授
走能力を向上させるための大腰筋収縮様式の検証と
走トレーニングプログラムの開発

5,070,000 1,170,000 3,900,000
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山田　英二 福岡大学 教授
英語を中心とする多音節語句・表現の音声・音韻的研
究

2,730,000 910,000 1,820,000

山本　信太郎 福岡大学 准教授
心肥大に関わる細胞容積調節機構の解析と新たな治
療標的の探索

5,460,000 2,470,000 2,990,000

小玉　正太 福岡大学 准教授
組織工学的膵島再生　－膵島単離移植後の遺残膵外
分泌細胞を用いた膵島誘導法－

5,460,000 2,470,000 2,990,000

小田　信行 福岡大学 教授
指数位相により定まる写像空間とホモトピー不変量の
研究

4,810,000 1,300,000 3,510,000

松岡　信秀 福岡大学 助教
血液凝固と自然免疫のクロストークによる移植膵島拒
絶反応の解析と制御に関する研究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

松尾　ひとみ 福岡大学 教授
心臓外科手術をうけるこどもとのコラボレーションによ
る飲水ケアの開発

3,640,000 520,000 3,120,000

城田　京子 福岡大学 講師
子宮内膜症の線維化・癌化における治療標的分子とし
てのＲＣＡＳ１の意義

5,330,000 2,730,000 2,600,000

瀬川　波子 福岡大学 准教授
ｃＩＴＰ法を用いたリポ蛋白分析から脂質異常症の病態・
生理・機能を解明する

5,070,000 2,990,000 2,080,000

川久保　哲 福岡大学 助教
空間形内のキルヒホッフ弾性棒を中心とした１次元弾
性体の研究

4,290,000 1,170,000 3,120,000

中川　尚志 福岡大学 教授
対話型進化的計算による人工内耳フィッティング技術
の開発と解析

4,810,000 2,340,000 2,470,000

中川　誠士 福岡大学 教授
企業の人的資源管理と大学の職業的レリバンス―地
域労働市場に関する調査研究

4,810,000 2,470,000 2,340,000

中島　学 福岡大学 教授
癌性膵液特異的抗体の認識抗原の機能解析と高感度
検出法の確立

4,940,000 2,340,000 2,600,000

塚原　ひとみ 福岡大学 准教授
バイオマーカーを指標とした妊娠期・授乳期の長期的
禁煙支援プログラムの開発と検証

3,120,000 780,000 2,340,000

鶴田　直之 福岡大学 教授
小学校から高校までのアクティビティ型情報科学教育
の開発と実践

2,600,000 650,000 1,950,000

藤原　道弘 福岡大学 教授
環境ストレスに応答する脳内カンナビノイドシステムの
解析

5,070,000 2,210,000 2,860,000

藤田　昌樹 福岡大学 准教授
ＨＢ－ＥＧＦを中心にした肺線維症・間質性肺炎新規治
療法開発

4,680,000 2,340,000 2,340,000

徳永　豊 福岡大学 教授
重度・重複障害児における共同注意の発達と支援要
因に関する研究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

鍋島　茂樹 福岡大学 准教授
インフルエンザにおける麻黄湯の自然免疫賦活作用に
関する検討

4,810,000 1,560,000 3,250,000

本多　健治 福岡大学 助教
中枢性神経障害痛モデル動物の開発と疼痛発現機序
の解明

5,330,000 2,600,000 2,730,000

本田　伸一郎 福岡大学 准教授
脳特異的なアロマターゼ遺伝子発現を制御する転写
因子の機能解析

5,330,000 2,600,000 2,730,000

林　英之 福岡大学 教授
急性期未熟児網膜症に対する抗血管内皮細胞増殖因
子療法の臨床的検討

5,070,000 2,210,000 2,860,000

横田　将生 福岡工業大学 教授
時空間に関する人間の直観的知識の表現と計算に関
する研究

5,330,000 2,990,000 2,340,000

桑原　順子 福岡工業大学 助教
未利用生物資源から吸水性・抗菌性・生分解性に優れ
た紙おむつ素材をつくる

3,250,000 1,820,000 1,430,000
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山内　寛行 福岡工業大学 教授
時空間軸上のランダムばらつきをフィールド上で削減
するＳＲＡＭ端子電位制御の研究

