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Ｎａｍ　Ｊｉｎ‐Ｍ
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北海道大学 その他 放射線の影響による浸潤能亢進の分子機序の解明 4,290,000 2,730,000 1,560,000

Ｔｈａ　Ｋ．Ｋ． 北海道大学 その他
脳と脊髄の拡散テンソルを用いた神経難病の早期診
断、治療効果判定の指標の開発

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

阿部　紀行 北海道大学 その他 ジャッケ加群による半単純リー群の表現論の研究 3,900,000 1,560,000 2,340,000

阿保　大介 北海道大学 助教
コイル補助下ＮＢＣＡ塞栓術の確立～血管塞栓術の標
準化を目指して～

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

安井　博宣 北海道大学 助教
間欠的低酸素曝露によるがん細胞の放射線抵抗性獲
得の分子メカニズムの解明

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

伊東　大輔 北海道大学 その他 神経回路ダイナミクスを司る機能的分子の探索 4,420,000 4,030,000 1,300,000 390,000

伊藤　秀臣 北海道大学 助教 環境ストレスが誘導する植物のゲノム変化 3,640,000 2,080,000 1,560,000

井原　慶彦 北海道大学 助教
微視的測定手段による上部臨界磁場近傍で実現する
異常な超伝導状態の研究

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

井上　暁子 北海道大学 その他
ドイツ＝ポーランド国境地帯の文学と移民文学の比較
研究－記憶と「〈わたし〉語り」

4,160,000 1,560,000 260,000 2,600,000

永下　泰之 北海道大学 その他
不法行為法における被害者像―注意義務及び注意
水準との関係において

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

越川　武晃 北海道大学 助教
定着部組込型ダンパーを用いたアンボンドＰＣａＰＣ圧
着接合構造の提案とその構造特性

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

榎木　亮介 北海道大学 その他 概日カルシウム振動の大規模イメージング解析 4,420,000 2,470,000 1,950,000

猿渡　亜由未 北海道大学 助教
沿岸域における波浪下の流動化砂質底面のダイナミ
クス

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

岡松　正敏 北海道大学 助教
鳥インフルエンザウイルスの感受性を決定する因子の
解析

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

下地　伸司 北海道大学 助教
培養細胞シートとナノコーティングスキャホールドによ
る歯周組織再生

3,120,000 780,000 2,340,000

下鶴　倫人 北海道大学 助教
クマはなぜ冬眠できるのか？　ー冬眠中のエネルギー
代謝機構の解明ー

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

加藤　昭人 北海道大学 その他
コラーゲンスキャホールドにＦＧＦ－２を併用した新しい
歯周組織再生療法の開発

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

会澤　恒 北海道大学 准教授
米国＜不法行為改革＞の展開と背景――現代アメリ
カ私法史に向けて

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

郭　舜 北海道大学 准教授 グローバルな行政概念の再検討 4,030,000 1,560,000 2,470,000

笠原　靖彦 北海道大学 助教
関節軟骨、軟骨下骨を同時に再生可能なインテリジェ
ントマテリアルの開発

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

喜田　拓也 北海道大学 准教授
高速・高度なパターン照合と高圧縮率とを実現するＶＦ
符号化の研究

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

貴田　みゆき 北海道大学 その他
口腔遺伝性疾患ならびに非症候性多数歯欠損症例の
網羅的解析

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

吉仲　亮 北海道大学 その他
語句の分布情報を利用する形式言語学習理論に基づ
く実用的アルゴリズムの研究

3,640,000 1,040,000 2,600,000
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吉澤　真吾 北海道大学 助教
ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭ無線通信における低消費電力適応
型ＭＩＭＯ検出器ＬＳＩの開発

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

橘田　岳也 北海道大学 その他 前部帯状回の排尿コントロールにおける役割の検討 3,120,000 2,080,000 1,040,000

久保田　信彦 北海道大学 助教
全身性炎症反応症候群ＳＩＲＳにおける制御性Ｔ細胞Ｔ
ｒｅｇの検討

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

宮武　由甲子 北海道大学 助教
周囲組織環境との相互作用によるＡＴＬ細胞のサバイ
バル機序の解明

3,380,000 1,820,000 1,560,000

金山　準 北海道大学 准教授
ポスト革命期フランスにおける宗教と社会統合－プ
ルードンを事例として－

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

栗原　伸輔 北海道大学 准教授 会社更生法における公正衡平要件の意義の再検討 2,080,000 1,170,000 910,000

景山　義之 北海道大学 助教
螺旋状ミエリンにおけるプロトン協同低障壁マクロダイ
ナミクスの作動制御

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

穴田　仁洋 北海道大学 准教授
新規二核ロジウム錯体を用いた触媒的不斉シクロプ
ロペン化反応の開発

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

見附　陽介 北海道大学 その他
「アーキテクチャの排除機能」と「身体の承認」に関す
る社会哲学的研究

780,000 390,000 390,000

原　賢二 北海道大学 准教授 高密度混合単分子層による触媒反応場の制御 4,420,000 2,340,000 2,080,000

胡桃沢　清文 北海道大学 准教授
熱力学相平衡を考慮したセメント硬化体の３次元空間
物質移動予測モデルの構築

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

五十棲　理恵 北海道大学 助教
レプトスピラ症の血清学的診断法の開発と疫学動態
の解析

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

五十嵐　学 北海道大学 その他
インフルエンザウイルスと抗体の相互作用の解析と抗
原変異予測への応用

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

光武　進 北海道大学 その他
セラミドキナーゼによるマクロファージ細胞機能調節機
構の解明

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

江丸　貴紀 北海道大学 准教授
方向依存性に起因する非線形摩擦と重心のずれを考
慮した全方向移動ロボットの軌道制御

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

高崎　千尋 北海道大学 助教 発達期の摂食調節に関与する分子の組織学的解析 4,290,000 2,470,000 1,820,000

高畑　信也 北海道大学 助教
ヘテロクロマチン形成・維持に果たすヒストンシャペロ
ンの役割に関する研究

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

高木　哲 北海道大学 准教授
犬組織球肉腫の新規迅速診断法の開発と予後因子
測定の臨床応用

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

高林　厚史 北海道大学 助教
新規手法による葉緑体タンパク質複合体の網羅的検
出

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

黒河内　政樹 北海道大学 その他
網羅的グライコプロテオミクスを指向した新規糖ペプチ
ド分離樹脂の開発と応用

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

黒木　喜美子 北海道大学 助教
ドメイン欠損型ＨＬＡ－Ｇ６アイソフォームと免疫制御受
容体ＬＩＬＲ群の分子認識

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

根本　尚徳 北海道大学 准教授
民事責任法による一般予防の可否に関する基礎的研
究

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

佐藤　浩輔 北海道大学 助教
核酸の蛍光誘導化反応による超効率的遺伝子シグナ
ル増幅法の開発

4,550,000 1,950,000 2,600,000
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作田　絵里 北海道大学 その他
平面型新規アリールホウ素化合物の構造と光化学特
性に関する研究

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

三國　新太郎 北海道大学 その他
転写因子－ＤＮＡ間相互作用と転写活性化の同時測
定法の確立

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

山浦　悠一 北海道大学 助教
遷移初期種の多様性と造林地パッチ面積の関係のベ
イズモデリング

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

山口　浩明 北海道大学 准教授
腎臓特異的有機アニオントランスポーターＳＬＣＯ４Ｃ１
の輸送特性解析

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

山盛　徹 北海道大学 准教授
ＡＰエンドヌクレアーゼを介したミトコンドリアＤＮＡ修復
はがん病態に寄与するか？

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

山仲　勇二郎 北海道大学 助教 身体運動による生体リズム調節法の開発 4,420,000 2,340,000 2,080,000

山田　浩之 北海道大学 助教
サイドスキャンソナーを用いた水生植物分布の自動分
類に関する基礎的研究

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

氏家　英之 北海道大学 助教
水疱性類天疱瘡におけるＴ細胞サブセットの解析と治
療法の開発

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

児玉　耕太 北海道大学 その他
ファーストインクラス医薬品創出を促進するイノベー
ションシステムに関する研究

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

室本　竜太 北海道大学 助教
自然・獲得両免疫系の連携におけるＴＹＫ２の役割の
解明

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

若園　雄志郎 北海道大学 その他 博物館図録の教育学的研究 910,000 650,000 260,000

住家　正芳 北海道大学 その他
社会進化論の影響を軸とした、近代中国と日本におけ
るナショナリズムと宗教の比較研究

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

小熊　博幸 北海道大学 助教
真空環境における特異な破面領域形成に関する統一
的理解

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

小原　圭介 北海道大学 助教 脂質非対称センシングの分子機構と細胞応答 4,550,000 2,210,000 2,340,000

小松　大祐 北海道大学 その他
ナノモル水素安定同位体定量法を応用した遠隔火山
噴気温度測定手法の開発

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

小泉　逸郎 北海道大学 その他
個体群動態、遺伝的構造、生活史変異を考慮した個
体群ユニットの検討

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

小谷　友也 北海道大学 助教
遺伝子導入と翻訳部位・時期の可視化による翻訳制
御機構の解析

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

小門　憲太 北海道大学 助教 凝集誘起型発光を用いた機械的応力の可視化 4,680,000 3,770,000 910,000

小野寺　智洋 北海道大学 助教 四肢形成、軟骨形成におけるＢｔｂｄ７の機能解析 4,160,000 2,080,000 2,080,000

小野寺　麻記
子

北海道大学 その他
口腔がんの発症・進展における糖転移酵素ＧｎＴ－Ⅴ
の影響とＰＥＴによる評価

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

小野寺　倫子 北海道大学 その他 フランス民事責任法における純粋環境損害の研究 3,640,000 1,300,000 2,340,000

小林　広和 北海道大学 助教
炭素触媒による植物バイオマスの有用化学品への変
換

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

松浦　妙子 北海道大学 その他
スポット陽子線照射における体内金属マーカー存在下
の照射精度向上に関する研究

4,160,000 2,730,000 1,430,000
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松島　肇 北海道大学 助教 砂浜海岸の適正な保全管理システムの提案 4,420,000 1,820,000 2,600,000

松尾　保孝 北海道大学 准教授
発光性金属クラスターを集積した高機能ナノ粒子の創
製

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

新井　由之 北海道大学 助教 金属増強効果による超安定１分子計測法の確立 4,680,000 2,600,000 2,080,000

森田　知真 北海道大学 助教 ｐ進ホッジ理論とその周辺 4,160,000 1,430,000 2,730,000

秦　浩信 北海道大学 助教 口腔カンジダ症の自然免疫学的発生機序の解明 4,290,000 2,340,000 1,950,000

仁平　尊明 北海道大学 准教授
北海道における作物産地の存続に関する農業地理学
的研究

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

仁木　加寿子 北海道大学 助教
パーキンソン病原因遺伝子ＤＪー１の神経細胞保護機
能の解析

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

吹谷　智 北海道大学 助教
部位特異的組換え系を利用したビフィズス菌の腸内特
異的発現遺伝子の探索

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

水谷　武臣 北海道大学 助教
デジタル画像相関法を用いた細胞骨格空間ダイナミク
ス解析法の確立

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

水町　貴諭 北海道大学 助教
中咽頭癌におけるマイクロＲＮＡ解析による新規バイ
オマーカーの探索

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

水本　秀二 北海道大学 その他
コンドロイチン硫酸合成不全による骨疾患の発症機序
の解明

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

寸田　祐嗣 北海道大学 助教 抗ウイルス抗体産生細胞の脳内誘導に関する研究 4,550,000 2,340,000 2,210,000

星野　洋平 北海道大学 助教
冗長アクチュエータ動的適応 適出力分配によるシス
テム高故障耐性化の研究

4,680,000 3,770,000 910,000

西村　康志郎 北海道大学 准教授
鉄筋コンクリート梁柱接合部の３次元応力伝達を考慮
した耐震設計法の確立

4,420,000 2,080,000 2,340,000

西村　聡 北海道大学 准教授
自然硬質粘土の三次元剛性異方性に着目した新しい
堆積・続成構造評価手法の提案

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

西本　尚樹 北海道大学 その他
治験環境整備を促進する医師主導治験データセン
ターの業務効率化に関する研究

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

青木　麻衣子 北海道大学 講師
多文化国家オーストラリアにおける教育基準・内容の
統一化とその受容に関する研究

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

川原　純 北海道大学 その他
オンラインアルゴリズムの自動解析技術と設計支援シ
ステムの研究

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

前田　英次郎 北海道大学 助教
腱細胞力学応答における細胞間ギャップ結合コミュニ
ケーションの制御機構解明

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

宋　志毅 北海道大学 その他
チタン試薬によるアルキンとシクロペンタジエンからの
フルオレン誘導体と類縁体の合成

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

早川　峰司 北海道大学 助教
外傷直後の凝固障害の病態解明とその制御に関する
研究

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

相原　基大 北海道大学 准教授
産業集積の再構築過程に関する概念的モデルの開発
と経験的検証

3,900,000 910,000 2,990,000

相田　一樹 北海道大学 助教
高比放射能を実現する、汎用性の高い新規求電子的
［１８Ｆ］フッ素導入法の開発

4,160,000 2,600,000 1,560,000
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村上　尚史 北海道大学 助教
すばる望遠鏡および宇宙望遠鏡計画のための８分割
位相マスクコロナグラフの開発

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

村田　純子 北海道大学 その他
重症薬疹における早期診断および重症度予測マー
カー検索

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

多留　偉功 北海道大学 その他
プレシナプス形成におけるＳＹＤ‐１・ＳＹＤ‐２の機能と
神経細胞内輸送制御

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

大賀　則孝 北海道大学 その他 がんの転移能と腫瘍血管内皮細胞の異常性との関連 4,290,000 2,210,000 2,080,000

大場　靖子 北海道大学 その他
ポリオーマウイルスの新たな遺伝子発現制御機構の
解明

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

大村　優 北海道大学 その他
児童青年期におけるＳＳＲＩ投与と自殺リスク―セロト
ニン受容体発現パターンと衝動性

3,770,000 2,860,000 910,000

大田　寛 北海道大学 助教
犬の炎症性腸疾患の病態解明：粘膜バリアとサイトカ
インバランスの観点から

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

大島　昇平 北海道大学 助教
発達期における摂食機能の神経制御機構についての
組織学的解析

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

大平　洋 北海道大学 その他 心電図異常を伴うサルコイドーシス症例の前向き研究 4,810,000 3,250,000 1,560,000

瀧口　順也 北海道大学 その他
「コミュニスト」の創造：コミンテルン期における共産主
義者形成過程の国際史学的考察

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

谷口　透 北海道大学 助教
βーグルカンの三重らせん高次構造と免疫賦活活性
の相関における化学生物学

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

谷川　享行 北海道大学 その他
巨大惑星周りの衛星系の起源：周惑星円盤構造の決
定

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

池中　良徳 北海道大学 助教
アフリカにおける環境毒性研究と異物代謝系の種差
に注目したリスク評価

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

池田　悠 北海道大学 准教授 再建型倒産手続における労働法規範の構造 3,380,000 1,300,000 2,080,000

竹本　真紹 北海道大学 准教授
円筒形回転子を備えた３軸能動制御型磁気軸受の開
発

4,420,000 2,990,000 1,430,000

中塚　愛 北海道大学 その他
硬組織形成を誘導し、直接結合可能な高機能レジン
の開発

2,470,000 780,000 1,690,000

中路　達郎 北海道大学 助教
近赤外ミニライゾトロンによる樹木根圏の温暖化応答
の検出

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

長谷部　理絵 北海道大学 講師 プリオン病の病態における補体因子の役割 4,550,000 2,730,000 1,820,000

田坂　裕司 北海道大学 助教 周期的気泡注入による摩擦抵抗低減法の高効率化 4,420,000 3,120,000 1,300,000

渡辺　剛志 北海道大学 その他
バイオポリマーの合成増強を目指したモノマー供給酵
素の進化工学

4,420,000 3,380,000 1,040,000

渡辺　将人 北海道大学 准教授
現代アメリカ政治のイデオロギー的分極化と大統領選
挙：オバマ政権誕生以後の検証

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

渡辺　玲奈 北海道大学 助教
総合周産期母子医療センターの安全性を保証した施
設計画ガイドラインの開発

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

渡邉　忠之 北海道大学 助教 グラフ複体に関連する位相幾何学 2,340,000 910,000 1,430,000
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土井　貴弘 北海道大学 助教
メリライト型化合物を中心とした新規低次元物質の合
成と物性解明

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

東藤　正浩 北海道大学 准教授
高次骨機能診断を目指したＸ線回折による有機・無機
複合ナノ構造の力学解析法

4,290,000 3,380,000 910,000

棟方　渚 北海道大学 その他
バイオフィードバックを用いたユーザと人工物との持続
的なインタラクションの構築

1,430,000 1,040,000 390,000

湯山　耕平 北海道大学 その他 神経細胞由来エクソソームの脳内除去機構 2,210,000 1,300,000 910,000

藤原　正澄 北海道大学 助教
非蛍光分子のための輻射場制御型光吸収単一分子
分光法の開拓

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

藤倉　大輔 北海道大学 その他
新規ＴＮＦ受容体ファミリー分子・ＤＲ６の刺激因子の
探索およびその機能解析

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

藤田　良治 北海道大学 助教
映像コンテンツの制作・アーカイブ化に関する新たな
学芸員養成教育プログラムの開発

2,990,000 2,210,000 780,000

内田　純一 北海道大学 准教授
サービス・イノベーションを生み出す地域企業のコア形
成に関する研究

3,380,000 1,300,000 2,080,000

南保　明日香 北海道大学 講師
エボラウイルスの宿主細胞への侵入に関与する宿主
因子の網羅的同定

4,420,000 2,080,000 2,340,000

日比　輝正 北海道大学 助教
超解像多光子顕微鏡による機能特化細胞の膜動態イ
メージング

3,380,000 1,560,000 1,820,000

乃村　俊史 北海道大学 助教
アトピー性皮膚炎とフィラグリン遺伝子のサイズ多型
の関連の解明

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

梅澤　大樹 北海道大学 助教
毒性発現機構の解明を指向したクロロスルフォリピッド
の合成研究

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

柏本　史郎 北海道大学 助教
ｓｐ電子系準結晶合金の探索による新しい金属－絶縁
体転移の研究

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

比良　徹 北海道大学 助教
消化管内分泌細胞に発現する新たな食品たんぱく質
／ペプチド受容体候補の網羅的探索

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

樋渡　雅人 北海道大学 准教授
ウズベキスタンにおけるコミュニティ社会の変容－ネッ
トワークの動態分析

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

品田　瑞穂 北海道大学 助教
協力関係の形成方略とその心理・認知的基盤の体系
的検討

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

浜坂　明日香 北海道大学 その他 アトピー性皮膚炎に対する新規治療法の開発 4,290,000 2,990,000 1,300,000

武島　嗣英 北海道大学 その他
癌特異的キラーＴ細胞を軸にした新規放射線・免疫併
用癌治療モデルの開発

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

服部　健史 北海道大学 その他
慢性炎症性肺疾患におけるＣＣＬ１８の機能的役割と
意義

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

兵藤　守 北海道大学 その他 生体内で使用可能な新規核酸型リガンドの創製 4,290,000 2,340,000 1,950,000

平山　陽洋 北海道大学 その他
第１次インドシナ戦争期の北ベトナムでの総動員体制
の構築と冷戦の影響をめぐる研究

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

米田　宏 北海道大学 講師
網膜色素変性症を引き起こすスプライソソーム形成の
異常とその調節機構の解明

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

豊巻　敦人 北海道大学 その他
統合失調症とアスペルガー障害の社会認知障害に関
する認知神経科学的研究

3,640,000 2,730,000 910,000
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北村　哲也 北海道大学 助教
シングルセルクローニング法を応用した口腔がん幹細
胞の基礎的研究

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

北村　朗 北海道大学 助教
ＡＬＳ関連タンパク質凝集体によるＲＮＡメタボリズム変
調と神経細胞死機構解析

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

本田　光 北海道大学 助教 子育て世代における「地域とつながる力」の概念構築 4,030,000 1,300,000 2,730,000

木村　俊介 北海道大学 助教 パイエル板Ｍ細胞と免疫細胞の相互作用の機能解析 4,420,000 3,250,000 1,170,000

木村　太一 北海道大学 助教
滑膜肉腫幹細胞の分離・同定と新規診断・治療標的
の探索

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

野口　聡 北海道大学 准教授
蛋白質分離のための磁気クロマトグラフィ用磁場・流
体連成シミュレーションの開発

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

野村　理恵 北海道大学 助教
内モンゴル自治区における牧畜民の生活領域の動態
的把握とその保全計画に関する研究

3,510,000 1,690,000 1,820,000

柳澤　達也 北海道大学 その他 ５ｆ電子系化合物の四極子応答の静水圧効果 4,680,000 3,120,000 1,560,000

友田　基信 北海道大学 助教
透明物質中でのナノスケール超音波パルス伝播の可
視化法の開発

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

林　泰弘 北海道大学 その他
細胞内動態素過程の定量解析に基づいたｉｎ　ｖｉｖｏ　ｓ
ｉＲＮＡ送達システムの創製

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

濱田　洋平 北海道大学 その他
熱帯泥炭地域における土壌中のガス動態とそれに及
ぼす水分条件の影響

4,420,000 2,990,000 1,430,000

齋藤　貴之 北海道大学 その他 北海道の鍛冶屋の変化と生存 4,030,000 1,430,000 2,600,000

齋藤　哲志 北海道大学 准教授
フランス社会における「用益権」の存在態様――比較
財産管理論の構築へ向けて

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

齋藤　有紀 北海道大学 助教
Ｘ１１Ｌカルボキシル基末端の構造変化機構と生理的
意義の解明

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

齊木　吉隆 北海道大学 助教
非双曲力学系の不安定周期軌道解析に関する大規
模数値解析

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

川島　大輔 北海道教育大学 准教授
自死遺族ケアのためのナラティヴ・ワークブック開発の
試み

3,380,000 1,300,000 2,080,000

村田　敦郎 北海道教育大学 准教授
民俗世界における身体観と受療行動に関する研究
―現代バリの呪術・儀礼・死生観

1,040,000 520,000 520,000

大久保　賢一 北海道教育大学 准教授
児童生徒が示す行動問題の解決を標的とした教員研
修プログラムの開発と効果検討

1,430,000 650,000 780,000

藤本　将人 北海道教育大学 講師
オーセンティック・アセスメントに基づく社会系教科の
目標準拠評価モデルの開発と普及

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

本田　真大 北海道教育大学 講師
適応に寄与する援助要請行動を促進する介入法の有
効性の検討

1,560,000 910,000 650,000

工藤　康生 室蘭工業大学 助教
ランダムラフ集合による大規模感性データマイニング
システムの構築

3,120,000 2,080,000 1,040,000

高橋　雅朋 室蘭工業大学 講師
微分方程式の特異点論的研究と微分幾何学への応
用

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

寺本　渉 室蘭工業大学 助教
視覚及び前庭覚による自己運動情報が聴覚空間形成
に及ぼす影響の解明

4,160,000 2,600,000 1,560,000
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船水　英希 室蘭工業大学 助教 焦点合わせの不要な新しい血流イメージング 4,420,000 2,340,000 2,080,000

武田　明純 室蘭工業大学 助教
古代地中海世界のヘレニズム期の複合墓・墳墓の地
域性と時代性に関する研究

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

有村　幹治 室蘭工業大学 助教
構造データマイニングを用いた大規模交通データセッ
トからの知識獲得に関する研究

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

廣田　光智 室蘭工業大学 講師
異なる周波数の超音波効果融合による超希薄燃焼の
安定機構解明と設定周波数の 適化

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

河野　憲一郎 小樽商科大学 准教授 実効的債権回収システムの再構築 3,640,000 1,690,000 1,950,000

水島　淳恵 小樽商科大学 准教授
人口構造変化が異世代間移転と経済成長に与える影
響の理論的分析

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

保田　隆明 小樽商科大学 准教授
わが国のエクイティファイナンスに関する実証分析：公
募増資と第三者割当増資の比較

3,120,000 780,000 2,340,000

林　誠司 小樽商科大学 准教授
「相当程度の可能性」論の意義と限界に関する多元
的・総合的考察

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

奥村　香世 帯広畜産大学 助教
結核菌感染における宿主の酸化還元調節因子ＰｒｘＩの
役割に関する研究

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

河田　幸視 帯広畜産大学 助教
自然資源の市場モデルの精緻化と過少利用問題の理
論・実証的解明

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

高田　まゆら 帯広畜産大学 助教
環境保全型水田におけるクモの網の非栄養的効果が
イネ害虫の被害防除に果たす役割

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

松本　高太郎 帯広畜産大学 助教 エゾリスとノミ、リケッチアの疫学的関係の解明 3,770,000 1,690,000 2,080,000

白砂　孔明 帯広畜産大学 助教
ウシ黄体形成を促進する局所の免疫細胞群とその調
節機構の解明

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

富張　瑞樹 帯広畜産大学 助教
免疫寛容誘導因子Ｇｐｎｍｂを分子標的とした犬悪性
黒色腫の新規免疫療法に関する研究

4,420,000 2,340,000 2,080,000

井上　真澄 北見工業大学 助教
各種有機繊維と混和材を併用した寒冷地対応型コン
クリートの開発

3,900,000 2,080,000 1,820,000

山崎　新太郎 北見工業大学 助教
カルデラ湖における深層崩壊，地すべりと湖水氾濫の
総合的調査研究

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

川口　貴之 北見工業大学 准教授
凍結・融解履歴を受ける斜面内土要素の異方性に関
する研究

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

白川　龍生 北見工業大学 助教
導電性能・電磁波吸収性能を有するナノカーボン＋合
成樹脂コンポジット舗装材料の開発

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

浪越　毅 北見工業大学 助教
キラルらせん高分子膜のトポケミカル光環化反応によ
るキラル超分子自立膜の創製

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

奥村　俊介 旭川医科大学 その他 Ｎａｍｐｔ阻害による肺癌増殖抑制効果の検証 4,290,000 2,470,000 1,820,000

横田　陽匡 旭川医科大学 助教
プロレニンを標的とした糖尿病網膜症の新規治療薬
の開発

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

河本　徹 旭川医科大学 その他
ＥｐＣＡＭ＋初代培養腺管を用いた膵がん薬剤感受性
因子のプロフィリング

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

岸部　幹 旭川医科大学 その他 鼻性ＮＫ／Ｔ細胞リンパ腫におけるｍｉｃｒｏＲＮＡの発現 4,160,000 2,210,000 1,950,000
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笹島　順平 旭川医科大学 その他
遺伝子改変膵がん自然発症マウスからの前癌病変初
代細胞の樹立とその悪性化

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

十川　健司 旭川医科大学 その他 糖尿病網膜症の早期発見と早期介入および治療 3,120,000 1,690,000 1,430,000

小神　順也 旭川医科大学 助教
赤外線センサを用いた嚥下解析装置の開発に関する
研究

1,170,000 650,000 520,000

小泉　一也 旭川医科大学 その他
ヒトＩＰＭＮ由来異形膵管を用いた膵癌発症リスク評価
とＩＰＭＮの生物像の解明

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

杉本　昌也 旭川医科大学 助教
次世代型ＤＮＡ解析システムを用いた肺高血圧治療薬
の有効性と遺伝子多型の関連の検討

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

石羽澤　明弘 旭川医科大学 その他 シェアストレスの網膜血管内皮機能に及ぼす影響 4,160,000 3,380,000 780,000

大村　友博 旭川医科大学 助教
脳機能障害におけるユビキチンリガーゼＨＲＤ１の発
現量解析と法医病態診断学への応用

4,420,000 2,340,000 2,080,000

丹保　亜希仁 旭川医科大学 助教
麻酔プレコンディショニングがミトコンドリアイオンチャ
ネルに与える影響

3,770,000 2,600,000 1,170,000

長門　利純 旭川医科大学 助教
鼻性ＮＫ／Ｔ細胞リンパ腫におけるケモカインおよびケ
モカインレセプターの解析

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

田中　宏樹 旭川医科大学 その他
新規鉄輸送促進剤によるＨＩＦー１α抑制作用とその
肝癌治療効果の解析

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

板東　良雄 旭川医科大学 講師
脱髄関連因子ＫＬＫ６を介した多発性硬化症発症機序
の解析

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

本間　大 旭川医科大学 講師
表皮角化細胞および乾癬病変表皮におけるポドプラ
ニン分子の機能解析

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

國澤　卓之 旭川医科大学 准教授
血管外科患者における塩酸ランジオロールの薬物動
態研究

650,000 390,000 260,000

澤田　康司 旭川医科大学 その他
腸肝軸におけるＴＬＲシグナル乖離と腸内細菌の変化
がもたらすＮＡＦＬＤ病態の解析

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

丸山　敦史 弘前大学 助教
Ｎｒｆ２依存的遺伝子発現活性化におけるＺ－ＤＮＡ構
造の機能解明

4,420,000 2,340,000 2,080,000

吉野　浩教 弘前大学 助教
樹状細胞のパターン認識受容体に及ぼす放射線の影
響と機構解明

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

久保田　耕世 弘前大学 助教
化学療法誘発口腔粘膜炎の革新的治療法の開発へ
向けたＲＩＧ－Ｉの機能解析

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

栗田　大輔 弘前大学 研究員
大腸菌トランス・トランスレーションの分子メカニズムの
解明

4,420,000 1,430,000 2,990,000

高間木　静香 弘前大学 助手
マタニティヨーガが妊婦の心臓自律神経系調節および
感情に及ぼす効果

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

佐藤　冬樹 弘前大学 助教
概日リズムが制御する舌癌微小環境に基づいた抗癌
剤治療戦略の構築

3,770,000 910,000 2,860,000

佐藤　友暁 弘前大学 准教授
多重化データバスを有する再構成可能なホストベース
ＩＰＳプロセッサチップの開発

4,420,000 2,340,000 2,080,000

榊　宏剛 弘前大学 講師
新規遺伝子ネットワークを利用した細胞周期制御と免
疫機構賦活化による癌治療法の開発

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

小山内　暢 弘前大学 助手
ＣＴ肺がん検診における乳腺の被曝低減を目的とした
体表遮蔽撮影法の確立

3,120,000 1,430,000 1,690,000
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小林　真平 弘前大学 助教
ループ群の複素化と実形による定曲率空間の曲面の
構成

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

上原子　晶久 弘前大学 助教
鉄筋腐食の生じたＲＣ部材への合理的な補修補強方
法の提案と再劣化現象の検証

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

神　可代 弘前大学 その他
表皮細胞が分泌するエンドセリンによるそう痒とそれを
標的とする治療戦略

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

杉本　知之 弘前大学 准教授
不完全観測下でのＣｏｘ型計数過程モデルにおける３
タイプ尤度推測の統合と用途開発

3,380,000 1,300,000 2,080,000

石出　和也 弘前大学 講師
サウンドエデュケーションに関わる発見学習的方法論
の研究

780,000 390,000 390,000

石塚　哉史 弘前大学 准教授
わが国における農産物輸出の現段階と海外需要創出
に関する実証的研究

4,030,000 1,300,000 2,730,000

千葉　満 弘前大学 助教
血清中エキソソーム内アンチセンスＲＮＡによる新たな
大腸癌スクリーニング法の開発

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

浅野　クリスナ 弘前大学 助教
毒素性ショック症候群毒素－１の新規機能による黄色
ブドウ球菌細胞内寄生メカニズム

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

倉内　静香 弘前大学 助手
ヘリコバクター・ピロリ感染、委縮性胃炎と生活習慣に
関連した縦断研究

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

大津　美香 弘前大学 講師
認知症を有する高齢慢性心不全患者の疾病管理にお
ける支援方法の検討

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

中島　康爾 弘前大学 助教
転写因子のスプライシングによる表皮細胞の分化・増
殖の調節機構の解明

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

鶴井　香織 弘前大学 その他
隠蔽色の進化における要因間のトレードオフ：緯度ク
ラインを用いた検証

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

田上　恭子 弘前大学 准教授
自己愛傾向と抑うつにおける自伝的記憶の機能不全
の特徴

2,470,000 780,000 1,690,000

田中　克典 弘前大学 助教
植物遺存体の解析にむけたＤＮＡマーカーの開発と評
価

1,560,000 780,000 780,000

田中　勝則 弘前大学 講師
身体醜形懸念の生涯発達的理解に向けた世代間横
断研究

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

田中　正弘 弘前大学 准教授
学生の学習到達度を適切に評価する自律的な内部質
保証の構築―イギリスを参考に

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

田副　博文 弘前大学 助教
鉄の環境動態を解き明かすセリウム安定同位体分析
手法の確立

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

畠山　真吾 弘前大学 助教
癌特異的分子アネキシンを標的とした泌尿器癌化学
療法の開発

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

武田　育子 弘前大学 助教 ｓｉｍｖａｓｔａｔｉｎの抗腫瘍効果に関する検討 2,860,000 1,560,000 1,300,000

平川　裕一 弘前大学 講師
身体組成が呼吸機能に及ぼす影響についての大規
模疫学研究

3,900,000 1,430,000 2,470,000

米山　徹 弘前大学 研究員
血液型糖鎖抗原に結合する新規ペプチドによるＡＢＯ
不適合腎移植の拒絶抑制法の開発

4,030,000 910,000 3,120,000

北島　麻衣子 弘前大学 助手
精油を用いた看護ケアによるがん患者のストレス緩和
効果の検証

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

門前　暁 弘前大学 助教
ヒト造血幹細胞の放射線障害におけるサイトカインに
よる修復機構の解明

4,290,000 2,600,000 1,690,000
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六戸　大樹 弘前大学 助手 皮膚紫外線障害予防におけるＳＩＲＴ６の役割 3,900,000 2,080,000 1,820,000

下野　裕之 岩手大学 准教授
イネ穂ばらみ期の高度耐冷性に関わる遺伝子座とそ
の機能解明

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

鴨志田　直人 岩手大学 助教
粒子分散系複合材料と仮定した場合の凍結過程にお
ける岩石－間隙水系の熱伝導率推定式

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

金子　百合子 岩手大学 准教授
意味的優勢素とその言語相対的処理をめぐる日露対
照研究

2,600,000 1,430,000 1,170,000

江原　勝行 岩手大学 准教授
イタリアにおける宗派間の平等処遇と共和主義の機
能に関する研究

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

佐々木　淳 岩手大学 助教
ブロイラーにおける脊椎膿瘍発生メカニズムの解明と
気嚢システムの関与

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

三宅　諭 岩手大学 准教授
縮減社会における地域環境の保全・再生に向けた地
域マネジメントに関する研究

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

山中　克久 岩手大学 助教
平面グラフに特化した高機能かつコンパクトな実践的
符号化アルゴリズムの開発

1,560,000 650,000 910,000

松山　克胤 岩手大学 助教
主題図作成のためのパラメータに基づく地図描画技
術の開発

2,470,000 1,690,000 780,000

水本　将之 岩手大学 准教授
金属ナノ粒子によるセラミックス表面修飾技術の開発
と金属基複合材料への応用

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

平井　寛 岩手大学 准教授
地域サロン・コミュニティバスが高齢者の活動と健康に
与える影響の評価

3,640,000 130,000 3,510,000

會澤　純雄 岩手大学 助教
層状複水酸化物ナノスフィアの合成と新規なドラッグ
デリバリー材料への応用

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

ワグナー　トー
ステン

東北大学 助教
デジタルミラーデバイスを用いた超高速・超高解像度
化学イメージングシステムの開発

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

安孫子　聡子 東北大学 助教
軌道上無人輸送機の自律ドッキングハイブリッドシミュ
レーション

4,420,000 2,340,000 2,080,000

安藤　杉尋 東北大学 助教
生物的・非生物的ストレスと病害抵抗性のクロストーク
に関わるタンパク質因子の探索

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

伊藤　吉洋 東北大学 助教
手続的側面を重視した少数株主締め出し規制に関す
る研究

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

伊藤　敬 東北大学 助教 オートファジーに関与する新たな膜輸送経路の探索 4,550,000 2,210,000 2,340,000

伊藤　康一 東北大学 助教 非接触・高性能バイオメトリクス認証システムの開発 4,290,000 2,080,000 2,210,000

伊藤　弘毅 東北大学 助教 テラヘルツ光による電荷秩序と誘電性の研究 4,550,000 3,900,000 650,000

伊藤　大介 東北大学 その他 近代日本における地域振興政策の研究 3,250,000 1,170,000 2,080,000

伊藤　大亮 東北大学 その他
メタボリックシンドロームへのリハビリテーションにおけ
る組織一酸化窒素系の解明

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

伊藤　文晃 東北大学 助教 ＡＲＭＳにおける社会的認知と機能予後との関係 4,290,000 1,820,000 2,470,000

伊野　浩介 東北大学 助教
３次元培養組織評価に向けた電気化学チップデバイ
スの開発

4,420,000 2,860,000 1,560,000
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井原　基公 東北大学 その他
生殖細胞特異的に発現するエストロゲン受容体ｂｅｔａ
標的遺伝子Ｂｎｃ１の機能解析

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

井上　久美 東北大学 その他
酵素前駆体を分子認識素子として利用する電気化学
バイオセンシング手法の開発

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

井上　奈穂 東北大学 助教
脂質代謝異常および動脈硬化病変に対する自発運動
と食環境に関する研究

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

稲垣　雅一 東北大学 助教
生物多様性・生態系に配慮した商品についての消費
購買意識調査

3,380,000 1,560,000 1,820,000

稲垣　明子 東北大学 助教
細胞シートを用いた皮下への新規膵島移植方法の開
発

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

稲本　浄文 東北大学 助教
パラジウム触媒Ｃ－Ｈ官能基化を基盤とする複素環構
築の新展開

4,420,000 2,340,000 2,080,000

宇井　美穂子 東北大学 助教 自己集合蛋白質の光制御システムの構築 4,680,000 2,860,000 1,820,000

宇根本　篤 東北大学 助教
固体／イオン液体界面相におけるイオン輸送メカニズ
ムの解明

4,160,000 3,120,000 1,040,000

宇野　健司 東北大学 助教
肝臓におけるアミノ酸代謝のメタボリックシンドローム
形成に及ぼす役割

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

姥浦　道生 東北大学 准教授
ドイツにおける代償ミティゲーションの制度と運用実態
に関する研究

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

榎本　賢 東北大学 助教
特異な環構造と強力な殺虫活性を有するインドールジ
テルペン類の全合成と構造活性相関

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

塩田　倫史 東北大学 助教
ドパミンＤ２Ｌ受容体の細胞内小器官におけるシグナ
ル伝達機構の解明

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

塩野　雅俊 東北大学 助教
トランスジェニックＥｋｅｒラットを用いたアミノ酸置換型Ｔ
ｓｃ２の機能解析

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

奥平　真一 東北大学 研究員
生理活性脂質リゾホスファチジン酸の様々な線維症に
おける機能解析

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

横溝　博 東北大学 准教授
『海人の刈藻』を中心とする院政期物語文学研究の開
拓

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

横山　悟 東北大学 助教
外国語理解処理における反応時間の習熟過程とその
神経基盤

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

横倉　俊二 東北大学 助教
アカントアメーバ角膜炎に対するナノテクノロジーを用
いた新規治療法の開発

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

横田　有為 東北大学 その他
マイクロ引き下げ法による形状制御ランガサイト型圧
電結晶育成技術の開発

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

岡崎　直観 東北大学 准教授
語彙データベースと大規模コーパスに基づく意味クラ
ス推定器の開発

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

岡田　恭穂 東北大学 助教
遺伝子不安定性陽性膵癌のフレームシフト変異由来
ペプチドに対する免疫応答

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

岡野　健太郎 東北大学 助教
マグネシウムビスアミドを用いる新規ベンザイン発生
法の開発と生理活性天然物の全合成

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

加藤　恭丈 東北大学 助教
エピゲノム制御におけるＳＡＭ合成とメチル基転移酵
素共役機構の解明

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

加藤　俊顕 東北大学 助教
ナノ対応プラズマ制御による原子１層２次元炭素シー
トの垂直配向成長と革新的応用

4,550,000 2,600,000 1,950,000
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嘉数　英二 東北大学 その他
肝硬変で出現するＬ－シスチン・Ｌ－グルタミン酸不均
衡が抗原提示細胞に与える影響

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

海野　純 東北大学 その他 膵癌のＥＭＴ関連ｍｉｃｒｏＲＮＡの同定とその臨床応用 4,290,000 2,730,000 1,560,000

外山　健 東北大学 助教
溶質集合体－照射欠陥相互作用の実空間解析によ
るステンレス鋼の照射硬化機構の解明

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

角田　洋一 東北大学 その他
日本人潰瘍性大腸炎感受性遺伝子ＳＬＣ２６Ａ３の遺
伝子多型機能解析

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

郭　輝 東北大学 助教
筋衛星細胞の移植による加齢性筋肉減弱症予防法
開発の研究

4,420,000 2,340,000 2,080,000

梶本　真司 東北大学 助教
動的相分離溶液を反応場として作製した金ナノ四角プ
レートの光学特性及び触媒能評価

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

関　剛斎 東北大学 助教 人工ねじれ磁気構造を利用したスピン流の制御 4,550,000 2,860,000 1,690,000

丸森　亮太朗 東北大学 その他
ＥＣＲプラズマＣＶＤセラミックコーティングの硬質レジン
前装冠への応用

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

丸谷　由里子 東北大学 助教
骨形成因子による象牙質形成メカニズムの解明と再
生への応用

3,900,000 2,990,000 910,000

菊川　豪太 東北大学 助教
ＳＡＭ界面の熱物質輸送特性に関わる諸要因の分子
論的解析

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

菊地　晴久 東北大学 准教授
未利用微生物資源を探索源とする自然免疫制御物質
の創出

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

吉田　将人 東北大学 研究員
新規ＶーＡＴＰａｓｅ阻害剤Ｄｅｓｔｒｕｘｉｎ　Ｅの構造活性相
関研究と機能解析

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

久田　修 東北大学 助教 核内受容体による線維化調節機構とその制御 4,160,000 1,690,000 2,470,000

及川　浩希 東北大学 准教授 企業ボラティリティと景気変動 1,690,000 910,000 780,000

宮坂　恒太 東北大学 助教
機械刺激依存的なマイクロＲＮＡの発現制御機構と生
体内での機能の解析

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

宮島　悠旗 東北大学 その他 金属ガラス製矯正用ミニスクリューの開発研究 4,290,000 3,640,000 650,000

宮内　尚子 東北大学 その他
ヒト不妊症精子におけるメチル化インプリントの異常と
分子機構の解析

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

宮澤　志保 東北大学 その他
統合失調症での情動刺激への注意・認知と社会生活
機能との関連

2,470,000 1,170,000 1,300,000

近藤　泰輝 東北大学 その他
多元的解析モデルを用いたウイルス関連肝癌免疫逃
避機構の解明と制御

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

金　情浩 東北大学 助教 外国語学習レベルの変化が脳内処理に与える影響 4,160,000 1,950,000 2,210,000

沓掛　健太朗 東北大学 助教
バルク多結晶Ｓｉの結晶成長過程における炭素不純物
の挙動とその影響の解明

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

熊谷　龍一 東北大学 准教授 ＤＩＦを利用したテストの公平性に関する研究 2,080,000 1,170,000 910,000

粂　潔 東北大学 その他
次世代シークエンサーを用いたメタゲノム解析による
慢性膵炎の病原体候補の探求

4,420,000 2,860,000 1,560,000
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桑原　義和 東北大学 助教
放射線耐性細胞ではなぜオートファジーが誘導されに
くいのか？