5,200,000 2,340,000 2,860,000

西村　重雄 福岡工業大学 教授 ローマ法定抵当権史研究 3,640,000 1,560,000 2,080,000

村山　理一 福岡工業大学 教授
電磁・電歪現象融合超音波センサによる革新的高温
配管検査システムの開発

5,590,000 3,250,000 2,340,000

大河原　良夫 福岡工業大学 教授
生命倫理における死と自己決定権―臓器摘出の推定
同意への比較医事法的アプローチ

2,730,000 1,300,000 1,430,000

土屋　麻衣子 福岡工業大学 准教授
ワークショップ型大学英語授業の構築―英語苦手意識
を払拭させるために―

1,040,000 520,000 520,000

稲井　哲一朗 福岡歯科大学 教授
タイト結合構成膜蛋白クローディンの対合形成と細胞
間透過性の解析

5,330,000 2,470,000 2,860,000

香川　豊宏 福岡歯科大学 助教
３Ｄ立体視が可能な歯科放射線学に関する学習支援
教材の開発

5,070,000 1,690,000 3,380,000

壬生　正博 福岡歯科大学 教授
中英語夢幻視物語とダンテ『神曲』の異界描写および
写本図像を対象とする比較研究

4,550,000 1,950,000 2,600,000

泉　利雄 福岡歯科大学 准教授
ストロンチウム含有生体活性ガラスによる新規骨補填
材の開発

3,770,000 2,340,000 1,430,000

大星　博明 福岡歯科大学 教授 炎症性免疫応答を標的とする脳梗塞治療の研究 5,330,000 2,600,000 2,730,000

畠山　雄次 福岡歯科大学 講師 アメロジェニンによる新規軟骨細胞分化機序の解明 5,200,000 2,340,000 2,860,000

廣藤　卓雄 福岡歯科大学 教授
乳酸菌が介護高齢者の歯周疾患と全身健康状態に及
ぼす効果

5,070,000 2,600,000 2,470,000

松田　鶴夫 久留米工業大学 准教授 軽量かつインテリジェントなリハ支援装具の研究開発 5,070,000 2,210,000 2,860,000

東　大輔 久留米工業大学 准教授
サステナブルな自動車社会のための自動車エコデザ
イン支援システムの研究

3,900,000 2,080,000 1,820,000

阿南　あゆみ 産業医科大学 准教授
就労妊婦のストレス状況が及ぼす母体および出生児
への影響

2,080,000 1,170,000 910,000

園田　信成 産業医科大学 助教
透析患者における薬剤溶出ステントの効果・再狭窄の
原因及びその予知マーカーの検討

5,200,000 2,860,000 2,340,000

岡崎　哲也 産業医科大学 講師
反復経頭蓋磁気刺激による失語症治療効果と脳活動
パターン変化に関する検討

4,940,000 2,470,000 2,470,000

岡崎　龍史 産業医科大学 講師
若年時放射線被曝後のＴ細胞のｐ５３遺伝子不安定性
がもたらす免疫能低下機構の解析

5,460,000 2,340,000 3,120,000

花桐　武志 産業医科大学 准教授
肺癌所属リンパ節における制御性Ｔ細胞の意義と免疫
抑制機構の解除

5,070,000 2,080,000 2,990,000

久米　恵一郎 産業医科大学 講師
手技のオートメーション化を目指した内視鏡ロボットの
開発

5,070,000 2,340,000 2,730,000

迎　寛 産業医科大学 教授
網羅的細菌叢解析を用いた細菌性肺炎における起因
菌のエビデンスの構築

4,940,000 2,080,000 2,860,000

原　幸治 産業医科大学 講師
新しい神経障害性疼痛治療薬としてのカリウムチャネ
ル開口薬の行動薬理学的研究

5,070,000 2,210,000 2,860,000

原西　保典 産業医科大学 助教
ＡＴＰ感受性カリウムチャネル開口薬の鎮痛作用に関
する行動薬理学的研究

5,330,000 2,210,000 3,120,000
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原田　大 産業医科大学 教授
蛋白・脂質代謝異常による小胞体ストレスを伴う肝細
胞障害でのオートファジーの役割