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

兼平　雅彦 東北大学 その他
リゾリン脂質による肺幹細胞調節機構の解明ならびに
肺疾患治療に関する基礎的研究

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

古橋　寛史 東北大学 助教
自然免疫系におけるエピジェネティック制御機構の解
明

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

古川　善博 東北大学 助教 衝突反応による隕石有機物の化学進化 4,290,000 1,690,000 2,600,000

古谷　豊 東北大学 准教授 ジェームズ・ステュアート未発表財政論草稿群の研究 4,030,000 1,300,000 2,730,000

古本　祥三 東北大学 准教授
無細胞タンパク質合成系を利用した新規ポジトロン標
識タンパク質作製法の確立と応用

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

古林　敬顕 東北大学 助教
国際供給を考慮したバイオマス利活用システムの
適設計

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

後藤　太邦 東北大学 その他
３次元電流密度源解析法による大脳新皮質局所神経
回路情報の定量化

2,600,000 1,040,000 1,560,000

後藤　知子 東北大学 助教
母ラットの成長期からの潜在的亜鉛欠乏が摂食・睡眠
および仔の代謝・行動に及ぼす影響

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

江原　真司 東北大学 准教授
複雑流動場における多重乱流スケールの壁面物質伝
達機構解明とＦＡＣ制御技術への挑戦

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

江口　菜穂 東北大学 助教
熱帯域における成層圏－対流圏間の力学的結合過
程の解明

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

荒井　翔悟 東北大学 助教 カメラスケジューリングを用いた飛行体制御 4,290,000 2,080,000 2,210,000

荒木　剛 東北大学 助教
侵入思考に対する自我異和的評価を支える条件の解
明

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

高　俊弘 東北大学 助教
小胞体ストレス応答が血管リモデリング・粥状動脈硬
化に果たす役割の検討

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

高橋　温 東北大学 助教
カルバマゼピンの骨代謝改善効果に関する基礎的研
究

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

高橋　秀幸 東北大学 研究員
グリーン・ユビキタス環境において高齢者を支援する
データ統合制御技術の基礎的研究

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

高橋　勉 東北大学 助教
細胞内小胞輸送経路による制がん剤感受性決定機構
の解明

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

高橋　芳弘 東北大学 准教授
植物における生体内ポリアミン制御システムの解明と
新規ポリアミン型機能分子の探索

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

高橋　陽一 東北大学 その他
日本近世近代における観光地形成過程の歴史学的
研究

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

高坂　久美子 東北大学 その他
軟骨細胞分化過程にある間葉系細胞の機械的刺激
による分化制御の分子機構

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

高嶋　和毅 東北大学 助教
対人コミュニケーションにおける自走式椅子・机を用い
た空間行動の誘導と対話支援

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

黒羽　一誠 東北大学 その他
ｍＲＮＡ品質管理機構における翻訳アレストと異常タン
パク質分解機構の解析

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

黒石　智誠 東北大学 助教
ホロカルボキシラーゼ合成酵素を介したビオチンによ
る炎症制御機構の解明

4,290,000 2,340,000 1,950,000
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今井　健太郎 東北大学 助教 樹木群による漂流物捕捉性能の定量的評価研究 3,510,000 2,470,000 1,040,000

昆　俊亮 東北大学 助教
クラスリン小胞輸送の機能障害は造血器腫瘍の原因
となる

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

佐々木　千佳 東北大学 その他
ヴィヴァリーニ工房とその受容―１５世紀ヴェネツィア
における美術と信心

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

佐々木　雄大 東北大学 研究員
地球環境変化に対する湿原植物群集の脆弱性評価
に関する研究

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

佐藤　恵美子 東北大学 助教
慢性腎臓病患者予備軍への低侵襲早期診断マー
カーの探索

4,030,000 910,000 3,120,000

佐藤　健太郎 東北大学 助教 グラフェンの共鳴ラマン分光 4,420,000 1,430,000 2,990,000

佐藤　憲行 東北大学 その他
漢人商業地区「買売城」から見る清代モンゴルの経済
構造

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

佐藤　勝彦 東北大学 助教
新規表面重合法によるミクロカプセル調製法の確立と
刺激応答ミクロカプセルの開発

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

佐藤　昭 東北大学 助教
グラフェン内テラヘルツプラズモンの理論解析とそのテ
ラヘルツ波素子への応用

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

砂金　ひとみ 東北大学 その他 チャネルロドプシンによる網膜変性保護機構の解析 4,290,000 2,600,000 1,690,000

細川　亮一 東北大学 助教
口内炎モデルを用いた創傷治癒過程促進のメカニズ
ムの解析

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

坂本　祐二 東北大学 助教
超小型衛星のための国際ネットワーク軌道決定システ
ムの構築および観測実験

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

榊原　智博 東北大学 助教 ピルフェニドン標的分子の同定 4,030,000 2,210,000 1,820,000

三浦　均 東北大学 助教
フェーズフィールド法を用いたコンドリュールメルト結晶
化過程の理論的解明

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

三浦　裕 東北大学 その他
肺高血圧における肺動脈病変の血管内腔および血管
壁観察ツールの開発

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

三好　慶忠 東北大学 その他 欠損補綴治療における難易度の定量化 2,340,000 1,170,000 1,170,000

山崎　誠和 東北大学 研究員
植物の根の水分屈性に関与する新奇タンパク質の分
子機能解析

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

山本　希 東北大学 助教
活火山浅部における短波長不均質構造の地震学的
研究

2,860,000 1,170,000 1,690,000

山本　征法 東北大学 研究員 移流拡散方程式の解の時間大域挙動について 2,730,000 1,040,000 1,690,000

志賀　尚美 東北大学 助教
子宮内膜癌におけるステロイドサルファターゼ阻害剤
を用いた新たな内分泌療法の確立

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

志村　玲子 東北大学 助教
硼酸塩材料の融液構造と結晶構造の原子間距離に
おける相関性

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

斯欽巴図 東北大学 その他 『初学指南』の満洲文字表記モンゴル語の研究 1,950,000 1,300,000 650,000

枝村　一磨 東北大学 助手
日本の環境技術は外国と較べて優れているか―特許
データを用いた研究開発動向の分析―

4,160,000 2,210,000 1,950,000
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鹿又　喜隆 東北大学 准教授
トライボロジーによる石器機能推定の高確度化とその
応用による先史狩猟採集民研究

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

七谷　圭 東北大学 助教
シアノバクテリアのバイオフィルム形成による新規塩
耐性獲得機構の解明

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

柴山　明寛 東北大学 助教
要救助者把握を念頭においた実室内被害把握に関す
る研究

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

秋元　頼孝 東北大学 その他
アイロニー産出に関与する神経基盤の検討による高
次意図伝達メカニズムの解明

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

秋山　正幸 東北大学 准教授
次世代多天体補償光学系に向けたトモグラフィック波
面推定の高速化、高精度化

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

重光　竜二 東北大学 その他
動力学解析に基づくインプラント周囲骨応力挙動に関
する研究

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

重野　真徳 東北大学 助教
含イオウヘリセン分子を用いる酵素表面・固体表面機
能制御

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

徐　志愛 東北大学 助教
ＡＰサイト結合リガンドとＲＣＡ反応に基づく高感度アプ
タマーセンサーの開発

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

勝岡　史城 東北大学 准教授
転写因子Ｎｒｆ１欠失による脂肪肝炎発症の分子機序
の解明

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

小山田　晋 東北大学 研究員
よそ者と住民の協働による地域環境保全のための実
験研究

780,000 390,000 390,000

小枝　聡子 東北大学 その他 口腔領域における脳磁図検査の可能性を極める 4,290,000 2,600,000 1,690,000

小室　貴士 東北大学 助教
二種類の活性結合を持つ新しい金属／ケイ素錯体の
反応性の解明と触媒への応用

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

松井　美紀 東北大学 助手 ヘムによる液性免疫制御機構の解明 4,420,000 2,210,000 2,210,000

松永　翔雲 東北大学 研究員
不揮発記憶素子を用いた細粒度パイプライン演算シ
ステムの構築

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

松岡　秀人 東北大学 助教
光合成微生物を用いた光電変換システムのナノ構造
とスピンダイナミクス

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

松川　健 東北大学 助教
溶液中における有機半導体結晶の電場応答配向制
御とＦＥＴ素子作製への応用

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

松田　洋平 東北大学 助教
陽子弾性散乱の精密測定による非対称核物質の研
究

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

松本　泰治 東北大学 助教
身体非活動と石灰化：心臓・血管における石灰化病変
の運動による予防確立と機序解明

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

沼田　大樹 東北大学 助教
超音速波動伝播を捉える革新的超高速応答型感圧塗
料技術の基盤確立

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

上高原　理暢 東北大学 助教 骨に働きかけ再生を促す吸収性骨修復材料の創製 4,550,000 2,600,000 1,950,000

新堀　哲也 東北大学 助教
ＲＡＳ／ＭＡＰＫ症候群における遺伝子発現・エピジェ
ネティクス解析

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

森山　園子 東北大学 准教授 線形計画問題の履歴依存型ピボット規則の解析 4,030,000 1,690,000 2,340,000

深澤　遊 東北大学 助教
大量枯死したアカマツ倒木が菌類による分解を通して
森林樹木の更新にはたす役割の解明

4,420,000 1,170,000 3,250,000
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神　一敬 東北大学 助教
難治性てんかん患者における中枢型睡眠時無呼吸と
原因不明の突然死（ＳＵＤＥＰ）

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

辛島　彰洋 東北大学 助教 大脳皮質神経回路の再編成における睡眠の役割 3,770,000 910,000 2,860,000

水間　正道 東北大学 助教
癌幹細胞様細胞を狙ったＮｏｔｃｈシグナル阻害による
胆道癌新規分子標的治療の確立

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

水田　文子 東北大学 その他
オーファン受容体を標的とした気道リモデリング阻止
機構の解明と臨床応用

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

水木　敬明 東北大学 准教授 テンソル分解の安全な計算への応用 4,160,000 1,300,000 2,860,000

杉浦　隆次 東北大学 准教授
新型発電プラント構成材料を対象とした結晶方位解析
による新たな余寿命評価技術の開発

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

杉本　周作 東北大学 助教
黒潮再循環変動特性の解明と大気大循環場への影
響理解

3,640,000 1,690,000 1,950,000

菅原　歩 東北大学 准教授
英豪資源企業の競争優位と日本の資源需要：ポー
ター「５つの力」による分析

3,900,000 1,430,000 2,470,000

菅原　優 東北大学 助教 燃料電池用白金系触媒の高耐食表面構造の創成 4,290,000 1,560,000 2,730,000

菅原　雄介 東北大学 助教
歴史的環境に対する低侵襲性を持つロボティック移動
バリアフリー技術の確立

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

菅野　学 東北大学 助教
超短レーザー誘起非断熱電子ダイナミクスを利用した
芳香族分子の運動制御理論の開発

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

菅野　恵美 東北大学 助教
褥瘡・難治性皮膚潰瘍の創部炎症反応機構の解明と
ケア技術の確立

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

菅野　江里子 東北大学 助教
視細胞変性保護を目的としたＲｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｇｅｎｅ
Ｔｈｅｒａｐｙ

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

菅野　智則 東北大学 その他 縄文時代における居住形態の研究 2,860,000 1,560,000 1,300,000

菅野　直人 東北大学 その他
グルコセレブロシダーゼ変異が誘導するα－シヌクレ
イン細胞毒性に関する研究

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

星　健治 東北大学 その他
骨細胞に対する機械的刺激によるＣＴＧＦの発現とア
ポトーシスに関する研究

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

生川　雅紀 東北大学 その他
長期記憶時系列における統計的推測理論の構築とそ
の経済データへの応用

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

西松　毅 東北大学 助教
不揮発性強誘電体メモリのインプリント現象の第一原
理計算と分子動力学計算による解明

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

青柳　哲史 東北大学 その他
喘息のインフルエンザウイルス感染による急性呼吸不
全における自然免疫細胞の関与

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

斉藤　敦志 東北大学 その他
新たな抗血栓薬の脳虚血超急性期への治療応用に
関する研究

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

赤塚　亮 東北大学 その他
パウダージェットデポジションＨＡｐ膜安定化と新規歯
科治療への応用に関するＴＲ

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

川口　幸大 東北大学 准教授
中国農村部における社会保障についての文化人類学
的研究

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

川村　広和 東北大学 その他
電子電気双極子能率探索のための中性フランシウム
原子線生成装置の開発

3,250,000 1,690,000 1,560,000
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川畑　伊知郎 東北大学 助教
Ｖ１のドパミン生合成酵素群の発現制御機構を標的に
した新規パーキンソン病治療法開発

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

川野　光子 東北大学 その他 金属アレルギー特異的Ｔ細胞と抗原の特定 4,420,000 2,470,000 1,950,000

浅井　禎吾 東北大学 助手
エピジェネティックな未利用生合成遺伝子発現の活性
化による新規有用物質の創出

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

浅野　直喜 東北大学 その他
胃粘膜上皮における自然免疫応答と分化制御・発癌
のクロストークの解明

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

全　眞嬉 東北大学 准教授
医療データおける計算幾何を用いた知識発見システ
ム設計

4,420,000 2,340,000 2,080,000

倉橋　洋史 東北大学 助教 プリオンを制御する細胞システムの解析 4,420,000 2,080,000 2,340,000

村山　達也 東北大学 准教授
ベルクソンを中心とした、１９００年前後のフランスにお
ける「笑い」の哲学の研究

3,380,000 1,820,000 1,560,000

村上　任尚 東北大学 その他
縦断的疫学研究に基づく歯周病と動脈硬化リスクファ
クターとの関連の解明

1,820,000 1,040,000 780,000

多田　浩之 東北大学 その他
歯周病原細菌によるＤＣ－ＳＩＧＮを介したクロスプライ
ミング誘導機構の解明

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

多田　千佳 東北大学 准教授
間伐強度が森林土壌の窒素貯留機能に及ぼす影響
解明のための微生物学的アプローチ

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

大上　泰寛 東北大学 講師
模擬高圧環境を利用したアルコール系燃料の燃焼反
応機構の解明

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

大西　康 東北大学 助教
制御性Ｔ細胞の樹状細胞抑制に関与する転写因子の
同定と免疫療法の開発

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

大槻　健郎 東北大学 助教 卵巣癌発症におけるＭＡＴ２Ａの機能解析 4,160,000 1,820,000 2,340,000

大庭　雅寛 東北大学 助教
古細菌由来の脂質バイオマーカーを用いた古海洋環
境変動解析

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

大田　英揮 東北大学 助教
３テスラＭＲＩを用いた、日本人のハイリスク頚動脈プ
ラーク性状の解明

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

大脇　大 東北大学 助教
柔軟な足裏の変形から生み出される感覚運動協調に
基づく動歩行制御

4,420,000 2,340,000 2,080,000

滝沢　寛之 東北大学 准教授
ペタスケール時代の複合型計算システムを支える高
効率化・高信頼化技術の確立

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

滝澤　紗矢子 東北大学 准教授
競争規制の歴史的成立をめぐって――ホームズの理
論的寄与――

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

池　聖大 東北大学 助教
高温超伝導体への新規アプローチ：Ｆｅ酸化物絶縁体
を用いて

2,600,000 1,430,000 1,170,000

築地　謙治 東北大学 助手
新規ヒト化マウス子宮筋腫モデルを用いた子宮筋腫
治療薬の開発

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

竹下　信郎 東北大学 助教
内軟骨性骨化と下顎頭軟骨のメカニカルストレス応答
におけるＯｄｚ３の機能解析

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

竹田　修 東北大学 助教
希土類のオキシフルオライドの熱力学と希土類廃棄物
の再資源化への展開

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

竹田　智 東北大学 助教
次世代熱アクティブ複合材料の破壊・疲労挙動解明と
高性能・長寿命化

4,290,000 1,690,000 2,600,000
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竹島　由里子 東北大学 講師 粒子系解析のためのライフサイクル支援環境の構築 4,290,000 2,730,000 1,560,000

竹内　栄二朗 東北大学 助教
自律移動機能群の安全状態を維持する能動的観測
計画

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

竹内　光 東北大学 助教 高次認知機能とその可塑性の神経基盤と遺伝的基盤 4,290,000 2,860,000 910,000 1,430,000

竹内　裕尚 東北大学 その他 パラサイト―義歯床用材料間インターフェイスの解析 4,160,000 2,210,000 1,950,000

着本　享 東北大学 講師
局在構造計測による炭素系ワイドギャップ半導体の電
極界面構造と電流輸送特性の相関

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

中川　善直 東北大学 助教 バイオマスリグニン変換用水素化脱酸素触媒の開発 2,860,000 2,210,000 650,000

中村　寿 東北大学 助教
低温酸化反応を伴う着火核伝ぱの単純化と火炎伝ぱ
形態の理論体系の新展開

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

中村　文子 東北大学 助教
地域機構の国際規範ローカリゼーションに関する比較
分析―反人身売買規範を事例として

2,340,000 1,430,000 910,000

中島　賢太郎 東北大学 准教授 企業間取引ネットワークの実証空間経済学 3,900,000 2,470,000 1,430,000

中條　和子 東北大学 助教
口腔ｂｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉａの役割～生物学的性状と口腔疾
患との関連～

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

仲井　正昭 東北大学 助教
高次生体適合性を有する生体用β型チタン合金創出
のためのプロセスデザイン

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

猪熊　浩子 東北大学 准教授
フレキシブルな基準の導入に対する監査人の判断過
程―欧州各国の対応を例として

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

猪瀬　貴道 東北大学 助教 投資条約を根拠とする仲裁手続における請求主体 2,470,000 1,040,000 1,430,000

鳥居　暁 東北大学 助教
神経細胞死を誘導するＩＰＡＳの分子細胞生物学な機
能解析とノックアウトマウスの作製

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

津留　俊英 東北大学 助教 ２次元偏光解析による３次元形状計測法の開発 4,550,000 2,990,000 1,560,000

田中　拡 東北大学 その他
分子生物学的手法を用いた胆道閉鎖症術後の肝内
胆管再生機構の解明

4,160,000 1,040,000 3,120,000

田中　信也 東北大学 その他
ナノポーラス金属材料の触媒的分子変換反応への展
開

4,420,000 2,340,000 2,080,000

田中　太初 東北大学 助教 アソシエーションスキームの表現とその応用 2,860,000 1,690,000 1,170,000

田島　亮介 東北大学 助教
有機物投入における水稲根系の発生・枯死が生育・
収量と炭素貯留に及ぼす影響

4,420,000 2,340,000 2,080,000

田邉　洋一 東北大学 助手
鉄ニクタイド超伝導体におけるディラックコーンへの不
純物置換効果

4,680,000 3,510,000 1,170,000

渡辺　和宏 東北大学 その他
大腸全摘および回腸嚢肛門吻合術後の回腸嚢粘膜
変化の解明

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

渡邉　孝仁 東北大学 助教
低原子価ケイ素およびゲルマニウムを配位原子とす
る遷移金属錯体の研究

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

渡邉　陽太郎 東北大学 助教 自然論理と確率論理の融合による文間関係認識 4,160,000 1,950,000 2,210,000
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土田　久美子 東北大学 助教
エスニック集団間の連帯に基づく秩序形成と多文化共
生に関する社会学的研究

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

藤枝　俊 東北大学 助教 組成制御した鉄基ナノ粒子の磁気熱量効果 4,420,000 2,600,000 1,820,000

藤村　卓 東北大学 助教
悪性黒色腫における骨髄由来抑制細胞の同定とその
免疫抑制メカニズムの解析

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

徳永　英樹 東北大学 助教
局所におけるエストロゲン産生が子宮内膜組織の発
育に及ぼす影響の解析

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

内海　博俊 東北大学 准教授 訴訟における損害賠償額確定作業の把握と規律 3,120,000 1,950,000 1,170,000

内山　徹 東北大学 その他
相同組換えによる安全な遺伝子修復法のアデノシン
デアミナーゼ欠損症への適用

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

内沢　啓 東北大学 助教
生体情報処理を実現するエネルギー効率の高いしき
い値回路の設計とその限界

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

内田　康雄 東北大学 助手
脳関門Ｐ糖タンパクの単分子輸送活性と発現量に基
づく薬物脳移行性の病態変動の解明

4,160,000 1,170,000 2,990,000

内田　就也 東北大学 助教
アクティブ流動系における同期現象と協同的ダイナミ
クスの理論

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

内田　直希 東北大学 助教
繰り返し地震データから推定するプレート間カップリン
グの決定要因

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

南雲　亮 東北大学 助教
ソフトマテリアル界面の分子モデリングと水処理プロセ
スへの応用

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

二宮　匡史 東北大学 その他
原発性胆汁性肝硬変の新規ウイルス感染の可能性と
アネロウイルス属の疾患関連性の検討

3,510,000 1,820,000 1,690,000

萩原　嘉廣 東北大学 その他
光音響顕微鏡装置を利用した関節軟骨および軟骨下
骨の同時評価法の確立

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

萩原　伸也 東北大学 助教 架橋性核酸を用いた標的遺伝子の選択的活性化 4,680,000 3,640,000 1,040,000

柏倉　俊介 東北大学 助教
石炭フライアッシュ中のレアアースの希酸への溶出挙
動及び固液間分配挙動

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

白石　成 東北大学 助教
低弾性インプラントのメカノバイオロジーとストレスシー
ルディング効果

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

粕谷　素洋 東北大学 助教
閉じ込め液体の光化学反応挙動の解明とナノ反応場
としての応用

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

畑山　正美 東北大学 助教
全ｃＤＮＡ解析によるヒ素高蓄積植物土壌浄化システ
ムの解析

4,680,000 4,030,000 650,000

畠山　賢彦 東北大学 助教
析出物／マトリックス界面構造制御による点欠陥消滅
促進の機構論的解明

4,420,000 3,770,000 650,000

八巻　俊輔 東北大学 助教
高精度ディジタルフィルタ構造の解析的合成による高
性能信号処理システムの開発

2,470,000 1,300,000 1,170,000

八田　益充 東北大学 助教
多機能ジーンエクスプレッサーを用いた次世代微生物
検査システムの研究

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

八幡　薫子 東北大学 その他
アメロジェニンスプライスアイソフォームの間葉系細胞
分化に与える影響に関する研究

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

樋浦　仁 東北大学 助教
先天性ゲノムインプリント異常症に関与するアレル特
異的メチル化領域の同定

4,550,000 1,950,000 2,600,000
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尾澤　伸樹 東北大学 助教
量子分子動力学法に基づくアルカリ形燃料電池にお
けるアニオン伝導プロセスの解明

3,640,000 1,820,000 1,820,000

浜本　晋 東北大学 助教
酵母の新規イオン輸送体の解析とオルガネラ膜のイ
オン輸送体測定技術の基盤構築

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

武田　文彦 東北大学 その他
藻類増殖の生理・生態学的メカニズム解析及び環境
影響評価への応用

2,470,000 650,000 1,820,000

武藤　哲彦 東北大学 講師
転写因子Ｂａｃｈ２に対するユビキチン化修飾の生理的
意義の解明

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

風間　逸郎 東北大学 助教
新生仔期の尿細管ミトコンドリア内膜におけるＭａｘｉ－
Ｋチャネルとアポトーシス抑制

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

福原　達朗 東北大学 助教 ＥＧＦＲ変異陽性肺癌の発症関連因子の解析 4,160,000 1,820,000 2,340,000

福川　信也 東北大学 准教授
地域イノベーションシステムにおける公設試験研究機
関から中小企業への技術移転の評価

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

福與　なおみ 東北大学 助教
ゲノムコピー数異常領域における、ウエスト症候群の
原因遺伝子の同定

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

平岡　宏太良 東北大学 助教
アミロイドＰＥＴを用いた特発性正常圧水頭症の病態
解析及び治療効果予測法の確立

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

平木　岳人 東北大学 助教 物質循環型アルミニウムリサイクルシステムの構築 4,550,000 1,950,000 2,600,000

米谷　健司 東北大学 准教授
株式市場における税金情報の有用性に関する実証分
析

1,690,000 910,000 780,000

片桐　崇史 東北大学 准教授
中空光伝送によるラマン分光用イメージガイドの開発
原理

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

片野　諭 東北大学 助教 カーボンナノチューブのナノ構造制御と局所発光物性 4,680,000 2,340,000 2,340,000

豊島　将文 東北大学 その他
機能的ゲノム解析による卵巣がんの新規治療標的の
探索

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

北　佐枝子 東北大学 研究員
北海道下における島弧衝突過程とそれに伴う太平洋
スラブの変形機構の解明

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

北　智洋 東北大学 助教 高非線形光導波路を用いた広帯域光発生の研究 4,420,000 3,250,000 1,170,000

北野　龍一郎 東北大学 准教授 超対称性および電弱対称性の破れとＬＨＣの物理 4,160,000 1,300,000 2,860,000

堀井　亮 東北大学 准教授
プロダクトライフサイクルおよび新旧製品への選好に
注目した経済成長理論と厚生分析

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

堀籠　崇 東北大学 その他
医療法人病院のガバナンスに関する研究―病院ガバ
ナンス論の確立のために

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

本田　義知 東北大学 助教
遺伝的アルゴリズムを用いたＢＭＰ－２共活性無機元
素複合薬の開発と評価

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

木村　史彦 東北大学 准教授
日本におけるコーポレートガバナンスの変化と経営者
の会計行動に関する研究

3,380,000 1,560,000 1,820,000

野上　修平 東北大学 助教
ナノレベル表面構造解析による照射下微小き裂発生
機構解明と予兆検知・対策技術の開発

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

野村　俊一 東北大学 助教
鎌倉期禅院建築の意匠とその流通に関する対外交渉
史的研究

4,290,000 1,300,000 2,990,000
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野澤　孝之 東北大学 助教
関心持続の脳内機構の解明とブレイン・エージェント・
インタラクションの開発

2,600,000 1,040,000 1,560,000

有働　恵子 東北大学 准教授
土砂輸送計測の 先端技術を用いた現地観測に基づ
く砂浜－砂丘ダイナミクスの構築

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

遊佐　訓孝 東北大学 准教授
強度及び位相変調広帯域複合電磁場による革新的健
全性評価技術の実現

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

林　慶 東北大学 助教
スピンゼーベック効果を利用した次世代熱電発電デバ
イスの基礎検討

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

林　洋毅 東北大学 助教
４つの機能を有する次世代型新規二重特異性人工抗
体を用いた癌分子標的免疫治療の確立

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

鈴木　香奈子 東北大学 助教
空間非一様パターンを形成する反応拡散系がもつ構
造の体系的理解

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

鈴木　裕之 東北大学 助教
ソラフェニブ誘発性肝障害における早期予測マーカー
の探索

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

鷲尾　純平 東北大学 助教
メタボロミクスで紐解く口腔バイオフィルムの病原活性
～ｉｎ　ｖｉｖｏでの解明～

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

姜　欣 東北大学 助教
複数アームによる曲げ・ねじり剛性を有する線状柔軟
物のマニピュレーション技術の確立

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

廣瀬　卓男 東北大学 その他
脳・心血管・腎臓障害における（プロ）レニン受容体の
病態生理学的役割の解明

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

彭　薇 東北大学 助教
セルラーシステムにおける高速、高品質シングルキャ
リア伝送

2,470,000 1,300,000 1,170,000

愼　祐ソク 東北大学 その他
微生物ループの河口域有機物フローに果たす役割の
解析と環境保全への応用

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

齋藤　智寛 東北大学 准教授
『壇経』の再発見写本を中心とした六祖慧能関係資料
の文献学的思想史的再検討

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

齋藤　竜太 東北大学 助教
局所治療と全身治療をつなぐ脳腫瘍免疫遺伝子治療
法の開発

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

笘居　高明 東北大学 助教 超臨界流体プラズマ電解法の開発 4,420,000 2,600,000 1,820,000

齊木　功 東北大学 准教授
非線形マルチスケール解析に基づく鋼橋の冗長性
大化設計

3,380,000 2,080,000 1,300,000

永井　伸幸 宮城教育大学 准教授 弱視児の接近視による読書行動の解析 2,860,000 2,210,000 650,000

溝田　浩二 宮城教育大学 准教授
「遊び仕事」を取り入れた体験的環境教育プログラム
の開発：伝統養蜂を題材として

4,420,000 2,080,000 2,340,000

黒川　修行 宮城教育大学 講師 生活環境と児の身体活動量に関する研究 4,420,000 2,860,000 1,560,000

神谷　拓 宮城教育大学 准教授
運動部活動のＯＢ・ＯＧ組織を活用して地域スポーツ
クラブを発足させる事例研究

2,470,000 650,000 1,820,000

安田　大恭 秋田大学 助教
非Ｓｅｑｕｏｎ配列への糖鎖付加とその品質管理におけ
る重要性の研究

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

井上　高光 秋田大学 講師
前立腺癌のアンドロゲン非依存性獲得機序におけるイ
ンスリンシグナルの分子病態解析

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

荻野　俊寛 秋田大学 准教授
高有機質土地盤における盛土併用真空圧密工法の

適設計に関する研究
4,290,000 2,080,000 2,210,000
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河村　希典 秋田大学 助教
液晶複合レンズを用いた３次元顕微鏡システムの開
発研究

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

河村　七美 秋田大学 助教
扁平上皮癌の分子病態：表皮イノシトールリン脂質代
謝経路のシステム破綻とその制御

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

吉田　倫子 秋田大学 助教 母乳の味の生化学的解析に基づいた乳腺炎の予知 3,380,000 1,820,000 1,560,000

宮野　泰征 秋田大学 准教授
新規バイオアッセイを適用した金属の抗菌作用の発現
及び微生物付着挙動に関する研究

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

金子　善博 秋田大学 准教授
自殺高率地域での自殺の社会コスト：社会的包摂アプ
ローチによる公衆衛生学的検討

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

佐藤　浩司 秋田大学 助教
α２アゴニストの虚血中投与―低体温併用療法による
脳保護作用の研究

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

佐藤　猛 秋田大学 講師
１５・１６世紀フランス王権による慣習法書編纂と王国
地方統治

4,030,000 910,000 3,120,000

斎藤　将樹 秋田大学 助教
一次線毛の短縮とそれを介した細胞周期制御に関わ
る分子機序の解明

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

若有　保彦 秋田大学 准教授 台湾の中学校英語授業における教材の実態調査 1,170,000 390,000 780,000

小藤　智史 秋田大学 助教
甲状腺濾胞癌の発症におけるリン脂質代謝酵素の機
能解析

4,420,000 2,340,000 2,080,000

沼倉　一幸 秋田大学 その他
Ｘｐ１１．２転座をともなう腎細胞癌の生物学的特徴の
解明

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

森井　真也子 秋田大学 その他 肝内胆汁鬱滞に対する新たな治療アプローチの開発 3,380,000 1,820,000 1,560,000

成田　伸太郎 秋田大学 講師
脂肪組織由来ＭＣＰー１を介した高脂肪食摂取下の前
立腺癌増殖・進展機序の解明

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

西田　文信 秋田大学 准教授
ブータン王国の危機言語マンデビ語の現地調査によ
る記述及び形態統語論的研究

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

竹田　正秀 秋田大学 助教
イノシトールリン脂質代謝による喘息病態制御と新規
治療薬開発の探究

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

中西　広樹 秋田大学 助教
質量分析計を用いたアシル基多様性から紐解くホス
ホイノシタイドの生理機能解析

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

長岡　真希子 秋田大学 講師
在宅療養支援における個人情報管理行動自己評価
尺度の開発

1,560,000 1,170,000 390,000

渡部　敦 秋田大学 その他 造血器腫瘍におけるがん抑制的ｍｉｃｒｏＲＮＡの同定 4,420,000 3,120,000 1,300,000

目崎　喜弘 秋田大学 助教 肝臓星細胞によるビタミンＡ恒常性維持機構の解明 4,420,000 2,730,000 1,690,000

廣瀬　圭 秋田大学 助教
実滑走計測とシミュレーションによるスキー・ターンの
運動解析と評価

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

阿部　靖之 山形大学 助教
ウシ凍結卵におけるアポトーシス機構の解明と新規の
凍結・培養法の開発

4,030,000 780,000 3,250,000

安藤　耕己 山形大学 准教授
戦後青少年教育の研究―戦前との連続性および「官
製」的運動の展開に着目して―

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

伊藤　嘉高 山形大学 助教
病院・介護施設からの在宅復帰の阻害要因に関する
社会学的研究

4,160,000 1,170,000 2,990,000
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宇野　日菜子 山形大学 助教
ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）入院児の母親の応答性の
発達に関する研究

3,510,000 1,690,000 1,820,000

衛藤　稔 山形大学 准教授
素粒子・宇宙・物性・数理物理の位相的側面に関する
研究

4,420,000 2,340,000 2,080,000

奥野　貴士 山形大学 准教授
新規平面脂質膜を用いた細胞膜分裂装置ｄｉｖｉｓｏｍｅ
の形成過程と構造の解明

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

横山　大輔 山形大学 助教
有機半導体薄膜の能動的屈折率制御による有機調
光ミラーの開発

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

恩田　弥生 山形大学 助教
植物の蛋白質ジスルフィド結合形成ネットワークの解
明

4,290,000 2,600,000 520,000 1,690,000

下平　義隆 山形大学 助教
Ｃ型インフルエンザウイルスの増殖に関与するＣＭ２タ
ンパク質の機能領域の同定

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

加藤　幸成 山形大学 准教授
グリオーマの発生に関わる変異型ＩＤＨ１／２の病態生
理学的解析とその臨床応用

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

宮下　仁 山形大学 助教
副甲状腺ホルモン受容体ＰＴＨＲ１の発現抑制による
口腔癌転移の制御

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

橋本　多恵子 山形大学 助教 リポ蛋白糸球体症の疫学および病態解明 4,160,000 2,210,000 1,950,000

金子　美華 山形大学 講師
新規癌幹細胞マーカーＰＤＰＮ上の腫瘍特異的糖鎖構
造の生合成機構の解明

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

高梨　あさき 山形大学 その他
高齢者の失禁ケアに関わる生理的加齢変化について
の検討

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

佐々木　究 山形大学 講師 十八世紀仏語文献における「身体教育」に関する研究 2,600,000 1,430,000 1,170,000

佐藤　篤 山形大学 助教
グリオーマ幹細胞のＭＧＭＴ発現におけるＭＡＰＫ経路
の役割

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

笹部　久宏 山形大学 助教
高次有機ナノ構造制御を指向した次世代有機ＥＬデバ
イス材料の創製と機能発現

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

三浦　毅 山形大学 教授
Ｂａｎａｃｈ環上のスペクトル保存写像とその摂動の安
定性

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

山岸　あづみ 山形大学 助教
海藻類に対する 適テクスチャー改良因子の新規探
索とそれを活用した介護用食品の開発

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

山根　純佳 山形大学 講師
在宅介護サービスの日英比較：自律的なケア関係を
支える制度的条件

3,380,000 390,000 2,990,000

山田　圭一 山形大学 准教授
前期から 晩期へ至るウィトゲンシュタインの世界観
の変遷

2,600,000 1,170,000 1,430,000

山本　英弘 山形大学 講師
市民参加に対するイメージと参加行動－国際比較調
査による検討－

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

宍戸　哲郎 山形大学 助教
臓器組織間の相互作用とエピジェニック制御による早
期心不全の治療戦略の開発

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

小泉　有紀子 山形大学 講師
文処理における韻律と情報構造のインターフェイスに
ついて

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

小野田　正志 山形大学 その他
抗腫瘍免疫誘導におけるＳＴＡＴ３とヒストンアセチル
化機構の解明

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

松田　浩 山形大学 准教授
組み紐理論とフレアー理論を用いた結び目と横断的
結び目の研究

4,160,000 1,820,000 2,340,000
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真保　智行 山形大学 講師 合併・提携と発明者の生産性 2,860,000 1,560,000 1,300,000

西塚　弘一 山形大学 助教
眼内増殖性網膜疾患病態解明に向けた硝子体細胞
の機能解析と治療戦略

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

石川　恵生 山形大学 その他 歯科医師の遺伝毒性影響に関する研究 2,080,000 1,950,000 130,000

倉橋　敏裕 山形大学 助教
膵β細胞におけるクロマチン構造タンパク質ＨＭＧＮ３
の機能解明

4,420,000 2,340,000 2,080,000

村澤　剛 山形大学 助教
革新的ナノクレイ配向制御手法の開発と高性能高分
子アクチュエータ素子の創成

4,550,000 3,770,000 650,000 780,000

中島　宏 山形大学 准教授 「ブルカ禁止法」とフランス共和主義 1,430,000 390,000 1,040,000

天野　敏之 山形大学 准教授
プロジェクタカメラ系を用いた印刷媒体での立体情報
および動画表示

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

渡部　裕輝 山形大学 准教授
スペクトル光干渉断層計による皮膚深部のリアルタイ
ム組織弾性断層画像化の検討

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

難波　広幸 山形大学 その他
トロンボモジュリンの眼組織での作用研究とその臨床
応用

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

服部　聡 山形大学 助教
庄内沿岸極浅海域において嫌気的メタン代謝を担う
未知微生物群に関する研究

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

野宮　琢磨 山形大学 助教
放射線照射マウス／ラットにおける酸化ストレス値上
昇機序と発現遺伝子の解明

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

野田　英雄 山形大学 准教授 ベイズ統計モデリングによる技術進歩の時系列解析 4,030,000 1,560,000 2,470,000

林　昌浩 山形大学 助教
遺伝性対側性色素異常症におけるリボ核酸編集障害
とウイルス防御機構破綻の解析

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

鈴木　拓史 山形大学 助教
非経腸栄養時の小腸機能回復に及ぼす栄養素の役
割

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

丸山　和昭 福島大学 その他
専門職団体による職域横断型アクレディテーションの
研究－米国の相談援助職を対象に－

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

橋本　摂子 福島大学 准教授
女性の就業選択と性別役割意識に関する計量社会学
的研究

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

高貝　慶隆 福島大学 准教授
金属イオンを指標とする糖質加水分解酵素の酵素活
性高速分析法の開発

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

三浦　一之 福島大学 准教授
平面グラフの外ｋ角格子凸描画アルゴリズムに関する
研究

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

秋山　高志 福島大学 准教授
建設現場監督者の組織間コミュニケーション・ネット
ワークのマネジメントに関する研究

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

浅田　隆志 福島大学 准教授
新規な金属複合炭素化プロセスにおけるガス化特性
と固体生成物表面特性の解明

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

丹波　史紀 福島大学 准教授
ひとり親家族の社会的自立に向けた総合的研究ー母
子・父子・子どもの貧困の視点から

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

中村　和正 福島大学 准教授
官能基を考慮したナノカーボン強化複合材料の機械
特性の多次元的相関性の解明

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

濱野　佐知子 福島大学 准教授
リーマン面のモジュールの複素多変数的変動につい
ての研究

4,290,000 1,690,000 2,600,000
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原口　弥生 茨城大学 准教授
被災者・被害者からみた地域再生～自然災害と原子
力災害の比較研究

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

小島　俊雄 茨城大学 准教授
耐塩性ダイズの開発を目指した新規有用遺伝子の耐
塩性機構活性化プロセスの解明

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

植木　誠一郎 茨城大学 准教授
作用素構成因子の持つ函数論的性質を用いたチェザ
ロ型積分作用素の解析

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

石原　研治 茨城大学 准教授
新規ＩＬ－５Ｒα鎖の生物活性と好酸球分化機構にお
ける役割の解明

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

長谷川　健 茨城大学 助教
那須火山から発生したラハールの運搬・堆積プロセス
の解明：那珂川流域の防災に向けて

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

梅原　守道 茨城大学 講師 連続体近似による天文現象のモデル化と数学解析 2,470,000 780,000 1,690,000

北野　誉 茨城大学 准教授
脊椎動物の初期におけるＲｈ式血液型遺伝子族の進
化様式の解明

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

鈴木　健仁 茨城大学 助教
周波数完全再利用を可能とするミリ波高能率偏波共
用導波管アンテナの開発

3,770,000 3,510,000 1,300,000 260,000

蓮井　誠一郎 茨城大学 准教授 ラオスの不発弾（ＵＸＯ）問題における「共生の知」 4,680,000 2,080,000 2,600,000

ティムール　ダ
ダバエフ

筑波大学 准教授
中央アジアにおける国際関係の形成とその課題：水・
領土問題にみる地域統合の展望

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

マニエー渡邊
レミー

筑波大学 助教
知識経営とテクノロジ採択における決定要因の研究：
組織行動の連鎖制度上の推進要因

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

磯辺　智範 筑波大学 講師 骨格筋ＭＲＩによる運動効果の多角的評価法の確立 4,160,000 1,820,000 2,340,000

榎本　靖士 筑波大学 准教授
投動作の類縁性と系統性からみた小学生児童のため
の投動作学習課題の検討

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

延原　肇 筑波大学 講師
形式概念分析によるユーザーの直観に適したウェブ
検索結果の視覚化システムの開発

4,160,000 1,430,000 390,000 2,730,000

奥島　真一郎 筑波大学 講師 モラルモチベーションと環境政策 4,550,000 1,430,000 3,120,000

横山　泰久 筑波大学 講師
血液細胞のＨｅｓ－１発現様式及びその破綻が自己複
製・分化に与える影響の解明

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

樫村　正美 筑波大学 助教
感情育成（情育）のための心理教育的介入パッケージ
の開発

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

橿淵　めぐみ 筑波大学 研究員
メディア利用が性意識・行動に及ぼす影響に関する研
究

4,160,000 1,170,000 2,990,000

関場　大一郎 筑波大学 講師
ナノ超格子水素貯蔵デバイスの機能発現メカニズム
の解明と耐久性向上

4,680,000 3,510,000 1,170,000

岩崎　真紀 筑波大学 研究員
現代エジプトにおけるコプト・キリスト教修道院の意味
と役割

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

吉田　昌樹 筑波大学 助教
真核細胞の細胞周期・細胞小器官特異的プロテオー
ム解析

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

久保　敦 筑波大学 助教
二光子蛍光顕微鏡法によるフェムト秒プラズモン波束
の映像化

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

宮崎　沙織 筑波大学 研究員 環境リテラシー学習の理論と方法に関する研究 3,640,000 1,300,000 2,340,000
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宮部　滋樹 筑波大学 助教
二次カーネルに基づく非線形アレー信号処理による音
源分離・音源定位の研究

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

近藤　康史 筑波大学 准教授
転換期における政党の政策革新能力・戦略的柔軟性
と政党組織の関係についての比較研究

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

近藤　剛弘 筑波大学 助教
グラファイト表面における分子ビームおよびラジカル
ビームの吸着・散乱特性

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

金森　由博 筑波大学 助教
実世界の現象を再現するための画像編集ツールの開
発

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

原田　信行 筑波大学 准教授 経済環境の激変と中小企業の役割 3,770,000 1,300,000 2,470,000

五十嵐　泰正 筑波大学 准教授
地域を起点とした移動と定着の現代的諸相に関する
研究

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

江口　めぐみ 筑波大学 研究員
他者配慮を含めた児童の主張性と社会的情報処理モ
デルとの関連

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

荒川　麻里 筑波大学 助教
ドイツ家庭教育における「対話によるしつけ」の法制論
的・実証的研究

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

高見澤　秀幸 筑波大学 准教授
金利期間構造モデルへの確率的ボラティリティの導入
とその経済的評価

780,000 390,000 390,000

高田　卓 筑波大学 助教
超流動ヒートパイプを応用した新しいタイプの衛星搭
載用磁気冷凍機の開発

3,900,000 2,470,000 1,430,000

今田　水穂 筑波大学 研究員
ＲｕｂｙとＭＳＸＭＬによる日本語名詞述語文の実例調
査とコーパス分析ツールの構築

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

佐垣　大輔 筑波大学 講師
アフィン・リー代数の臨界レベルの加群に対するパス
模型の構成

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

坂田　麻実子
（柳元麻実子

筑波大学 講師
ＨＥＳ１による骨髄性白血病幹細胞の発生および維持
の機序の解明

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

坂本　雅典 筑波大学 助教 ポルフィリン‐π接合金属ナノ粒子の光機能性の調査 4,680,000 3,250,000 1,430,000

山本　洋平 筑波大学 准教授 自発的構造変形を利用した超分子ナノ構造体の構築 4,680,000 3,380,000 1,300,000

氏家　清和 筑波大学 助教
食品表示における費用便益分析と制度設計に関する
実証的研究

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

寺澤　洋子 筑波大学 研究員
音の動きは心と脳をどう動かすか：時間構造と空間性
を操作した衝撃音の知覚と脳反応

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

秋根　茂久 筑波大学 准教授
メカニカルな機構に基づく戦略的なヘリシティー反転
が可能ならせん型錯体の開発

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

小林　昭彦 筑波大学 講師
アンチセンスＲＮＡによる大腸癌の新規診断法の開発
とサイレンシング治療への応用

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

上妻　行則 筑波大学 助教
巨核球造血・血小板機能を制御する細胞内分子機構
の解析－血栓症予防の可能性を探る－

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

水挽　貴至 筑波大学 助教
情動が報酬獲得行動に及ぼす作用の単一ニューロン
活動基盤

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

水野　智亮 筑波大学 助教
タンパク質の輸送と品質管理を制御する分子ネット
ワークの解明

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

生稲　史彦 筑波大学 准教授
アジア圏におけるデジタルコンテンツ市場の成立可能
性

4,030,000 1,430,000 2,600,000
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青柳　まゆみ 筑波大学 助教
大学における視覚障害学生支援のための人的サポー
ト体制構築に関する実践的研究

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

石井　夏生利 筑波大学 准教授
ライフログの利用とプライバシー・個人情報保護に関
する比較法的研究

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

石井　晃太郎 筑波大学 講師
固有振動数解析と逆解析を用いた次世代型非接触式
眼圧計の開発

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

石川　竜一郎 筑波大学 講師
意思決定における高次認識の役割：帰納的アプロー
チ

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

仙石　泰雄 筑波大学 助教
漸増負荷運動中の糖代謝応答は水泳運動と陸上運
動で異なるのか？

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

川崎　綾 筑波大学 研究員
膠原病におけるｔｏｌｌ－ｌｉｋｅ　ｒｅｃｅｐｔｏｒシグナル抑制分
子群の寄与の解明

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

船木　靖郎 筑波大学 研究員 原子核クラスターによる量子凝縮状態の研究 2,080,000 1,170,000 910,000

前島　展也 筑波大学 助教
光誘起相転移初期過程における超高速ダイナミクス
の量子動力学的研究

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

大城　佳子 筑波大学 講師
安全な癌放射線治療実施のための放射線感応性色
素素材の開発とその臨床応用

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

大谷　保和 筑波大学 助教
薬物再使用リスク測度の潜在的指標を用いた改良お
よび治療応用

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

谷口　俊介 筑波大学 助教
体軸間相互作用による神経外胚葉サイズ決定のメカ
ニズム

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

竹山　美宏 筑波大学 講師 量子ＫＺ方程式の解空間の解析と可積分系への応用 3,640,000 1,430,000 2,210,000

中山　慎 筑波大学 講師
マウス心停止モデルを用いた心肺蘇生後の硫化水素
による人工冬眠療法の臓器保護効果

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

中村　泰大 筑波大学 講師
神経線維腫症Ⅰ型の抗ＴＮＦ－ａｌｐｈａ抗体による新規
治療の開発

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

仲島　由佳 筑波大学 助教
核内受容体のノンゲノミックファンクションを介した血管
新生・腫瘍形成抑制機構の解析

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

長谷川　潤 筑波大学 助教
神経突起伸長オーガナイザーとしてのホスファチジル
エタノールアミンの役割

4,420,000 2,340,000 2,080,000

長田　友紀 筑波大学 講師
発達や話題に応じた視覚情報化ツールによる話し合
い指導の実証的・実践的研究

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

塚原　淳 筑波大学 研究員
予備動作に基づいた完全脊髄損傷患者の歩行動作
意思推定

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

坪井　洋人 筑波大学 講師
シェーグレン症候群でのＭ３ムスカリン作働性アセチ
ルコリン受容体に対する免疫応答

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

鶴田　文憲 筑波大学 助教 ＤＮＡ損傷による細胞周期抑制の新規メカニズム 4,550,000 2,340,000 2,210,000

天笠　俊之 筑波大学 准教授 オンライン分析によるＸＭＬストリームからの知識発見 4,160,000 2,210,000 1,950,000

田中　マリア 筑波大学 助教
『エミール』再考‐宗教を基盤に据えた人格形成論とし
て‐

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

田邉　解 筑波大学 研究員
サルコペニア肥満を考慮した生活習慣病予防のため
の筋量基準の検討

4,290,000 1,950,000 2,340,000
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藤澤　尚江 筑波大学 助教 動産担保取引と英米法諸国の国際私法 2,340,000 1,300,000 1,040,000

徳永　千穂 筑波大学 講師
放射光微小血管撮影法による肺細動脈シアーストレ
スの計測と肺高血圧症研究への応用

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

内山　俊朗 筑波大学 講師
ミュージアムでの鑑賞支援ロボットにおける効果的な
情報提示方法

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

内木　隆寛 筑波大学 助教
細胞の増殖・生存を保証するＲＮＡ結合タンパク質ＲＢ
Ｍ４２の解析

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

梅本　通孝 筑波大学 講師
市民の災害リスク認知の地理情報化手法の開発と減
災対策の実効性向上のための応用

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

付　月 筑波大学 研究員
非正規滞在の無国籍者の法的地位に関する研究―
国際人権法の理論と実践―

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

武井　基晃 筑波大学 助教
士族系門中の全体像理解のための現代民俗学的研
究

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

福田　綾 筑波大学 助教 ＲＮＡ結合タンパク質を介した転写制御機構の解析 4,680,000 2,860,000 1,820,000

平尾　章 筑波大学 研究員
標高傾度に沿って分布するシロイヌナズナ属野生種
の温暖化適応形質の進化

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

本谷　聡 筑波大学 講師
子どもが意欲的に取り組む運動プログラムとそのデジ
タルコンテンツ開発

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

門根　秀樹 筑波大学 研究員
歩き出しの生理学に基づく脳梗塞麻痺患者のリハビリ
テーション支援ロボット開発

2,470,000 1,170,000 1,300,000

矢田　和善 筑波大学 助教 高次元小標本の理論的体系の構築 3,250,000 1,170,000 2,080,000

有泉　亨 筑波大学 助教
トマト変異体バイオリソースの育種的利用による果実
肥大特性の包括的評価

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

林　太智 筑波大学 講師
インターロイキン‐２１の分子機構の解明とその制御に
よる免疫疾患の新規治療法の検討

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

鈴木　亮 筑波大学 研究員 植生遷移にともなう多様性・生産性関係の変化 3,900,000 1,690,000 2,210,000

和田　学 筑波大学 助教 戦時体制下の日本における工作科の研究 1,300,000 650,000 650,000

櫻井　岳暁 筑波大学 講師
量子ビームによる有機薄膜太陽電池のエネルギー損
失機構の解明

4,680,000 4,030,000 650,000

永盛　祐介 筑波技術大学 助教
聴覚障害学生に特化した自習用Ｅラーニングシステム
の検討（行動・生理計測を用いて）

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

岡本　吉史 宇都宮大学 助教
磁性材料 適配置計画法の開発と圧粉磁芯モータの

適形態シミュレーションへの挑戦
4,420,000 2,990,000 1,430,000

江成　広斗 宇都宮大学 助教
ニホンザルの分布回復が冷温帯林における生物間相
互作用に与える影響

3,510,000 1,300,000 2,210,000

高橋　美智子 宇都宮大学 准教授
生殖生長・種子成熟における新規金属タンパクの探索
と金属制御機構の解明

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

高橋　優 宇都宮大学 講師 ドイツ啓蒙主義とロマン主義の関係 2,340,000 780,000 1,560,000

高山　道代 宇都宮大学 准教授 平安期日本語主語標示の形態論的研究 1,560,000 650,000 910,000
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佐藤　剛史 宇都宮大学 助教
高温高圧水中への連続的水素供給のための水素透
過型水電解セルの開発

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

手塚　慶太郎 宇都宮大学 助教
電子遷移制御による新しいタイプの可視光応答光触
媒の開発

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

森田　香緒里 宇都宮大学 准教授
文章表現における児童生徒の相手意識とコミュニケー
ション方略に関する研究

3,380,000 1,430,000 1,950,000

大澤　和敏 宇都宮大学 准教授
農地における炭素動態に基づいた土壌劣化評価およ
び流域物質動態解析

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

沢田　匡人 宇都宮大学 准教授
小中学生の制裁的いじめ加担における恨み感情と
シャーデンフロイデの役割

3,250,000 910,000 2,340,000

田和　真紀子 宇都宮大学 准教授 評価的な程度副詞の成立に関する基礎的研究 910,000 650,000 260,000

東　剛人 宇都宮大学 准教授
細胞内ゆらぎを考慮した細胞周期におけるタンパク質
ネットワーク推定法

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

柏木　孝幸 宇都宮大学 准教授
イネ倒伏抵抗性における上位部稈の湾曲に関与する
量的形質遺伝子座の研究

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

Ｈｙｅ　Ｊｉｎ　Ｋｉ
ｍ

群馬大学 研究員
視床下部、膵臓ＦｏｘＯ１ダブルノックインマウス（肥満
を伴う糖尿病モデル）の解析

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

伊藤　弘道 群馬大学 助教
き裂先端における偏微分方程式の解の特異性からみ
た破壊現象の解明

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

井上　彰 群馬大学 講師 デモクラシーの規範性に関する分析的考察 2,340,000 910,000 1,430,000

永井　大介 群馬大学 助教
簡便かつ超高回収・高選択的なレアアース捕集ポリ
マーの開発

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

加藤　弘之 群馬大学 助教
放射線治療の種類による患者ＱＯＬの違いについて～
正確なＱＯＬ評価を目指して～

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

加藤　真一郎 群馬大学 助教
テーラーメイドな電子状態の変調を指向した芳香族・
反芳香族性デヒドロアヌレンの開発

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

関根　芳岳 群馬大学 助教
スタチンによる、ｍｉＲＮＡを介した前立腺癌増殖制御
機構の解明

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

喜多村　徹雄 群馬大学 講師
地域密着型アートプロジェクトを対象とした鑑賞授業
実施の可能性に関する調査研究

3,640,000 1,820,000 1,820,000

鬼澤　陽子 群馬大学 講師
バスケットボールのボールを持たない動きに関する映
像を用いた理解度テストの開発

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

吉田　朋美 群馬大学 助教
イノベーション化した検診システムの構築～自己管理
型子宮がん検診の実践に向けて～

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

吉本　由哉 群馬大学 助教
放射線治療による腫瘍特異的免疫の活性化に関する
研究

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

久保　和宏 群馬大学 助教
ＧＡＢＡ作動性ニューロンの可視化による成長期の脳
神経回路構築への麻酔薬の影響

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

宮城　昌子 群馬大学 助教 感染症予防医学における介入の倫理問題の考察 2,600,000 1,300,000 1,300,000

橋本　誠司 群馬大学 准教授
ディジタル・アナログ混在汎用スイッチング電源システ
ムの知能化制御技術

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

後藤　民浩 群馬大学 准教授 資源戦略に基づく太陽電池用硫化物半導体の探索 4,160,000 1,950,000 2,210,000
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高安　幸弘 群馬大学 講師
循環不全モデルにおける脳幹前庭神経細胞の発火特
性変化の解明

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

佐々木　努 群馬大学 助教
視床下部Ｓｉｒｔ１によるエネルギーバランス制御の分子
機構の解明

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

佐野　利恵 群馬大学 助教
クロマチンリモデリングに基づくＡＢＯ式血液型遺伝子
の転写調節機構の解明

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

坂入　徹 群馬大学 助教
ＴＧＦーβ１による糸球体上皮細胞障害とＷＴ１の発現
制御について

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

坂入　和也 群馬大学 助教
精神障害者の生活再構築を目指した自然災害支援プ
ログラムの開発

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

柴　徳生 群馬大学 その他
乳児期を中心とした小児急性白血病と骨髄異形成症
候群における新規原因遺伝子の解析

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

柴崎　貢志 群馬大学 講師 メカノセンサーによる軸索伸長の制御 4,420,000 2,340,000 2,080,000

小谷　武徳 群馬大学 研究員
受容体型チロシンホスファターゼＳＡＰ－１による腸管
免疫制御機構

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

小林　雅樹 群馬大学 助教
転写因子ＦｏｘＯ１の膵α細胞における生理機能の解
明

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

松井　弘樹 群馬大学 助教
脂肪酸分画および脂肪酸触媒酵素から考える心血管
病予防戦略

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

松永　耕一 群馬大学 助教
Ｒａｂ２７たんぱく質を中心とした調節性分泌機構の分
子基盤の解明

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

常川　勝彦 群馬大学 助教
新規迅速遺伝子解析技術を用いたＴＳＨ受容体遺伝
子変異診断法の臨床応用

4,420,000 2,340,000 2,080,000

森　宗昌 群馬大学 研究員
血管内皮細胞特異的なチロシンホスファターゼＶＥ－
ＰＴＰの生理機能と病態的意義

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

神沼　拓也 群馬大学 その他
放射線照射で誘導される骨髄細胞と小脳神経細胞融
合の生理学的意義の解明

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

石関　淳子 群馬大学 助教
麻酔薬によるシナプス可塑性抑制作用の解明：細胞
外ＧＡＢＡ濃度の関与

4,030,000 1,300,000 2,730,000

設楽　仁 群馬大学 その他
ヒト脊髄障害における中枢神経代償メカニズムの包括
的理解

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

草苅　伸也 群馬大学 研究員
細胞質型チロシンホスファターゼＳＨＰ２による脳機能
制御メカニズムの解明

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

村田　考啓 群馬大学 その他
内耳障害における有毛細胞間リン酸化シグナル伝達
異常の解明

4,030,000 3,120,000 910,000

池田　禎智 群馬大学 助教 卵巣機能と脂質代謝の関連についての基礎的研究 3,380,000 1,820,000 1,560,000

中原　健裕 群馬大学 その他
心腎連関におけるＮｏｔｃｈシグナル及びＦＧＦ２３の役
割の解明

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

中倉　敬 群馬大学 研究員
受容体欠損マウスを用いたＯＧＲ１ファミリーＧＰＣＲの
インスリン分泌応答機構の解明

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

中村　保和 群馬大学 准教授
盲ろうおよび感覚障害を有する重複障害児の共同注
意に関する実践的研究

2,470,000 1,170,000 1,300,000

中村　靖彦 群馬大学 講師
国際寡占市場における水平的企業間合併に関する経
済理論的分析

1,170,000 780,000 390,000
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定方　哲史 群馬大学 助教
ＣＡＰＳファミリータンパク質の生体における役割の解
明

4,420,000 2,340,000 2,080,000

田代　睦 群馬大学 助教
四次元治療計画による呼吸性移動腫瘍の高精度重
粒子線治療に関する研究

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

渡部　美穂 群馬大学 助教 ＧＡＢＡ興奮性作用による性周期の制御機構 4,420,000 2,340,000 2,080,000

畑生　俊光 群馬大学 助教
重症マラリア病態形成機構に関わる因子の同定と宿
主－寄生体相互作用の解析

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

半谷　禎彦 群馬大学 准教授
傾斜機能ポーラスアルミニウムの創製とイメージベー
ス解析による変形挙動推定法の確立

4,420,000 2,080,000 2,340,000

武居　明美 群馬大学 助教
壮年期がん患者の就業継続・職場復帰サポートシス
テムモデルの開発と構築に関する研究

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

堀内　宏明 群馬大学 助教
高効率ケイ素型光増感色素を用いた近赤外光応答ト
リプルターゲティング癌治療薬の創製

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

李　春鶴 群馬大学 助教
組織の物質移動抵抗性と化学抵抗性を考慮したフラ
イアッシュ系硬化体の耐久性能評価

4,420,000 2,340,000 2,080,000

林　史夫 群馬大学 助教
３型分泌システムの試験管内再構成－分泌機構解明
と応用展開－

3,510,000 1,690,000 1,820,000

國清　恭子 群馬大学 講師
コントロール感覚からみた出産体験の自己評価尺度
の開発

2,340,000 650,000 1,690,000

安武　幹雄 埼玉大学 講師
電気化学的酸化及び還元でエレクトロクロミズムを発
現する液晶分子の創製と挙動

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

遠藤　環 埼玉大学 講師
アジアにおける靴産業の再編とバリューチェーン：イン
フォーマル経済に注目して

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

久保田　英助 埼玉大学 その他
大正期における雑誌メディアによる通俗性教育の特質
とその影響

1,170,000 780,000 390,000

宮崎　雅人 埼玉大学 講師 国民健康保険制度の都道府県単位化に関する研究 1,690,000 910,000 780,000

近藤　明日子 埼玉大学 その他
近代語コーパスの高度なタグ付けと形態素解析によ
る待遇表現・人称代名詞の計量的研究

1,950,000 1,560,000 390,000

桑島　豊 埼玉大学 助教
多分割の分割統治法を用いた高速な固有値・特異値
計算

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

結城　剛志 埼玉大学 講師
労働証券論の史的展開：労働評価の格差是正、協同
性の回復、国際的波及過程

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

七木田　文彦 埼玉大学 准教授
日本における養護教諭制度の成立と保健室機能の変
容－キュアからケアへ－

4,420,000 2,340,000 2,080,000

川野　靖子 埼玉大学 准教授
格体制の交替現象に関する日英語の対照研究－動
詞の意味の階層性に着目した分析－

1,040,000 520,000 520,000

大谷　直輝 埼玉大学 助教
用法基盤モデルに基づく前置詞の文法・談話機能の
研究：文法化と意味拡張の認知的基盤

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

大平　昌敬 埼玉大学 助教
周波数選択性多機能膜の開発とミリ波フィルタへの応
用に関する研究

4,160,000 910,000 3,250,000

中田　憲男 埼玉大学 助教
高活性、高立体選択性、リビング重合を実現する究極
のポストメタロセン触媒の開発

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

藤森　厚裕 埼玉大学 准教授
新規ポリマーナノスフィアを用いた蛍光発光性・積層
粒子層状組織体の形成

4,290,000 3,250,000 1,040,000
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福田　武司 埼玉大学 助教
イオン化ポテンシャルを制御したシロール誘導体を添
加した塗布型有機撮像素子

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

木村　雄一 埼玉大学 准教授
ニコラス・カルドアの経済思想―社会民主主義のヴィ
ジョン

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

齋藤　伸吾 埼玉大学 准教授
金属イオン検出を新たな次元とする多次元ＰＡＧＥによ
るメタロタンパク質分析法の開発

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

宇佐見　俊行 千葉大学 助教
トマト半身萎凋病菌の病原性を決定する遺伝子の解
明

3,250,000 2,340,000 910,000

横山　陽子 千葉大学 その他 大屋士由著「伊多加考」の総合的研究 3,900,000 2,340,000 1,560,000

下馬場　朋禄 千葉大学 准教授
３６０°全周３次元ディスプレイを目指した円筒ホログ
ラムの高速計算手法の開発

4,160,000 910,000 3,250,000

加藤　顕 千葉大学 助教
航空機及び地上レーザー計測データを用いた森林資
源シミュレーション開発

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

河村　治清 千葉大学 助教
膵島細胞間のＶＥＧＦシグナル破綻による糖尿病発症
機構

4,420,000 2,340,000 2,080,000

各務　和彦 千葉大学 准教授
大規模空間データに対する計量手法の開発とその応
用

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

郭　東潤 千葉大学 助教
低炭素型都市づくりに向けた地産地消の持続可能性
に関する研究

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

関屋　大雄 千葉大学 助教
高効率電力変換効率と低コストを両立する次世代電
力増幅器の基礎理論の確立とその応用

4,420,000 2,080,000 2,340,000

関根　秀一 千葉大学 助教
Ｒａｄｉｘｉｎのリン酸化変化に伴う胆汁排泄輸送体の局
在変化が及ぼす生体への影響

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

岩田　有史 千葉大学 その他
気管支喘息における新規ｍｙｅｌｏｉｄ系細胞の役割の解
明

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

吉川　直子 千葉大学 その他
癌抑制マイクロＲＮＡを基点とした下咽頭癌・食道癌の
新規分子ネットワークの解明

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

吉本　尚子 千葉大学 助教
硫黄同化系酵素や輸送体が構成する分子間相互作
用ネットワークの解明

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

久保木　知 千葉大学 助教
阻血障害肝切除後の転写因子活性抑制に伴う肝再
生遅延機序へのＰｉｎ１の関与の検討

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

宮城　聡 千葉大学 助教 ヒストンアセチル化酵素ＨＢＯ１の造血における役割 4,160,000 2,210,000 1,950,000

窪田　吉孝 千葉大学 助教
移植脂肪細胞の生着向上におけるアクアポリン機能
の同定と修飾法の探索

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

桑折　道済 千葉大学 助教
任意の厚みを有する糖鎖高分子からなるグライコカプ
セルの作製と利用

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

兼岡　理恵 千葉大学 准教授 近世における風土記の学問・受容の多角的研究 3,640,000 1,430,000 2,210,000

堅田　浩司 千葉大学 その他 頭頚部扁平上皮癌の新規予後マーカー開発 4,290,000 2,730,000 1,560,000

原　孝佳 千葉大学 助教
層状複塩基性塩を基盤とする機能集積型ナノ触媒の
精密設計に関する研究

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

五十嵐　誠一 千葉大学 講師
トランスナショナル市民社会による「オルターナティブ
な地域主義」の比較研究

3,770,000 1,040,000 2,730,000
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黒田　加奈子 千葉大学 その他
中世イタリア観相学思想に基づく視覚表象文化の再
検討

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

佐藤　生馬 千葉大学 その他
多自由度屈曲機構と可変広輻輳角機構を備えた腹腔
鏡下外科手術用立体内視鏡の開発

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

佐藤　達也 千葉大学 助教
脳の形態形成と神経回路形成におけるＦＧＦシグナル
の役割

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

細川　裕之 千葉大学 助教 翻訳後修飾によるＧＡＴＡ３制御機構の解明 4,290,000 2,210,000 2,080,000

坂入　祐一 千葉大学 その他
Ⅱ型肺胞上皮及びｉＰＳ細胞を利用した肺再生療法の
開発

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

三澤　園子 千葉大学 助教
クロウー深瀬症候群の病態機序解明と再発予防に対
する新規治療法開発

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

山口　智志 千葉大学 助教
変形性膝関節症における運動療法が歩行中の膝三
次元動態にあたえる効果

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

山田　真澄 千葉大学 その他
微小パターンを有する複合型ハイドロゲル素材の作製
と細胞の高度組織化

4,420,000 2,340,000 2,080,000

時田　礼子 千葉大学 助教
自立支援法施行後の保健部門の保健師による精神
保健活動の個別支援のあり方の導出

3,900,000 1,950,000 1,950,000

七澤　朱音 千葉大学 准教授
実践的指導力を育む大学授業と教育実習の連関ー運
動を見る力と指導言語に着目してー

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

室山　優子 千葉大学 その他
Ｎｏｔｃｈ下流の新規因子Ｎｅｐｒｏの機能と神経幹細胞の
解析

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

秋田　新介 千葉大学 その他 脂肪由来間葉系幹細胞を用いた骨移植法の開発 4,030,000 2,080,000 1,950,000

秋田　知芳 千葉大学 助教
相互作用の影響を受ける建築物の 大地震応答評
価手法の開発

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

小宮　浩美 千葉大学 助教
精神科入院患者の強みを取り入れた退院準備状況ア
セスメント表の開発と使用効果

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

小室　信喜 千葉大学 助教
クロスレイヤアプローチによるＷＰＡＮのための品質保
証・省電力化方式

2,860,000 910,000 1,950,000

小暮　紀行 千葉大学 助教
ＡＣｈＥ阻害活性を有する植物アルカロイドの探索・全
合成と構造活性相関の検討

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

小堀　修 千葉大学 その他
強迫性障害における再保証を求める行動の認知行動
療法的研究

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

小野寺　淳 千葉大学 その他
ポリコーム／トライソラックス複合体による免疫記憶維
持機構の解明

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

森田　真吾 千葉大学 准教授
「文法的な書き誤りにこだわらずに書く」ことの作文指
導における意義に関する研究

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

神津　由直 千葉大学 助教
口腔癌におけるＨＯＸ遺伝子群の発現状態と癌関連
遺伝子への影響・制御の検討

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

清水　逸平 千葉大学 その他
心不全発症進展に対するインスリンシグナルの関与
についての基盤研究

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

西田　洋文 千葉大学 助教
ポストコンディショニングによる虚血心筋細胞保護機
構の解析

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

青山　郁子 千葉大学 その他
統計的信頼度の高いネットいじめ尺度作成と国際比
較研究

4,160,000 2,080,000 2,080,000
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石間　環 千葉大学 その他
非定型抗精神病薬の神経突起促進作用に関する研
究

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

石川　裕之 千葉大学 その他
非定型カドヘリンの細胞外領域リン酸化の生理機能
の解明

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

設楽　悦久 千葉大学 准教授
薬剤による毒性発症に関わる因子としてのミトコンドリ
ア内への担体介在性輸送

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

川本　一彦 千葉大学 准教授 データ同化型ビジョンによる人物行動解析 4,420,000 2,600,000 1,820,000

巣山　貴仁 千葉大学 助教 癌・精巣抗原～腎細胞癌バイオマーカーの探索 4,290,000 1,820,000 2,470,000

相馬　亜希子 千葉大学 助教
逆転または高度に分断されたｔＲＮＡ遺伝子の成り立ち
と進化の解明

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

霜浦　森平 千葉大学 助教
農村ツーリズムによる農村経済多角化に関する地域
間比較分析

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

太田　匡則 千葉大学 助教
ＣＧＢＯＳ法による流体に対するＣＴ計測技術に関する
研究

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

太和田　勝之 千葉大学 その他
膵液中ＶＥＧＦをマーカーとした膵悪性腫瘍の早期診
断法の確立

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

大和屋　健二 千葉大学 その他 受精におけるエンドサイトーシス過程の解析 4,290,000 2,860,000 1,430,000

谷川　卓 千葉大学 その他 法則の概念についての分析形而上学的研究 1,560,000 910,000 650,000

中山　泰生 千葉大学 その他
有機単結晶清浄表面を舞台とした高秩序モデル界面
の創製と界面価電子バンド構造計測

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

中村　一希 千葉大学 助教
単一分子内で発光・発色を制御する新規デュアルモー
ドディスプレイ材料の開発

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

中村　順一 千葉大学 その他
股関節における疼痛の発生・増強機序に関わる生理
活性物質の解明と臨床への応用

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

長坂　育代 千葉大学 その他
乳がんの女性の不確かさに対するオンコロジーナース
の看護実践

2,600,000 1,560,000 1,040,000

長谷川　亮一 千葉大学 その他 近代における日本人の南方関与と領土認識 1,690,000 780,000 910,000

鳥山　祐介 千葉大学 准教授 近代ロシア国家形成期における文学と風景表象 4,290,000 1,820,000 2,470,000

渡部　周子 千葉大学 その他
明治期女子教育の制度化に際する西洋科学思想の
影響に関する研究

3,900,000 1,820,000 2,080,000

島村　敦子 千葉大学 助教
認知症高齢者の身体疾患悪化予防を目指す訪問看
護導入アセスメント指標開発の基礎研究

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

東　恭平 千葉大学 助教 動物細胞のポリアミン輸送機構の解明 4,420,000 2,990,000 1,430,000

藤川　英華 千葉大学 准教授
無限次元タイヒミュラー空間論の新展開：モジュライ空
間の構成

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

藤村　理紗 千葉大学 助教 炎症性腸疾患における腸管神経の関わりについて 4,160,000 2,210,000 1,950,000

内海　加奈子 千葉大学 助教
学童・思春期にある慢性腎不全患者のセルフマネジメ
ントを支える看護援助モデルの考案

1,170,000 780,000 390,000
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馬場　隆之 千葉大学 助教 眼内血管新生に対するＶＥＧＦ－Ａ１６５ｂの抑制効果 4,030,000 1,430,000 2,600,000

萩原　章 千葉大学 助教
ＬＩＨ網膜下注入ＣＮＶラットにおけるサリドマイド投与に
よるＣＮＶの抑制効果

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

木下　龍 千葉大学 准教授
Ｗ．Ｅ．ウォーナーによる技術教育のためのカリキュラ
ム開発に関する教育実践史研究

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

木村　友則 千葉大学 その他
重症ＳＩＲＳの炎症反応に対するａｕｔｏｐｈａｇｙ関連遺伝
子の及ぼす影響

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

落合　秀匡 千葉大学 助教
骨髄性血液悪性腫瘍におけるポリコームタンパク群を
介した発がん経路の検討

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

李　恩瑛 千葉大学 その他 高脂肪食誘導性の非肥満糖尿病発症メカニズム 4,160,000 1,820,000 2,340,000

兒玉　香菜子
（児玉香菜子

千葉大学 准教授
脱社会主義化・市場経済化政策下にあるモンゴル牧
畜民の都市化動因と都市適応過程

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

澤井　摂 千葉大学 助教
プロテオミクスによる脱髄型ギラン・バレー症候群の新
規標的分子の同定

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

當銘　一文 千葉大学 助教
漢方処方からの腫瘍選択的アポトーシス誘導化合物
の探索とその作用機序の解析

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

Ｃａｂｒａｌ　Ｈｏｒ
ａｃ

東京大学 講師 リンパ行性転移に対するナノキャリアの診断及び治療 4,160,000 2,210,000 1,950,000

ＦＯＬＡＴＥＬＬＩ
Ｇａ

東京大学 その他 超新星の物理的性質の研究 3,380,000 1,300,000 2,080,000

ＭＡＴＯＵＳ　Ｐ
ＥＴＲ

東京大学 助教
低開発地域における社会的ネットワークを活用した効
果的な情報伝播と行動変容

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

ＭＩＬＡＮＯＶ
Ｔｏｄｏ

東京大学 その他 Ｗ－ｃｏｎｓｔｒａｉｎｔｓ　ｉｎ　Ｓｉｎｇｕｌａｒｉｔｙ　Ｔｈｅｏｒｙ 2,730,000 1,430,000 1,300,000

ＳＴＡＵＳＳ　Ｓ
ＶＥＮ

東京大学 助教
超臨界流体中プラズマによる新規ダイヤモンド分子の
作製とその評価

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

ＴＡＲＨＡＮ　Ｍ
ｅｈｍｅ

東京大学 その他
極微量物質輸送のためのＭＥＭＳピンセットによる微
小管ネットワークの自動構築

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

ＶＯＩＮＥＡＧＵ
Ｍｉｒ

東京大学 その他
ＲＯ（Ｇ）同変な加法的なそして非可換幾何学的な問
題におけるモティヴィック不変量

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

イリエシュ　ラ
ウレアン

東京大学 助教
ユビキタス金属を触媒とした新規合成反応の開拓とπ
電子系化合物創製への応用

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

エイナルソン
エリック

東京大学 講師 ナノカーボン材料を利用した太陽電池作製と評価 4,420,000 1,820,000 2,600,000

ディーター
トゥールース

東京大学 研究員
汚染物質分解微生物の特定のための群集アイソトー
プアレイ法の開発と応用

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

阿部　秀樹 東京大学 助教
単一ペプチドニューロンにおける興奮～開口放出過程
のリアルタイムイメージング

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

阿部　淳 東京大学 助教
炎症に伴うリンパ節構造のリモデリングによる抗体産
生応答制御機構の解析

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

芦田　浩 東京大学 助教
赤痢菌ＩｐａＨタンパクＥ３リガーゼ活性による宿主シグ
ナル伝達阻害機構の解明

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

粟澤　元晴 東京大学 助教
アディポネクチン新規受容体の同定と，その抗糖尿病
作用の解明

4,160,000 2,210,000 1,950,000
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安田　佳代 東京大学 その他
東アジア国際衛生事業の展開と地域内国際協力枠組
みの形成１９４５－１９６５年

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

安田　智洋 東京大学 その他
加圧トレーニングの利点を生かした筋力改善プログラ
ムの開発

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

伊山　潤 東京大学 准教授
建築鉄骨構造におけるき裂発生後の残存性能評価に
関する研究

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

伊勢　優史 東京大学 その他 海綿動物の無性生殖による浮遊分散機構の解明 4,550,000 1,950,000 2,600,000

伊藤　桜子 東京大学 その他 ＲａｂとＳＮＡＲＥの局在化メカニズムの構造基盤 4,550,000 2,990,000 1,560,000

伊藤　正彦 東京大学 助教
大規模時系列ネットワークデータに対する３次元情報
可視化および探索技術の研究

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

井上　広喜 東京大学 助教
人為的な細胞死誘導を通じたビャクダン培養細胞にお
ける心材成分の合成方法の確立

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

井上　陽介 東京大学 助教
超音波エラストグラフィーによる新しい肝疾患診断法
の確立

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

井村　祥子 東京大学 助教
バレエの回転動作のバイオメカニクス研究―回転を生
み出す体肢の協応運動に着目して

3,250,000 2,600,000 650,000

羽田　裕亮 東京大学 助教
エピジェネティクスによる脂肪細胞分化の制御機構の
研究

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

雨宮　護 東京大学 助教 都市と犯罪関連事象の動的関係性に関する研究 4,420,000 1,690,000 2,730,000

浦久保　秀俊 東京大学 その他
シナプス可塑性をみちびくＣａＭＫＩＩリン酸化の再構成
系実験とモデルによる理解

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

永江　玄太 東京大学 その他
肝細胞癌の進展に関与するエピジェネティック異常の
解明

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

永瀬　節治 東京大学 助教
昭和前期における「遊覧都市」の空間計画に関する研
究

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

円山　拓子 東京大学 その他 映画・ドラマを教材とした韓国語教育の基礎研究 1,690,000 650,000 1,040,000

遠藤　基 東京大学 助教 ＬＨＣ実験による宇宙再加熱過程の解明 4,290,000 1,300,000 2,990,000

塩見　淳一郎 東京大学 准教授
第一原理に基づいた熱伝導解析によるバルク熱電変
換素子の高性能化

4,550,000 2,860,000 910,000 1,690,000

奥田　拓也 東京大学 助教
超対称ゲージ理論における非局所的演算子と経路積
分

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

横山　栄 東京大学 助教
環境騒音に含まれる純音性騒音の評価方法に関する
研究

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

横田　健一 東京大学 その他 新規ＭＲ転写共役因子の同定とその機能解析 4,160,000 2,210,000 1,950,000

王　雪萍 東京大学 講師
中華人民共和国の対日「民間」外交と日中人的交流
に関する実証的研究

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

岡　瑞起 東京大学 研究員
ウェブ情報を利用した空間デザイン支援ツールの研究
と開発

4,420,000 2,340,000 2,080,000

岡　隆史 東京大学 助教
非平衡動的平均場理論による強相関系の非線形・非
平衡状態の理論

4,290,000 1,690,000 2,600,000
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岡村　僚久 東京大学 その他
ＣＤ４陽性ＣＤ２５陰性ＬＡＧ３陽性制御性Ｔ細胞による
自己反応性Ｂ細胞制御機構解明

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

岡本　明子 東京大学 助教
ＪＡＫ阻害薬による新規制御性Ｔ細胞誘導機構の解明
及び炎症性疾患治療への応用

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

岡澤　厚 東京大学 助教
希土類－遷移金属複合錯体における単分子磁石挙
動の系統的理解とその発展的改良

3,900,000 1,430,000 2,470,000

荻　芳郎 東京大学 助教
空気膜と弾性梁からなるハイブリッド展開構造物の概
念検討と基本特性の把握

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

加島　潤 東京大学 助教
中国計画経済期（１９４９－７８年）の政府―企業間関
係に関する事例比較研究

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

加藤　綾子 東京大学 助教
情報メディア技術の変化と音楽産業の変容に関する
実証的研究

1,690,000 910,000 780,000

加藤　義和 東京大学 その他
水生植物ヒシの「キーストーン種」としての役割―植物
体表面の動物群集に注目して―

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

加藤　省吾 東京大学 助教 患者状態に適応したリハビリパス設計モデルの開発 3,640,000 1,950,000 1,690,000

加藤　晋 東京大学 助教 経済組織のガバナンスと公正な資源配分 3,770,000 1,560,000 2,210,000

加藤　有子 東京大学 助教
大戦間期ガリツィアのポーランド系ユダヤ人作家、画
家の芸術思想的系譜とモダニティ

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

河村　岳 東京大学 助教 プロポフォールが糖代謝に与える影響について 4,160,000 1,690,000 2,470,000

河村　彰星 東京大学 助教 解析学及び幾何学における計算量 4,290,000 1,690,000 2,600,000

河村　悠美子 東京大学 その他
脱アセチル化酵素ＳＩＲＴ３の初期胚発生における役割
と病態との関連

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

河野　麻沙美 東京大学 助教
算数授業のデザインプロセスと実践化の検討：アク
ションリサーチからのアプローチ

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

角川　洋子 東京大学 助教
ＱＴＬマッピングによる渓流沿い植物ヤシャゼンマイに
おける適応と種分化過程の解析

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

角田　誠 東京大学 講師
オンチップ液体クロマトグラフィーによる微量生体分子
の分析システムの開発

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

楽　奕平 東京大学 その他
効率的な資源循環に向けた静脈物流における共同輸
送の課題構造に関する研究

1,560,000 910,000 650,000

笠井　光治 東京大学 その他 植物ホウ酸トランスポーターの構造解析 3,640,000 1,950,000 1,690,000

樫尾　明憲 東京大学 助教
内耳治療に向けてのウロキナーゼ抗アポトーシス作
用の検討

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

葛西　秀俊 東京大学 助教
遺伝子改変マウスを用いたスパインにおけるアクチン
制御因子の生理機能解析

4,420,000 2,340,000 2,080,000

鑑　慎司 東京大学 助教
皮膚カンジダ症モデルマウスにおける細胞接着分子
の解析

4,420,000 2,080,000 2,340,000

関　宗俊 東京大学 助教
二次元三角格子酸化物薄膜を用いた室温マルチフェ
ロイック材料の創製

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

舘林　潤 東京大学 その他
ボトムアップ型光デバイス創製に向けたナノワイヤの
結晶成長技術の開発

4,420,000 2,340,000 2,080,000
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丸山　一貴 東京大学 助教
視覚的コンテキストによる検索結果の提示とナビゲー
ション