4,810,000 1,950,000 2,860,000

江口　泰正 産業医科大学 助教
短時間刺激型インターバル運動の生活習慣病予防効
果

3,380,000 2,470,000 650,000 910,000

高橋　浩二郎 産業医科大学 研究員
新規細胞膜エストロゲン受容体の作動薬の検索とその
抗ストレス効果

5,070,000 1,820,000 3,250,000

佐藤　寛晃 産業医科大学 講師
出血性ショック時の腎臓障害における出血速度の影響
について

4,420,000 3,640,000 780,000

佐藤　哲司 産業医科大学 助教
非遺伝性周期性発熱症候群におけるバイオマーカー
の検討と病態の解明

5,200,000 3,120,000 2,080,000

山本　幸代 産業医科大学 講師
胎児期に起因する生活習慣病発症における脳末梢連
関の異常と生後の栄養介入による予防

5,070,000 3,250,000 1,820,000

上野　晋 産業医科大学 講師
社会的行動の評価による揮発性有機化合物の発達神
経毒性とそのバイオマーカーの開発

5,460,000 2,210,000 3,250,000

森本　泰夫 産業医科大学 教授
宇宙環境における有害性評価システムの開発　ー月
粉じんー

5,200,000 2,210,000 2,990,000

杉浦　勉 産業医科大学 講師
室内環境化学物質胎児期暴露の骨髄細胞への影響：
樹状細胞分化とＴｒｅｇ誘導の解析

5,460,000 2,210,000 3,250,000

斉藤　和義 産業医科大学 准教授
膠原病疾患の組織リモデリングにおける上皮・血管内
皮－間葉転換機構解明と治療展開

5,200,000 2,340,000 2,860,000

石松　維世 産業医科大学 講師
浮遊微生物の濃度と菌叢解析による室内環境リスク評
価の試み

5,330,000 2,600,000 2,730,000

大橋　浩 産業医科大学 准教授 主観化、間主観化に関する理論的、記述的研究 1,430,000 650,000 780,000

竹内　正明 産業医科大学 講師
老人性大動脈弁狭窄症における僧帽弁輪・弁尖への
石灰化進展による僧帽弁狭窄の合併

5,460,000 4,160,000 1,300,000

竹之山　光広 産業医科大学 講師
呼吸器悪性腫瘍における自家がん特異的免疫応答を
利用した新規腫瘍抗原の同定

5,070,000 2,080,000 2,990,000

中村　元信 産業医科大学 准教授
自己炎症性疾患ＴＲＡＰＳモデルマウス作製と新規治
療法の開発

5,200,000 2,210,000 2,990,000

土肥　良秋 産業医科大学 教授
ＰＫＲによる小腸上皮機能構築機序の分子形態学的解
析

3,640,000 1,430,000 2,210,000

保利　一 産業医科大学 教授
混合有機溶剤取扱い作業におけるリスクアセスメント・
リスクマネジメント手法の開発

5,200,000 2,470,000 2,730,000

芳川　一郎 産業医科大学 准教授
強毒株クロストリディウム・デフィシル菌アウトブレイク
防止体制構築についての研究

3,510,000 1,040,000 2,470,000

芳谷　英俊 産業医科大学 助教
慢性心不全症例に対する運動負荷三次元心エコー図
検査による評価の有用性

5,330,000 3,770,000 1,560,000

豊平　由美子 産業医科大学 助教
気分障害の予防薬及び治療薬としてのフィトケミカル
の可能性を評価するための基礎解析

5,330,000 1,950,000 3,380,000

明星　敏彦 産業医科大学 教授
総粉じん・吸入性粉じん用サンプラの評価と大容量サ
ンプラの開発

5,200,000 2,860,000 2,340,000

柳原　延章 産業医科大学 教授
植物フラボノイドによる生体機能への影響と食品として
の機能評価における基盤研究

5,330,000 1,820,000 3,510,000

和泉　弘人 産業医科大学 准教授
ミトコンドリア転写因子ｍｔＴＦＡの核内発現の意義とスト
レス耐性機構の解明

5,330,000 2,730,000 2,600,000
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Ａｎｄｒｅｗ．Ｓ
Ｊａｍ