4,290,000 3,510,000 780,000

丸山　祐造 東京大学 准教授 縮小型事前分布によるベイズ統計的推測の理論研究 4,420,000 2,470,000 1,950,000

岸　保行 東京大学 その他
中国日系ものづくり工場で働く中国人ワーカーの職業
意識

3,250,000 910,000 2,340,000

岩佐　一 東京大学 講師
地域在住後期高齢者における余暇活動と認知機能維
持の因果関係に関する長期追跡調査

4,290,000 780,000 3,510,000

岩崎　渉 東京大学 助教
オーミクス実験データ解釈におけるボトルネックの解
消

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

亀山　祐美 東京大学 その他
介護ストレス症候群の治療・介入によるバイオマー
カーの変化の検討

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

菊池　和希 東京大学 その他
マイクロサージャリー技術の脊髄再生医療における可
能性の追求

4,290,000 3,900,000 1,820,000 390,000

菊島　健児 東京大学 研究員 非侵襲観測による好中球の生体内１分子機能解析 4,550,000 2,340,000 2,210,000

吉松　康裕 東京大学 その他
内皮細胞における内皮間葉分化転換のメカニズムの
解明

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

吉村　英哲 東京大学 その他
受容体クラスター形成の光制御による細胞への人工
的生体シグナル入力法の開発

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

吉門　崇 東京大学 助教 薬物誘発性胆汁うっ滞の発症機構の解析 4,290,000 2,210,000 2,080,000

杵淵　郁也 東京大学 助教
ナノ構造による表面修飾が気体分子の散乱挙動に与
える影響の詳細解析

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

久郷　和人 東京大学 その他 減数分裂期組換え開始の空間的制御機構の解明 4,680,000 2,990,000 1,690,000

久米　晶子 東京大学 助教
親水－疎水二重被覆空間で規制された銅ハロゲン化
物クラスター錯体の光電子機能化

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

久保田　雅則 東京大学 助教
極微細シリコン構造内における気体の分子流を利用し
た集積化ガスシステム

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

宮井　尊史 東京大学 助教
角膜菲薄化疾患に対するコラーゲンクロスリンキング
による人工角膜実質移植の検討

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

宮下　千花
（堤千花）

東京大学 その他
繰返しリング単純せん断試験による地盤材料の局所
大変形挙動の解明

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

宮川　治 東京大学 助教
デジタルシステムを利用した重力波データ取得システ
ムの開発

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

宮川　拓也 東京大学 その他 アブシシン酸トランスポーターのＸ線結晶構造解析 4,550,000 2,340,000 2,210,000

宮村　典秀 東京大学 助教
高精度の補償光学技術に基づくリモートセンシングに
おける合成開口望遠鏡の研究

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

牛久　哲男 東京大学 助教
診断・治療への貢献を目指した高肝転移性胃癌の解
析

4,420,000 4,030,000 910,000 390,000

牛尾　宗貴 東京大学 助教
人工前庭器の開発に関する研究　－両側前庭障害に
対する新たなアプローチ－

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

玉城　善史郎 東京大学 助教
強皮症皮膚線維化の発症機序におけるエンドセリン
の意義の検討

4,160,000 2,210,000 1,950,000
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近藤　武夫 東京大学 その他
高次脳機能障害等のある生徒・学生への支援技術に
よる合理的配慮に関する研究

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

近藤　隆祐 東京大学 助教
ディラック電子系に対するトンネル分光法の開発と適
用

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

金　幸隆 東京大学 研究員
傾動量の定量化に基づいた２００４年新潟県中越地震
の震源域・活褶曲運動の解析

2,730,000 2,080,000 650,000

金子　誠 東京大学 助教
ヘパリン起因性血小板減少症の検査における分子病
態解析と新規検査法の開発

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

金谷　佳織 東京大学 その他
感冒後嗅覚障害の病態生理解明および予防治療法
開発のための分子生物学的研究

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

熊谷　潤 東京大学 助教
位置情報を有する商品情報をもとにした屋内３次元ナ
ビゲーションシステムに関する研究

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

桑原　直之 東京大学 研究員
相同組換えに関わる分裂酵母Ｒａｄ５１‐Ｓｗｉ５‐Ｓｆｒ１複
合体の構造生物学的研究

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

原　祥太郎 東京大学 講師
固体中の欠陥ダイナミクスと劣化機構を発現する新し
い分子計算モデリング

4,420,000 2,990,000 1,430,000

原　正之 東京大学 助教
ハプティックデバイスを用いた身体的自己意識の操作
とその応用

3,640,000 1,820,000 1,820,000

原田　広顕 東京大学 その他
アレルギー性気道炎症における共生細菌と制御性Ｔ
細胞の意義に関する実験的研究

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

原田　香奈子 東京大学 助教 体内組立モジュール型手術ロボットの研究 4,420,000 2,340,000 2,080,000

古川　勝 東京大学 准教授
核融合プラズマにおける境界層問題の新しい接続解
法の開発

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

後藤　修 東京大学 その他
新しい低侵襲治療「非穿孔式内視鏡的胃壁内反切除
術」に関する基礎実験

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

後藤　純 東京大学 研究員
高齢社会における住まいと医療・介護サービスが連携
した地域空間計画モデルの開発

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

洪　性俊 東京大学 助教
都市高速道路ネットワークにおける動的可変チャンネ
リゼーションの実用化に関する研究

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

甲賀　智之 東京大学 助教
脳白質線維画像統合による安全な定位放射線治療の
確立

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

荒木　剛 東京大学 講師
事象関連電位を用いた統合失調症前駆期の縦断的
検討

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

高井　勇輝 東京大学 その他 種々の保型形式とその数論への応用 3,510,000 1,430,000 2,080,000

高橋　典之 東京大学 助教
崩壊機構の異なる鉄筋コンクリート造架構の損傷量進
展過程に基づく構造性能定量化

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

高橋　博樹 東京大学 研究員
統計力学的手法によるエノン写像の大域分岐問題の
研究

2,860,000 910,000 1,950,000

高際　良樹 東京大学 助教
Ⅲ族－遷移金属元素からなる新規熱電変換材料の創
製と評価

3,510,000 2,210,000 1,300,000

高山　賢一 東京大学 その他
前立腺癌におけるアンドロゲン受容体により制御され
るｎｃＲＮＡの同定とその機能解析

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

高山　直也 東京大学 その他
疾患ｉＰＳ細胞を用いたヒトＴＰＯ／ｃ－ＭＰＬの造血幹
細胞制御機構の解明

4,160,000 2,210,000 1,950,000
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高川　智博 東京大学 助教 混合粒径海浜の安定性に関する実証的研究 4,160,000 1,300,000 2,860,000

高田　健太郎 東京大学 助教
海洋無脊椎動物を宿主とした共生微生物の生育誘引
物質の解明

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

高田　大輔 東京大学 助教 数種果樹に対するオゾン被害の抑制に関する研究 2,730,000 1,560,000 1,170,000

高本　偉碩 東京大学 その他
２型糖尿病における膵β細胞Ｔｃｆ７ｌ２の生理的・病態
生理的役割の解明

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

高野　さやか 東京大学 助教 インドネシアにおける裁判所の民族誌的研究 3,640,000 1,300,000 2,340,000

鴻池　貴子 東京大学 助教
多バンド系におけるディラック電子の熱輸送に関する
研究

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

合田　仁 東京大学 助教
Ｌｙｓ６３型ポリユビキチン化修飾による細胞内シグナ
ル伝達及び発癌機構の解明

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

黒嶋　敏 東京大学 助教 権力と海洋―十六～十七世紀の船舶管理― 2,340,000 910,000 1,430,000

今井　健 東京大学 助教
因果連鎖オントロジーに基づく糖尿病の病態遷移予測
に関する研究

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

今西　哲 東京大学 その他
ヒト多能性幹細胞からのｉｎ　ｖｉｔｒｏ器官形成を用いた中
枢神経系発生毒性評価法

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

今村　太郎 東京大学 准教授
概念設計指向の数値流体解析法構築と環境適合型
航空機設計への適用

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

根本　充貴 東京大学 その他
多様体学習を用いた雑音を含む医用画像中の病変テ
クスチャ識別処理の開発

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

佐藤　まりも 東京大学 助教
ＩＬ－２３／Ｔｈ１７による慢性炎症の制御機構の解明と
がん治療への実用化

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

佐藤　健 東京大学 助教 複雑系分子間相互作用の第一原理計算 4,680,000 2,990,000 1,690,000

佐藤　幸生 東京大学 助教
ナノスケール強誘電ドメイン構造に関するその場観察
および原子配列直接観察

4,420,000 2,080,000 2,340,000

佐藤　彰一 東京大学 助教
胆道癌に対する術前処置計画・手術計画立案のため
のナビゲーションシステムの構築

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

細谷　弓子 東京大学 助教 Ｐ５３遺伝子の概日リズム維持における役割 4,160,000 2,210,000 1,950,000

坂井　南美 東京大学 助教
原始星円盤から原始惑星系円盤への化学的多様性
の伝播を探る

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

坂東　優篤 東京大学 助教
ＥＳＣＯ１及びＥＳＣＯ２によるコヒーシンアセチル化の
分子機構の解明

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

阪野　貴彦 東京大学 その他
ナビゲーションシステムのための複数全方位画像列を
用いた仮想視点画像生成

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

桜庭　中 東京大学 助教 地磁気短時間変動のシミュレーション 4,030,000 1,820,000 2,210,000

三井　純 東京大学 その他
次世代シーケンサーを用いたパーキンソン病の遺伝
因子に関する研究

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

三沢　彩 東京大学 その他
Ｏｎｃｏｍｉｒ　ｍｉＲ－２１　による癌幹細胞の制御機構の
解明

2,730,000 1,170,000 1,560,000
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三澤　貴宏 東京大学 助教
多変数変分モンテカルロ法を用いた鉄系超伝導体の
超伝導機構の解明

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

山下　雄也 東京大学 その他
孤発性筋萎縮性側索硬化症におけるＴＤＰ－４３に関
する神経細胞死カスケードの解析

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

山口　貴世志 東京大学 助教
ブロモドメインタンパク質の制御を目的とした新しいが
ん治療法の開発

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

山口　憲孝 東京大学 助教 ＮＦκＢによる乳癌幹細胞維持の分子機構 4,420,000 2,730,000 1,690,000

山根　順子 東京大学 その他
ヒトＥＳ細胞を用いた毒性試験系に有効なモデル細胞
の構築

4,420,000 2,340,000 2,080,000

山田　晋 東京大学 助教
刈り取り残渣を利用した二次草地および二次林におけ
る植生復元技術の開発

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

山田　裕貴 東京大学 助教 濃厚リチウム塩有機電解液の電気化学的異常性 4,680,000 2,860,000 1,820,000

山道　信毅 東京大学 助教
消化管分化の観点に立った胃癌の発症・進展・組織
型決定の分子基盤の解明

4,420,000 2,340,000 2,080,000

山本　勝良 東京大学 その他
浸透圧による膜タンパク質間相互作用を制御する機
構の解明

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

山本　武人 東京大学 助教
ＴＤＭ対象抗菌薬のクリアランスに基づくＴＤＭ非対象
抗菌薬の投与量設計に関する研究

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

山本　芳久 東京大学 准教授
ラテン・キリスト教世界とイスラーム世界の法概念の比
較哲学的・比較宗教学的考察

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

山本　玲 東京大学 その他
造血幹細胞におけるＤｌｋ１ーＤｉｏ３領域のｍｉｃｒｏＲＮＡ
群の機能解析

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

紙名　哲生 東京大学 その他
動的モジュールを持つプログラミング言語におけるソフ
トウェア検証機構

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

寺園　泰 東京大学 その他 ｎ次モーメントによる情報の表現・伝達・復元 4,160,000 1,690,000 2,470,000

寺島　洋史
（石原洋史）

東京大学 助教
フロントトラッキング法に基づく高マッハ数液滴崩壊現
象に対するマルチスケール解析

2,990,000 2,210,000 780,000

室山　良介 東京大学 その他
Ｃ型肝炎の病態と治療効果を規定するｍｉＲ－１２２の
発現調節機構の解明

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

柴田　琢磨 東京大学 その他
新規ＴＬＲ応答抑制分子におけるＴＬＲ制御機構および
生理的意義の解明

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

守田　貴弘 東京大学 その他 使役移動表現の類型論に関する研究 3,900,000 1,820,000 2,080,000

狩野　光伸 東京大学 講師 ナノＤＤＳ血管外移行の分子基盤解明 4,030,000 1,430,000 2,600,000

酒井　宏治 東京大学 助教
２５４ｎｍより短波長を出力する紫外線ランプによる消
毒副生成物リスク低減技術の開発

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

酒井　剛 東京大学 その他
重水素濃縮度から探る大質量星形成のタイムスケー
ル

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

酒井　崇匡 東京大学 助教
新規高強度ハイドロゲルーテトラＰＥＧゲルの医用構
造材料へ向けた評価と機能性の付与

4,420,000 2,340,000 2,080,000

酒井　麻衣 東京大学 その他 イルカは左利き－その根源を探る 4,290,000 2,210,000 2,080,000
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周防　諭 東京大学 助教
Ｃ．　ｅｌｅｇａｎｓを用いた新規アミンシグナル調節因子
の同定

3,900,000 2,730,000 780,000 1,170,000

秋光　信佳 東京大学 准教授
哺乳動物細胞核に局在化する長いノンコーディングＲ
ＮＡによる転写制御機構の解明

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

諸隈　智貴 東京大学 助教 超新星ショック・ブレイクアウト現象の観測的研究 4,290,000 3,120,000 1,170,000

小宮山　涼一 東京大学 助教
マテリアルフローを考慮に入れた物質・エネルギー統
合モデルの構築に関する研究

1,560,000 910,000 650,000

小西　祥子 東京大学 助教
喫煙が日本人女性の再生産機能の老化に及ぼす影
響

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

小川　道永 東京大学 助教 赤痢菌と宿主感染防御機構との相互作用の解明 4,290,000 2,210,000 2,080,000

小田　賢幸 東京大学 助教 鞭毛ダイニン中間鎖の構造と機能の解析 4,550,000 2,990,000 1,560,000

小野　史典 東京大学 その他 人間の視聴覚判断における逆行性要因の影響 4,290,000 1,690,000 2,600,000

小野　晋太郎 東京大学 その他
実写映像処理に基づく運転模擬環境の構築と視覚特
性評価

1,690,000 910,000 780,000

小林　俊寛 東京大学 その他
異種間４倍体補完法を利用した多能性幹細胞からの
個体作製法の確立

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

小林　肇 東京大学 助教
エネルギー資源ガス生産反応を高効率で触媒する低
炭素型微生物電極システムの創出

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

松井　裕章 東京大学 助教
金属・半導体へテロ構造における光トラッピングとエネ
ルギー伝達の解明

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

松下　智紀 東京大学 助教
超小型高効率ハイブリッド位相整合波長変換素子の
開発

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

松崎　政代 東京大学 助教
妊娠期の有酸素運動の効果と血管内皮機能からみた
運動効果のメカニズムの解明

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

松村　貴由 東京大学 助教
血球細胞における転写因子ＫＬＦ５の機能解析と臨床
応用へむけた基礎的分子機構の解明

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

松田　浩敬 東京大学 その他
国際多国籍種苗企業の海外進出メカニズムとその農
業生産性への影響に関する研究

4,420,000 2,340,000 2,080,000

松田　怜 東京大学 その他
植物を利用した短期間・大量インフルエンザワクチン
生産における環境調節に関する研究

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

松尾　真紀子 東京大学 その他
グローバルイシューに対応する国際機関の相互協力
を確保する上での課題に関する研究

1,300,000 650,000 650,000

松本　剛史 東京大学 助教
システムレベル設計に対する入出力タイミングを考慮
した等価性検証手法に関する研究

3,640,000 1,690,000 1,950,000

松本　重貴 東京大学 その他 ＬＨＣ実験を踏まえたＩＬＣ実験における暗黒物質探査 3,900,000 1,820,000 2,080,000

松本　有 東京大学 その他
生体内ＦＲＥＴ計測によるドラッグデリバリーシステム
の系統的動態評価

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

松本　陽子 東京大学 その他
高分子ナノミセル内包ＭＧ１３２とマイクロイメージング
技術の婦人科癌治療への応用

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

上羽　悟史 東京大学 助教
骨髄移植に伴うＣＤ４Ｔ細胞依存的な骨芽細胞性造血
ニッチ障害の分子機序解明

4,290,000 2,210,000 2,080,000
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上田　卓見 東京大学 助教
二成分制御系における連鎖的シグナル伝達機構の構
造生物学的解明

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

上野　雅晴 東京大学 助教
連続的マイクロフロー反応の開発及び多段プロセスへ
の展開

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

城山　優治 東京大学 助教
ドミナント・ネガティブ型Ｃｒｅを応用した扁桃体特異的
遺伝子ＫＯマウスの作成と解析

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

新　幸二 東京大学 その他 腸内細菌制御による炎症性腸疾患治療への応用 4,290,000 2,210,000 2,080,000

新藤　浩伸 東京大学 講師
市民の文化活動支援システムの国際比較：政策、非
営利組織、劇場に注目して

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

森　一平 東京大学 その他 「知識の獲得」に関する理論的・経験的研究 1,560,000 650,000 910,000

神永　拓 東京大学 助教
二関節筋と並列弾性要素を有する大出力油圧脚機構
の研究

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

進藤　英雄 東京大学 助教 リゾリン脂質アシル転移酵素ファミリーの機能解析 4,290,000 2,210,000 2,080,000

杉崎　顕史 東京大学 助教
角膜血管新生、リンパ管新生における白血病抑制因
子の役割

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

菅　哲朗 東京大学 助教
金ナノディスクペアの局所表面プラズモン共鳴を利用
した光計測型応力センサの研究

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

成瀬　剛 東京大学 講師 裁判員制度の下における科学的証拠の許容性 2,730,000 1,040,000 1,690,000

星　秀夫 東京大学 その他
網膜で行われる「動きの予測」機能を生み出す神経回
路の解明

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

星名　直祐 東京大学 その他
大脳基底核におけるトポグラフィック神経回路の発達
を担う分子基盤の解明

4,420,000 2,340,000 2,080,000

清水　剛 東京大学 准教授
組織の自律性と株主の制禦：企業の法的形態と組織
の相互作用に関する比較経営学的研究

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

清水　誠 東京大学 その他
抗肥満性胆汁酸受容体を活性化する新規食品成分
の機能解析

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

清水　宣明 東京大学 その他
骨格筋におけるグルココルチコイドレセプターとｍＴＯ
Ｒのクロストークの機構と意義

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

生長　幸之助 東京大学 助教
酸化的炭素骨格構築型触媒の創出と新概念化合物
合成からの創薬アプローチ

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

西山　昭仁 東京大学 研究員
前近代に発生した地震による建造物被害の基準作成
に向けた基礎的研究

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

西山　達也 東京大学 その他
翻訳の思想とその現代性：２０世紀フランス・ドイツに
おける思弁的翻訳論の横断的研究

3,250,000 910,000 2,340,000

西本　健太郎 東京大学 その他
現代海洋法秩序の構造変化　―海洋管理の潮流と海
洋の自由の交錯―

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

青木　貴稔 東京大学 助教
新しい機構のフェッシュバッハ共鳴の研究：極低温分
子生成のために

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

青野　俊裕 東京大学 助教
セスバニア根粒菌における酸素克服機構の解明：内
生窒素固定細菌としての利用に向けて

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

石川　晃 東京大学 助教
大規模火成作用に伴う強親鉄性元素移動プロセスの
実態解明

4,420,000 2,470,000 1,950,000
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石川　稔 東京大学 助教
タンパク質の特異的分解手法が切り拓く創薬化学の
新カテゴリー

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

石田　行章 東京大学 助教
時間分解角度分解光電子分光法による銅酸化物高
温超伝導体の研究

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

石田　忠 東京大学 その他
グラファイト‐フラーレン超潤滑機構の極微観察による
メカニズムの解明

2,860,000 1,950,000 910,000

赤川　賢吾 東京大学 その他
酵素と有機触媒を組み合わせた環境調和型反応系の
開発

4,680,000 3,900,000 780,000

千足　昇平 東京大学 助教
高密度・高配向性単層カーボンナノチューブの複合材
料化と特性評価

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

占部　大介 東京大学 助教
アルコキシ橋頭位ラジカル反応を用いた高酸化度ジテ
ルペノイドの合成研究

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

川田　茂雄 東京大学 その他 組織酸素分圧上昇が皮膚老化抑制に及ぼす効果 4,290,000 2,080,000 2,210,000

川島　聡 東京大学 その他 国際人権法における合理的配慮の機能と限界 780,000 390,000 390,000

浅野　善英 東京大学 講師
全身性強皮症に伴う血管障害の発症機序におけるエ
ンドセリンの意義

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

前田　啓一 東京大学 その他
次世代宇宙論研究・将来観測計画に向けた超新星に
至る進化・爆発機構の解明

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

前田　拓人 東京大学 その他 地震動と津波の３次元動的統合シミュレーション 4,290,000 1,820,000 2,470,000

前田　佑輔 東京大学 その他
感覚系アプローチを取り入れた高齢女性のための転
倒予防バランス訓練の開発

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

曾根　献文 東京大学 その他
ナノテクノロジーを用いた長寿関連遺伝子ＳＩＲＴ１に対
する分子標的抗腫瘍剤の開発

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

蘇　迪 東京大学 助教
ステレオ動画撮影とＧＰＳを組合せた道路路面状態の
高速診断システムの構築

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

倉林　くみ子 東京大学 その他
生体材料と成長因子の相互作用を応用した軟骨細胞
無血清培地の開発

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

宋　軒 東京大学 その他
混雑した大規模公共空間における異常行動の検知手
法に関する研究

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

早川　朋子 東京大学 その他
ｉＰＳ細胞の血管平滑筋細胞分化・脱分化における転
写機構解析と動脈硬化治療への応用

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

早川　芳弘 東京大学 講師
腫瘍微小環境におけるＮＫ細胞細胞サブセットのホメ
オスタシスと機能解析

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

早川　裕弌 東京大学 助教 岩盤河川縦断面形における気候変化の痕跡の抽出 4,420,000 2,990,000 1,430,000

相澤　広記 東京大学 研究員
長期モニタリング観測による火山雷発生メカニズム推
定

4,680,000 3,510,000 1,170,000

相澤　直樹 東京大学 その他 膀胱求心性神経伝達路の機能解析 3,510,000 2,080,000 1,430,000

増野　敦信 東京大学 助教
無容器法によるイオン性高屈折率ガラスの合成と構
造学的拡張ガラス形成則の確立

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

増渕　覚 東京大学 その他
原子間力顕微鏡リソグラフィー法によるグラフェンのバ
ンドギャップ制御に関する研究

4,550,000 2,990,000 390,000 1,560,000
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村山　英晶 東京大学 准教授 分布センサ情報を用いた荷重同定に関する研究 3,510,000 1,950,000 1,560,000

村瀬　隆史 東京大学 助教 三角柱状金属クラスターの機能物性 4,680,000 2,470,000 2,210,000

太田　豊 東京大学 助教
スマートグリッドにおける電気自動車のスマート充電・
充放電技術に関する研究

4,550,000 3,770,000 780,000

大橋　陽平 東京大学 その他
霊長類記憶機構の解明：ウイルスベクターを用いた光
遺伝学と高磁場ｆＭＲＩの融合研究

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

大栗　真宗 東京大学 その他 宇宙の構造進化から探る暗黒エネルギー 4,290,000 1,950,000 2,340,000

大戸　梅治 東京大学 助教 核酸認識ＴＬＲ受容体の構造生物学的研究 4,550,000 2,470,000 2,080,000

大江　真琴 東京大学 その他
皮膚温測定を用いた糖尿病性足潰瘍評価スケールの
開発

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

大西　麻未 東京大学 助教
医療における職種間協働問題に対するチームビル
ディングの理論展開とその効果の検証

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

大石　元 東京大学 助教 ヒト卵巣におけるＦＯＸＬ２の機能解析 4,290,000 2,340,000 1,950,000

大石　正道 東京大学 その他
高速共焦点スキャナを用いた複雑な３次元マイクロ構
造のデジタル光造形と混相流動計測

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

大塚　恵子 東京大学 助教
母乳育児中の母親への支援レベル測定尺度の開発と
その評価

4,160,000 1,170,000 2,990,000

大田　秀隆 東京大学 その他
アルツハイマー型認知症の病因としての血管老化お
よび抑制機構解明

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

大田　晋輔 東京大学 助教
逆運動学質量欠損法による鉄近傍不安定核のガモフ
テラー遷移強度分布研究

4,810,000 4,290,000 520,000

大澤　毅 東京大学 その他
低酸素・低栄養に抵抗性な癌細胞を標的とした新規
制癌法

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

滝沢　龍 東京大学 助教
うつ症状を呈する精神疾患の脳機能基盤と経時的変
化についての縦断的研究

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

谷口　博昭 東京大学 その他
幹細胞様腫瘍細胞の形質を制御する新規経路の同
定とがん治療への応用

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

谷川　千津 東京大学 その他
初経年齢・閉経年齢・月経周期に関するゲノムワイド
関連解析

4,420,000 2,340,000 2,080,000

竹内　恵子 東京大学 研究員 亡命ロシア文学におけるアメリカ文化受容の諸相 4,030,000 650,000 3,380,000

竹澤　悠典 東京大学 その他
自己複製超分子を指向した金属錯体型人工ＤＮＡのＰ
ＣＲ様増幅サイクルの構築

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

中井　亮仁 東京大学 助教
インソールへの３軸触覚センサチップ埋め込みによる
足裏応力分布計測システム

3,510,000 1,820,000 1,690,000

中原　史雄 東京大学 助教
慢性骨髄性白血病の急性転化および白血病幹細胞
の出現・維持におけるメカニズムの解明

4,420,000 3,380,000 1,040,000

中戸　隆一郎 東京大学 助教 染色体高次構造の情報学的再構築法の検討 4,550,000 2,080,000 2,470,000

中西　隆造 東京大学 助教
水和電子クラスターの分子取り込み過程における電
子移動・構造変化ダイナミクス

4,680,000 3,250,000 1,430,000
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中村　亨 東京大学 その他 生体信号による気分障害の客観的評価方法の開発 3,380,000 2,340,000 1,040,000

中島　光子 東京大学 その他
遺伝的多型に基づくケロイド疾患感受性遺伝子の同
定及び蛋白機能解析

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

中島　克彦 東京大学 助教
リウマチ関連タンパク質ＰＡＤ４の骨髄造血細胞におけ
る役割

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

中澤　明子 東京大学 その他
ＩＣＴ支援型学習環境・空間が教員の教授行為に与え
る影響

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

仲上　豪二朗 東京大学 講師
創傷感染メカニズムの解明による新たな看護ケア方
法の確立

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

猪熊　泰英 東京大学 助教
単結晶内ホストーゲスト化学を基盤とした機能性結晶
マテリアルの開発

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

朝倉　友海 東京大学 助教
現代新儒家と京都学派を中心とした東アジア現代哲
学比較研究

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

長崎　実佳 東京大学 その他
生体イメージングによるメタボリックシンドロームの病
態と新規バイオマーカーの探索

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

長谷川　亜希
子

東京大学 その他
慢性炎症性疾患としての子宮内膜症における小胞体
ストレスの意義

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

長谷川　禎彦 東京大学 その他
階層的ゆらぎを考慮した確率過程に基づく遺伝子発
現の統計解析

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

長谷川　洋介 東京大学 助教
壁乱流における伝熱促進と摩擦抵抗低減の 適非相
似制御

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

長田　洋輔 東京大学 その他
筋衛星細胞自己複製機構の解明およびＲＮＡ干渉に
よる筋衛星細胞自己複製促進法の開発

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

長尾　翌手可 東京大学 助教
バクテリアにおける翻訳途中脱離ペプチジルｔＲＮＡの
産生メカニズムの解明

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

長澤　真樹 東京大学 その他
既存の海洋観測プラットフォームを利用した海洋乱流
の簡易計測システムの構築

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

長濱　浩平 東京大学 助教
矯正歯科領域における拡張現実感技術を用いた次世
代立体画像診療支援システムの開発

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

椎原　良典 東京大学 助教
自己組織化ナノ構造物近傍における原子スケール応
力・歪み評価手法の開発

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

辻部　亮子
（藤川）

東京大学 研究員
宮廷風恋愛詩における説得のレトリック分析を通じた
「至純の愛」理念の再検討

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

坪井　裕見 東京大学 その他
大腸癌におけるがん抑制遺伝子ＣＡＤＭ１によるＳｒｃ
経路の抑制機構の解析

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

鶴見　英成 東京大学 研究員
アンデス文明形成期の神殿の成立～衰退の背景を村
落機能・地域間ルートに着目して解く

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

田口　敦子 東京大学 助教
訪問看護必要性の判定ツールの開発および実用に向
けた効果的なタッチポイントの探索

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

田中　まさき
（池田まさき

東京大学 研究員
ソ連農村ミュージカル映画の巨匠イヴァン・プイリエフ
研究

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

田中　君枝 東京大学 その他
血管の外膜側から内膜側へ向かう動脈硬化病変調節
機構の解明

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

田中　賢幸 東京大学 その他 高赤方偏移銀河団の統計的研究 4,160,000 1,430,000 2,730,000
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田中　展 東京大学 助教
新たな力学特性を発現する３次元空間構造体のモデ
ル創成

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

田辺　克明 東京大学 その他
低コスト超高効率化合物半導体／シリコンハイブリッド
タンデム太陽電池の開発

3,900,000 2,080,000 1,820,000

田辺　俊介 東京大学 准教授 外国人の排除と共生の国際比較分析 1,300,000 650,000 650,000

渡辺　はま 東京大学 その他 乳児の四肢運動が織りなす音響的な「場」 4,290,000 1,560,000 2,730,000

渡辺　健太郎 東京大学 その他 薄型高効率集光太陽電池の研究開発 4,290,000 2,600,000 1,690,000

渡辺　宙志 東京大学 助教 相転移を伴う非平衡輸送現象の理論的、数値的研究 3,640,000 1,040,000 2,600,000

渡邊　学 東京大学 助教
イヌ乳腺腫瘍細胞への新規分子標的薬投与による化
学療法の臨床応用研究

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

土井　研人 東京大学 その他 肺腎連関におけるＴｏｌｌ‐ｌｉｋｅ受容体４の関与 4,160,000 2,080,000 2,080,000

唐　策 東京大学 その他
腸内細菌叢による炎症性腸疾患修飾におけるＰＲＲと
サイトカインの役割の解析

4,420,000 2,340,000 2,080,000

東邦　康智 東京大学 その他
ＡＢＣトランスポーターＡＢＣＧ２の心血管病における生
理的役割の解明

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

藤崎　衛 東京大学 その他 中世教皇庁の行政組織編成に関する実証的研究 4,160,000 1,560,000 2,600,000

藤生　克仁 東京大学 その他
心臓病と腎臓病の臓器間相互作用（心腎連関）を制御
する分子機構の解明と新規治療戦略

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

藤田　英樹 東京大学 助教
ＣＣＲ７リガンドがマウスランゲルハンス細胞のＴｈ２ケ
モカイン産生に及ぼす影響

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

藤本　淳一 東京大学 講師
労働サーチ理論を用いたライフサイクル上の雇用・失
業分析

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

藤本　千里 東京大学 その他
哺乳類酸味受容体候補ＰＫＤ１Ｌ３／ＰＫＤ２Ｌ１の構
造・機能相関解析

4,290,000 3,510,000 780,000

徳永　暁憲 東京大学 助教
ＲＮＡスプライシングを介した神経分化制御機構の解
析

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

内村　祐之 東京大学 その他 ＩＣＴを利用した２型糖尿病患者の管理システムの構築 4,420,000 2,080,000 2,340,000

南　康夫 東京大学 研究員
超短パルスレーザーによる高強度ＴＨｚ波発生メカニ
ズムの解明とその物性測定への応用

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

二宮　真理子 東京大学 助教
確率微分方程式の高次弱近似を可能にする数値解法
とその数理ファイナンスへの応用

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

二瓶　美里 東京大学 助教
要介護高齢者の自発行動を促す移動支援機器の開
発

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

日出山　拓人 東京大学 その他
孤発性筋萎縮性側索硬化症の剖検脳脊髄組織にお
けるＲＮＡ編集酵素活性異常の解析

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

日野原　邦彦 東京大学 その他 乳癌幹細胞鍵分子の機能解析 4,420,000 1,950,000 2,470,000

梅澤　慶子 東京大学 その他 特定健診・特定保健指導のプロセス・アウトカム評価 4,290,000 1,430,000 2,860,000
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白井　由紀 東京大学 その他
治療不応期の造血器悪性腫瘍患者・家族の意思決定
を支えるケアの検討

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

白石　愛 東京大学 助教
徳川将軍家の葬送にみる近世武家社会の権威構造
の特質

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

薄井　智貴 東京大学 その他
プローブデータによる選択肢集合形成を目的とした非
集計モデル推定支援システムの開発

4,420,000 2,990,000 1,430,000

畑　純一 東京大学 その他
新しいＭＲ　Ｅｌａｓｔｏｇｒａｐｈｙパルスシーケンスの開発
研究

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

飯田　拓也 東京大学 助教
再建外科における超微細血管吻合技術を用いた新し
い小臓器・複合組織移植モデルの開発

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

樋口　麻衣子 東京大学 助教
原癌遺伝子Ａｋｔによる細胞極性制御メカニズムの解
明

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

樋口　亮介 東京大学 准教授 現代社会における責任能力の研究 3,250,000 1,040,000 2,210,000

尾谷　優子 東京大学 助教
二環性ベータープロリン誘導体のオリゴマーの規則構
造制御と機能化研究

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

美添　一樹 東京大学 助教 モンテカルロ木探索の汎用的高速化手法の研究 4,420,000 2,730,000 1,690,000

桧原　健一郎 東京大学 その他
イネにおける胚と胚乳比率を決める分子メカニズムの
解明

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

浜根　大輔 東京大学 その他
チタネイトの高圧高温相転移から探る巨大惑星深部
の鉱物構成

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

富田　野乃
（竹内野乃）

東京大学 准教授 哺乳類ミトコンドリア蛋白質合成系の分子機構 4,550,000 2,340,000 2,210,000

冨田　太一郎 東京大学 助教
ＪＮＫとｐ３８キナーセ活性の可視化と操作によるストレ
ス応答の特異性決定機構の研究

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

武田　将明 東京大学 准教授
近代英国小説史における作者の身体表象の研究：十
八世紀小説を中心に

3,250,000 910,000 2,340,000

伏見　千尋 東京大学 助教
自己熱再生方式を用いた省エネルギーバイオマス乾
燥

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

服部　一匡 東京大学 助教 非磁性自由度から生じる量子多体状態 4,420,000 2,210,000 2,210,000

平井　広志 東京大学 講師
多品種流・施設配置・ネットワークデザインの理論とア
ルゴリズム

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

平井　麻紀 東京大学 その他
社会的マイノリティの語りにみられる自己概念に関す
る縦断的研究

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

平田　祥人 東京大学 その他 点過程時系列データのための非線形時系列解析 4,160,000 2,340,000 1,820,000

平尾　聡秀 東京大学 その他
樹木との共進化を考慮した植食性昆虫群集の多様性
形成機構の解明

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

平林　祐介 東京大学 助教
大脳新皮質の機能領野の空間的割り当てにおけるポ
リコーム群タンパク質の役割

4,420,000 2,340,000 2,080,000

米倉　佑貴 東京大学 その他
慢性疾患患者を対象としたピアサポートの提供者の技
術形成と支援に関する研究

2,470,000 1,170,000 1,300,000

米谷　玲皇 東京大学 助教 超薄膜メカニカル光波検出素子に関する研究 3,640,000 1,300,000 2,340,000
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別役　重之 東京大学 その他 Ｒ－Ａｖｒ認識後の細胞間防御応答シグナルの解析 4,550,000 2,600,000 260,000 1,950,000

片岡　大右 東京大学 研究員
ヨーロッパ、ネイション、文明――思想史的アプローチ
による

2,600,000 1,040,000 1,560,000

片山　勝茂 東京大学 准教授
多文化社会におけるシティズンシップ教育と道徳教
育：リベラリズム教育哲学の立場から

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

峰松　健夫 東京大学 その他
細菌間情報伝達阻害による新規感染症予防法の開
発

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

豊田　太郎 東京大学 講師
腹腔手術ナビゲーション型デュアルモーダルマーカー
の開発

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

北　芳博 東京大学 助教
脳神経系特異的な新規脂質メディエーター産生系の
生理的意義

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

北條　泰嗣 東京大学 その他
急性ストレスの分子メカニズムを海馬神経スパインを
可視化して解明する

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

北澤　大輔 東京大学 准教授 浮力変化を伴う可撓性ホースネットの挙動解析 4,550,000 2,600,000 1,950,000

堀田　晶子 東京大学 その他
ヒト尿細管に特異的なアンジオテンシンＩＩによるＮａ輸
送活性化機序と生理的意義

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

堀内　俊郎 東京大学 その他 世親論書の訳注研究―『釈軌論』第二章を中心に― 2,990,000 1,170,000 1,820,000

本田　知之 東京大学 助教
モービリウイルスー宿主間の新しい相互作用機構の
解明

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

桝田　祥子 東京大学 講師
医療分野における大学等研究成果の実用化プロセス
に関する研究

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

末永　英之 東京大学 助教
口腔外科領域におけるマイクロマシン・ロボット技術を
用いた次世代治療システムの開発

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

末原　大幹 東京大学 その他
真空中におけるポジトロニウム超微細構造の直接測
定

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

名黒　功 東京大学 助教
ＡＳＫ３を手がかりとした浸透圧受容、応答メカニズム
の解析

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

茂木　俊夫 東京大学 講師
高圧で噴出する可燃性ガスの自己着火危険性の科学
的解明

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

毛利　大 東京大学 その他
マウスモデルを用いた膵癌に対するｍＴＯＲとＭＡＰＫ
を標的とした治療法の検討

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

網谷　英介 東京大学 助教 血管内皮細胞機能障害とＭｉｃｒｏｐａｒｔｉｃｌｅ 4,160,000 2,210,000 1,950,000

木村　健太 東京大学 研究員 量子性の強いスピンアイス状態に関する研究 4,680,000 3,770,000 910,000

野口　良史 東京大学 助教
グリーン関数法を用いた励起状態の高精度かつ大規
模全電子第一原理計算手法の開発

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

野村　行弘 東京大学 その他
臨床画像診断における医師と診断支援システムの協
調的高性能化の研究

4,420,000 2,990,000 1,430,000

野村　洋 東京大学 助教
恐怖消失を司る扁桃体の機能的神経ネットワークの
解明

4,420,000 2,340,000 2,080,000

野田　岳志 東京大学 その他 エボラウイルス・ヌクレオカプシド形成機構の解析 4,420,000 2,340,000 2,080,000
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柳瀬　亘 東京大学 助教
低気圧の多様性に関する高解像領域モデルによる理
想化実験

2,990,000 910,000 2,080,000

柳澤　秀吉 東京大学 講師
異なる感覚間の予測と実際の差を考慮した感性解析
法の開発

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

有本　梓 東京大学 助教
児童虐待発生予防を目指した保健師の個別支援ツー
ルの開発：ネグレクトに焦点をあてて

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

湧田　雄基 東京大学 その他
クラウドソーシングが育てる高速な実環境対話型概念
獲得

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

李　温裕 東京大学 助教 ゲノム情報を利用したレタスの抽台制御機構の解明 4,290,000 1,170,000 3,120,000

林　久允 東京大学 助教
難治性肝疾患の治療を指向した肝毛細胆管側輸送担
体群の細胞膜発現量制御機構の解析

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

林　知更 東京大学 准教授
憲法学におけるデモクラシー観念の変容とその理論
的背景

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

鈴木　健夫 東京大学 助教
遺伝暗号解読の正確性を担うｔＲＮＡウォブル位修飾
ウリジン生合成機構の解明

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

鈴木　真也 東京大学 助教 光アシスト蓄電池の開発 3,120,000 1,690,000 1,430,000

鈴木　雄一 東京大学 その他
ｆＭＲＩとＴｒａｃｔｏｇｒａｐｈｙを併用した錐体路・感覚神経の
分離描出

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

和田　一哉 東京大学 研究員
途上国における児童労働と教育：経済開発へのパー
スペクティヴ

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

脇　嘉代 東京大学 その他
肝移植のレシピエントにおけるドナー特異的抗体と拒
絶反応に関する研究

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

脇　裕典 東京大学 その他
次世代シークエンサーによる脂肪細胞特異的な転写
制御調節機構の研究

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

脇本　敏幸 東京大学 講師
カリクリンＡに基づく選択的タンパク質脱リン酸化酵素
阻害物質の創製

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

國木田　大 東京大学 助教
環日本海地域における文化集団の食性変遷に関する
研究

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

枡富　龍一 東京大学 助教 半導体表面に創製されるスピン物性と２次元超伝導 4,550,000 2,860,000 1,690,000

櫻井　孝平 東京大学 その他
トレース情報とプログラム解析による開発支援環境の
研究開発

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

櫻井　敏博 東京大学 その他 新規妊娠認識物質の探索：受胎率向上への展望 4,550,000 2,990,000 1,560,000

澁谷　美穂子 東京大学 その他
自己免疫寛容破綻のメカニズムの解析ー拡張抗原提
示によるＴ細胞活性化機構の解明ー

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

澤城　大悟 東京大学 助教
大動脈疾患での転写因子ＫＬＦ６を軸とした病態機構
解明と治療法の開発

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

澤田　敏樹 東京大学 助教 繊維状ウイルスによる機能性ハイドロゲルの創製 4,420,000 1,950,000 2,470,000

齋藤　慈子 東京大学 助教
乳幼児刺激に対する反応性とストレスの影響－注意
課題による検討

4,160,000 1,040,000 3,120,000

齋藤　朗 東京大学 その他 気道上皮細胞の分化誘導法の確立 4,420,000 3,120,000 1,300,000
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與倉　豊 東京大学 助教
暫定的クラスターが産業集積内の企業活動に与える
影響

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

蔡　宜展 東京大学 講師 金融市場の不完全性と異質性のある生産経済の輸出 2,080,000 1,300,000 780,000

蔡　慧玲 東京大学 その他 孤発性筋萎縮性側索硬化症の薬剤治療法の確立 4,290,000 2,340,000 1,950,000

齊藤　圭司 東京大学 助教
熱が関わる輸送現象における輸送形態の分類、揺ら
ぎ、制御の統計力学的研究

2,600,000 1,040,000 1,560,000

阿部　晋也 東京医科歯科大学 助教
ファージディスプレイ法を用いた病理標本上での予後
因子検索

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

阿部　成宏 東京医科歯科大学 その他
顎口腔領域の放射線障害に対する幹細胞治療確立
に向けた戦略的基礎研究

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

伊藤　日加瑠 東京医科歯科大学 その他
新規病態関連分子をターゲットとしたポリグルタミン病
の治療効果

4,420,000 2,080,000 2,340,000

岡本　隆一 東京医科歯科大学 その他
Ｎｏｔｃｈシグナル活性化幹細胞による腸管上皮再生機
構の解析

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

河野　洋平 東京医科歯科大学 助教
ｐｒｅ－ＢＣＲダウンレギュレーションにおけるリソソーム
膜分子ｌａｐｔｍ５の役割

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

丸川　恵理子 東京医科歯科大学 助教
自己血漿と骨髄間葉系幹細胞を併用したハイブリッド
マテリアルによる骨再生療法の検討

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

岩城　麻衣子 東京医科歯科大学 その他
軟質義歯裏装材における硬さの違いが患者に与える
影響

2,860,000 1,950,000 910,000

吉田　優 東京医科歯科大学 助教 精密有機合成による近赤外生物発光基質の開発 4,550,000 2,470,000 2,080,000

宮島　久美子 東京医科歯科大学 その他
環境アレルゲンの動態評価のための連続計測技術に
関する研究

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

宮本　順 東京医科歯科大学 助教
ヒト脳機能の咀嚼運動制御の解明：脳機能画像と咀
嚼筋活動・咬合力との同時計測の試み

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

金澤　学 東京医科歯科大学 助教 全部床義歯製作に筋形成を伴う精密印象は必要か？ 3,640,000 2,860,000 780,000

原田　理代 東京医科歯科大学 助教
ＦＧＦシグナリングが制御する生殖器形成機構の解
明：尿道下裂発症機序解明に向けて

4,420,000 2,860,000 130,000 1,560,000

五十嵐　歩 東京医科歯科大学 その他
介護保険利用者のサービス利用パターンの類型化と
関連要因の検討

3,900,000 2,080,000 1,820,000

江花　有亮 東京医科歯科大学 助教
心房細動関連遺伝子の機能解析および臨床像との関
連研究

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

高橋　真有 東京医科歯科大学 助教 小脳室頂核による急速眼球運動制御の神経機構 4,290,000 1,820,000 2,470,000

合田　達郎 東京医科歯科大学 その他
核酸アプタマーを用いた超高感度電位計測バイオセ
ンサーによる腫瘍マーカー検出

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

今村　由紀 東京医科歯科大学 その他
第八リン酸カルシウムセメントの乳歯用根管充填材料
への応用に関する研究

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

佐々木　晶世 東京医科歯科大学 助教 咀嚼指導が子どもの心身の健康に与える影響 2,600,000 1,430,000 1,170,000

佐藤　淳 東京医科歯科大学 助教
ＰＨＡ２型の原因遺伝子であるＷＮＫ及びそのシグナ
ル伝達経路の包括的解析

4,420,000 2,470,000 1,950,000
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佐藤　卓 東京医科歯科大学 その他
幹細胞性の維持におけるインターフェロンシグナル制
御システムの意義

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

細道　純 東京医科歯科大学 助教
変形性関節症軟骨におけるエストロゲン受容体を介し
た病的血管新生の制御機構の解明

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

飼馬　祥頼 東京医科歯科大学 助教 咀嚼に関わる口腔形態認知と視覚野について 3,120,000 2,340,000 780,000

手塚　裕之 東京医科歯科大学 助教
樹状細胞オートファジーによる腸管粘膜免疫系ホメオ
スターシスの制御

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

秋月　達也 東京医科歯科大学 その他
石灰化歯根膜シートと人工ペプチドを使用した歯周組
織再生

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

秋山　純子 東京医科歯科大学 その他
Ｎｏｔｃｈリガンド・受容体システムによる腸管粘膜維持
再生機構の解析

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

小原　由紀 東京医科歯科大学 その他
歯科衛生士における医療安全教育システムの開発と
評価

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

小林　起穂 東京医科歯科大学 その他
頭蓋冠縫合部早期癒合症発症に関与する細胞群の
同定とその分化制御に関する研究

4,290,000 3,380,000 910,000

上里　彰仁 東京医科歯科大学 その他
視床皮質神経回路の発達を制御する遺伝子の統合
失調症関連解析および死後脳研究

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

新村　芳人 東京医科歯科大学 准教授
嗅覚受容体遺伝子ファミリーを用いた遺伝子重複によ
るゲノム進化の解析

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

森　修一 東京医科歯科大学 その他
新規蛍光プローブを利用した、ヒストンメチル化酵素阻
害剤スクリーニング系の開発

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

森田　圭一 東京医科歯科大学 その他
１１ｑ１３．３領域遺伝子増幅と口腔がんストレス応答
骨破壊機構

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

石橋　哲 東京医科歯科大学 助教
脳動脈新生の制御による脳梗塞治療法開発の基礎
的研究

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

川口　龍史 東京医科歯科大学 助教
インフリキシマブ治療によるベーチェット病網膜ぶどう
膜炎患者のＴ細胞抑制機序の解析

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

浅岡　洋一 東京医科歯科大学 助教
小型魚類を用いた器官サイズ制御を司るＨｉｐｐｏシグ
ナル伝達系の解析

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

浅野　純平 東京医科歯科大学 その他
腸管恒常性維持におけるオートファジー誘導センサー
としてのＮｏｄ様受容体の役割

4,420,000 2,080,000 2,340,000

倉田　盛人 東京医科歯科大学 助教
新規急性Ｂ細胞性リンパ性白血病（Ｂ－ＡＬＬ）のモデ
ルマウスの作製

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

早田　匡芳 東京医科歯科大学 助教
Ｄｕｌｌａｒｄによる新規ＢＭＰ／ＴＧＦ－βシグナル抑制機
構の発見と軟骨代謝制御

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

大久保　舞 東京医科歯科大学 その他 口腔周囲筋と全身運動の連動性 4,290,000 2,990,000 1,300,000

大山　篤 東京医科歯科大学 助教
卒前臨床実習終了時における歯科臨床能力の評価
法に関する研究

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

竹内　周平 東京医科歯科大学 助教 口腔内計測用光学的水分量計測システムの構築 2,990,000 1,560,000 1,430,000

中西　祐輔 東京医科歯科大学 その他 腸管好酸球の恒常性維持と破綻における役割 4,290,000 2,210,000 2,080,000

中川　健太郎 東京医科歯科大学 助教
Ｈｉｐｐｏシグナル伝達系の活性を制御する化合物の探
索とその応用

4,290,000 1,560,000 2,730,000
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中村　輝保 東京医科歯科大学 助教
歯科治療時の術者の心理的ストレス検出モニタリング
装置の開発

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

田所　学 東京医科歯科大学 その他
尿路上皮癌幹細胞の同定および癌幹細胞をターゲッ
トとした治療モデルの構築

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

田沼　寮子 東京医科歯科大学 助教
虚弱な高齢者に対する介護予防プログラムの包括的
な評価

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

渡　一平 東京医科歯科大学 助教
ＲＮＡサイレンシングによるＧＰＣＲクラスＢ発現調節と
骨再生への新戦略

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

渡部　香織 東京医科歯科大学 その他
ＣＣＲ９を介する関節リウマチ病態形成の分子機構の
解明とその阻害による新規治療開発

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

渡辺　幸造 東京医科歯科大学 助教
Ｂ細胞膜型分子ＣＤ７２を介した自己免疫制御機構の
解明

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

東　春生 東京医科歯科大学 その他
サーマルサイクル後の水硬性仮封材の硬度、辺縁漏
洩への消毒液の影響

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

藤井　晋也 東京医科歯科大学 その他
高周期１４族元素の生理活性分子疎水性フラグメント
としての展開

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

道　泰之 東京医科歯科大学 助教 口腔癌の微小環境におけるリンパ管新生機構の解析 4,290,000 2,730,000 1,560,000

南　一郎 東京医科歯科大学 助教 短縮歯列咬合が運動の滑らかさに与える影響 4,290,000 2,080,000 2,210,000

納富　拓也 東京医科歯科大学 その他
神経伝達物質受容体・イオンチャネルによる電位変化
を伴う力学的負荷感知機構の解明

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

迫田　大輔 東京医科歯科大学 その他
体外補助循環における出血・血液凝固の非侵襲連続
光診断法の確立

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

武居　真希 東京医科歯科大学 その他
成長期における顎関節形成不全改善とＯＡ発症およ
び進行との関連

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

服部　麻里子 東京医科歯科大学 助教
有床義歯の設計と発音～コンピュータ音声認識による
発音検査を用いた研究～

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

平島　祐生 東京医科歯科大学 その他
上顎無口蓋インプラントオーバーデンチャーの応力解
析

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

片桐　さやか 東京医科歯科大学 その他
糖尿病患者の血管新生緑内障における歯周病由来
抗ｃａｒｄｉｏｌｉｐｉｎ抗体の役割

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

辺見　浩一 東京医科歯科大学 その他
ナノバブルを応用した新しい根管洗浄システムの開発
とその臨床応用

2,860,000 1,690,000 1,170,000

保坂　啓一 東京医科歯科大学 助教
接着破壊メカニズムの３次元動的解析－疎水性接着
システム開発への応用－

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

茂木　瑞穂 東京医科歯科大学 助教
う蝕病原性細菌のバイオフィルム関連遺伝子と母子
感染の研究

4,420,000 1,430,000 2,990,000

木村　文子 東京医科歯科大学 その他
ｍｉＲＮＡによる骨軟部腫瘍の発生・進展における分子
制御機構の解明

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

木津喜　雅 東京医科歯科大学 助教
医療・福祉・健康関連サービスアクセス多様性指標の
開発と活用範囲の検討

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

木島　敏樹 東京医科歯科大学 その他
ビスホスホネートによる泌尿器癌の治療感受性の増
大とその分子生物学的機序の解析

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

野村　渉 東京医科歯科大学 助教
化学修飾型基質を特異的に取り込むＤＮＡメチル化酵
素を用いたメチル基継承機構の研究

4,680,000 3,120,000 1,560,000
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林　央子 東京医科歯科大学 その他
口腔扁平上皮癌の診断・転移予測・治療へのオステ
オポンチンの応用

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

林　深 東京医科歯科大学 その他
共通のゲノム異常に起因する新規症候群の定義と病
態解析

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

鈴木　喜晴 東京医科歯科大学 講師
髄鞘形成におけるテニューリン４の機能解明と髄鞘関
連疾患への応用を目指す研究

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

櫻井　幸 東京医科歯科大学 その他
次世代シーケンサを用いたＨＣＶ感染に関連する宿主
遺伝子・シグナル経路の包括的解析

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

齋藤　良一 東京医科歯科大学 助教
モラクセラ・カタラーリスの外膜蛋白質に関する薬剤耐
性機構および病原性の解析

2,600,000 1,560,000 1,040,000

趙　永哲 東京医科歯科大学 助教
マイクロＣＴによる光重合型コンポジットレジンの重合
収縮挙動の観察

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

石森　大知 東京外国語大学 研究員
ソロモン諸島の紛争復興と公共宗教に関する人類学
的研究

3,380,000 1,430,000 1,950,000

石川　博樹 東京外国語大学 助教
ポルトガル語史料を用いたアフリカにおけるキャッサ
バの普及に関する歴史学研究

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

野元　裕樹 東京外国語大学 講師
類別詞言語における類別詞および名詞複数形の（不）
使用に関する対照言語学的研究

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

遠座　知恵 東京学芸大学 講師
幼小連携の推進における教員養成の役割に関する比
較教育史的研究

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

下司　裕子
（北詰裕子）

東京学芸大学 講師
初期近代の知の再編からみたコメニウスの教育構想
と世界の表象に関する思想史的研究

2,340,000 910,000 1,430,000

高尾　隆 東京学芸大学 准教授 インプロ教育のアクションリサーチ 4,420,000 1,560,000 2,860,000

佐藤　公法 東京学芸大学 准教授
放射性トレーサー法とナノ空間解析による固体高分子
電解質中の電解質塩ナノ偏析の研究

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

前田　優 東京学芸大学 准教授 カーボンナノチューブの化学修飾法の開発と機能制御 4,680,000 2,990,000 1,690,000

中野　幸夫 東京学芸大学 准教授 窒素酸化物による液面でのラジカル生成過程の解明 4,550,000 2,470,000 2,080,000

鈴木　直樹 東京学芸大学 准教授 反省的実践を支える体育教師スタンダードの開発 4,160,000 1,170,000 2,990,000

一川　尚広 東京農工大学 助教
キラルイオン液体の光学選択的溶媒和力を用いたキ
ラル体分離膜の開発

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

岸本　海織 東京農工大学 講師
イヌ・ラットにおける非侵襲的な臓器血流解析の研究：
ＣＴ灌流画像解析法の確立

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

吉田　誠 東京農工大学 准教授
無機材料結合性ペプチドを用いたＣＣＡ処理木材判別
法の開発に関する基礎的研究

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

宮代　隆平 東京農工大学 准教授
離散的制約を考慮した道路ネットワーク設計問題に対
する 適化アルゴリズムの開発

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

金　承鶴 東京農工大学 准教授
「疎水性ナノ反応場」の原理に基づいたフラグメント核
酸合成システムの研究

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

秋山　佳丈 東京農工大学 助教
磁気アルキメデス効果を利用した非標識細胞アセンブ
リによる筋組織構築

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

上田　真也 東京農工大学 助教
ソフトケミストリー法による白金族・貴金属酸化物超伝
導体の探索

4,420,000 2,340,000 2,080,000
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上田　祐樹 東京農工大学 准教授
３００℃以上の温度差で稼働するｐｉｓｔｏｎｌｅｓｓスターリ
ングヒートポンプの開発

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

新井　祥穂 東京農工大学 助教
亜熱帯島嶼における環境適応的技術に基づく自律的
な地域農業の実現に向けた研究

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

村山　能宏 東京農工大学 准教授
個体・集団レベルの生命現象における能動的揺らぎと
応答の関係

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

村上　尚 東京農工大学 助教
ＧａＡｓ高指数面および無極性面基板上、窒化物半導
体結晶の配向メカニズムの解明

4,030,000 2,730,000 1,300,000

大下　賢一 東京農工大学 助教
背圧軽減による仰臥位姿勢における褥瘡予防の力学
的検討

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

田向　権 東京農工大学 助教 脳型再構成デバイスの実現と自律型ロボットへの応用 4,290,000 1,690,000 2,600,000

田中　貴紘 東京農工大学 助教
ユーザ割り込み拒否度推定に基づく仲介による円滑
なインタラクション開始支援

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

藤田　恭子 東京農工大学 研究員
タンパク質の安定溶解とリフォールディングを可能に
する水和イオン液体の創成

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

柏木　謙 東京農工大学 助教 ダークパルスの精密合成とその非線形光学応用 4,420,000 2,340,000 2,080,000

飯島　志行 東京農工大学 助教
高分散性高次構造粒子の設計と複合材料系への応
用

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

富樫　理恵 東京農工大学 その他
窒化インジウムバルク結晶成長に向けた選択的な原
料分子種生成メカニズムの解明

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

林　隆三 東京農工大学 助教
超小型電気自動車のための障害物緊急自動回避シ
ステムの開発

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

磯部　美和 東京芸術大学 助教 統語理論を基盤とした日本語獲得過程の解明 2,210,000 910,000 1,300,000

青木　香代子 東京芸術大学 助手
１７世紀ヴェネツィアにおける公衆オペラ劇場誕生の
経緯とその実態

4,290,000 910,000 3,380,000

田中　圭子 東京芸術大学 研究員
平田郷陽と人形芸術運動の研究―平田家資料の調
査を通して―

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

Ｚｈａｎｇ　Ｍｉａｏ 東京工業大学 研究員
多層構造完全並列導波管給電によるスロットアレーの
偏波共用化の実現

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

ディアゴ　ルイ
ス　アリエ

東京工業大学 研究員 森林管理のための知能的画像処理システムの開発 4,550,000 2,600,000 1,950,000

ピー　ルー
ギョク

東京工業大学 その他
ナレッジマネジメント行動に対するジョブデザインと外
的報酬の相互作用による影響

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

ピパットポン
サー　ティラ

東京工業大学 准教授
ラーメ・マックスウェルの平衡条件式に基づく斜面上の
応力分配モニタリング手法の開発

4,550,000 3,770,000 780,000

安永　憲司 東京工業大学 その他 誤り訂正符号に潜むランダムネスと構造の解明 3,640,000 1,300,000 2,340,000

伊藤　拓水 東京工業大学 研究員 サリドマイドによるセレブロン機能阻害機構の解明 4,420,000 1,430,000 2,990,000

井田　博史 東京工業大学 研究員
捕捉課題における視覚―動作カップリングから３Ｄ呈
示の実在感を評価する

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

稲垣　厚至 東京工業大学 助教
ＬＥＳを用いた都市キャノピー層の瞬間速度場と物質
拡散に関する研究

2,080,000 1,040,000 1,040,000
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稲上　誠 東京工業大学 その他
日本庭園の全体的な空間構成が感性評価に与える影
響

4,680,000 4,160,000 520,000

稲木　信介 東京工業大学 助教
固相反応場を活かした高分子のパラレル反応法の構
築

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

雨宮　智宏 東京工業大学 助教
ＩｎＰ系化合物半導体をベースとしたメタマテリアル装
荷型光メモリの創製

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

塩田　忠 東京工業大学 助教
金属単原子ワイヤーにおける電流誘起力特性の実験
的解明

4,550,000 3,770,000 780,000

横山　毅人 東京工業大学 助教 トポロジカル絶縁体のスピン物性 3,640,000 1,170,000 2,470,000

岡林　則夫 東京工業大学 その他
非弾性電子トンネル分光による三次元元素イメージン
グ

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

笠井　健太 東京工業大学 助教
低密度パリティ検査畳込み符号とその応用に関する
研究

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

梶川　正樹 東京工業大学 講師
転移因子ＬＩＮＥの転移・増幅における宿主タンパク質
の機能

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

宮地　輝光 東京工業大学 助教
酵素活性部位の空洞構造が直鎖アルカンからの選択
的アルコール異性体生成に及ぼす影響

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

金　俊完 東京工業大学 助教 ＭＥＭＳ技術を用いたＥＣＦ可変焦点マイクロレンズ 4,420,000 1,950,000 2,470,000

金子　真也 東京工業大学 助教
水平伝播を利用した次世代型クローニング技術の開
発

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

金子　晴彦 東京工業大学 講師
データ圧縮技術の適用による超並列プロセッサの低
消費電力化と高性能化

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

古澤　宏幸 東京工業大学 助教
生体分子の分子間相互作用における機械的力の大き
さ測定

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

工藤　史貴 東京工業大学 准教授
テトロドトキシン生産菌のゲノム解析に基づく生合成機
構の解明

4,680,000 3,510,000 1,170,000

高橋　章浩 東京工業大学 准教授
内部浸食による劣化を考慮した既設盛土の耐震性能
評価法の提案

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

今井　裕之 東京工業大学 助教
アルコール転換によるオレフィン直接製造のための新
規ゼオライト触媒の開発

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

今岡　享稔 東京工業大学 助教 プログラムされた電子伝達系を活用する光物質変換 4,680,000 2,080,000 2,600,000

佐久間　博 東京工業大学 その他
地球表層環境における鉱物表面／水／有機物界面
の構造解析

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

佐瀬　祥平 東京工業大学 その他
新規なキャビティ型ジアルキルホスフィン配位子の開
発とその合成反応への応用

2,730,000 1,430,000 1,300,000

佐藤　仁 東京工業大学 その他
ヘテロ型クラスタ計算機上でのペタスケール大規模
データ処理

4,160,000 2,210,000 1,950,000

佐藤　雄二 東京工業大学 その他
レーザーアブレーション法による光・熱化学反応制御
とエネルギー蓄積媒体の開発

4,030,000 1,560,000 2,470,000

斎藤　隆泰 東京工業大学 助教
異方性材料に対する新しい波動解析手法の開発と超
音波非破壊評価への適用に関する研究

4,290,000 1,560,000 2,730,000

坂尻　浩一 東京工業大学 その他
生体分子の相互作用場を基盤にした蛍光性らせん超
分子の構造転移と光機能制御

4,030,000 1,040,000 2,990,000
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山中　晃徳 東京工業大学 助教
ＧＰＵアクセラレートされたＰｈａｓｅ－Ｆｉｅｌｄ法に基づく
複合組織鋼の材質予測

4,160,000 1,950,000 2,210,000

市川　学 東京工業大学 助教
生活空間を考慮した大規模仮想都市モデルの実現に
関する研究

4,420,000 1,170,000 3,250,000

寺井　あすか 東京工業大学 その他
比喩における創発の認知メカニズムの検討－比喩理
解支援システム構築を目指して

4,160,000 1,040,000 3,120,000

七邊　信重 東京工業大学 その他
日本におけるアマチュアのコンテンツ制作文化の社会
的機能に関する調査研究

2,470,000 1,430,000 1,040,000

朱　疆 東京工業大学 助教
ＣＧ画像処理技術とＣＡＭ融合による新しい加工支援
システムの開発

4,420,000 2,080,000 2,340,000

秋山　貴 東京工業大学 助教
環境計画への市民参加が計画目標の達成度に与え
る影響の定量的把握

4,290,000 1,690,000 2,600,000

勝又　健一 東京工業大学 その他
光誘起親水化現象の解明に繋がる新たな提案－光照
射で生じる表面マクロ分極場の作用－

4,680,000 2,990,000 1,690,000

小山　大介 東京工業大学 助教
超音波駆動によるミリセカンド可変焦点レンズと高速
光デバイスへの応用

4,290,000 1,430,000 2,860,000

小池　隆司 東京工業大学 助教 太陽光分子変換反応を指向した分子状光触媒の創成 4,160,000 1,950,000 2,210,000

小野　公輔 東京工業大学 その他
動的共有結合を活用した相補的オリゴマー合成法の
開発

4,680,000 2,470,000 2,210,000

松本　浩嗣 東京工業大学 助教
画像解析によるＲＣ棒部材のせん断耐荷機構の評価
と設計の高度化

4,420,000 2,210,000 2,210,000

森　伸介 東京工業大学 助教
カーボンナノファイバーのプラスチック表面への直接領
域選択合成

4,290,000 2,470,000 1,820,000

森井　幹雄 東京工業大学 研究員
全天Ｘ線観測と可視赤外観測によるマグネターの新発
見と放射機構の解明

3,770,000 1,820,000 1,950,000

秦　猛志 東京工業大学 助教
ベースメタル「鉄」を用いる多官能性化合物の効率的
合成法の開発

4,680,000 1,950,000 2,730,000

水谷　義弘 東京工業大学 准教授
炭素繊維強化熱可塑性プラスチック融着作業中のリ
アルタイム融着不良部検査法

4,680,000 2,860,000 1,820,000

西迫　貴志 東京工業大学 助教
マイクロ流路のプラグ流集積による脂質二分子膜アレ
イの形成と計測

4,550,000 2,860,000 1,690,000

青木　才子 東京工業大学 助教
有機高分子多点吸着膜と表面粗さ形状とのマッチング
による摩擦低減効果に関する研究

3,510,000 2,210,000 1,300,000

石井　秀明 東京工業大学 准教授
情報論的制約下におけるマルチエージェント合意問題
に対する確率アルゴリズムの構築

3,900,000 2,340,000 1,560,000

赤坂　修一 東京工業大学 助教
電気回路接続した圧電性高分子を用いたコントロール
可能な吸音材料に関する研究

4,550,000 3,510,000 1,040,000

川本　思心 東京工業大学 その他
理科支援教材作成を通した理工系大学院生のコミュ
ニケーション教育プログラムの開発

1,820,000 650,000 1,170,000

相川　光介 東京工業大学 助教
実用的不斉触媒プロセスを指向した新規炭素－炭素
結合生成反応の開発

4,680,000 2,470,000 2,210,000

増田　真二 東京工業大学 准教授
植物の高次機能を制御する葉緑体型緊縮応答の分
子メカニズム

4,550,000 2,600,000 1,950,000

大橋　秀伯 東京工業大学 助教
タンパク質連続リフォールディング法におけるインター
フェースとしての機能膜の開発

4,160,000 1,690,000 2,470,000
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大島　孝仁 東京工業大学 助教 酸化ガリウム系半導体薄膜の基盤技術の確立 4,420,000 1,950,000 2,470,000

大野　玲 東京工業大学 その他
異方性分子の凝集構造に依存する有機半導体の電
荷輸送機構の解明

4,550,000 3,120,000 1,430,000

中薗　和子 東京工業大学 助教 ロタキサンスイッチ駆動型フォルダマーの合成と機能 4,550,000 1,560,000 2,990,000

中野　張 東京工業大学 准教授 確率制御理論の応用的研究 1,560,000 260,000 1,300,000

町田　洋 東京工業大学 助教
熱電係数を用いた重い電子系における量子臨界現象
の研究

4,420,000 1,820,000 2,600,000

田巻　孝敬 東京工業大学 助教
バイオ燃料電池の高性能化へ向けた酵素電極の新規
ナノ構造制御

4,420,000 2,080,000 2,340,000

田中　正行 東京工業大学 准教授
適応的事前確率分布モデルを応用した高性能画像復
元

4,290,000 650,000 3,640,000

田邊　真 東京工業大学 助教
有機Ｎｉ、Ｐｄ錯体を鍵中間体とする環状ポリシラン及び
類縁体の精密合成

4,680,000 3,250,000 1,430,000

藤井　学 東京工業大学 助教 湖沼水中における活性酸素種の化学的動態の解明 4,420,000 2,340,000 2,080,000

藤井　慎太郎 東京工業大学 その他 酸化構造を鋳型としたグラフェン端の作製と評価 4,680,000 4,030,000 650,000

能勢　隆 東京工業大学 助教
次世代ヒューマノイド音声合成に向けたコーパスデザ
インに基づく音声多様化技術の研究

4,290,000 2,210,000 2,080,000

波多野　慎悟 東京工業大学 その他
側鎖液晶型両親媒性マルチブロックコポリマー膜の開
発とミクロ相分離構造評価

4,680,000 2,600,000 2,080,000

萩原　誠 東京工業大学 助教
モジュラー・マルチレベル変換器を用いたモータドライ
ブに関する研究

4,420,000 2,340,000 2,080,000

畑中　健志 東京工業大学 助教 ビジュアルセンサネットワークのための分散協調推定 4,160,000 2,600,000 1,560,000

樋口　有理可 東京工業大学 研究員 小惑星帯にある天体の不規則衛星への進化 4,160,000 1,560,000 2,600,000

布施　新一郎 東京工業大学 助教
多段階連続マイクロフロー合成装置による活性型ビタ
ミンＤ３類の高効率合成法の確立

4,420,000 910,000 3,510,000

福田　一帆 東京工業大学 助教
三次元空間における物体表面の色知覚メカニズムの
解明

4,420,000 2,600,000 1,820,000

福田　大輔 東京工業大学 准教授
旅行時間信頼性の経済評価：統合的な利用者行動モ
デルを基礎とした理論・実証研究

4,030,000 1,950,000 2,080,000

平山　雅章 東京工業大学 助教 リチウム電池電極表面の反応機構解析と機能開拓 4,680,000 3,510,000 1,170,000

平松　秀典 東京工業大学 その他 鉄系超伝導薄膜を用いた薄膜線材設計指針の提案 4,550,000 2,730,000 1,820,000

片山　浩一 東京工業大学 研究員
チップ増強法による局在励起子を用いた単一光子放
出源の実現

4,680,000 3,770,000 910,000

保科　拓也 東京工業大学 助教
エアロゾルデポジション法による強誘電体ナノ粒子セ
ラミックスの作製とそのサイズ効果

4,550,000 2,860,000 1,690,000

北原　知就 東京工業大学 助教 日本の公的年金運用のための 適化手法の開発 1,430,000 910,000 520,000
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木下　基 東京工業大学 助教
光配向性液晶ナノ構造体の作製と発光デバイスへの
応用

4,550,000 1,950,000 2,600,000

野村　研二 東京工業大学 その他
ｐ型アモルファス酸化物トランジスタとフレキシブルイン
バータの実現

4,420,000 2,210,000 2,210,000

林　晋平 東京工業大学 助教
理解と品質維持に適したソースコード修正を支援する
開発環境の構築

3,640,000 1,040,000 2,600,000

鈴木　啓悟 東京工業大学 助教
鋼床板に作用する輪荷重に着目した疲労環境モニタ
リングの研究

2,210,000 1,300,000 910,000

鈴木　政尋 東京工業大学 助教
半導体工学・プラズマ物理に現れる双曲・楕円型連立
方程式系の数学解析

3,640,000 1,430,000 2,210,000

馮　凱 東京工業大学 助教
マイクロガスタービン用高性能動圧型気体フォイル軸
受技術研究開発

3,120,000 1,170,000 1,950,000

黎　しん 東京工業大学 研究員
空気の旋回流を用いたガラス基板の浮上搬送用エア
レールの開発研究

3,900,000 1,690,000 2,210,000

ジャンソン
ジェスパー

お茶の水女子大学 助教 Ｃｏｍｐａｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｂｉｎｉｎｇ　Ｔｒｅｅｓ 3,380,000 1,430,000 1,950,000

王　杰（王傑） お茶の水女子大学 その他
中高生の進路選択に及ぼす経済的知識所有の効果
に関する研究

2,340,000 1,430,000 910,000

岡村　浩司 お茶の水女子大学 講師
プロモータ領域のメチル化を利用した遺伝子発現制御
の進化的な獲得

4,550,000 1,690,000 2,860,000

岸本　良美 お茶の水女子大学 研究員
ＴＧ－ｒｉｃｈリポ蛋白による血管炎症反応機構とポリフェ
ノールによる改善作用の検討

4,290,000 1,690,000 2,600,000

佐藤　真紀 お茶の水女子大学 研究員
言語少数派の子どもをめぐる、地域と学校の連携モデ
ルの構築

3,510,000 2,080,000 1,430,000

深尾　友美 お茶の水女子大学 助教
非アルコール性脂肪性肝炎の新しい予防法の開発：
ガーリック由来含硫化合物に着目して

4,550,000 2,470,000 2,080,000

石川　涼子 お茶の水女子大学 研究員
リベラルな多文化主義によるリベラルではない文化へ
の介入の研究

1,560,000 910,000 650,000

中西　公子 お茶の水女子大学 准教授 否定極性表現における構成的意味 2,860,000 1,300,000 1,560,000

萩田　真理子 お茶の水女子大学 准教授 暗号、符号、擬似乱数のための離散数学研究 4,290,000 1,690,000 2,600,000

福田　千絵 お茶の水女子大学 その他
近代日本の伝統音楽における演奏の場についての実
証的研究：箏曲演奏会を中心に

2,730,000 780,000 1,950,000

鈴木　寿子 お茶の水女子大学 研究員
共生社会の構築に資する持続可能性教育としての日
本語教師養成プログラムの開発

2,730,000 1,040,000 1,690,000

安藤　芳晃 電気通信大学 准教授
時間領域におけるマルチスケール電磁界解析のため
のＣＩＰ－ＢＳ法の開発

4,550,000 3,250,000 1,300,000

笠井　裕之 電気通信大学 准教授
大量高精細映像のための高機能インタラクティブ配信
方式

4,290,000 2,080,000 2,210,000

岸本　哲夫 電気通信大学 その他
ボース凝縮体を用いた複雑形状量子渦エンジニアリン
グとそのダイナミクスの実時間観測

4,810,000 4,030,000 780,000

岩本　貢 電気通信大学 その他
統計的に不正検知可能な情報理論的暗号方式とその
応用

4,160,000 1,430,000 2,730,000

吉井　一倫 電気通信大学 その他
テラヘルツ繰り返し超短パルスレーザーによる高次高
調波発生と真空紫外光の偏光制御

4,420,000 2,860,000 1,560,000
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佐藤　好幸 電気通信大学 助教
ベイズモデルに基づいた人間の知覚適応現象の統合
的研究

4,290,000 2,080,000 2,210,000

細川　敬祐 電気通信大学 助教
光学・電波観測を組み合わせたポーラーパッチの３次
元イメージング観測

2,470,000 910,000 1,560,000

策力　木格 電気通信大学 助教
高密度な車両分布を想定した高効率・高信頼なマル
チホップブロードキャストプロトコル

2,860,000 2,080,000 780,000

三好　健文 電気通信大学 助教
論理回路中の疎な関係にある部分回路群の抽出と活
用手法の研究

4,550,000 2,470,000 2,080,000

山田　哲男 電気通信大学 准教授
製品再生ライフサイクル志向の循環型生産・物流シス
テムのモデル化と評価

4,290,000 1,040,000 3,250,000

清水　亮介 電気通信大学 その他 時間領域量子もつれ光子波束操作技術の開発 4,420,000 1,950,000 2,470,000

曽越　宣仁 電気通信大学 准教授
新しい高屈折率物質と高度自己組織化による完全光
学結晶の作製と光学機能の研究

4,680,000 3,380,000 1,300,000

大橋　隼人 電気通信大学 研究員
多価イオン照射による固体表面ナノ構造生成過程の
研究

4,550,000 3,120,000 1,430,000

大坐畠　智 電気通信大学 准教授
無線ＬＡＮ環境におけるオーバヒアリングを用いた高速
ダウンロード方式

4,420,000 1,950,000 2,470,000

大山　恵弘 電気通信大学 准教授 ハイパバイザの新しい応用の開拓 3,770,000 1,430,000 2,340,000

谷口　淳子 電気通信大学 助教
１次元細孔中の液体３Ｈｅを用いた朝永‐ラッティン
ジャー液体の研究

3,900,000 1,430,000 2,470,000

竹内　啓悟 電気通信大学 助教
モバイルＭＩＭＯブロードキャスト方式に適した通信方
式の構築と解析

4,290,000 2,080,000 2,210,000

藤原　祐介 電気通信大学 その他
運動データと印象データの複合的解析による身体協
調構造の解明

3,770,000 2,340,000 520,000 1,430,000

平田　慎之介 電気通信大学 助教
マルチニードル型キャピラリを用いた液滴の自在変形
によるマイクロマニピュレーション

4,550,000 3,120,000 1,430,000

木寺　正平 電気通信大学 助教
自律移動型ロボットのための準遠方領域・超波長分解
能レーダセンサの研究

4,290,000 1,560,000 2,730,000

河野　真太郎 一橋大学 講師
ウェールズ英語文学研究の基盤創設に向けて―二十
世紀小説を中心に

3,900,000 1,300,000 2,600,000

高山　智樹 一橋大学 その他
英米圏における文化研究の布置状況に関する実証研
究

3,510,000 1,430,000 2,080,000

佐藤　文香 一橋大学 准教授 日米軍事組織におけるジェンダー政策の比較研究 4,420,000 1,690,000 260,000 2,730,000

秋山　晋吾 一橋大学 准教授
１８世紀ハンガリーにおけるギリシア商人の社会史的
研究

4,160,000 1,820,000 2,340,000

小黒　一正 一橋大学 准教授
人口動態と財政経済の相互関係に関するシミュレー
ション分析

3,380,000 1,820,000 1,560,000

小林　文生 一橋大学 講師
セレンディピティの実証的解明とセレンディピティを促
進する教育プログラム開発

4,290,000 1,560,000 2,730,000

西野　史子 一橋大学 准教授
契約社員・派遣社員の技能形成とキャリアラダーおよ
び有期雇用政策に関する実証研究

4,160,000 1,820,000 2,340,000

大林　一広 一橋大学 講師
内戦における反政府武装集団の行動―組織内政治
の観点から―

4,420,000 1,040,000 3,380,000
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中澤　篤史 一橋大学 講師 学校運動部活動の歴史的展開に関する総合的研究 4,290,000 1,300,000 2,990,000

堂免　隆浩 一橋大学 講師
都市公共財の維持に対する正当性認識に基づくコミュ
ニティ・ガバナンスの成立条件

4,160,000 1,040,000 3,120,000

二宮　祐 一橋大学 講師 １９７０年代における高大連携に関する政策過程研究 1,560,000 910,000 650,000

野間　幹晴 一橋大学 准教授 日本企業の近視眼的行動をめぐる実証研究 4,030,000 1,690,000 2,340,000

鈴木　直文 一橋大学 講師
社会ネットワーク分析を用いた地域づくり活動の拡大
過程とその影響の測定・評価

4,420,000 2,990,000 1,430,000

近藤　秀裕 東京海洋大学 准教授 魚類獲得免疫の成立に及ぼすサイトカインの影響 4,420,000 2,340,000 2,080,000

神尾　道也 東京海洋大学 助教 メスガニ尿中の成熟脱皮関連バイオマーカーの探索 4,550,000 1,950,000 2,600,000

増田　光弘 東京海洋大学 助教 海難事故防止のための高把駐力新型錨の開発研究 3,900,000 1,430,000 2,470,000

渡部　大輔 東京海洋大学 助教
国際物流における航空輸送ネットワークの 適化に
関する研究

4,420,000 1,820,000 2,600,000

内田　圭一 東京海洋大学 助教
内湾域における漁獲生物から漁場環境を推定するた
めの生物指標の作成

4,420,000 2,210,000 2,210,000

稲垣　怜史 横浜国立大学 助教
フェノール酸化によるヒドロキノン高選択製造のための
チタノシリケート触媒の開発

4,290,000 1,300,000 2,990,000

吉田　聡 横浜国立大学 准教授
既成市街地における街区エネルギーコミュニティの構
築可能性

3,770,000 1,430,000 2,340,000

三角　隆太 横浜国立大学 その他
工業晶析装置内の撹拌翼形状と溶液状態を考慮した
汎用的な有効核発生モデルの開発

4,420,000 2,340,000 2,080,000

小ヶ谷　千穂 横浜国立大学 准教授
トランスナショナルに構築される「日比国際児」のアイ
デンティティとキャリア・プラン

4,550,000 2,860,000 1,690,000

松井　和己 横浜国立大学 准教授
熱力学に立脚した統一的マルチフィジックス・マルチス
ケール解析手法の開発

4,290,000 1,430,000 2,860,000

松行　美帆子 横浜国立大学 准教授
アジア開発途上国における軌道系輸送機関の導入に
よる都市構造の変容に関する研究

4,420,000 1,820,000 2,600,000

新田見　匡 横浜国立大学 その他
糸状性微生物の制御による廃水処理施設における固
液分離障害とリン除去悪化の解消

4,680,000 3,250,000 1,430,000

森　昌司 横浜国立大学 准教授
代替流体を用いた高温高圧下の気液二相流中の障
害物近傍における液膜破断機構の解明

4,420,000 2,340,000 2,080,000

生方　俊 横浜国立大学 助教
高性能な光パターニング構造を形成する光連結性分
子材料の開発

4,680,000 2,730,000 1,950,000

大野　真也 横浜国立大学 その他
遷移金属極薄膜直下におけるシリコン酸化促進反応
の解析

4,550,000 3,510,000 1,040,000

中嶋　亮 横浜国立大学 准教授
若者の交友ネットワークを通じた犯罪行為の社会的相
互作用の実証分析

3,510,000 1,950,000 1,560,000

長谷川　誠 横浜国立大学 その他
測定応力に基づく遮熱コーティングシステムでの剥離
の定量評価と剥離抑制機構の付与

4,550,000 2,860,000 1,690,000

鶴見　裕之 横浜国立大学 准教授
消費者の商品カテゴリー購買行動における量的・質的
な季節変動

1,950,000 1,300,000 650,000
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田中　稲子 横浜国立大学 助教
初等教育課程における住環境教育の形成過程と在り
方に関する基礎的研究