筑紫女学園大学 准教授
アーカイブ研究を通してのグレアム・スイフトの芸術論
の追求

3,640,000 1,300,000 2,340,000

吉原　悦子 西南女学院大学 助教
認知症高齢者グループホームにおける入居者の排便
状況の実態と排便ケアのあり方の検討

4,030,000 1,950,000 2,080,000

谷川　弘治 西南女学院大学 教授
医療保育士・病弱特別支援教育担当教師の専門性向
上のための研修システム構築

5,070,000 1,690,000 3,380,000

田川　辰也 西南女学院大学 教授
心血管イベント抑制のための栄養学的戦略ー若年成
人からの動脈硬化予防ー

5,070,000 1,430,000 3,640,000

飯野　英親 西南女学院大学 教授
出生前から養育期における稀な染色体異常児の母親
の精神的変化とケアニーズ分析

4,940,000 1,560,000 3,380,000

因　京子
日本赤十字九州国際看
護大学

教授
大衆文化作品を利用した看護コミュニケーション技能
教育の方法開発

3,380,000 1,040,000 2,340,000

石橋　朝紀子
日本赤十字九州国際看
護大学

教授
思春期にある小児がん患者とその長期生存者のレジリ
アンスを高める支援

2,600,000 780,000 1,820,000

石橋　通江
日本赤十字九州国際看
護大学

教授
医療観察法病棟に勤務する看護者の感情体験に関す
る研究

3,640,000 1,560,000 2,080,000

姫野　稔子
日本赤十字九州国際看
護大学

講師
在宅高齢者における介護予防に向けたフットケアプロ
グラムの検証および提唱

5,070,000 390,000 4,680,000

山口　淑恵 福岡女学院看護大学 助教
地域包括支援センター職員の職業生活の質を向上さ
せるための基礎研究

5,200,000 2,470,000 2,730,000

安田　みどり
（隈本みどり

西九州大学 教授
緑色食品中のクロロフィルの光による退色と活性酸素
生成の抑制・防止に関する研究

5,590,000 4,550,000 1,040,000

西村　喜文 西九州大学 教授 被虐待児の箱庭技法、コラージュ技法の臨床的特徴 5,330,000 2,990,000 2,340,000

安井　信行 長崎総合科学大学 准教授 繰返し曲げを受ける角形鋼管柱の塑性変形性能評価 4,680,000 2,990,000 1,690,000

加藤　貴 長崎総合科学大学 准教授
ミクロな分子とマクロな固体での反磁性超電流の関連
性の解明と室温超伝導実現への応用

4,810,000 1,430,000 3,380,000

村田　明久 長崎総合科学大学 教授 禁教時代のキリシタン集落形成に関する研究 3,770,000 1,560,000 2,210,000

石井　望 長崎純心大学 准教授 元曲・崑曲の歌唱及び韻律の研究 5,070,000 1,820,000 3,250,000

柴田　攻 長崎国際大学 教授
ナノ創薬による人工調製肺サーファクタントの革新的な
標的治療薬の基盤及び開発

5,460,000 2,340,000 3,120,000

藤木　司 長崎国際大学 助教
加齢に伴う免疫老化の分子基盤および抗老化に向け
たシグナル機構の解明

5,460,000 2,340,000 3,120,000

松岡　正佳 崇城大学 教授
シアノバクテリア光化学系Ⅱを 小化した水分解反応
系の構築と解析

5,200,000 2,080,000 650,000 3,120,000

松下　琢 崇城大学 教授
がん細胞の三次元培養による薬剤耐性の発現と新規
制がん剤アッセイ系への応用

5,330,000 2,470,000 2,860,000

星加　民雄 崇城大学 准教授
錯視の公共空間への活用ーイメージハンプの盛り上が
り効果

5,460,000 2,600,000 2,860,000

石田　卓巳 崇城大学 准教授
糖尿病合併症におけるジヒドロピラジン誘発性遺伝子
障害の関与とその機構の解析

5,330,000 2,210,000 3,120,000

池田　剛 崇城大学 准教授
メタボリックシンドロームの予防・改善薬開発を目指し
た新規トリテルペン誘導体の創製

5,200,000 2,210,000 2,990,000
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藤井　隆夫 崇城大学 教授
嫌気性アンモニア酸化（Ａｎａｍｍｏｘ）細菌の無細胞反
応系の構築