1,170,000 910,000 260,000

尾崎　伸吾 横浜国立大学 助教
内部状態変数に基づく速度依存性摩擦構成モデルの
構築と有限要素解析への適用

3,250,000 2,340,000 910,000

筆保　弘徳 横浜国立大学 准教授
段階式発生プロセス仮説検証による台風発生メカニズ
ム全容の解明

4,290,000 2,860,000 1,430,000

百武　徹 横浜国立大学 准教授
酸素放出過程を含めた微小血管レベルでのナノ粒子
人工赤血球の流動ダイナミクス

4,550,000 3,510,000 1,040,000

綿貫　竜太 横浜国立大学 その他
ネオジム化合物に現れる強力な非幾何学的フラスト
レーション効果の解明

4,420,000 2,730,000 1,690,000

Ｌｅｏｎ　Ｇ　Ｒｏ
ｂｅｒ

政策研究大学院大学 准教授 パネルデータ共和分モデルの構造変化 3,120,000 1,040,000 2,080,000

Ｐｆａｕ　Ｗａｄｅ
Ｄ

政策研究大学院大学 准教授
ライフサイクルの中における退職計画の国際比較研
究

4,160,000 1,560,000 2,600,000

日比野　直彦 政策研究大学院大学 准教授
観光行動の時系列変化の構造解明に向けた複数の
統計データを用いた分析方法の提案

4,550,000 2,600,000 1,950,000

鈴木　綾 政策研究大学院大学 助教授 ガーナのパイナップル産業の発展 4,420,000 3,770,000 650,000

ＨｉｇａＯｎａｇａ
Ｓｕ

新潟大学 その他
コンドロイチン硫酸合成酵素欠損マウスにおける脊髄
損傷後の機能回復

4,420,000 3,120,000 1,300,000

ＰＥＴＲＥＮＫＯ
ＡＮＤ

新潟大学 助教 ＣＲＰＳにおけるアクアポリン１の役割について 4,420,000 3,250,000 1,170,000

アブデルガ
ワッド　サマー

新潟大学 研究員
ＡＬＬーａｎｄーＮｏｎｅ法を用いた網羅的プロテオミクス
による膜性腎症抗原の同定

3,770,000 2,210,000 1,560,000

阿部　晴恵 新潟大学 助教 三宅島噴火に対する生態系の適応力に関する研究 3,250,000 1,430,000 1,820,000

伊藤　晴江 新潟大学 助教
新しく確立されたＴ細胞サブセットＴ（ＦＨ）は歯周炎に
関与するか

3,900,000 650,000 3,250,000

伊豫部　勉 新潟大学 研究員
山地流域に形成される雲霧帯の時空間分布に着目し
た森林群集の成立維持機構の解明

3,640,000 2,340,000 1,300,000

遠藤　太郎 新潟大学 助教
ミラーニューロン障害仮説に基づく自閉症スペクトラム
障害の早期診断マーカーの探索

4,030,000 2,470,000 1,560,000

奥井　隆文 新潟大学 その他
歯周病原細菌によるＴｒｅｇからＴｈ１７への転換は破骨
細胞形成を促進するか？

4,160,000 2,080,000 2,080,000

加来　咲子 新潟大学 その他
メカノレセプターとしてのプライマリー・シリアによる歯
根膜維持機構

4,290,000 2,340,000 1,950,000

葛城　美徳 新潟大学 助教 Ｂｃｌ１１ｂ変異による過剰歯形成機構 4,290,000 2,600,000 1,690,000

岩崎　正則 新潟大学 助教
歯周病原細菌感染度と腎機能の関連－歯周病が慢
性腎臓病に与える影響の解明－

3,770,000 1,170,000 2,600,000

吉原　弘祐 新潟大学 助教 上皮性卵巣癌におけるＣｏｐｙ－ｎｅｕｔｒａｌ　ＬＯＨ解析 4,680,000 4,030,000 650,000

吉田　賢市 新潟大学 助教
原子核密度汎関数法に基づく中重不安定核の系統的
線型応答計算

3,120,000 910,000 2,210,000

郷　梨江香 新潟大学 その他
胸腺リンパ腫発症における放射線照射の標的細胞の
同定とその幹細胞様性質の解析

4,680,000 2,860,000 1,820,000

636



（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

金子　昇 新潟大学 助教 ミュータンス菌の遺伝子検査法の臨床応用 3,900,000 1,560,000 2,340,000

窪田　和 新潟大学 その他
難聴モデルマウスを用いた聴覚野周波数マップの研
究：耳鳴の積極的予防を目指して

4,550,000 3,900,000 650,000

栗原　敏之 新潟大学 助教
中期古生代の放散虫絶滅事変：種群交代と環境要因
から探るプランクトン生態系の変革

3,770,000 2,860,000 910,000

原田　史子 新潟大学 その他
機械受容器におけるＴＲＰＭ８の発現を指標にした歯
の移動時に生じる痛みの発現機序

4,030,000 1,560,000 2,470,000

高宮　浩司 新潟大学 准教授
マッチングマーケットデザインの新展開：非２部マッチ
ングの研究

4,030,000 1,560,000 2,470,000

高橋　雅彦 新潟大学 助教
新規Ｔａｘ１結合因子を介したＨＴＬＶ－１発癌の悪性化
機構

4,290,000 2,210,000 2,080,000

高村　昌昭 新潟大学 その他
肝内胆管癌発癌過程におけるＬＩ－カドヘリンの役割と
早期診断への応用

4,030,000 2,080,000 1,950,000

佐々木　朋裕 新潟大学 助教 光学的計測法を用いた超音波接合メカニズムの解明 2,210,000 780,000 1,430,000

佐藤　努 新潟大学 准教授
新規Ｃ３５テルペン環化酵素の発掘からゲノムマイニ
ング及び非天然型創製への展開

4,550,000 2,340,000 2,210,000

佐藤　博慶 新潟大学 その他
近位尿細管エンドサイトーシスによる新規レニン・アン
ジオテンシン系活性化機構の解明

4,290,000 2,730,000 1,560,000

斎藤　美紀子 新潟大学 助教
舌癌の後発リンパ節転移のスクリーニング―口底の
バリアー欠損は転移ルートか―

1,690,000 650,000 1,040,000

笹川　圭右 新潟大学 その他 手関節の関節状態における動的解析 4,420,000 2,860,000 1,560,000

三好　智博 新潟大学 助教 内在性小分子ｓｉＲＮＡ前駆体の成熟化プロセスの解明 4,680,000 2,470,000 2,210,000

山口　聡一郎 新潟大学 助教
内耳上皮組織のｐＨ調節機構及びその聴覚機能との
協関の研究

4,290,000 2,210,000 2,080,000

山崎　学 新潟大学 助教
癌細胞によるアポトーシス細胞貪食：分子機構と病理
学的意義

4,290,000 2,470,000 1,820,000

山崎　真弥 新潟大学 助教
コンディショナルノックアウトマウスを用いた多動性疾
患原因分子の検索

4,420,000 2,340,000 2,080,000

寺口　昌宏 新潟大学 助教
不斉転写されたナノ空孔を階層的に持つ高分子膜の
創製と超分離機能の開発

4,030,000 2,730,000 1,300,000

秋葉　奈美 新潟大学 研究員
骨粗鬆症患者へのインプラント適用を目的としたエピ
ジェネティクスによる骨代謝制御

4,160,000 2,340,000 1,820,000

重谷　佳見 新潟大学 助教
半導体レーザーによる歯髄内硬組織形成ー非コラー
ゲン蛋白の局在と遺伝子発現解析ー

4,160,000 1,560,000 2,600,000

小島　秀雄 新潟大学 教授 アフィン代数多様体の構造解明とその応用 4,160,000 1,690,000 2,470,000

小堀　彩子 新潟大学 准教授
援助職の援助要請プロセスとバーンアウトとの関連の
検討

2,080,000 1,430,000 650,000

松田　純平 新潟大学 研究員
骨‐人工材料もしくは骨‐骨間インターフェース改善に
関する新技術の確立

4,550,000 3,770,000 780,000

上村　顕也 新潟大学 その他
ハイドロダイナミック遺伝子導入法による非ヒト霊長類
への遺伝子治療

4,420,000 2,080,000 2,340,000
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清水　英彦 新潟大学 准教授
マグネシウム系薄膜による表示デバイス開発のため
の基礎研究

4,420,000 2,210,000 2,210,000

石田　真由美 新潟大学 助教
出生直後の新生児と母親の相互コミュニケーション手
法の開発

4,160,000 2,210,000 1,950,000

川崎　真依子 新潟大学 助教
抗アポトーシスタンパクＨＳＰ２７の細胞内導入法を用
いた効果的な骨造成法の開発

4,160,000 1,300,000 2,860,000

川村　宏樹 新潟大学 講師
エンドトキシン肝障害におけるＡＴＰの好中球誘導によ
る炎症悪化の機序

4,290,000 1,170,000 3,120,000

相澤　直孝 新潟大学 その他
カテゴリー知覚を用いた正常～軽度難聴高齢者の聴
覚時間分解能の検討

4,290,000 1,820,000 2,470,000

他田　正義 新潟大学 助教
オリゴマー形成阻害を標的としたポリグルタミン病の
新規治療薬の開発

4,290,000 2,470,000 1,820,000

谷口　裕重 新潟大学 講師 嚥下惹起をもたらす物性条件 4,290,000 2,340,000 1,950,000

池田　順行 新潟大学 助教
顎関節滑膜組織における疼痛の発現とその調節機構
の解明

4,160,000 1,560,000 2,600,000

中曽根　直弘 新潟大学 その他 咬合は形成過程の歯根に影響するか？ 3,900,000 2,340,000 1,560,000

中村　由紀 新潟大学 助教
嚥下調節機構における摂食関連ペプチドの役割とそ
の発達に関する研究

4,290,000 1,560,000 2,730,000

中富　満城 新潟大学 助教
遺伝要因と環境要因の複合作用による口唇裂研究モ
デルの新規構築

4,030,000 1,820,000 2,210,000

辻村　恭憲 新潟大学 助教 咀嚼時の嚥下抑制機構を解明する 4,160,000 2,210,000 1,950,000

田山　英治 新潟大学 准教授
キラルカリックスアレーンの創製と不斉包接を利用す
る光学活性非天然型アミノ酸の合成

4,550,000 3,250,000 1,300,000

田中　美央 新潟大学 助教
在宅重症心身障害児を育てる家族の育児への意欲を
支える看護支援プログラム開発

4,030,000 910,000 3,120,000

渡部　雄一郎 新潟大学 講師
統合失調症と自閉症スペクトラム障害の遺伝学的な
共通性と特有性の解明

4,290,000 2,990,000 1,300,000

渡邊　道之 新潟大学 准教授
線形及び非線形ヘルムホルツ型方程式の漸近解析と
逆解析

2,730,000 1,430,000 1,300,000

島田　靖子 新潟大学 助教
メタボリック症候群はＧＣＦ中のアディポサイトカインを
介して歯周炎を増悪させるか？

4,290,000 2,730,000 1,560,000

任海　学 新潟大学 助教
マウス視覚野形態視領域の解明；活動から遺伝子ま
で

4,420,000 2,860,000 1,560,000

馬場　暁 新潟大学 准教授 表面プラズモン複合励起型有機薄膜太陽電池の創製 4,160,000 2,340,000 1,820,000

白井　述 新潟大学 准教授
移動行動と放射運動知覚の相互作用的発達に関する
実験心理学的検討

4,420,000 1,560,000 2,860,000

福井　直樹 新潟大学 助教
薬理ゲノム学的手法を用いたオランザピン誘発性糖
代謝異常のメカニズム探索

4,420,000 3,250,000 1,170,000

牧　佐智代 新潟大学 講師 市場志向型投資家保護法の構築 3,250,000 1,430,000 1,820,000

堀内　隆行 新潟大学 准教授
２０世紀前半期南アフリカのカラードとブリティッシュ・
アイデンティティに関する研究

1,950,000 650,000 1,300,000
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本田　朋之 新潟大学 その他
ＩＬ－１７と歯周病原細菌との相互作用から探る歯周炎
病態メカニズム

4,290,000 2,600,000 1,690,000

野崎　洋明 新潟大学 助教
新規ＨＴＲＡ１点変異ヘテロ接合体における脳小血管
病の病態機序の解明

3,770,000 2,210,000 1,560,000

矢作　理花 新潟大学 その他 随意嚥下および反射性嚥下に対する味覚刺激効果 4,290,000 2,340,000 1,950,000

両角　俊哉 新潟大学 助教
歯周炎および喫煙がＩＬ－６遺伝子プロモーター領域
のゲノムメチル化に及ぼす影響

4,160,000 1,820,000 2,340,000

林　貴宏 新潟大学 准教授
Ｗｅｂ応用へ向けたベクタ画像検索システムの研究開
発

3,640,000 1,560,000 2,080,000

蓮田　隆志 新潟大学 准教授
前近代ベトナムにおける地方行政システムの解明：地
方文書の古文書学的検討を通じて

3,120,000 1,560,000 1,560,000

崔　森悦 新潟大学 助教 空間周波数コム光源を用いた計測システムの開発 4,290,000 1,430,000 2,860,000

櫻井　篤 新潟大学 助教
革新的熱流体シミュレーションによるソーラー水素製
造の高効率化に関する研究

4,550,000 3,380,000 1,170,000

宮下　剛 長岡技術科学大学 その他
振動による鋼橋の損傷検出限界の解明と圧電体を利
用した損傷検出手法の開発

4,030,000 2,470,000 1,560,000

佐々木　徹 長岡技術科学大学 助教
低温・高密度プラズマ中の輸送特性解明に向けた直
接ＡＣ－ＤＣ導電率計測法の開発

4,680,000 3,770,000 910,000

松川　寿也 長岡技術科学大学 助教
国土の無法地帯と農業的自然的土地利用の再編に
着目した包括的国土管理に関する研究

2,600,000 1,430,000 1,170,000

倉橋　貴彦 長岡技術科学大学 助教
マイクロ空間２流体流れにおける界面不安定因子特
定手法の構築

4,810,000 4,160,000 650,000

田浦　裕生 長岡技術科学大学 助教
回転軸の安定性に及ぼす軸受油膜の傾斜油膜係数
の影響

4,420,000 1,950,000 2,470,000

藤井　修治 長岡技術科学大学 助教 二分子膜共連結構造の非線形レオロジー 4,420,000 2,340,000 2,080,000

白仁田　沙代
子

長岡技術科学大学 助教
シングルサイト電極基板の創製およびＰｔ単原子電極
触媒の開発

4,550,000 2,860,000 1,690,000

平田　研二 長岡技術科学大学 准教授
厳密な入出力ゲイン解析による切り換えシステムの解
析と制御系設計に関する研究

4,290,000 1,690,000 2,600,000

芳賀　仁 長岡技術科学大学 助教
広範囲出力電圧特性を有する高効率直接電力変換
器の開発

4,290,000 2,210,000 2,080,000

本間　智之 長岡技術科学大学 助教
コリレイティブマイクロスコープ解析に基づく汎用マグ
ネシウム合金押出材の高速化

4,550,000 3,770,000 780,000

齊藤　信雄 長岡技術科学大学 准教授
ｄ１０電子状態の金属リン化物光触媒を用いた水分解
反応

4,420,000 2,470,000 1,950,000

宮川　健 上越教育大学 准教授
学校数学における証明の生態の国際比較研究：日仏
米の教科書と学習指導要領の分析から

4,290,000 2,080,000 2,210,000

山本　隆一郎 上越教育大学 助教
大学生を対象とした不眠の自己対処プログラムの開
発

2,600,000 1,430,000 1,170,000

辻野　けんま 上越教育大学 准教授
ドイツ教師教育改革における「教師教育スタンダード」
の影響に関する研究

4,030,000 1,950,000 2,080,000

東原　貴志 上越教育大学 准教授
ものづくり授業における映像教材とディジタルフォトフ
レームの活用に関する研究

1,300,000 780,000 520,000
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末松　裕基 上越教育大学 講師
現代イギリス学校自律化政策の学校へのインパクトと
帰結に関する調査研究

3,250,000 910,000 2,340,000

旭　雄士 富山大学 助教 ハンガー反射を利用した頭位異常の治療の研究 1,950,000 1,170,000 780,000

浦川　将 富山大学 准教授
高密度近赤外分光法を用いたリハビリテーション課題
における脳機能ネットワーク解析

4,290,000 3,900,000 390,000

下田　芳幸 富山大学 講師
小学生から高校生までの学校における怒りの多次元
的特徴の検証とその予防的介入

1,560,000 520,000 1,040,000

河崎　優希 富山大学 助教
個別化医療に繋がる成長ホルモンによるＣＹＰ１Ａ２の
性特異的発現調節の分子的解明

4,030,000 3,250,000 780,000

岩村　宗高 富山大学 講師
希土類錯体の誘起円偏光発光を用いたキラルイメー
ジングセンサーの研究

4,680,000 3,900,000 780,000

岩田　真一郎 富山大学 准教授
贈与税および住宅ローン負担が生前贈与額に与える
影響についての実証分析

1,690,000 1,170,000 520,000

久保山　友晴 富山大学 助教
細胞接着斑形成に着目した神経軸索再生法開発のた
めの基礎研究

4,290,000 1,560,000 2,730,000

栗山　ちなみ 富山大学 助教
ヒスチジン脱炭酸酵素をターゲットとする新しい抗ヒス
タミン薬の創薬

2,470,000 1,950,000 650,000 520,000

今野　紀文 富山大学 助教
両生類の発生過程で起こる窒素代謝変換をトリガー
する因子の探索とその作用機構の解明

4,680,000 3,640,000 1,040,000

山本　雅資 富山大学 准教授
不法投棄対策に焦点をおいた望ましい廃棄物政策に
関する国際比較分析

1,300,000 650,000 650,000

寺西　敬子 富山大学 助教
高齢者における、認知症の進行に伴う概日リズムの
変化の明確化に関する研究

3,770,000 1,950,000 1,820,000

小澤　龍彦 富山大学 助教
診断マーカー感度向上に向けた高親和性抗体迅速単
離法の開発

4,420,000 2,470,000 1,950,000

松井　健志 富山大学 准教授 看護学研究に求められる倫理性に関する研究 4,160,000 1,430,000 2,730,000

森井　章裕 富山大学 助教
刺激応答性発現制御システムの開発と前立腺癌治療
への応用

3,900,000 2,080,000 1,820,000

須永　恭子 富山大学 准教授
退院調整における訪問看護師の稼働量のコスト換算
と報酬，利益との整合性に関する研究

1,300,000 130,000 1,170,000

石井　博 富山大学 准教授
高山生態系の特性を利用した、送粉ネットワーク構造
の解析

4,550,000 1,170,000 3,380,000

石津　憲一郎 富山大学 講師
思春期の学校メンタルヘルスに及ぼす自尊感情とそ
の安定性，随伴性自己価値の作用

1,820,000 780,000 1,040,000

石田　和也 富山大学 助教 核酸類似薬物の消化管吸収変動機構解析 4,420,000 1,560,000 2,860,000

中島　彰俊 富山大学 助教
妊娠高血圧症候群とオートファジー―新視点から絨毛
外栄養膜細胞浸潤不全を解明する

4,160,000 2,210,000 1,950,000

渡邊　一弘 富山大学 准教授
裁判員裁判における量刑‐多変量解析を用いた数量
化研究‐

1,040,000 650,000 390,000

島　友子 富山大学 助教 胎児抗原特異的制御性Ｔ細胞の重要性 4,290,000 2,730,000 1,560,000

道券　夕紀子 富山大学 助教
関節拘縮を有する寝たきり高齢者へのポジショニング
の効果

4,160,000 3,900,000 260,000

640



（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

福地　守 富山大学 助教 新規ＢＤＮＦ前駆体の発現および機能解析 4,290,000 2,210,000 2,080,000

片桐　正敏 富山大学 その他
社会性と認知機能の関連性の探究―社会スキル支援
へ向けての基礎的研究―

3,770,000 1,430,000 2,340,000

井口　善生 金沢大学 研究員
側坐核機能と意思決定の障害―ドパミントーン操作動
物を用いた実験的検討―

4,290,000 2,860,000 1,430,000

井田　克征 金沢大学 研究員 マハーヌヴァブ派における初期聖典の研究 3,120,000 1,430,000 1,690,000

一戸　渉 金沢大学 准教授
近世和学の史的展開と文化的実践――１８世紀を中
心に――

3,380,000 1,430,000 1,950,000

岩中　伸壮 金沢大学 研究員
ミトコンドリアの呼吸活性と生合成に対する酸素輸送
担体発現の意義

4,160,000 1,820,000 2,340,000

喜多村　晃一 金沢大学 助教
抗Ｂ型肝炎ウイルス因子ＡＩＤ／ＡＰＯＢＥＣがもたらす
発がん

4,160,000 1,430,000 2,730,000

吉原　亨 金沢大学 助教
精神疾患モデルとしての糖鎖遺伝子改変マウスの解
析

4,290,000 2,080,000 2,210,000

宮崎　祐介 金沢大学 助教
細胞・実空間スケールを統合した脳外傷バイオメカニ
クスの実験的研究

4,550,000 3,640,000 910,000

玉瀬　玲 金沢大学 その他
遺伝子導入神経幹細胞移植モデルを使用した膠芽腫
に対する新たな治療標的分子の探索

4,160,000 2,340,000 1,820,000

栗田　昭英 金沢大学 助教
各種心肺停止時の心肺蘇生に対する内服β遮断薬
の影響

4,160,000 1,560,000 2,600,000

原　章規 金沢大学 助教 内因性抗エリスロポエチン受容体抗体の機能解析 2,470,000 1,300,000 1,170,000

古本　達明 金沢大学 講師
粉末による細菌の凝集システム構築とレーザー照射
に起因した殺菌機序解明に関する研究

4,030,000 1,300,000 2,730,000

御簾　博文 金沢大学 助教
新規インスリン抵抗性ヘパトカインセレノプロテインＰを
標的とした糖尿病治療法の探索

4,160,000 2,210,000 1,950,000

荒井　邦明 金沢大学 助教
新規ケモカイン製剤の免疫賦活効果による肝癌の再
発抑制効果をめざした免疫療法の開発

4,160,000 1,820,000 2,340,000

今村　幸祐 金沢大学 准教授
奥行き距離を考慮した動オブジェクト抽出法とその応
用技術の開発

4,420,000 1,690,000 2,730,000

砂子阪　肇 金沢大学 助教
遺伝子発現プロファイルを用いた肝細胞癌治療にお
ける新規バイオマーカーの同定

4,290,000 1,950,000 2,340,000

三輪　聰太郎 金沢大学 助教
前立腺癌骨転移とオステオネクチンの関連について
の研究

3,900,000 2,470,000 1,430,000

山口　豪 金沢大学 助教
虚血による心臓の痛みに関わる心臓知覚神経へのＡ
ＳＩＣ３の関与

4,420,000 2,340,000 2,080,000

山田　耕平 金沢大学 助教
温和な条件で進行するベンジル化剤ＤＭＴ―ＢＭの開
発

4,420,000 2,730,000 1,690,000

山田　忠明 金沢大学 助教
新規足場蛋白Ａｋｉ１を標的としたＥＧＦＲ遺伝子変異肺
癌の制御法開発

4,160,000 2,210,000 1,950,000

山田　和徳 金沢大学 その他
多発性嚢胞腎発症機序の解明；モデルマウスを用い
たＴＲＰＰ２の局在異常からの解析

4,030,000 1,950,000 2,080,000

山本　洋 金沢大学 准教授
近世武家社会における軍書の成立背景に関する基礎
的研究

780,000 390,000 390,000
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市森　明恵 金沢大学 助教
北陸地方の要支援高齢者における冬季の照度が睡
眠、活動、心身の健康に及ぼす影響

4,160,000 1,430,000 2,730,000

寺本　時靖 金沢大学 研究員
実践的な日本型リサーチアドミニストレータ組織のモ
デル構築

2,210,000 1,300,000 910,000

篠原　もえ子 金沢大学 その他
アルツハイマー病患者におけるポリフェノールの安全
性と有効性に関する検討

4,290,000 2,600,000 1,690,000

酒井　克也 金沢大学 助教
３－Ｄ上皮細胞組織化モデルにおける動的細胞分化
転換と形態制御の研究

4,290,000 2,600,000 1,690,000

重原　一慶 金沢大学 その他
尿路性器腫瘍に対するヒトパピローマウイルス感染の
関連性についての検討

4,290,000 3,120,000 1,170,000

小阪　孝史 金沢大学 助教
脳内σ―１受容体イメージングによる老化及びストレ
ス性疾患の客観的評価に関する研究

4,030,000 1,430,000 2,600,000

小川　数馬 金沢大学 准教授
革新的癌診断治療システムの開発研究－骨腫瘍診
断治療からＤＤＳへ

4,160,000 1,820,000 2,340,000

小村　一浩 金沢大学 その他 強皮症におけるオーダーメイド医療 4,030,000 2,080,000 1,950,000

小林　成貴 金沢大学 研究員
３次元原子間力顕微鏡による原子スケールでの局所
水和構造状態の解析方法の確立

4,290,000 2,730,000 1,560,000

松下　貴史 金沢大学 助教
制御性Ｂ細胞におけるＰＩ３Ｋシグナルによる制御機構
の解析

4,160,000 2,210,000 1,950,000

森　紀子 金沢大学 その他
ＨＥＲ２をターゲットとした子宮内膜癌の新たな分子標
的治療の開発

4,290,000 2,600,000 1,690,000

杉本　寿史 金沢大学 助教
上皮間葉移行は側頭骨原発扁平上皮癌の予後を決
定するか

3,250,000 1,300,000 1,950,000

正源寺　美穂 金沢大学 助教
排尿パターンと介護負担軽減を考慮した施設高齢者
のためのおむつ選択基準の開発

4,290,000 2,340,000 1,950,000

西岡　晋 金沢大学 准教授
福祉国家の制度変化に関する政治的メカニズムの解
明

1,950,000 650,000 1,300,000

西野　達也 金沢大学 助教
要介護度の進行と施設群システムをふまえた高齢者
の地域居住サポート環境モデルの改良

2,990,000 1,820,000 1,170,000

石井　貴之 金沢大学 助教 有棘細胞癌におけるＴＷＩＳＴの役割について 4,420,000 3,250,000 1,170,000

石村　昭彦 金沢大学 助教
ウイルス挿入変異法で同定された新規がん関連遺伝
子Ｊｍｊｄ５の機能解析

4,290,000 2,470,000 1,820,000

船坂　龍善 金沢大学 研究員
上皮間葉移行を介した癌悪性化における核膜孔複合
体因子Ｒａｅ１の役割と機能解析

4,160,000 1,820,000 2,340,000

早稲田　優子 金沢大学 その他
同種造血幹細胞移植後閉塞性細気管支炎に対するイ
マチニブの効果

4,160,000 1,950,000 2,210,000

早稲田　龍一 金沢大学 助教 光線力学診断を利用した新しい肺区域同定法の開発 4,160,000 1,690,000 2,470,000

谷口　剛史 金沢大学 助教
フタロシアニン鉄と分子状酸素を活用する新規反応の
開発研究

3,510,000 1,820,000 1,690,000

竹内　伸司 金沢大学 助教
Ｒａｓシグナル活性化変異を有する原発性肺癌を標的
とした新規治療法の開発

4,290,000 2,730,000 1,560,000

中山　晶一朗 金沢大学 准教授
連結・時間信頼性を考慮した総合リスク対応型交通
ネットワークデザイン体系の確立

4,420,000 2,210,000 2,210,000
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中村　隆弘 金沢大学 助教
ｃＭｅｔ／ＨＧＦ受容体ＯＮ－ＯＦＦ機能変換を介した再
生・病態・発癌制御の研究

4,290,000 2,860,000 1,430,000

長田　恭子 金沢大学 助教
自殺企図歴のあるうつ病患者へのナラティブアプロー
チ

1,820,000 1,170,000 650,000

長内　祐樹 金沢大学 准教授
イギリス地方分権改革に伴う地方行政法理の変容と
その行政法学への影響に関する研究

2,990,000 1,170,000 1,820,000

田所　優子 金沢大学 助教 細胞内ＡＴＰ調節による造血幹細胞制御機構の解明 4,160,000 2,210,000 1,950,000

田中　隆太郎 金沢大学 講師
高速対応型快削鋼の切削におけるセラミック工具の工
具摩耗抑制手法の確立

4,550,000 3,640,000 910,000

馬場　智久 金沢大学 助教
胸腺Ｓｉｒｐα＋樹状細胞による自己免疫寛容の新規誘
導メカニズムの解明

4,290,000 2,210,000 2,080,000

繁田　佳映 金沢大学 助教
皮膚の形態および色調を用いたＩＡＤリスクアセスメント
指標の開発

4,290,000 3,120,000 1,170,000

尾崎　光紀 金沢大学 助教
雷空電の球面波伝搬効果解明とポータブル雷モニタ
への応用展開

4,290,000 1,560,000 2,730,000

武田　真滋 金沢大学 助教 量子色力学の高密度領域へのアプローチ 4,160,000 1,820,000 2,340,000

武内　章彦 金沢大学 助教
骨肉腫の新たな病態解明を目指したがん幹細胞の同
定とその特性の解析

4,030,000 1,690,000 2,340,000

北山　哲士 金沢大学 准教授
多目的逐次近似 適化を用いた可変ブランクホル
ダー力の 適軌道設計

3,900,000 2,210,000 1,690,000

北嶋　俊輔 金沢大学 研究員
癌進展過程における癌幹細胞様細胞の出現をｐＲｂが
抑制する

4,420,000 2,600,000 1,820,000

堀家　慎一 金沢大学 助教
染色体の空間的配置と組織特異的遺伝子発現制御
機構の解明

4,290,000 2,080,000 2,210,000

毎田　佳子 金沢大学 助教
エキソソームによる子宮内膜の細胞間情報伝達の分
子機構と内膜癌化に関する基礎研究

4,290,000 2,730,000 1,560,000

林　克洋 金沢大学 助教
骨軟部腫瘍切除後欠損に対する脂肪由来幹細胞によ
る組織再生と蛍光イメージング評価

2,860,000 1,040,000 1,820,000

林　朋恵 金沢大学 その他
胸腹部大動脈瘤患者における血液凝固線溶異常の
原因およびその意義

1,300,000 650,000 650,000

淺川　雅 金沢大学 助教
３次元走査型原子間力顕微鏡による生体膜／生体液
界面のナノ空間計測

4,420,000 1,950,000 2,470,000

齋藤　毅 金沢大学 助教
歌声の生理・音響的特徴の操作に基づく高度な歌声
合成

3,120,000 1,300,000 1,820,000

齋藤　大明 金沢大学 助教
分子シミュレーションによる膜タンパク質の分子透過
性に関する理論的研究

2,080,000 780,000 1,300,000

ＣＨＥＮ　Ｆａｎ
北陸先端科学技術大学
院大学

助教 異機種端末に適応した個人化ビデオの自動生成 4,160,000 1,560,000 2,600,000

ＭＡＣＶＡＵＧ
Ｈ　Ｊａｓ

北陸先端科学技術大学
院大学

助教 Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ　ｔｏ　ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ　ｏｆ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 3,250,000 1,040,000 2,210,000

宮内　良広
北陸先端科学技術大学
院大学

助教 アンテナクロロフィルのエネルギー伝搬過程の検証 4,940,000 4,290,000 650,000

坂本　隆
北陸先端科学技術大学
院大学

助教
核酸の生体内可視化を目指した１９Ｆ核磁気共鳴プ
ローブの開発

4,550,000 3,120,000 1,430,000
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小倉　加奈代
北陸先端科学技術大学
院大学

助教
人間の内的制約と思考特性に着目した新世代コミュニ
ケーションメディアの開発

4,030,000 780,000 3,250,000

小林　孝一
北陸先端科学技術大学
院大学

助教
確率ハイブリッドシステムの制御とシステムバイオロ
ジーへの展開

3,510,000 1,170,000 2,340,000

新妻　潤一
北陸先端科学技術大学
院大学

助教 電磁場照射による半導体コロイドのパターニング 2,470,000 1,820,000 650,000

青谷　知幸
北陸先端科学技術大学
院大学

助教
安全で容易なモジュール合成のためのプログラミング
言語機構の研究

3,510,000 1,170,000 2,340,000

千葉　勇輝
北陸先端科学技術大学
院大学

助教
正当性自動保証機能を備えた高階プログラム自動変
換技術

2,600,000 1,040,000 1,560,000

大平　圭介
北陸先端科学技術大学
院大学

助教
短時間結晶化を利用した次世代多結晶シリコン薄膜
太陽電池作製技術の開発

4,420,000 2,080,000 2,340,000

中村　誠
北陸先端科学技術大学
院大学

助教
言語進化論的アプローチによる急激な環境変化にとも
なう言語変化のモデル化

4,160,000 1,040,000 3,120,000

鶴岡　慶雅
北陸先端科学技術大学
院大学

准教授
解析アクションの先読みに基づく高速・高精度な自然
言語文解析

4,290,000 2,210,000 2,080,000

浮田　芳昭
北陸先端科学技術大学
院大学

助教
マイクロ流体デバイスによる連続的密度勾配遠心分
離の研究

4,680,000 4,030,000 650,000

平　修
北陸先端科学技術大学
院大学

助教
ナノ微粒子支援型質量分析による食品多成分評価法
の開発

4,550,000 2,470,000 2,080,000

濱田　勉
北陸先端科学技術大学
院大学

助教
相分離ベシクルの張力誘起構造転移と単分子膜結合
挙動

4,290,000 1,820,000 2,470,000

井階　友貴 福井大学 助教
安心・満足・信頼の医療を実現する地域医療評価要
因の探索及び地域医療評価方法の開発

4,290,000 1,560,000 2,730,000

井上　圭一 福井大学 講師
脱着可能なパネル部材により剛性とエネルギー吸収
能力を付与した超高靭性型構造の開発

4,550,000 2,080,000 2,470,000

井川　正道 福井大学 助教
酸化ストレスイメージングによるパーキンソン病の病態
解明と治療法開発

4,160,000 1,950,000 2,210,000

羽田野　慶子 福井大学 准教授
戦後日本の婦人教育政策におけるジェンダー・ポリ
ティクス

1,950,000 650,000 1,300,000

遠藤　貴広 福井大学 講師
ＤｅＳｅＣｏ以後の能力と評価の理論を踏まえた教育実
践研究と教員養成の方法

4,290,000 1,300,000 2,990,000

河邉　真也 福井大学 その他
転写因子ＬＲＨ‐１による黄体ホルモン産生の分子機
構解明

4,160,000 2,210,000 1,950,000

岩本　真幸 福井大学 助教
強力な細胞毒性を示す新奇ペプチドチャネルにおける
未知のイオン透過・制御機構

4,420,000 3,120,000 1,300,000

宮崎　剛 福井大学 助教 体性幹細胞を用いた変性軟骨の再生 4,290,000 2,600,000 1,690,000

高田　宗樹 福井大学 准教授
立体映像の長時間曝露が生体に及ぼす影響に関す
る調査研究

4,420,000 1,690,000 2,730,000

今道　力敬 福井大学 その他
卵胞発育および黄体形成におけるＳＦ－１新規標的遺
伝子の機能解析

4,290,000 2,730,000 1,560,000

笹原　未来 福井大学 研究員
重度・重複障害児（者）の医療的ケアに対する教育的
対応のあり方に関する実践的研究

2,730,000 1,430,000 1,300,000

山田　吉英 福井大学 講師 誤概念の観点による教科書分析と教材開発 2,210,000 1,560,000 650,000
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山本　晃司 福井大学 准教授
テラヘルツ時間領域分光法による弱い相互作用と分
子間振動の動的構造の解明

4,680,000 2,340,000 2,340,000

松木　悠佳 福井大学 助教
揮発性麻酔薬のターゲットとしてのカリウムチャネルと
その分子機構

4,420,000 3,640,000 780,000

植松　英之 福井大学 助教
相分離・粘弾性を利用した熱刺激応答材料の設計指
針に関する研究

4,290,000 2,600,000 1,690,000

生駒　俊英 福井大学 講師
「離婚時年金分割制度」のあり方　―２００９年ドイツ法
改正を受けて―

1,430,000 780,000 650,000

石飛　信 福井大学 助教
薬剤性高プロラクチン血症の新規治療法に関する臨
床研究

2,600,000 1,300,000 1,300,000

大越　忠和 福井大学 助教
透析アミロイドーシスにおける骨・関節破壊機構の解
明

4,160,000 1,950,000 2,210,000

池田　亮介 福井大学 その他
高周波数ジャイロトロンにおける周波数連続可変性と
高性能化の研究

4,680,000 2,730,000 1,950,000

中嶋　秀明 福井大学 助教
脊髄損傷に対する骨髄間質細胞移植の有効性・機序
および併用療法に関する基礎的研究

4,290,000 2,990,000 1,300,000

中澤　達哉 福井大学 准教授
ハンガリーにおける初期ジャコバン主義の生成と展開
に関する研究

1,560,000 910,000 650,000

田村　容子 福井大学 講師
中華民国期上海における演劇とジャーナリズムの相
互連関について

3,640,000 2,080,000 1,560,000

田中　完爾 福井大学 准教授
移動ロボットによる軽量・精密なリアルタイム圧縮地図
生成

4,420,000 2,340,000 2,080,000

藤井　猛 福井大学 助教
うつ病の神経可塑性障害仮説に基づく海馬歯状回の
機能に関する脳画像研究

4,160,000 1,170,000 2,990,000

藤本　明宏 福井大学 研究員
走行車両および凍結防止剤散布の影響を考慮した路
面すべり摩擦予測モデルの開発

4,420,000 3,120,000 1,300,000

徳力　周子 福井大学 助教
慢性肺疾患の予測・治療効果判定に有用な新たなバ
イオマーカーの開発

3,770,000 1,950,000 1,820,000

伴　匡人 福井大学 その他
ポリグルタミン蛋白質によるミトコンドリア膜構造・ダイ
ナミクス障害の分子機構解明

4,290,000 2,210,000 2,080,000

堀口　和秀 福井大学 助教
腸炎疾患におけるカハール介在細胞の可塑性を制御
する分子機構と組織幹細胞

4,290,000 3,120,000 1,170,000

廣垣　和正 福井大学 助教 超臨界二酸化炭素を用いた金属複合化繊維の創出 4,550,000 1,300,000 3,250,000

廣澤　愛子 福井大学 准教授
「非病理的解離」のメカニズムの解明―いじめ悪質化
との関連から―

1,950,000 910,000 1,040,000

安田　和幸 山梨大学 助教
電気けいれん療法における発作後せん妄状態の脳
波・局所脳血流解析

3,770,000 1,690,000 130,000 2,080,000

雨宮　史武 山梨大学 その他
細胞内脂質代謝抑制によるＣ型肝炎ウイルス治療戦
略の開発

4,160,000 2,210,000 1,950,000

下川　直美 山梨大学 助教
肝転移腫瘍における転移巣浸潤ＣＤ８＋Ｔ細胞の役割
解明

4,160,000 2,340,000 1,820,000

下川　敏雄 山梨大学 准教授
癌臨床研究におけるレスポンダーおよびシグナル検
出のための統計的機械学習法の開発

4,160,000 1,430,000 2,730,000

葛西　宏威 山梨大学 助教
ヒトＣ型肝炎ウイルスコアタンパクの宿主ヒストン修飾
に対する影響

2,470,000 910,000 1,560,000
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丸山　和美 山梨大学 助教
妊娠による身体的心理的変化がボディイメージに与え
る影響

3,250,000 1,820,000 1,430,000

吉村　健太郎 山梨大学 助教
革新的イオン化法を用いた質量分析型がん診断装置
の開発

4,290,000 2,080,000 2,210,000

原　正則 山梨大学 助教
顕微ラマン分光法による実作動燃料電池のｉｎ‐ｓｉｔｕ測
定に関する研究

4,420,000 3,380,000 1,040,000

康　徳東 山梨大学 助教
遺伝子改変ウサギモデルによる動脈プラーク破綻に
おけるＭＭＰ－９の役割の解析

3,900,000 1,560,000 2,340,000

高橋　英児 山梨大学 准教授
学校の暴力防止・克服プログラムの開発と実践に関
する研究－ドイツの取り組みを中心に

4,420,000 650,000 3,770,000

三宅　邦夫 山梨大学 助教
エピジェネティクス発現調節機構の破綻に基づく自閉
症病態の解明

4,160,000 2,210,000 1,950,000

山口　達也 山梨大学 助教
大腸癌患者の血清ＤＫＫ４測定によるＷｎｔシグナル亢
進の評価とその意義

4,160,000 2,210,000 1,950,000

山田　章子 山梨大学 助教
集中治療室に入室し言語的会話が困難な患者に対す
る痛みのアセスメントツールの開発

3,640,000 1,690,000 1,950,000

篠崎　陽一 山梨大学 講師
グリア細胞情報発信の空間制御メカニズムに関する
研究

4,160,000 1,560,000 2,600,000

柴田　圭輔 山梨大学 助教
生薬ブシの神経障害性疼痛治療メカニズムのｉｎ　ｖｉｖｏ
イメージング解析

4,420,000 2,470,000 1,950,000

小池　智也 山梨大学 助教
アポＣⅢの動脈硬化における役割－新規遺伝子改変
ウサギによる検討

4,160,000 2,210,000 1,950,000

松吉　俊 山梨大学 助教
高精度モダリティ解析のための言語資源構築に関す
る研究

4,290,000 2,340,000 1,950,000

秦　嶺 山梨大学 准教授 音の連続性に関する聴覚高次脳活動の解読と制御 4,290,000 1,950,000 2,340,000

杉山　剛 山梨大学 助教
乳幼児閉塞型睡眠時無呼吸症候群の診断基準の確
立と病態解明、治療効果の検討

4,030,000 1,170,000 2,860,000

正宗　大士 山梨大学 助教
血糖値が体温調節性シバリングに与える影響につい
ての研究

4,290,000 2,990,000 1,300,000

清野　辰彦 山梨大学 准教授 数学的モデル化の能力と態度の育成に関する研究 3,640,000 2,860,000 780,000

西崎　博光 山梨大学 助教
音声中の任意語彙検出の高度化と音声認識・音声ド
キュメント内容検索への応用

4,160,000 1,690,000 2,470,000

石田　真帆 山梨大学 助教
乳腺上皮細胞の増殖調節におけるエストロジェン受容
体の役割

4,160,000 2,080,000 2,080,000

赤羽　弘資 山梨大学 その他 急性リンパ性白血病に発現されるＣＤ３３抗原の解析 4,290,000 2,730,000 1,560,000

川崎　朋範 山梨大学 助教
乳腺神経内分泌腫瘍（Ｂ－ＮＥＴｓ）の発生機構の病理
学的解析および新分類の提唱

4,420,000 2,990,000 1,430,000

多賀谷　光 山梨大学 助教
体細胞核移植技術を用いた癌幹細胞モデルの作成と
新しい分化誘導療法の検討

4,030,000 1,430,000 2,600,000

大日向　陽子 山梨大学 助教
救急重症患者の「食」のニーズの変化過程と看護の展
開

4,030,000 1,300,000 2,730,000

滝澤　壮一 山梨大学 その他
自己免疫性膵炎と劇症１型糖尿病の新規自己抗体の
発見と測定系の確立

4,420,000 2,340,000 2,080,000
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中込　宙史 山梨大学 その他
伸展刺激に対する膀胱上皮細胞におけるＡＴＰ放出メ
カニズムの解明