5,720,000 4,160,000 1,560,000

平山　文俊 崇城大学 教授
シクロデキストリン包接を利用した溶液媒介性結晶多
形転移および結晶成長速度の制御

5,460,000 3,770,000 1,690,000

片山　拓朗 崇城大学 教授
軸力部材・変位比例摩擦力型振動減衰装置の実用化
と応用に関する研究

5,460,000 2,600,000 2,860,000

工藤　栄一郎 熊本学園大学 教授
公正価値による財務報告は会計記録の意義にどのよ
うな変質をもたらすか

4,420,000 1,430,000 2,990,000

坂上　智哉 熊本学園大学 教授
我が国の 適航空ネットワーク政策に関する理論とそ
のシミュレーション

4,940,000 1,950,000 2,990,000

田尻　雅美 熊本学園大学 研究員
重度化する水俣病患者における家族介護の困難とケ
アの社会化の諸条件に関する研究

4,160,000 1,820,000 2,340,000

萩原　修子 熊本学園大学 准教授
水俣病事件における「再生する力」の社会・宗教・民俗
学的研究

3,900,000 1,170,000 2,730,000

朴　哲洙 熊本学園大学 教授
日中韓の比較にもとづく金融不安の実証的研究：その
度合い診断と対策を中心に

4,160,000 1,560,000 2,600,000

廣江　顕 尚絅大学 教授 埋め込み構造の統語形式 1,950,000 650,000 1,300,000

横尾　美智代 活水女子大学 准教授
ワクチンによる感染症予防策に消極的な保護者の意
思決定過程、リスク認識に関する研究

4,160,000 1,560,000 2,600,000

岩永　正子 活水女子大学 教授
原爆被爆者造血器腫瘍の臨床的特性に基づいた発症
リスク評価

5,200,000 2,080,000 3,120,000

生野　繁子 九州看護福祉大学 教授
高齢者を介護する中高年単身者の支援プログラムの
開発

5,330,000 2,080,000 3,250,000

福本　久美子 九州看護福祉大学 教授
合併後の地域高齢者の健康とソーシャルキャピタルの
醸成に関する実践研究

4,290,000 1,430,000 2,860,000

松原　誠仁 熊本保健科学大学 助教
バイオメカニクスと電気生理の融合による理学療法評
価法の開発と応用

4,680,000 3,770,000 910,000

竹熊　千晶 熊本保健科学大学 教授
要介護者を抱える家族と”終の棲家”としてのホームホ
スピス

3,640,000 1,430,000 2,210,000

足立　元 日本文理大学 准教授
造形教育に関する一考察　―物質性と肌理の関係か
ら―

5,070,000 2,600,000 2,470,000

今井　航 別府大学 准教授
中華民国北京政府期における地方教育行政改革に関
する研究

1,430,000 520,000 910,000

矢澤　信雄 別府大学 教授
社会の持続的成長とライフサイクルコスティング―欧米
諸国と日本との比較において―

3,640,000 1,300,000 2,340,000

伊地　哲朗 立命館アジア太平洋大学 准教授
国際紛争の和平交渉と仲介外交―タジキスタン事例
研究から包括的理論構築へ

5,070,000 1,950,000 3,120,000

吉松　秀孝 立命館アジア太平洋大学 教授
東アジアにおける機能的協力の推進と地域ガバナンス
形成に関する研究

3,510,000 1,300,000 2,210,000

吉本　智慧子 立命館アジア太平洋大学 教授 『遼史』の再構築─契丹文墓誌を主資料として─ 5,200,000 1,950,000 3,250,000

大竹　敏次 立命館アジア太平洋大学 准教授 無担保融資のリスク管理手法の日米比較 4,940,000 2,080,000 2,860,000

新谷　喜紀 南九州大学 准教授 昆虫の過変態を支配する遺伝子と内分泌機構の解明 5,460,000 2,730,000 2,730,000
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柴田　博子 宮崎産業経営大学 教授
古代地域社会の識字と文字文化の展開に関する研究
－西海道を中心に－