4,290,000 2,860,000 1,430,000

中村　勇規 山梨大学 助教 体内時計が喘息の病態に果たす役割 4,160,000 2,340,000 1,820,000

猪爪　隆史 山梨大学 助教
腫瘍微小環境でメラノーマに誘導される新規免疫抑制
分子の同定

4,160,000 2,210,000 1,950,000

長崎　ひとみ 山梨大学 助教
頭頸部がん患者の治療経過に伴う”食”の認識・行
動・健康状態と看護の展開

2,860,000 1,040,000 1,820,000

田甫　綾野 山梨大学 准教授
幼児とのコミュニケーション能力を育む家庭科「触れ合
い体験」学習プログラムの開発

3,250,000 1,690,000 1,560,000

土屋　雅人 山梨大学 その他
非癌部遺伝子プロファイルによるヒト肝細胞癌のサブ
クラス分類の検討

4,160,000 2,210,000 1,950,000

東海林　麗香 山梨大学 准教授 母娘の関係性が娘の夫婦関係・親役割に及ぼす影響 1,300,000 260,000 1,040,000

鍋島　英知 山梨大学 准教授 高速結論発見器の実用化に関する研究 4,290,000 2,730,000 1,560,000

二宮　啓 山梨大学 助教
ナノメートルの深さ方向分解能を有する有機試料用質
量分析システムの研究開発

4,680,000 3,250,000 1,430,000

本杉　宇太郎 山梨大学 助教 拡散強調画像の新たな展開；潅流の定量 3,510,000 2,860,000 650,000

木下　雄一朗 山梨大学 助教
観光地における旅行者の思い出形成要因の分析と体
験誘発型街歩き支援システムの構築

4,290,000 1,820,000 2,470,000

野田　悟子 山梨大学 准教授
食材性昆虫に共生する真核単細胞微生物の木質分
解遺伝子の進化と生態

4,680,000 3,640,000 1,040,000

有元　圭介 山梨大学 助教
シリコン・カーボン混晶系歪みヘテロ薄膜の結晶欠陥
形成プロセスと電気伝導特性の解明

3,640,000 2,470,000 1,170,000

脇坂　暢 山梨大学 講師
固体高分子形燃料電池用電極触媒における高分子
－金属間相互作用の解析

4,420,000 3,250,000 1,170,000

廣瀬　衣子 山梨大学 その他
Ｂ前駆細胞性白血病におけるＬＭＯ２過剰発現の機序
と意義に対する検討

4,290,000 2,600,000 1,690,000

櫻田　庸一 山梨大学 その他
加齢黄斑変性症患者における感受性遺伝子とサイト
カインの関連性

4,290,000 2,470,000 1,820,000

關谷　尚人 山梨大学 助教 高性能平面型超伝導送信フィルタの開発 3,900,000 2,860,000 1,040,000

Ｍｙｏ　ＴｈａｎＨ
ｔａｙ

信州大学 助教 太陽光の集光熱による二酸化炭素の分解 4,810,000 3,640,000 1,170,000

安川　雪子 信州大学 その他
自己組織化下地層を用いたフェライトナノドットの形成
と超高密度磁気記録媒体への展開

4,810,000 4,160,000 650,000

伊藤　謙之介 信州大学 助教
光照射下における含窒素キラル化合物の革新的合成
法の創出

4,680,000 3,120,000 1,560,000

伊藤　努武 信州大学 助教
ナノ細孔中における液相吸着現象の解明およびそれ
を利用した擬高圧有機合成反応の検証

4,810,000 3,120,000 1,690,000

奥山　和美 信州大学 助教 超弦理論における量子的な時空の幾何学 3,770,000 1,040,000 2,730,000

荻原　朋美 信州大学 助教 電気けいれん療法の効果に対する拡散強調画像研究 4,160,000 2,990,000 1,170,000
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嘉嶋　勇一郎 信州大学 その他
ヒアルロン酸が動脈硬化進展に関与するメカニズムの
解明

4,290,000 1,820,000 2,470,000

河村　隆 信州大学 助教
圧密履歴の異なる粘土の収縮特性とその骨格構造の
予測への応用

3,510,000 2,730,000 780,000

笠井　宏樹 信州大学 助教
拡張型心筋症に対する免疫吸着療法ー有効性・安全
性の確立とその機序の解明

4,290,000 1,820,000 2,470,000

亀山　正樹 信州大学 准教授
多入力圧電繊維アクチュエータを用いたスマート複合
材構造の損傷モニタリング

4,290,000 3,120,000 1,170,000

吉野　和寿 信州大学 助手
レトロウイルスベクターの細胞特異的組み込み領域の
解析

4,160,000 1,560,000 2,600,000

宮川　麻衣子 信州大学 その他
「画像に基づく」メニエール病の診断、治療効果の評
価に関する研究

4,160,000 1,820,000 2,340,000

橋本　規之 信州大学 講師
日本の化学産業における産業組織の再構築と企業の
事業構造の転換に関する研究

1,690,000 910,000 780,000

近藤　里栄 信州大学 助手
妊婦の不安が妊娠・分娩・産褥及び胎児・新生児の発
達に及ぼす影響

3,640,000 1,170,000 2,470,000

今井　弘毅 信州大学 助教 加齢黄斑変性におけるミュークリスタリンの病態解析 4,160,000 1,560,000 2,600,000

坂本　明之 信州大学 助教 痛覚神経選択的遮断法の開発 4,160,000 2,210,000 1,950,000

三谷　尚澄 信州大学 准教授 若きセラーズの思想形成過程の解明 4,030,000 1,170,000 2,860,000

三澤　透 信州大学 講師
多視線分光法によるマゼラニック・ブリッジ内部構造の
解明

3,380,000 1,820,000 1,560,000

山条　秀樹 信州大学 助教
好塩基球のサイトカイン産生と２型免疫応答発動に関
与するシグナル伝達経路の制御機構

4,290,000 2,210,000 2,080,000

山田　哲 信州大学 その他
機能イメージング技術を用いた局所肝予備能計測方
法に関する研究

2,990,000 1,300,000 1,690,000

山本　克己 信州大学 助教
末梢神経圧排とＴＲＰＶ２に注目した難治性骨がん疼
痛の機序解明と新たな治療法の開発

3,900,000 2,210,000 1,690,000

小松　孝徳 信州大学 助教
人工エージェントの内部状態を直観的かつ正確に伝
達する低コストな表現手法の提案

4,160,000 2,730,000 1,430,000

小川　英作 信州大学 助教
環境化学物質レセプターＡｈＲがアトピー性皮膚炎に
果たす役割の解明

4,290,000 2,600,000 1,690,000

小池　剛史 信州大学 助教
羊膜と口腔上皮細胞による培養上皮シートの開発に
関する実験的研究

3,250,000 1,950,000 1,300,000

松本　剛 信州大学 その他 クマ咬傷に対する治療の適正化の研究 1,690,000 1,040,000 650,000

松本　和也 信州大学 准教授
文学的言説における日中戦争前期〈中国〉表象の多
角的研究

3,380,000 1,040,000 2,340,000

上田　昇平 信州大学 研究員
６者系の共系統地理解析：アリ植物をめぐる生物群集
における地理的多様化プロセス

4,290,000 1,560,000 2,730,000

森川　真悠子 信州大学 研究員
中高年者の 高酸素摂取量の増加がストレス反応を
低減させる

4,420,000 2,990,000 1,430,000

森島　美佳 信州大学 助教 高い花粉防護効果を有する花粉症用マスクの開発 2,990,000 1,040,000 1,950,000
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神吉　昭子 信州大学 助教
ＡＭ－ＲＡＭＰ２系による肝臓脂質代謝制御とメタボ
リックシンドロームにおける意義

4,290,000 2,210,000 2,080,000

杉原　伸宏 信州大学 講師
メディカル・リサーチ・アドミニストレータ人材の教育・育
成法の確立

4,290,000 1,690,000 2,600,000

杉山　大介 信州大学 その他 下行性疼痛抑制メカニズムの解明 4,160,000 2,210,000 1,950,000

清水　健司 信州大学 准教授
社会恐怖と対人恐怖の相違に対応した不安維持プロ
セスの解明と介入法の研究

3,900,000 1,170,000 2,730,000

西尾　信哉 信州大学 研究員 内耳におけるマイクロＲＮＡの機能解析 4,160,000 2,080,000 2,080,000

石田　公美子
（松尾公美子

信州大学 その他
カルシトニン遺伝子関連ペプチドファミリーとＴＲＰＶ１
による痛みのメカニズム

4,160,000 2,210,000 1,950,000

川岸　久太郎 信州大学 助教
嗅覚神経系の発達・加齢変化　－３次元ステレオロ
ジー解析－

2,470,000 1,300,000 1,170,000

大江　裕幸 信州大学 講師
ドイツ法・オーストリア法を素材とした行政不服審査制
度の比較研究

2,470,000 1,300,000 1,170,000

大谷　真 信州大学 助教
数値解析と模型測定による頭部伝達関数の生成メカ
ニズムの解明

4,290,000 1,430,000 2,860,000

大野　博道 信州大学 准教授 量子系の完全な正作用素値測度の構成 1,430,000 780,000 650,000

巽　広輔 信州大学 助教
電気化学測定と熱測定の複合システムによる糖質バ
イオマス分解過程の解析

4,420,000 1,690,000 2,730,000

中西　弘充 信州大学 研究員
豊富な遺伝資源を活用した機能性成分の探索および
生産性に関与する遺伝子の探索

4,420,000 1,820,000 2,600,000

中村　朋子
（柳平朋子）

信州大学 助教
正常眼圧緑内障モデルマウスを用いた神経保護、網
膜再生の研究

3,640,000 2,340,000 1,300,000

中嶌　岳郎 信州大学 助教
フィブラート薬物によるＰＰＡＲα非依存的な中性脂肪
低下作用の総括的分子機構解明

4,290,000 2,210,000 2,080,000

島田　英昭 信州大学 准教授
視線計測による教材読解初期の動機づけ向上プロセ
スのモデル化

4,680,000 3,380,000 1,300,000

飯塚　浩二郎 信州大学 助教
地盤情報を獲得できる触覚型車輪を利用した軟弱地
盤走行経路設定

4,420,000 2,600,000 1,820,000

浜崎　亜富 信州大学 助教
パルスマグネット中顕微分光による強磁場中での分子
拡散およびスピン挙動の解明

4,680,000 2,860,000 1,820,000

富永　晃一 信州大学 准教授 「過去の差別の現在の効果」に関する比較法的研究 2,600,000 650,000 1,950,000

布施谷　仁志 信州大学 研究員
正に電荷した局所麻酔薬を用いた難治性がん疼痛治
療法の開発

4,290,000 2,990,000 1,300,000

福岡　久邦 信州大学 助教 メニエール病発症関連遺伝子多型の同定 4,290,000 2,080,000 2,210,000

片山　茂 信州大学 助教
酵素合成法を用いたＴｒｅｇ分化誘導能を有するポリ
フェノール配糖体の創製

4,680,000 2,990,000 1,690,000

祐成　保志 信州大学 准教授
ハウジング社会学の生成と展開に関する方法史的研
究

3,510,000 1,300,000 2,210,000

林　靖人 信州大学 研究員 地域ブランドの認知における選択的情報処理の検討 1,950,000 1,170,000 780,000
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齋藤　勝晴 信州大学 准教授 アーバスキュラー菌根のリン酸輸送メカニズムの解明 4,420,000 2,210,000 2,210,000

安部　力 岐阜大学 助教
起立性低血圧における前庭－動脈血圧反射の定量
的評価と飲水による改善方法

4,420,000 1,820,000 2,600,000

伊藤　育子 岐阜大学 助教
天疱瘡患者の日常生活の観察と生活日誌を活用した
社会復帰支援プログラム作成と検証

2,470,000 780,000 1,690,000

榎本　由貴子 岐阜大学 助教
血小板凝集能・血小板活性化マーカーを用いた抗血
小板療法

4,030,000 2,080,000 1,950,000

遠藤　孝浩 岐阜大学 助教
手指技能の伝承を目指した、次世代高度訓練システ
ムの構築

4,290,000 1,690,000 2,600,000

加藤　雅彦 岐阜大学 助教
重金属汚染土の原位置環境修復に向けた有機性廃
棄物による不溶化機構の解明

3,640,000 1,560,000 2,080,000

窪田　裕大 岐阜大学 助教
溶液中及び固体状態で近赤外領域に強い蛍光を示す
新規色素の開発

4,680,000 3,250,000 1,430,000

佐治　健太郎 岐阜大学 准教授 特異点論を使った曲面論・低次元トポロジーの研究 4,030,000 1,430,000 2,600,000

佐渡　忠洋 岐阜大学 助教
日本におけるロールシャッハ法の輸入過程と発展過
程の検討

2,080,000 910,000 1,170,000

斎藤　琢 岐阜大学 その他
山岳地域の森林生態系における炭素・水・熱循環に
対する気候変動の影響評価

3,770,000 2,340,000 1,430,000

山田　俊郎 岐阜大学 准教授
浄化槽整備地区の水路環境に着目した地域水環境形
成に対する浄化槽整備の影響評価

4,420,000 2,860,000 1,560,000

柴田　早苗 岐阜大学 助教
シグナル伝達関連分子に着目したイヌアトピー性皮膚
炎の新規治療法開発に向けた研究

4,420,000 1,950,000 2,470,000

小関　道夫 岐阜大学 その他 ＭＲＰ１モジュレーターのスクリーニング解析法の確立 4,030,000 2,080,000 1,950,000

杉山　陽子 岐阜大学 助教
人工呼吸管理中の肺保護におけるＧＡＢＡ受容体の
役割

3,250,000 1,300,000 1,950,000

太田　和徳 岐阜大学 助教 生活習慣病によるアルツハイマー病発症機構の解明 4,160,000 2,340,000 1,820,000

大西　秀典 岐阜大学 助教
Ｔｏｌｌーインターロイキン１受容体ドメインの結合特異性
を利用した免疫抑制法の開発

4,160,000 1,820,000 2,340,000

大澤　陽介 岐阜大学 助教
トリプトファンによる肝脂肪化・脂肪肝炎発症のメカニ
ズムに関する研究

4,160,000 2,210,000 1,950,000

椎名　貴彦 岐阜大学 准教授
新生子期の食道における神経系および筋細胞の機能
的特徴

4,550,000 1,820,000 2,730,000

田中　利史 岐阜大学 准教授
量子不変量の結び目コボルディズムに関する位相的
性質の研究

2,210,000 910,000 1,300,000

飯田　一規 岐阜大学 その他
高齢者のヒト歯髄細胞からｉＰＳ細胞を効率よく樹立す
るための基礎的検討

4,030,000 910,000 3,120,000

飛谷　謙介 岐阜大学 研究員
周辺視野の特性を活かした注意喚起情報提示手法の
研究

4,420,000 2,470,000 1,950,000

林　祐一 岐阜大学 助教
運動により変化するガングリオシド変換酵素種の同定
とアルツハイマー病への応用

3,770,000 1,300,000 2,470,000

和田　恵子 岐阜大学 助教
小児期のサーカディアンリズム・メラトニンと成長や肥
満に関する研究

4,290,000 2,210,000 2,080,000
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臼杵　深 静岡大学 その他
アクティブな空間光制御による三次元超解像イメージ
ングと欠陥形状高速計測

4,030,000 2,210,000 1,820,000

奥村　基生 静岡大学 助教
高速展開スポーツにおける注意配分と動作停滞の関
連

4,420,000 3,120,000 1,300,000

横嶋　哲 静岡大学 助教
障害物による流れの遮蔽効果の解明： 適耐風設計
を目指して

4,420,000 2,860,000 1,560,000

加藤　竜也 静岡大学 助教
カイコを用いたヒト由来タンパク質のハイスループット
な発現・精製システムの開発

4,290,000 1,820,000 2,470,000

佐藤　哲也 静岡大学 准教授
社会情報学的視点からの集合的知識・決定の理論構
築と政策形成への応用に関する研究

2,990,000 1,430,000 1,560,000

坂元　尚紀 静岡大学 助教
三族窒化物微細単結晶をテンプレートとした無極性面
量子井戸構造の創製

4,420,000 2,210,000 2,210,000

三宅　亜紀 静岡大学 研究員
Ｇｄ中性子コンバータをドーピングした半導体熱中性子
検出器

4,290,000 2,340,000 1,950,000

山川　俊貴 静岡大学 助教
形状記憶合金とＭＥＭＳ技術による低侵襲で広範・高
密度な皮質脳波計測技術の開発

4,290,000 2,340,000 1,950,000

小谷　順子 静岡大学 准教授 憎悪表現規制に関する比較憲法学的考察 1,950,000 650,000 1,300,000

小町　将之 静岡大学 講師
英語と非ｗｈ移動言語におけるｗｈ元位置現象に関す
る比較統語論的研究

1,300,000 650,000 650,000

松田　靖弘 静岡大学 助教 高分子の界面分子運動が布の風合いに与える影響 4,160,000 3,120,000 1,040,000

松尾　由希子 静岡大学 講師
近世・近代移行期の職業転換にみる近世の学問の意
義と展開

3,120,000 1,430,000 1,690,000

真田　俊之 静岡大学 助教 ナノスケールパターンでの液体濡れ特性の解明 4,420,000 2,600,000 1,820,000

生田　領野 静岡大学 助教
東海地震の固着域の時空間分布の推定－遷移域・固
着域の相互作用の解明を目指して

3,770,000 2,730,000 1,040,000

大西　利幸 静岡大学 その他
樹木の化学防御機構におけるオレウロペインの生物
有機化学的研究

4,030,000 1,950,000 2,080,000

藤井　朋之 静岡大学 助教
構造材料の応力腐食割れ機構の解明と合理的寿命
評価指針の確立

4,290,000 2,210,000 2,080,000

日野　真吾 静岡大学 助教
腸管から吸収されたβ－グルカンの分解と腸管免疫
系への作用

4,420,000 1,820,000 2,600,000

富田　涼都 静岡大学 助教
生態系サービス評価の環境社会学的再検討―環境
正義概念と浜名湖の事例研究から

2,340,000 1,430,000 910,000

冨木　政宏 静岡大学 助教
光誘起自己形成技術により作製された波長フィルタに
基づく熱光学スイッチ

2,730,000 1,300,000 1,430,000

平川　和貴 静岡大学 准教授
電子移動で活性酸素機構を補完するがん光治療用ポ
ルフィリンの開発

4,420,000 2,080,000 2,340,000

木谷　友哉 静岡大学 その他
高速移動端末を含む無線通信ネットワークのモデル
化と情報流通プロトコルの設計

4,160,000 1,300,000 2,860,000

立蔵　洋介 静岡大学 助教
スピーカアレーを用いた同一空間への複数の音場生
成

4,290,000 1,950,000 2,340,000

鈴木　雄太郎 静岡大学 講師
三葉虫の稜線構造と行動特性の関係：接触感知機能
による外界情報認識システムの解明

4,680,000 4,030,000 650,000
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イスメール　サ
ンシーム

浜松医科大学 研究員
ゲノムワイド関連解析およびコピー数多型解析による
日本人自閉症者遺伝子解析

4,290,000 3,250,000 1,040,000

華表　友暁 浜松医科大学 助教
高感受性個体に発生する腫瘍性疾患を対象としたゲ
ノム不安定性の検出法確立と解析

4,420,000 2,600,000 1,820,000

丸山　修治 浜松医科大学 その他
治療抵抗性関節リウマチ患者におけるタクロリムスの
薬効・副作用の変動予測法の構築

4,290,000 2,080,000 2,210,000

岩田　圭子 浜松医科大学 助教
自閉症関連環境要因暴露による胎児脳のエピジェネ
ティック異常の解明

4,160,000 2,080,000 2,080,000

栗山　茂 浜松医科大学 助教
大腸がんにおける糞便と血清マイクロＲＮＡの変化の
検討とその診断への応用

4,030,000 2,730,000 1,300,000

江川　潔 浜松医科大学 研究員
アンジェルマン症候群モデルマウスにおける小脳機能
障害の電気生理学的検討

4,160,000 2,990,000 1,170,000

細野　克博 浜松医科大学 助教
日本人網膜色素変性患者における原因遺伝子ＥＹＳ
の寄与と遺伝子変異－病態の関連解析

3,770,000 1,820,000 1,950,000

堺　俊博 浜松医科大学 研究員
アポトーシス検出を目指した新規イメージングプローブ
の創製

4,030,000 2,730,000 1,300,000

山岸　覚 浜松医科大学 助教
新規神経軸索誘導分子ＦＬＲＴファミリー蛋白質の機能
解析

4,420,000 2,340,000 2,080,000

森島　賀子 浜松医科大学 その他
羊水塞栓症診断のための新規ＺｎＣＰ－Ｉ測定法の開
発

4,420,000 3,120,000 1,300,000

杉山　貴之 浜松医科大学 その他 尿路上皮癌におけるＳ１００ファミリー蛋白発現の意義 3,120,000 1,430,000 1,690,000

杉山　琴美 浜松医科大学 助教 多胎妊娠を告げられた女性の看護実践モデルの構築 4,030,000 1,170,000 2,860,000

杉山　健一 浜松医科大学 その他
メニエール病（内リンパ水腫）の質量分析イメージング
を用いた解析

2,730,000 1,560,000 1,170,000

瀬戸　真太郎 浜松医科大学 助教
イメージ解析とプロテオミクスによる結核菌ファゴソー
ムにおける小胞輸送の包括的解析

4,290,000 2,210,000 2,080,000

倉部　誠也 浜松医科大学 助教 高感受性個体に発生した腫瘍内の動く遺伝子の解析 4,290,000 1,820,000 2,470,000

中島　俊思 浜松医科大学 助教 就学前の低出生体重児母子の地域支援 2,080,000 910,000 1,170,000

渡邉　賀子 浜松医科大学 助教
口腔扁平上皮癌胞巣内におけるＰＤ１陽性ＣＤ８陽性
抑制性Ｔ細胞の役割の解明

2,470,000 1,430,000 1,040,000

藤澤　泰子 浜松医科大学 その他 母乳に含まれる抗肥満生理活性物質の探索 3,900,000 1,820,000 2,080,000

藤澤　朋幸 浜松医科大学 助教
気管支喘息発作時における気道粘液過剰産生増悪メ
カニズムの解明とその抑制法の開発

3,900,000 1,430,000 2,470,000

内藤　隆文 浜松医科大学 その他
オピオイド投与患者におけるプロクロルペラジンの体
内動態と薬効・副作用との関係解明

4,290,000 1,690,000 2,600,000

福家　辰樹 浜松医科大学 その他
プロアクティブ・マネージメントを用いたアトピー性皮膚
炎の新規治療法開発と作用解析

4,160,000 2,080,000 2,080,000

平松　良浩 浜松医科大学 助教
深部情報可視化光映像技術によるリアルタイム手術
支援法の新規開発

4,290,000 2,730,000 1,560,000

堀口　弘子 浜松医科大学 その他
フナムシの超微細構造による吸水メカニズムーその機
能の不安定性と補償システム

3,510,000 2,340,000 1,170,000
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野田　龍也 浜松医科大学 助教
小児におけるうがいと感染症の予防等に関する実証
研究

4,290,000 1,170,000 3,120,000

鈴木　康裕 浜松医科大学 助教
組織型プラスミノゲン活性化因子とマトリックスメタロプ
ロテアーゼの認知症での役割

4,290,000 1,040,000 3,250,000

伊藤　美佳子 名古屋大学 助教
重症筋無力症における抗ＭｕＳＫ抗体の認識分子同
定

4,420,000 2,730,000 1,690,000

伊藤　武男 名古屋大学 助教
モンテカルロ法による 適なモデル解像度を得る逆解
析手法の開発とその応用

4,290,000 1,560,000 2,730,000

井上　直子 名古屋大学 助教
交尾排卵動物モデル・スンクスを用いた排卵の神経メ
カニズムの解明

4,420,000 2,600,000 1,820,000

一ノ橋　祐子 名古屋大学 その他
ステロイドによる新生児脳障害およびその治療法の開
発

4,160,000 2,210,000 1,950,000

臼井　恵美子 名古屋大学 准教授 女性の出産・育児と就業行動の実証研究 4,030,000 1,040,000 2,990,000

永井　寛嗣 名古屋大学 助教
環状二置換ビニルモノマーの精密制御ラジカル重合
に基づく剛直高分子の創製

4,420,000 2,340,000 2,080,000

永井　拓 名古屋大学 准教授 薬物依存症における転写調節因子Ｎｐａｓ４の役割 4,420,000 2,860,000 1,560,000

奥田　裕之 名古屋大学 研究員
階層的モード分割に基づくマルチスケール行動モデル
の構築と応用

4,160,000 1,690,000 2,470,000

岡崎　泰昌 名古屋大学 助教
動物モデルを用いた腹膜悪性中皮腫におけるｍｉｃｒｏ
ＲＮＡの役割

4,420,000 2,470,000 1,950,000

岡崎　竜二 名古屋大学 助教 モット絶縁相近傍における非平衡な電子状態の研究 4,420,000 2,600,000 1,820,000

岡田　俊 名古屋大学 講師
発達障害の社会的行動障害の生物学的基盤の解明
とテーラーメイド治療の開発

4,420,000 2,210,000 2,210,000

岡島　徹也 名古屋大学 准教授
新奇Ｏ－ＧｌｃＮＡｃ修飾の生物機能探索を目指したショ
ウジョウバエ変異体の解析

4,680,000 4,030,000 650,000

岡本　麻友美 名古屋大学 その他
発生時期特異的に変化する神経幹細胞の分裂パター
ンを制御しているメカニズムの解析

4,290,000 2,210,000 2,080,000

加藤　琢哉 名古屋大学 助教 集団的移動によるがん細胞浸潤の分子機序の解明 4,420,000 2,340,000 2,080,000

梶　克彦 名古屋大学 助教
無線ＬＡＮとセンサを併用した屋内位置推定手法の構
築

2,080,000 1,430,000 650,000

吉見　涼子 名古屋大学 その他
幹細胞ホーミングとナノ高次構造スキャホールドによ
る新規骨再生療法

4,030,000 2,210,000 1,820,000

吉住　朋 名古屋大学 その他 大動脈瘤に対する幹細胞療法の開発 4,290,000 2,730,000 1,560,000

吉村　正宏 名古屋大学 講師
立体選択的オクタへドラル金属錯体形成能を有する
鎖状多座配位子の開拓

4,680,000 2,470,000 2,210,000

宮ノ入　洋平 名古屋大学 研究員
核磁気共鳴法による巨大蛋白質の立体構造の新規
解析法の開発

4,550,000 2,340,000 2,210,000

橋本　英樹 名古屋大学 助教
配送計画問題に対する数理計画的アプローチによる
効率的解法の開発

4,420,000 2,210,000 2,210,000

金　秀光 名古屋大学 その他 低エミッタンス・短パルス半導体フォトカソードの開発 4,550,000 2,600,000 1,950,000
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金　相美 名古屋大学 准教授
インターネットによる知識ギャップ拡大要因の検証及
び社会的帰結に関する国際比較研究

3,510,000 780,000 2,730,000

栗本　秀 名古屋大学 その他 ＭＩＳＭによる局所分散型筋制御システムの開発 4,420,000 2,860,000 1,560,000

戸本　誠 名古屋大学 准教授 高運動量μ粒子で捉える新しい素粒子現象 4,030,000 1,430,000 2,600,000

虎岩　朋加 名古屋大学 その他
高等教育における女性の学びと教育の環境構築に関
する日米の比較研究

2,340,000 910,000 1,430,000

後藤　真紀 名古屋大学 助教
プロテオーム解析を用いた良好胚獲得のための基礎
的検討および新規排卵誘発方法の開発

4,290,000 2,600,000 1,690,000

溝口　博之 名古屋大学 助教 依存性薬物にる意思決定障害の行動解析と画像診断 4,550,000 3,510,000 1,040,000

荒渡　良 名古屋大学 准教授
世代内賃金格差と借入制約が国債発行量に与える影
響についての動学的政治経済分析

1,430,000 520,000 910,000

高井　直樹 名古屋大学 研究員
時を測る蛋白質ＫａｉＣに備わった分子内フィードバック
の解明

4,680,000 2,860,000 1,820,000

高木　賢太郎 名古屋大学 助教 一般化仮想インピーダンス回路を用いたスマート制振 4,290,000 1,170,000 3,120,000

佐藤　義朗 名古屋大学 助教
周産期脳障害に対する骨髄幹細胞を用いた新規治療
開発

4,160,000 1,820,000 2,340,000

坂野　晴彦 名古屋大学 その他
球脊髄性筋萎縮症の治療反応性を規定するバイオ
マーカーの探索

4,290,000 2,600,000 1,690,000

榊原　真弓 名古屋大学 助教
ＧＡＢＡ作動性介在ニューロンの移動・分化の新規メカ
ニズムの解明

4,290,000 2,470,000 1,820,000

三塚　岳 名古屋大学 研究員
ＬＨＣｆ実験におけるＴｅＶ領域での中性Ｋメソンの観
測、および中性Ｋ／ｐｉ比の測定

4,030,000 1,430,000 2,600,000

山下　博美 名古屋大学 その他
干潟再生事業におけるリスク・ベネフィット認識と環境
コミュニケーション

4,550,000 2,860,000 1,690,000

山口　浩樹 名古屋大学 講師
分子スケールからの流体‐壁面間相互作用の相補的
な解明

4,290,000 1,560,000 2,730,000

山崎　順 名古屋大学 助教
収差補正電子顕微鏡と第一原理計算による立方晶Ｓ
ⅰＣ／Ｓⅰ界面の三次元原子配列解析

4,420,000 2,080,000 2,340,000

山田　正太郎 名古屋大学 准教授
再液状化現象の諸特性の実験的把握と骨格構造概
念に基づくその数値的再現

4,290,000 2,210,000 2,080,000

山田　泰之 名古屋大学 助教
ロタキサン型ポルフィリンーフタロシアニン一次元アレ
イのプログラム構築

4,680,000 2,860,000 1,820,000

山本　典史 名古屋大学 その他 計算科学によるアミロイド形成中間体の構造解析 4,550,000 2,470,000 2,080,000

市川　裕樹 名古屋大学 研究員
マッデン－ジュリアン振動に伴う伝播性の日周変化の
発生過程における赤道波の影響

1,950,000 650,000 1,300,000

寺島　修 名古屋大学 助教
噴流中のＦｌａｐｐｉｎｇ現象と界面構造に着目した混合／
拡散現象の高効率化

4,420,000 2,600,000 1,820,000

寺内　多智弘 名古屋大学 准教授 量的情報流の正確な検証 4,160,000 1,560,000 2,600,000

柴原　尚希 名古屋大学 助教
交通の環境情報の提示法―環境ラベルとカーボンフッ
トプリントの応用

4,550,000 2,470,000 2,080,000
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柴田　康之 名古屋大学 講師
長時間開腹手術に対する体幹部末梢神経ブロック二
回注入法の検討

4,290,000 2,860,000 1,430,000

柴田　玲 名古屋大学 その他 アディポサイトカインと心腎疾患 4,160,000 1,560,000 2,600,000

秋山　真一 名古屋大学 その他
新規ネイティブフォームＧＰＣＲ提示システムによる抗
ＧＰＣＲ抗体アッセイ法の創製

4,550,000 3,770,000 780,000

小谷　友美 名古屋大学 講師
妊娠高血圧症候群の病態における分子標的因子の
解析と新たな治療法の開発

4,290,000 1,820,000 2,470,000

小島　淳 名古屋大学 准教授
二重の危険の政策的基礎―二重の危険の再構成に
向けて―（１）

1,690,000 650,000 1,040,000

小堀　聡 名古屋大学 講師
近現代日本における省エネルギー・低公害型技術革
新の社会経済史的研究

4,160,000 1,300,000 2,860,000

松浦　能行 名古屋大学 准教授
ＣＲＭ１による核外輸送：Ｘ線結晶構造解析から生細
胞内機能メカニズム解明への展開

4,550,000 2,340,000 2,210,000

松宮　弘明 名古屋大学 助教
有害物質の高効率除去と無害化に向けた有機ホスト
無機複合触媒（人工金属酵素）の開発

4,420,000 1,950,000 2,470,000

松田　佑 名古屋大学 助教
２光子励起りん光の寿命法によるマイクロ流れの多変
量同時計測法の開発

4,290,000 1,170,000 3,120,000

松島　充代子 名古屋大学 助教
フラボノイドの細胞保護作用を決定する細胞膜の機能
的・構造的変化の解析

4,290,000 2,210,000 2,080,000

松尾　拓哉 名古屋大学 助教 緑藻クラミドモナスにおける生物時計機構の解析 4,550,000 2,340,000 2,210,000

上坂　裕之 名古屋大学 准教授
材料表面の機械特性制御による高分子ガスケット／
シリンダー間の無潤滑しゅう動の実現

4,420,000 2,600,000 1,820,000

上野　真治 名古屋大学 助教 腫瘍関連網膜症の新たな診断法の確立と病態の解明 4,030,000 2,210,000 1,820,000

森　大輔 名古屋大学 その他
ＤＩＳＣ１／Ｎｅｕｒｅｇｕｌｉｎ－１の細胞内輸送機構と統合
失調症

4,550,000 3,380,000 1,170,000

森島　邦博 名古屋大学 研究員
神岡鉱山地下における原子核乾板を用いた中性子フ
ラックスの測定

3,250,000 2,080,000 1,170,000

水口　智江可 名古屋大学 助教
昆虫の胚発生における幼若ホルモンの機能およびシ
グナル伝達経路の解明

4,290,000 1,690,000 2,600,000

杉田　聡司 名古屋大学 その他 Ｘ線望遠鏡の大口径化に向けたレプリカミラーの開発 4,160,000 1,690,000 2,470,000

瀬川　泰知 名古屋大学 助教 電子不足複素環カルベン種の合成と応用 4,550,000 1,950,000 2,600,000

清水　英寿 名古屋大学 その他
食品由来タンパク質代謝物インドキシル硫酸による腎
不全進行促進メカニズムの解析

4,420,000 2,340,000 2,080,000

石井　拓児 名古屋大学 助教
１９５０年代学校ガバナンス構造の形成および定着過
程に関する地域実証的研究

4,030,000 1,170,000 2,860,000

千見寺　浄慈 名古屋大学 助教
フラグメントアセンブリ法の逆発想による新規フォール
ド予測法の開発

4,680,000 1,950,000 2,730,000

川口　レオ 名古屋大学 助教
ラオス農村部住民の、水に関連した感染症の予防行
動を決定づける認知的・社会的要因

3,770,000 1,820,000 1,950,000

川口　晃司 名古屋大学 その他
悪性胸膜中皮腫における受容体型チロシンキナーゼ
の活性化と治療標的の可能性

2,470,000 1,430,000 1,040,000
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浅野　美帆 名古屋大学 助教 道路における空間資源の認知と共有のモデリング 3,900,000 1,430,000 2,470,000

増永　浩彦 名古屋大学 准教授
熱帯大気と積雲対流の相互作用：衛星複合利用によ
る全球観測研究の新展開

4,420,000 1,560,000 2,860,000

村尾　玲美 名古屋大学 准教授
英語の高頻度ＰＯＳグラムおよびフレーズフレーム表
現における韻律パターン認識の分析

1,950,000 1,040,000 910,000

大井　京 名古屋大学 研究員
日本語と中国語の二言語併用者における言語間の干
渉を低減する脳基盤の解明

4,420,000 3,120,000 1,300,000

大河原　美静 名古屋大学 その他
過酸化水素・分子状水素のＷｎｔシグナル伝達経路に
対する作用分子機構研究

4,550,000 2,860,000 1,690,000

大海　雄介 名古屋大学 その他
ガングリオシド欠損によるグリア細胞活性化機構の解
明

4,420,000 2,470,000 1,950,000

大橋　久範 名古屋大学 その他 代数曲面の自己同型とその広がり 3,900,000 1,170,000 2,730,000

大橋　浩二 名古屋大学 その他 心臓リモデリングにおける血管調節機構の解明 4,160,000 2,210,000 1,950,000

大松　亨介 名古屋大学 助教
キラルトリアゾリウムカチオンの機能追究と触媒的不
斉合成への応用

4,680,000 2,860,000 1,820,000

大塚　雄太 名古屋大学 その他
近代ドイツへの『国富論』導入をめぐる経済思想史的
研究

2,730,000 1,170,000 1,560,000

大島　義和 名古屋大学 准教授 日本語における引用述語省略現象 910,000 130,000 780,000

大島　千佳 名古屋大学 助教
リンパ浮腫に関する研究―組織学的手法によるエビ
デンスの探求―

4,160,000 2,860,000 1,300,000

大篭　友博 名古屋大学 研究員 中枢神経系の可塑性を制御する糖鎖暗号の解読 4,030,000 1,950,000 2,080,000

竹家　啓 名古屋大学 助教
テラヘルツ分光を用いたガスハイドレート研究手段の
確立

4,680,000 4,030,000 650,000

竹田　圭吾 名古屋大学 助教
反応性プラズマプロセスにおけるラジカル・イオンの相
互表面反応過程の解明

4,420,000 2,860,000 1,560,000

竹本　大吾 名古屋大学 助教
疫病菌耐性ジャガイモの創出を目指したナス科植物
の疫病菌抵抗性因子の探索と機能解析

4,420,000 2,340,000 2,080,000

中　寛史 名古屋大学 助教
ポルフィリンの特性を活かした分子触媒の設計と水和
反応への応用

4,680,000 2,470,000 2,210,000

中崎　敦夫 名古屋大学 准教授
Ｃ－Ｎ軸性キラリティーを利用した多環式含窒素天然
物の立体選択的合成

4,550,000 2,860,000 1,690,000

中島　晶 名古屋大学 その他
神経発達障害に関連するサイトカイン誘導性膜タンパ
ク質ＩＦＩＴＭ３のシグナル解析

4,420,000 2,600,000 1,820,000

長谷川　仁紀 名古屋大学 研究員
細胞分裂因子ＵＳＰ５４スプライシングバリアントによる
グリオーマ悪性化機構の解明

4,290,000 2,600,000 1,690,000

鳥居　和史 名古屋大学 研究員 銀河系中心部における磁気浮上ループの観測的研究 4,290,000 2,210,000 2,080,000

津田　弘之 名古屋大学 その他
ラット胎仔横隔膜ヘルニアモデルにおける肺低形成予
測因子の確立及び治療への応用

4,160,000 1,300,000 2,860,000

田崎　勇一 名古屋大学 助教
マルチボディモデルに基づく多自由度ロボットの動作
計画

2,730,000 1,430,000 1,300,000
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渡辺　賢一 名古屋大学 准教授
第三世代コンプトン散乱Ｘ線ＣＴによる高速電子密度イ
メージング

4,550,000 2,990,000 1,560,000

嶋野　祐之 名古屋大学 その他 フォリスタチン類似蛋白１の心肥大制御機構の解明 4,030,000 1,170,000 2,860,000

東　賢太朗 名古屋大学 准教授
フィリピンにおけるグローバル化と労働の人類学的研
究：無職者と海外出稼ぎの事例から

4,420,000 1,950,000 2,470,000

藤原　多子 名古屋大学 その他
卵巣癌腹膜播種における腹腔内免疫動態の解析と新
規治療による腫瘍免疫寛容の克服

4,160,000 2,210,000 1,950,000

藤川　なつこ 名古屋大学 研究員
日本の原子力発電所におけるリスク管理の現状と課
題

2,080,000 650,000 1,430,000

熱田　由子 名古屋大学 その他
造血幹細胞移植後晩期障害と患者ＱＯＬに関する研
究

4,160,000 2,340,000 1,820,000

梅田　隆行 名古屋大学 助教
大規模ブラソフシミュレーションによる宇宙プラズマの
スケール間結合の研究

3,900,000 1,690,000 2,210,000

飯塚　幸彦 名古屋大学 研究員
Ｄｙｓｂｉｎｄｉｎによる神経伝達物質受容体輸送メカニズ
ムの解析

4,420,000 2,990,000 1,430,000

飯田　拡基 名古屋大学 助教
らせん構造を反応場構築の鍵とする高分子不斉触媒
の開発

4,680,000 1,560,000 3,120,000

飯島　正博 名古屋大学 その他
難治性ニューロパチーの軸索‐髄鞘間相互作用から
みた病態機序の解明

4,290,000 2,730,000 1,560,000

飯嶋　益巳 名古屋大学 研究員
バイオナノカプセルを用いた多機能バイオイメージン
グプローブの開発

4,550,000 2,990,000 1,560,000

樋口　暁子 名古屋大学 その他
脂肪細胞由来因子を標的とした虚血性網膜症の病態
解明

4,160,000 2,210,000 1,950,000

富田　英生 名古屋大学 助教 共鳴領域中性子イメージング手法の開発 4,550,000 2,860,000 1,690,000

武田　光広 名古屋大学 研究員
蛋白質内部の芳香環回転運動速度の核スピン緩和解
析法の開発

4,550,000 2,340,000 2,210,000

平山　高嗣 名古屋大学 その他
視線に基づく模倣インタラクションによる自己の興味へ
の気づきとその評価方法の確立

4,160,000 1,560,000 2,600,000

平川　仁尚 名古屋大学 その他
日本版高齢者終末期ケア認定介護士養成プログラム
の開発

4,290,000 1,560,000 2,730,000

平尾　茂一 名古屋大学 助教
天然放射性核種をトレーサに用いた東アジア域の大
気中物質輸送・除去メカニズムの解明

3,640,000 2,860,000 780,000

平林　智子 名古屋大学 助教
細胞内液のミクロ流動を再現できる電気・化学・機械
統合心筋細胞モデルの開発

4,290,000 1,430,000 2,860,000

北浦　靖之 名古屋大学 助教 代謝状態の変換によるがん抑制効果 4,550,000 2,860,000 1,690,000

北根　安雄 名古屋大学 准教授
腐食損傷した鋼管杭の添接板補修による性能回復効
果の定量的把握手法の確立

4,420,000 1,820,000 2,600,000

北神　慎司 名古屋大学 准教授
顔の認識・記憶におけるジェンダーバイアスの生起メ
カニズムの検討

4,160,000 1,690,000 2,470,000

本村　和也 名古屋大学 その他
幹細胞関連タンパクを発現するトランスポゾンを用い
た悪性脳腫瘍発生メカニズムの解明

4,290,000 3,120,000 1,170,000

本田　晋也 名古屋大学 准教授
組込みマルチプロセッサシステムの高信頼性を実現
するデュアルＯＳアーキテクチャ

4,160,000 1,950,000 2,210,000

657



（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

毛利　彰宏 名古屋大学 その他
より臨床知見を反映した新しい統合失調症動物モデ
ルの作製

4,290,000 2,730,000 1,560,000

門脇　誠二 名古屋大学 助教
西アジア先史農耕社会の考古学：社会史構築へ向け
ての比較研究

4,550,000 2,470,000 2,080,000

李　佐知子 名古屋大学 助教 大脳皮質損傷後に生じる筋緊張の亢進機構の解明 4,160,000 2,080,000 650,000 2,080,000

劉　妍 名古屋大学 助教 流通・小売業に関するサプライチェーンマネジメント 4,030,000 1,690,000 2,340,000

林　秀弥 名古屋大学 准教授
放送・通信分野の企業結合における「二元規制」の在
り方に関する総合的研究

2,470,000 1,300,000 1,170,000

鈴木　孝幸 名古屋大学 助教
指の発生におけるＰＦＲの細胞群の動的な作用機序
の解明

4,550,000 2,340,000 2,210,000

鈴木　臣 名古屋大学 その他
光学・電波観測を組み合わせた大気重力波の鉛直伝
搬過程の解明

3,640,000 1,040,000 2,600,000

鈴木　優 名古屋大学 研究員 集合知による情報の信頼度算出手法 4,420,000 1,430,000 2,990,000

濱中　真志 名古屋大学 助教 非可換ソリトンの研究と弦理論・可積分系への応用 3,770,000 1,560,000 2,210,000

齋藤　芳子 名古屋大学 助教
理工系研究室の教育機能についてのエスノメソドロ
ジーによる研究

2,860,000 1,040,000 1,820,000

蔡　大鵬 名古屋大学 その他 環境保全義務を果たす環境政策の経済学的研究 2,080,000 780,000 1,300,000

五十嵐　哲也 愛知教育大学 講師
不登校予防要支援児童生徒への学級状態に応じた学
校活動状況を支援する方法の構築

3,250,000 650,000 2,600,000

三谷　聖也 愛知教育大学 講師
がん患者家族が体験する急性ストレス反応に関する
臨床心理学的研究

1,430,000 910,000 520,000

川北　稔 愛知教育大学 准教授
特別支援教育における障害理解と対応をめぐる葛藤
に関する生活履歴アプローチ

1,430,000 520,000 910,000

田口　正和 愛知教育大学 准教授
エルニーニョ・南方振動に伴う準二年周期振動の変調
と力学

2,990,000 2,210,000 780,000

二井　紀美子 愛知教育大学 講師
教育環境別にみるニューカマーの子どもたちの能力
実態の解明

4,160,000 1,560,000 2,600,000

日野　和之 愛知教育大学 講師
金ナノロッドをナノメートル間隔で整列させた新しい光
学機能材料の創製

4,680,000 2,860,000 1,820,000

福井　真二 愛知教育大学 准教授 内視鏡画像からのポリープ領域検出手法の開発 3,640,000 1,430,000 2,210,000

齋藤　ひとみ 愛知教育大学 講師
情報検索におけるメディアイクエーションに関する実験
とその応用

3,380,000 1,300,000 2,080,000

加藤　正史 名古屋工業大学 准教授
４Ｈ－ＳｉＣにおける点欠陥の電気的影響解明とキャリ
アライフタイム制御プロセス確立

3,900,000 3,380,000 520,000

荒田　純平 名古屋工業大学 助教
柔軟なばねを複合的に用いたパラレルメカニズムによ
る関節レス力覚提示装置

4,420,000 2,210,000 2,210,000

佐藤　尚 名古屋工業大学 准教授 表面巨大ひずみ加工に伴う特異相変態挙動の究明 4,550,000 3,380,000 1,170,000

松添　博 名古屋工業大学 准教授 可積分系と不可積分系の統計多様体の幾何学 4,030,000 780,000 3,250,000
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上原　直人 名古屋工業大学 准教授 社会教育における公民教育論の研究 2,730,000 1,040,000 1,690,000