4,290,000 1,430,000 2,860,000

原　修一 九州保健福祉大学 准教授
発話と摂食・嚥下機能を含む地域高齢者の統合的口
腔機能向上訓練プログラムの開発

4,290,000 1,690,000 2,600,000

渡辺　渡 九州保健福祉大学 教授
汎用難燃物質の発達期暴露により重症化したウイル
ス性肺炎でのＩＬ－２４の作用の解析

5,070,000 1,950,000 3,120,000

菊地　裕幸 鹿児島国際大学 准教授
産業都市における自治体財政政策および持続的発展
戦略に関する研究

4,940,000 1,560,000 3,380,000

岩船　昌起 志學館大学 准教授 ＢＬＳ環境の定量的把握とＢＬＳマップの作成 1,820,000 1,040,000 780,000

餅原　尚子 鹿児島純心女子大学 教授
性被害者の臨床心理査定、臨床心理面接に関する研
究～ＰＴＳＤに視点をあてて～

5,200,000 3,250,000 1,950,000

原田　優也 沖縄国際大学 教授
日本製娯楽ソフトのポスト違法ダウンロードに関する消
費行動パターンとプロセスの研究

4,940,000 2,080,000 2,860,000

池宮城　尚也 沖縄国際大学 准教授 ゼロ金利制約下の金融政策に関する比較実証研究 3,510,000 1,690,000 1,820,000

釜本　健司 沖縄大学 准教授
市民性概念の歴史的比較教育的分析に基づく市民性
教育内容開発

3,770,000 1,300,000 2,470,000

圓田　浩二 沖縄大学 准教授
エコツーリズム推進法導入に関する社会運動論的考
察－環境保全と観光利用の両立－

5,200,000 2,210,000 2,990,000

藤原　里佐
北星学園大学短期大学
部

教授 障害児者とその家族の「貧困」に関する研究 4,290,000 1,040,000 3,250,000

金澤　文子 旭川大学短期大学部 教授
子どもの喘息・アトピー、感染症罹患への妊娠期の化
学物質曝露影響の解明

5,330,000 2,730,000 2,600,000

千葉　啓子
岩手県立大学盛岡短期
大学部

教授
三陸沿岸養殖漁家の食生活と環境微量元素暴露・負
荷量の経年変動に関する研究

5,200,000 2,730,000 2,470,000

大志田　憲
岩手県立大学宮古短期
大学部

准教授
拡張現実内における３ＤＣＧ植物生長シミュレーション
システムの開発に関する研究

2,210,000 910,000 1,300,000

田中　宣広
岩手県立大学宮古短期
大学部

准教授 地域語の経済と拡張活用に関する基礎的研究 1,560,000 390,000 1,170,000

保坂　遊 聖和学園短期大学 准教授
乳幼児（３歳未満児）に対する臨床美術を導入した造
形表現カリキュラムの構築

5,070,000 2,730,000 2,340,000

北山　長貴
山形県立米沢女子短期
大学

教授
視覚障害児童の外国語活動における二次元ドットコー
ドの活用と触図教材開発の研究

5,070,000 3,120,000 1,950,000

鈴木　久美
山形県立米沢女子短期
大学

准教授
企業の資産評価額と資産売却価値の非整合性および
その問題解決へのアプローチ

4,940,000 1,560,000 3,380,000

何　燕生
郡山女子大学短期大学
部

准教授
入宋僧の精神世界に関する文献学的および宗教学的
研究

5,200,000 1,950,000 3,250,000

福島　ひろ子
（張紅）

郡山女子大学短期大学
部

講師
中国語圏における日本発映像コンテンツの受容に関す
る基礎的研究ー黒澤映画を事例にー

2,990,000 1,170,000 1,820,000

永田　晴子
國學院大學栃木短期大
学

講師 父子家庭の生活の実態と意識に関する実証的研究 3,640,000 1,300,000 2,340,000

正道寺　康子 聖徳大学短期大学部 准教授
『琴操』を中心とした中国古琴曲および音楽説話の日
本古典文学への影響に関する研究

5,070,000 1,820,000 3,250,000

蓑輪　裕子 聖徳大学短期大学部 准教授
精神障害者が地域で一人暮らしをするための「住宅管
理力」に関する研究

2,600,000 910,000 1,690,000
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横堀　昌子 青山学院女子短期大学 准教授
里親支援機関事業創設期の諸課題～里親委託推進と
支援の構成要素、類型化に関する研究

3,250,000 1,690,000 1,560,000

中井　章子 青山学院女子短期大学 教授 １８００年前後のドイツにおける「リベラル・アーツ」 2,470,000 390,000 2,080,000

三田寺　裕治 淑徳短期大学 准教授 医療・介護の複合型経営に関する研究 4,810,000 1,300,000 3,510,000

山田　朋子
女子美術大学短期大学
部

教授
高校教育における生徒に応じた支援策のあり方―「諦
め」意識と文化的資本の分析から－

5,070,000 1,950,000 3,120,000

古庄　律
東京農業大学短期大学
部

教授
ムクナ種子の抗パーキンソン病および抗酸化性に関す
る機能評価

2,860,000 1,170,000 1,690,000

加藤　令子 共立女子短期大学 教授
肢体不自由児が災害の備えへのセルフケア能力を高
めるためのパッケージ開発

5,070,000 1,820,000 520,000 3,250,000

竹内　知子
（安東知子）

大妻女子大学短期大学
部

准教授 分裂酵母新規ＤＮＡ領域局在化ＲＮＡ群の解析 5,330,000 1,170,000 4,160,000

土肥　麻佐子
大妻女子大学短期大学
部

准教授
「量産衣料用デジタル仮縫い工房」開発のための人体
の３次元形状推定システムの検討

5,200,000 2,730,000 2,470,000

吉野　泰子 日本大学短期大学部 教授
中国西部地域における気候変動と健康に配慮した新
型省エネルギー住宅構想

5,330,000 2,730,000 2,600,000

佐藤　勉
日本歯科大学東京短期
大学

教授
喫煙者の歯周治療介入効果の細胞レベルでの新たな
解明；タバコ中カドミウムの阻害作用

5,200,000 2,080,000 3,120,000

尾崎　順男
日本歯科大学東京短期
大学

准教授
歯科技工実習課題の概略的評価と客観的評価につい
ての研究

5,330,000 2,600,000 2,730,000

岡本　依子 湘北短期大学 准教授
通文化的視点からみる前言語期のコミュニケーション
発達

4,290,000 1,690,000 2,600,000

小倉　美恵子 鶴見大学短期大学部 教授
言語変化と複雑適応体系ー英語の史的発達に於ける
ネットワークと曖昧性に基づいて

5,070,000 2,080,000 2,990,000

辻　直人
北陸学院大学短期大学
部

准教授
近代日本における民間を中心とした国際教育交流の
拡大に関する調査研究

3,250,000 1,430,000 1,820,000

田中　洋一 仁愛女子短期大学 准教授
真正な学習のために外部共同体を利用する学習環境
のデザイン

5,070,000 2,470,000 2,600,000

吉田　美幸 福井医療短期大学 准教授
検査・処置を受ける幼児後期の子どもの調整能力発揮
への支援プログラム開発と効果測定

4,680,000 2,080,000 2,600,000

大内　善広 帝京学園短期大学 講師
母親の育児ストレスを軽減させる保育所や保育士の取
組みの研究

2,990,000 1,430,000 1,560,000

野口　暢子 長野県短期大学 助教
ベルリンの区合併と区民発案・区民投票制度―行政の
効率化と住民自治の充実

3,770,000 1,430,000 2,340,000

友竹　浩之 飯田女子短期大学 教授
蚕サナギの栄養特性および糖尿病予防効果に関する
研究

4,810,000 3,380,000 1,430,000

青柳　直子
浜松学院大学短期大学
部

准教授
通学形態と自覚症状および身体活動・生活行動に関
する縦断的研究

5,200,000 2,210,000 2,990,000

佐々木　隆志
静岡県立大学短期大学
部

教授
介護老人福祉施設における終末ケア全国実態調査研
究

3,510,000 1,040,000 2,470,000

松平　千佳
静岡県立大学短期大学
部

准教授
子どもにやさしい医療を創造するためのホスピタル・プ
レイに関する研究

5,330,000 1,170,000 4,160,000

稲垣　幸司
愛知学院大学短期大学
部

教授
歯周病とニコチン代謝能関連遺伝子多型との関連に
関する研究

4,810,000 1,950,000 2,860,000
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