水野　稔久 名古屋工業大学 助教
ポリチオフェンナノ粒子－蛋白質複合体の創製とその
利用

4,680,000 2,860,000 1,820,000

星　貴之 名古屋工業大学 助教
静脈像にもとづく触覚機能の解明およびタッチインタ
フェースの開発

4,160,000 1,300,000 2,860,000

青木　広宙 名古屋工業大学 研究員
パターン光投影による非接触呼吸計測を用いた慢性
閉塞性肺疾患スクリーニング

3,510,000 1,950,000 1,560,000

浅香　透 名古屋工業大学 助教
マルチフェロイックスにおける結晶・電気・磁気ドメイン
の微視的物性と可視化

3,250,000 2,470,000 780,000

竹内　一郎 名古屋工業大学 准教授
機械学習による超高次元データの統計的マッチングと
マイクロアレイ解析への応用

4,290,000 910,000 3,380,000

田口　亮 名古屋工業大学 助教
自由な連続音声からの単語音素系列と指示対象カテ
ゴリの学習

4,550,000 3,770,000 780,000

渡邊　威 名古屋工業大学 准教授
乱流による高分子溶液劣化のハイブリッドシミュレー
ションによる解明

3,900,000 1,560,000 2,340,000

白井　聡子 名古屋工業大学 准教授
中国四川省西部の同系多言語社会における地域特
徴解明のための言語学的調査研究

4,030,000 1,170,000 2,860,000

白石　善明 名古屋工業大学 准教授
需要家主導でプライバシー制御するスマートグリッド
の情報提供に関する研究

3,120,000 1,690,000 1,430,000

布目　敏郎 名古屋工業大学 助教
ＱｏＥに基づいた多視点ビデオ・音声ＩＰ伝送の高品質
化技術の研究

4,420,000 1,820,000 2,600,000

鈴木　弘司 名古屋工業大学 准教授
幹線街路の計画・設計・運用のための歩車ＱＯＳ評価
と道路空間の再構築に関する研究

4,550,000 3,250,000 1,300,000

礒部　雅晴 名古屋工業大学 助教
高密粉体ダイナミクスの非平衡輸送における応答理
論と動的多体相関による統一的解明

3,770,000 2,470,000 1,300,000

齋木　悠 名古屋工業大学 助教
微小噴流アクチュエータによるアクティブ燃焼制御機
構に関する研究

4,420,000 2,080,000 2,340,000

籠宮　功 名古屋工業大学 准教授
組織配向制御した酸素透過性セラミックスの創製とそ
の効果

4,420,000 1,170,000 3,250,000

稲田　亮史 豊橋技術科学大学 助教
電磁設計に基づく高抵抗バリア入り低損失銀シース高
温超電導線材の開発

4,290,000 1,820,000 2,470,000

印南　洋 豊橋技術科学大学 講師 第２言語能力構造の解明：先行研究の包括的統合 2,600,000 1,170,000 1,430,000

岡村　恵子 豊橋技術科学大学 研究員
指標微生物のＩＴＳ－ＤＮＡを用いたマイクロアレイによ
る土壌環境評価技術の開発

3,640,000 2,210,000 1,430,000

岡部　正幸 豊橋技術科学大学 助教 半教師付き距離学習によるオンラインデータ分類 4,160,000 1,690,000 2,470,000

河内　岳大 豊橋技術科学大学 助教
らせん型高分子包接錯体形成を鍵とする機能性超分
子集合体の構築

4,680,000 2,470,000 2,210,000

関口　寛人 豊橋技術科学大学 助教
窒化物半導体への希土類元素サイトセレクティブドー
ピング技術の開発

4,550,000 2,860,000 1,690,000

佐竹　純二 豊橋技術科学大学 助教
移動ロボット制御のための人物の重なりテンプレート
を用いた複数人物同時追跡

4,420,000 3,770,000 650,000

山田　基宏 豊橋技術科学大学 助教
超音速衝突個体セラミックス粒子接合メカニズムの解
明と成膜技術としての確立

4,550,000 3,380,000 1,170,000
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山本　綾 豊橋技術科学大学 講師
意見対立場面における日本人英語学習者の調整方
略の研究

3,120,000 780,000 2,340,000

柴富　一孝 豊橋技術科学大学 助教 含フッ素キラル小分子の触媒的不斉合成 4,680,000 2,470,000 2,210,000

渋谷　達郎 豊橋技術科学大学 助手
人間の感覚量と物理量を考慮した建築のエイジング
に関する研究

3,510,000 2,080,000 1,430,000

松本　幸大 豊橋技術科学大学 助教
持続型社会に適した超軽量合成構造におけるボルト
接合部の力学特性解明

4,550,000 1,950,000 2,600,000

菅谷　保之 豊橋技術科学大学 准教授
ビデオ画像からの自動背景推定に基づく注目物体の
領域分割技術の開発

4,420,000 2,860,000 1,560,000

赤井　大輔 豊橋技術科学大学 助教
Ｓｉ基板と単結晶ＰＺＴ薄膜の融合による内視鏡用超音
波プローブのマイクロチップ化

4,420,000 2,210,000 2,210,000

千坂　光陽 豊橋技術科学大学 助教
異元素置換・欠損導入による固体高分子形燃料電池
カソード用金属酸化物触媒の高性能化

4,550,000 3,250,000 1,300,000

川島　貴弘 豊橋技術科学大学 助教
細胞機能イメージングのためのナノニードルアレイの
開発

4,420,000 3,510,000 910,000

大村　廉 豊橋技術科学大学 講師
欠損データにロバストなウェアラブルセンサを用いた
行動認識技術の開発

4,420,000 2,470,000 1,950,000

田上　英人 豊橋技術科学大学 助教
高温耐久低摩擦多元素金属窒化物膜形成に向けた
小型フィルタードアーク蒸着装置の開発

4,290,000 1,040,000 3,250,000

土屋　雅稔 豊橋技術科学大学 助教
スライドと音声を組み合わせた講義コンテンツの構造
化と要約に関する研究

4,160,000 1,690,000 2,470,000

藤原　洋志 豊橋技術科学大学 助教
木生成問題の一般化とそのアルゴリズムに関する研
究

4,030,000 1,170,000 2,860,000

南　哲人 豊橋技術科学大学 准教授
脳波・経頭蓋電気刺激を用いた「ひらめき」時における
因果ネットワーク解析

4,550,000 3,640,000 910,000

廿日出　好 豊橋技術科学大学 准教授
家庭内脳診断に向けた高精度地磁気ＭＲＩ装置の開
発

4,290,000 2,470,000 1,820,000

野田　善之 豊橋技術科学大学 助教
注湯プロセスの数理解析とシステム統合に基づく高精
度注湯制御システムの開発

4,160,000 2,470,000 1,690,000

伊藤　睦 三重大学 准教授
専門家供述に関する証人尋問手続と伝聞規定の用い
方に関する研究

1,560,000 910,000 650,000

奥川　喜永 三重大学 その他
マイクロＲＮＡ網羅的解析を用いた胃癌腹膜播種転移
の分子機構解明と新規治療法開発

3,900,000 2,470,000 1,430,000

横山　和人 三重大学 助教 シェアストレスが胎児期静脈化決定因子に与える影響 4,160,000 2,080,000 2,080,000

王　淑杰 三重大学 助教
低分子量Ｇタンパク質Ｒａｃ１による遊走細胞の運動方
向制御機構の解明

4,420,000 2,730,000 1,690,000

吉山　繁幸 三重大学 助教
術後早期白血球除去療法によるクローン病術後感染
制御法の開発

3,510,000 2,860,000 650,000

金子　伊澄 三重大学 助教
マラリア原虫生殖母体の成熟を制御する転写因子の
研究

4,420,000 2,470,000 1,950,000

犬丸　杏里 三重大学 助教 膵癌患者の体験および看護支援プログラムの検討 1,300,000 650,000 650,000

江藤　みちる
（伊田みちる

三重大学 助教 ストレス性内耳疾患の病態解明と臨床への応用 4,160,000 1,690,000 2,470,000
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三根　慎二 三重大学 講師
学術情報流通における研究データの役割に関する基
礎的研究

2,210,000 390,000 1,820,000

三島　直生 三重大学 准教授
施工設計法の確立に向けたフレッシュコンクリートのレ
オロジーモデルの構築と定量化

4,550,000 2,730,000 1,820,000

山根　利之 三重大学 講師 造血幹細胞の発生機構の解明 4,290,000 2,340,000 1,950,000

勝川　俊雄 三重大学 准教授 日本近海のクロマグロ資源の管理方策 2,080,000 1,040,000 1,040,000

小塩　明 三重大学 助教
金属フリー成長した一次元ナノカーボン構造体の磁性
に関する研究

4,680,000 2,730,000 1,950,000

小池　勇樹 三重大学 その他
アラーミン概念に基づく２光子レーザー顕微鏡を用い
た壊死性腸炎の病態解明と治療戦略

3,380,000 1,820,000 1,560,000

松原　孝夫 三重大学 助教
細胞外環境制御による高悪性腫瘍治療法および腫瘍
治療薬腫瘍取り込み増強法の開発

4,290,000 3,250,000 1,040,000

松尾　奈緒子 三重大学 講師
葉の炭素・酸素安定同位体比を用いた乾燥地緑化植
物の耐塩性診断

4,420,000 2,080,000 2,340,000

植村　剛 三重大学 その他
組織移植術の新たな展開－二重鎖ＤＮＡ技術の応用
－

4,290,000 2,600,000 1,690,000

森　久綱 三重大学 准教授
飼料市場における食品循環資源由来飼料の流通シス
テムの確立に係わる実証研究

2,860,000 1,040,000 1,820,000

杉崎　鉱司 三重大学 准教授
項削除の獲得に関する認知科学的研究：日英語獲得
の比較の観点から

1,560,000 910,000 650,000

西村　顕 三重大学 助教
広い波長域の光を吸収するコンバインド光触媒の二
酸化炭素改質性能向上とその機構解明

4,420,000 2,210,000 2,210,000

石井　健一朗 三重大学 その他
前立腺肥大症治療薬のオフターゲット効果による再燃
前立腺癌の新規治療戦略

4,290,000 2,730,000 1,560,000

川口　敦子 三重大学 准教授
キリシタン手稿類におけるローマ字表記の日本語学的
研究

3,120,000 1,040,000 2,080,000

大河原　剛 三重大学 助教 サリドマイド投与による自閉症モデルラットの解析 4,290,000 2,080,000 2,210,000

大隈　貞嗣 三重大学 助教
メタボリックシンドローム介入標的としてのｐ３８α作用
機構

4,030,000 1,950,000 2,080,000

竹安　大 三重大学 その他
韻律情報が長音の知覚に与える影響に関する実験音
声学的研究

1,690,000 1,040,000 650,000

中山　留美子 三重大学 講師
自己愛的青年の社会適応を促す要因の解明と心理教
育プログラムの開発

4,160,000 2,340,000 1,820,000

中山　良平 三重大学 助教
乳房超音波画像診断におけるコンピュータ支援診断シ
ステムの開発と有用性の臨床評価

2,860,000 1,950,000 910,000

中西　康雅 三重大学 准教授
ものづくり教育における設計学習を支援するシミュ
レーション教材の開発

3,250,000 2,080,000 1,170,000

中村　知樹 三重大学 助教
薬物療法と交流電磁波暴露を組み合わせた交流電磁
場下化学療法の新規治療開発

4,420,000 3,120,000 1,300,000

田川　剛志 三重大学 助教
新生児脳における麻酔薬の副作用による神経細胞死
の評価と予防法の開発

4,290,000 2,730,000 1,560,000

田中　亜紀子 三重大学 准教授
大正期の司法官・裁判職員の実体的研究（『官員録・
職員録』のデータ化とその分析）

1,430,000 780,000 650,000
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内海　裕洋 三重大学 准教授
半導体ナノ構造の電気伝導における揺らぎの定理へ
の測定回路の影響

4,550,000 2,470,000 2,080,000

内藤　克浩 三重大学 助教
ＯＦＤＭ協力中継通信を用いたマルチホップネットワー
クシステムの研究開発

4,160,000 1,430,000 2,730,000

梅川　孝 三重大学 助教
“高脂肪栄養環境”が次世代に与える影響―エピジェ
ネティクスの視点から

4,290,000 2,730,000 1,560,000

白石　友行 三重大学 講師 契約不履行に基づく損害賠償における原理と体系 1,430,000 780,000 650,000

浜田　賢司 三重大学 講師
類洞内トロンビンレセプターの活性制御からみた脂肪
肝手術適応拡大を目指した基礎研究

4,160,000 1,820,000 2,340,000

福島　崇志 三重大学 助教
ゴム履帯張力を利用したハーフトラックの姿勢安定法
に関する研究

4,680,000 2,600,000 2,080,000

北村　大 三重大学 助教
日本人の医療面接における患者中心性，患者満足
度，そして医師の満足度の関係の研究

2,990,000 910,000 2,080,000

北野　博亮 三重大学 助教
透水・保水性舗装の蒸発冷却効果の予測と評価に関
する研究

4,160,000 2,600,000 1,560,000

湊元　幹太 三重大学 講師
細胞サイズリポソームへの 少要素シグナル伝達経
路の構成と作用因子解析

3,250,000 1,950,000 1,300,000

淺沼　邦洋 三重大学 助教
酸性環境下での発現細胞膜蛋白の解析と磁性体温
熱療法による腫瘍標的治療の開発

4,550,000 4,030,000 520,000

澤田　治 三重大学 講師
自然言語におけるスケール性の意味・機能上の役割：
形式意味論・語用論的アプローチ

2,080,000 780,000 1,300,000

衣笠　陽子 滋賀大学 講師
医療機関の予算を中軸とした管理会計システムと組
織間連携に関する研究

4,160,000 1,040,000 3,120,000

赤塚　尚之 滋賀大学 准教授 （非金融）負債会計の再構築 520,000 260,000 260,000

田中　勝也 滋賀大学 准教授
農業における生態系サービスへの支払い制度の多面
的拡張と途上国への適用

2,080,000 1,170,000 910,000

能登　真規子 滋賀大学 准教授
身元保証の実証的研究：企業の身元保証の利用と意
識に関する実態調査

2,990,000 780,000 2,210,000

近藤　慶子 滋賀医科大学 その他 糖尿病における魚食の有効性に関する研究 4,420,000 2,470,000 1,950,000

金城　八津子 滋賀医科大学 助教 駐在保健婦が捉えた島嶼における“生活の術” 2,340,000 1,690,000 650,000

寺島　智也 滋賀医科大学 助教
組織特異的ペプチドを用いた神経疾患への分子治療
法および体外イメージングの開発

4,160,000 1,820,000 2,340,000

清水　良彦 滋賀医科大学 助教 カニクイザルを用いた卵巣臓器全体の凍結技術確立 4,290,000 2,860,000 1,430,000

盛永　美保 滋賀医科大学 講師
一般喫煙者と喫煙入院患者への禁煙サポートチーム
介入とその評価

2,600,000 1,300,000 1,300,000

石垣　宏仁 滋賀医科大学 助教 カニクイザル白血病モデルの作製 4,290,000 1,300,000 2,990,000

大谷　秀司 滋賀医科大学 その他
マンナン添加超常磁性酸化鉄ナノ粒子を用いた動脈
硬化診断法の確立

4,160,000 2,470,000 1,690,000

中村　賢治 滋賀医科大学 その他 盲ろう通訳介助者の労働と健康に関する実態調査 2,990,000 1,300,000 1,690,000
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田中　智美 滋賀医科大学 助教
造血幹細胞移植における意思決定と看護支援に関す
る研究

1,820,000 910,000 910,000

馬場　重樹 滋賀医科大学 助教
筋線維芽細胞制御に基づく腸管上皮細胞再生機構の
開発の基礎的検討

3,510,000 1,300,000 2,210,000

北川　善紀 滋賀医科大学 助教
パラミクソウイルスのＩＦＮ－α産生阻害活性と病原性
発現

4,290,000 1,820,000 2,470,000

Ａｌｔｍａｎｎ　Ｃ 京都大学 助教 聴覚皮質におけるカテゴリカルな発話認知の効果 3,380,000 2,080,000 1,300,000

Ｃｕｔｕｒｉ　Ｍａｒｃ
ｏ

京都大学 准教授 カーネル法に基づく複雑な時系列の分析手法の開発 4,290,000 2,470,000 1,820,000

ＫＩＭ　ＪＩＨＹＵ
Ｎ

京都大学 助教 道教の伝経儀式の成立と師観念の展開 1,690,000 1,040,000 650,000

Ｋｉｍ　Ｓｕｎｍｉ
ｎ

京都大学 講師
マルチスケール気候モデルの出力を用いた統計的ダ
ウンスケーリングと不確実性の定量化

4,290,000 1,430,000 2,860,000

Ｌｏｕ　Ｘｉａｎｇｘｉ
ｎ

京都大学 研究員 Ｅｓｔａｂｌｉｓｈ　Ｓｔｅｍ　Ｃｅｌｌｓ　Ｆｒｏｍ　Ａｄｕｌｔ　Ｃｏｃｈｌｅａｅ 4,290,000 2,600,000 1,690,000

Ｓｃｈｍｏｅｃｋｅ
ｒ　Ｊ

京都大学 准教授
社会的相互作用を考慮した自動車購入と機関選択に
関する経年効果分析

4,420,000 1,950,000 2,470,000

ＴＵＮＧ　Ｔｏｎｙ 京都大学 助教 ダイナミック　コンピュータ　ビジョン 4,420,000 2,340,000 2,080,000

ウォルツェン
クヌート

京都大学 助教
トランスポゾンを利用した一塩基レベル遺伝子ターゲ
ティング

4,550,000 2,860,000 1,690,000

パラダナンガ
ロジー

京都大学 研究員 都市における危険物輸送計画に関する研究 4,290,000 2,600,000 1,690,000

ブランチャード
フランソ

京都大学 研究員
テラヘルツ近接場による生細胞の実時間イメージング
と分光技術の開発

4,550,000 2,860,000 1,690,000

阿部　賢太郎 京都大学 助教
セルロースナノファイバーからなる結晶性ハイドロゲル
の特性解析と高機能化

4,550,000 3,380,000 1,170,000

愛知　靖之 京都大学 准教授
消尽法理の再構築－法学的及び経済学的側面から
の総合的研究－

3,770,000 1,560,000 2,210,000

粟屋　智就 京都大学 助教
ヒトＥＳ／ｉＰＳ細胞に由来する骨格筋幹・前駆細胞の
分離技術の確立

4,290,000 2,730,000 1,560,000

安田　誠宏 京都大学 助教
気候変動予測結果を用いた沿岸メガシティにおける海
岸災害リスクの変化予測

4,290,000 2,340,000 1,950,000

安藤　晃規 京都大学 助教
硝化作用をモデルとした複合微生物解析と高機能化
デザイン

4,550,000 2,340,000 2,210,000

伊村　知子 京都大学 助教
霊長類における視覚情報の時間的統合過程に関する
比較認知発達的検討

4,290,000 1,300,000 2,990,000

伊藤　陽介 京都大学 助教
プラズマパラメータ制御による高感度光ポンピングヘリ
ウム原子磁気センサの開発

4,420,000 3,120,000 1,300,000

伊福　健太郎 京都大学 助教 葉緑体酸素発生系ホモログ群の分子機能の全容解明 4,550,000 2,340,000 2,210,000

井上　英治 京都大学 助教 ゴリラのコミュニティ構造の解明 3,640,000 1,430,000 2,210,000

井上　達之 京都大学 研究員
グライコミクスを応用したＩｇＡ腎症の炎症制御機構解
明とバイオマーカー開発

4,290,000 3,250,000 1,040,000
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稲垣　紫緒 京都大学 研究員
定常的機械刺激が誘起する粉粒体の相分離ダイナミ
クス

2,730,000 1,690,000 1,040,000

稲森　公嘉 京都大学 准教授 保健医療サービス提供体制の日仏比較法研究 1,950,000 1,040,000 910,000

宇治　彰人 京都大学 助手
補償光学適応走査型レーザー検眼鏡を用いた虚血性
黄斑症の病態解析

4,160,000 2,210,000 1,950,000

園山　拓洋 京都大学 その他
ヒト胚性幹細胞・誘導多能性幹細胞のステロイド産生
細胞への分化機構の解明

4,160,000 2,210,000 1,950,000

延原　章平 京都大学 講師
時空間的制約による誤り検出・訂正を備えた時系列３
次元形状・多視点領域の同時推定

4,420,000 2,990,000 1,430,000

塩尻　かおり 京都大学 助教 植物コミュニケーションの適応的意義と進化的背景 4,420,000 1,690,000 2,730,000

岡田　崇 京都大学 研究員 導来圏と安定性条件の研究 3,510,000 2,080,000 1,430,000

岡田　満雄 京都大学 研究員
擬似ブラインド電子透かしを用いた安全で使いやすい
デジタルコンテンツ取引システム

4,420,000 3,380,000 1,040,000

岡本　範彦 京都大学 助教
局在フォノンミスマッチ界面を有する複相熱電変換材
料の高性能化

4,550,000 2,730,000 1,820,000

下岡　順直 京都大学 研究員
放射性炭素年代との相互比較による光ルミネッセンス
年代測定法の確度検証

4,290,000 2,990,000 1,300,000

下村　崇 京都大学 研究員
真空構造の解析によるレプトンフレーバーと超対称性
の破れの起源の解明

4,160,000 1,430,000 2,730,000

加藤　周 京都大学 准教授 量子群とヘッケ環の幾何学的研究 4,290,000 1,300,000 2,990,000

加藤　丈和 京都大学 研究員
時系列と相互作用の記述モデルと学習による、家電・
生活者の見守りに関する研究

4,290,000 2,210,000 2,080,000

河上　哲生 京都大学 助教
高度変成岩から読みとる地殻内流体活動のタイミング
と空間分布

4,290,000 1,560,000 2,730,000

賀　斌 京都大学 准教授
日本全国を対象とした土砂と汚染物質の共存場にお
ける物質循環モデルの構築

2,600,000 1,560,000 1,040,000

改正　清広 京都大学 研究員
有機ナノデバイス作製に向けた単一分子・粒子堆積
技術の開発

4,680,000 3,640,000 1,040,000

角　栄里子 京都大学 助教
電子カルテ二次利用による臨床試験・治験シミュレー
ションシステムの開発とその評価

4,290,000 2,470,000 1,820,000

角舘　直樹 京都大学 講師
小児歯科患者の母親に対する行動科学的アプローチ
の有効性に関する研究

2,600,000 1,560,000 1,040,000

角田　茂 京都大学 その他
胃癌におけるＣＦＬ１発現の臨床病理学的意義とその
分子機構の解析

4,290,000 2,470,000 1,820,000

梶本　武利 京都大学 助教
シグナルソームの形成および機能におけるプロテイン
キナーゼＣの役割の解明

4,290,000 1,690,000 2,600,000

間嶋　拓也 京都大学 助教
重イオン照射による生体分子の多重電離分布の直接
測定

4,550,000 3,380,000 1,170,000

関口　雄一郎 京都大学 研究員
高エントロピーの大質量星中心核の重力崩壊とガンマ
線バースト

4,160,000 1,560,000 2,600,000

韓　龍雲 京都大学 助教
一分子計測法による複製フォークＤＮＡ特異的モー
ター蛋白質の機能解析

4,550,000 2,340,000 2,210,000
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舘野　隆之輔 京都大学 准教授
土壌中の形態別有機物動態を考慮にいれた森林伐
採の渓流水質への影響評価法の開発

4,420,000 1,430,000 2,990,000

岩倉　浩 京都大学 助教
新規に樹立したグレリン細胞株によるグレリン生合
成、分泌機構の解明

4,290,000 2,470,000 1,820,000

義永　那津人 京都大学 研究員
非線形非平衡状態のソフトマターとしての細胞運動の
流体力学モデル

3,770,000 1,430,000 2,340,000

吉永　正彦 京都大学 助教
超平面配置のトポロジーと組合せ論的構造：極小性と
モジュライの観点からの研究

4,160,000 2,600,000 1,560,000

吉岡　弓子 京都大学 助教
卵巣癌におけるモルフォゲンシグナルのシステム生物
学的解析による治療開発

2,990,000 1,560,000 1,430,000

吉村　健一 京都大学 助教
医学研究に特異的な制約とバイアスの下での正確な
ハザード比推測法の新規開発と応用

3,510,000 2,080,000 1,430,000

吉村　智之 京都大学 助教
不斉記憶型反応を用いる新規アミノ酸とアミノ酸由来
天然物の合成

4,290,000 2,210,000 2,080,000

吉田　護 京都大学 助教
主観的認知ゲーム理論に基づく重要インフラの防護
戦略と情報公開に関する研究

4,160,000 1,300,000 2,860,000

吉藤　元 京都大学 助教
改良型モデル抗ＤＮＡ抗体ノックイン・マウスにおける
自己反応性Ｂ細胞制御メカニズム

4,030,000 1,560,000 2,470,000

吉藤　奈津子 京都大学 研究員
質的・量的フェノロジーが東南アジア熱帯季節林の
水・炭素交換に及ぼす影響の解明

4,550,000 1,430,000 3,120,000

吉富　信太 京都大学 助教
ノイズを考慮した物理パラメター同定法を用いた制振
構造物の高精度縮約モデリング

4,420,000 2,470,000 1,950,000

久住　亮介 京都大学 助教
高次元配向化セルロース材料の創成と構造解析・機
能開拓

4,420,000 2,730,000 1,690,000

久保田　正和 京都大学 助教 在宅糖尿病患者に対する遠隔医療の応用 3,770,000 2,210,000 1,560,000

宮崎　晃平 京都大学 助教
アニオン伝導性層状無機化合物のイオン伝導性に関
する基礎研究

4,420,000 2,730,000 1,690,000

宮田　秀介 京都大学 助教
フラッシュフラッド発生危険渓流の抽出に向けた発生
機構の解明

4,550,000 2,730,000 1,820,000

宮田　淳 京都大学 助教
コネクティビティ解析による統合失調症の意思決定プ
ロセスと症状の神経基盤の解明

4,160,000 1,820,000 2,340,000

宮部　賢志 京都大学 研究員 ランダムネスを用いた確率概念の拡張 4,290,000 1,820,000 2,470,000

宮澤　理稔 京都大学 准教授
活断層モニタリングの手法開発とその実践による断層
パラメータの推定

4,810,000 4,160,000 650,000

橋本　求 京都大学 助教
関節リウマチおよびその動物モデルにおけるＧＭ‐ＣＳ
Ｆ産生ＣＤ４Ｔ細胞の役割

4,290,000 2,210,000 2,080,000

橋本　国太郎 京都大学 助教
トライボロジー理論に基づく各種高力ボルト摩擦接合
継手のすべり挙動の解明

4,550,000 2,730,000 1,820,000

玉置　卓 京都大学 助教
計算困難問題に対する厳密指数時間アルゴリズムの
研究

3,900,000 1,690,000 2,210,000

近藤　英治 京都大学 助教
胎児予備能の許容限界の解明を目指した重症胎児発
育不全における炎症関連分子の解析

4,160,000 1,690,000 2,470,000

金子　めぐみ 京都大学 助教
フェムトセル・マクロセル共存環境での無線資源割当
てに関する研究

4,290,000 1,430,000 2,860,000
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金尾　昌太郎 京都大学 助教
乳房領域における高分解能拡散強調画像の臨床応
用

4,030,000 2,730,000 1,300,000

桑原　孝成 京都大学 その他
高脂血症による糖尿病性腎症悪化の新たな分子機
構：ＭＲＰ８／ＴＬＲ４シグナル経路

4,290,000 2,730,000 1,560,000

兼平　真悟 京都大学 助教
ヒーリング効果を利用した単結晶内部における高速イ
オンドーピング

4,550,000 2,990,000 1,560,000

見平　典 京都大学 講師 日米における違憲審査制の運用の動態的分析 2,730,000 780,000 1,950,000

五味　清紀 京都大学 准教授
Ｃｈｅｒｎ－Ｓｉｍｏｎｓ型理論の量子化にもとづくモジュ
ラー圏の幾何学的構成

1,560,000 390,000 1,170,000

向　英里 京都大学 研究員
β細胞におけるＳｒｃの役割とＧＰＣＲシグナルとの関
連性

4,160,000 2,210,000 1,950,000

工藤　春代 京都大学 准教授
食品安全措置の監視体制および有効性評価の検討
－日本・ドイツの比較研究－

1,950,000 650,000 1,300,000

甲斐　嘉晃 京都大学 助教
北太平洋産クサウオ科魚類の系統地理学～爆発的
種分化の要因と種多様性の解明

4,030,000 1,950,000 2,080,000

荒岡　利和 京都大学 研究員
血管炎の病態解明に向けたヒト多能性幹細胞を用い
た血管側からの病態解析

4,030,000 2,210,000 1,820,000

高　文柱 京都大学 助教
液晶‐液体キラル界面重合法を用いたらせん状ナイロ
ンの創成

4,810,000 3,250,000 1,560,000

高岡　洋輔 京都大学 助教
細胞内在性タンパク質活性の時空間的光制御を目指
した新規化学修飾法の開発

4,680,000 2,730,000 1,950,000

高垣　直尚 京都大学 助教
海表面への雨滴衝突により引き起こされる水面波の
波高減衰現象の解明

4,290,000 2,340,000 1,950,000

高橋　健 京都大学 その他
Ｃ型肝炎ウイルス感染細胞による形質細胞様樹状細
胞活性化機序の解明

4,290,000 2,600,000 1,690,000

高橋　幸 京都大学 准教授
学習と評価の可視化により学習ストラテジーを育成す
る自律学習型英語教材の設計と開発

4,290,000 1,430,000 2,860,000

高橋　清大 京都大学 助教
ウイルスセンサータンパク質ＲＩＧ－Ｉの機能解明およ
び医学的応用

4,550,000 2,210,000 2,340,000

高木　聡 京都大学 研究員 普遍コンパクト空間の構造解析 4,290,000 1,430,000 2,860,000

高澤　兼二郎 京都大学 助教
離散凸性を持つ組合せ 適化問題に対する高速なア
ルゴリズムの設計

2,860,000 1,040,000 1,820,000

高濱　祥子 京都大学 研究員
視覚性ワーキングメモリーの神経基盤と脳領域間関
係性の解明：認知神経科学的研究

2,080,000 1,430,000 650,000

黒川　修 京都大学 准教授
対向型２探針走査トンネル顕微鏡によるナノスケール
電子伝導測定

4,680,000 4,030,000 650,000

今井　直毅 京都大学 助教 局所的な手法によるＧａｌｏｉｓ表現の研究 4,420,000 1,820,000 2,600,000

佐々木　啓明 京都大学 准教授
閉鎖経済から自由貿易への移行が２国間の所得格差
に与える影響

1,950,000 1,300,000 650,000

佐藤　佳 京都大学 助教
ＨＩＶ－１感染急性期におけるＶｐｒと制御性Ｔ細胞の機
能解明

4,420,000 2,730,000 1,690,000

佐藤　弘志 京都大学 その他
酸性・塩基性官能基の配列を光によって時間的、空間
的に制御する多孔性配位高分子

4,550,000 3,380,000 1,170,000
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佐藤　彰洋 京都大学 助教
エージェント集団行動の大規模同期現象のモデルと推
計

4,420,000 3,120,000 1,300,000

佐藤　奈穂 京都大学 研究員
貧困とリスクを支える生存基盤の国際比較：沖縄のシ
ングルマザーの事例を中心に

4,550,000 3,250,000 1,300,000

坂下　雅信 京都大学 助教
曲げ降伏型連層耐震壁の鉄筋コンクリート構造物へ
の積極的な活用を目的とした研究

4,550,000 2,600,000 1,950,000

山岡　尚平 京都大学 助教
植物オルガネラ間相互作用におけるミトコンドリア・ダ
イナミクスの役割の解明

4,550,000 2,470,000 2,080,000

山下　高廣 京都大学 助教
脊椎動物新規紫外線受容タンパク質の機能発現メカ
ニズムの解析

4,550,000 2,600,000 1,950,000

山肩　洋子 京都大学 講師
調理をしながら調理法を説明した音声からのレシピテ
キストの自動生成

4,420,000 1,430,000 2,990,000

山口　琴美 京都大学 助教
長時間保湿作用を有する保湿剤塗布による妊娠線出
現予防効果の検証

3,640,000 2,600,000 1,040,000

山口　敬太 京都大学 助教
観光施策に基づく都市建設構想と都市基盤形成の近
代的展開

4,160,000 1,040,000 3,120,000

山口　裕嗣 京都大学 研究員
マクロファージの遺伝子発現を制御するアポトーシス
細胞由来因子の同定

2,990,000 1,430,000 1,560,000

山崎　信幸 京都大学 助教
認知行動療法によるうつ病の治癒過程における脳構
造・機能変化の解明

4,160,000 1,430,000 2,730,000

山上　路生 京都大学 准教授
植生帯を有する開水路エコフローにおけるガス交換・
乱流輸送プロセスの解明

3,900,000 2,600,000 1,300,000

山田　久嗣 京都大学 助教
多重共鳴ＮＭＲ法を用いた生体内化学反応プロセス
の動的挙動解析

4,420,000 2,990,000 1,430,000

山田　啓介 京都大学 助教 圧電素子を用いた吸音板に関する研究 2,730,000 1,430,000 1,300,000

山内　裕 京都大学 講師
企業内研究開発における研究テーマ構築に関する調
査

3,900,000 1,040,000 2,860,000

山本　康子 京都大学 助教
インドールアミン酸素添加酵素による自己免疫疾患の
薬効予測システムの開発

4,290,000 2,600,000 1,690,000

山本　高至 京都大学 助教
ゲーム理論を応用したヘテロジニアス無線ネットワー
クのための自己組織化適応制御

3,640,000 1,430,000 2,210,000

山野　隆志 京都大学 助教
三次元トラッキング顕微鏡を用いた鞭毛運動の定量
解析

4,420,000 2,990,000 1,430,000

寺嶋　靖治 京都大学 助教
ゲージ／重力対応を用いた量子重力における一般化
された幾何の研究

4,030,000 1,300,000 2,730,000

若林　真樹 京都大学 助教
定量プロテオミクスに基づく心筋症発症を規定する分
子ネットワークの網羅的解析

4,290,000 2,470,000 1,820,000

宗　和隆 京都大学 その他
Ｓｏｘ９－ＣｒｅＥＲＴ２マウスを用いた脊椎椎間板症の病
態解明と新規治療薬の開発

4,160,000 1,560,000 2,600,000

小山　真紀
（田原真紀）

京都大学 准教授
「あなたのための」地震防災・災害対策支援システム
の開発

4,550,000 2,470,000 2,080,000

小山　知嗣 京都大学 研究員
植物の有限成長と無限成長を切りかえる分子機構の
解析

4,550,000 2,340,000 2,210,000

小松　広和 京都大学 研究員 定量的低酸素イメージングプローブの開発 4,680,000 2,860,000 1,820,000
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小森　雅晴 京都大学 准教授
単純形状の組合せにより桁違いの高精度を実現する
ナノ精度凹曲面原器の開発

4,550,000 2,600,000 1,950,000

小鳥　真司 京都大学 その他
新規Ｇ蛋白共役型受容体ＧＰＲ１１９の血糖恒常性維
持における臨床的意義

4,160,000 2,210,000 1,950,000

小林　浩和 京都大学 助教
高機能性を有する形状制御型合金ナノ触媒の設計と
創製

3,900,000 2,080,000 1,820,000

松井　康人 京都大学 講師
ナノ粒子の表面電荷と嗅神経を介した脳への移行量
との関係

4,160,000 2,340,000 1,820,000

松井　淳 京都大学 研究員
霊長類における感覚受容体遺伝子の起源と環境応答
の進化

4,290,000 2,340,000 1,950,000

松永　哲郎 京都大学 助教
食事における自律神経および胃運動応答に関与する
遺伝要因および環境要因の解明

4,420,000 2,340,000 2,080,000

松宮　健太郎 京都大学 助教
構造類似性に基づく静菌性乳化剤の乳化破壊メカニ
ズムの解明と食品分野への応用

4,550,000 3,380,000 1,170,000

松四　雄騎 京都大学 研究員
宇宙線生成核種の分析による山地源流域の土砂生
産ポテンシャルの定量化

4,680,000 2,860,000 1,820,000

松村　謙臣 京都大学 助教
Ｂｉｏｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓによる、卵巣明細胞腺癌における代
謝異常の解明

4,160,000 2,210,000 1,950,000

松村　繁 京都大学 助教
皮膚形成におけるＣａ２＋制御とｃ－Ａｂｌによる分裂軸
の配向制御

4,290,000 2,730,000 1,560,000

松尾　幸憲 京都大学 助教
肝臓癌に対する体幹部定位放射線治療の実施手法
確立に向けた研究

4,160,000 1,820,000 2,340,000

松本　剛 京都大学 助教 弾性乱流の実験相補的な数値研究 1,430,000 780,000 650,000

上岡　裕治 京都大学 助教
癌微小環境中における乳癌浸潤過程の生体機能イ
メージング

4,420,000 2,600,000 1,820,000

上杉　佳子 京都大学 研究員 アポトーシス誘導因子を用いた肝硬変治療薬の開発 4,420,000 2,340,000 2,080,000

上田　敬太 京都大学 助教
脳局所損傷と瀰漫性軸索損傷の症候学研究　＜拡散
テンソル強調画像を応用して＞

3,900,000 2,340,000 1,560,000

上田　真史 京都大学 助教
腫瘍内ＨＩＦ‐１存在低酸素領域の特異的描出を目的と
した低分子放射性プローブの開発

4,290,000 2,340,000 1,950,000

新居　理有 京都大学 研究員 日本における財政の維持可能性の数量的分析 1,950,000 910,000 1,040,000

新堀　淳樹 京都大学 研究員
磁気嵐時におけるグローバル地磁気変動と電離圏擾
乱ダイナモに関する研究

4,030,000 1,300,000 2,730,000

森坂　裕信 京都大学 助教
基質により多様に変化するセルロソーム構成酵素の
フォーカスドプロテオーム解析

4,420,000 2,340,000 2,080,000

深見　一弘 京都大学 助教
電気化学反応における成長界面のモデル化に基づく
新奇デンドライト抑制法

3,510,000 2,080,000 1,430,000

深谷　友宏 京都大学 研究員 オートマチック群の幾何とその境界の力学系的研究 4,290,000 1,430,000 2,860,000

杉山　暁史 京都大学 助教
窒素固定を支える根粒内の細胞タイプ特異的なＭＡＴ
Ｅ型輸送体の解析

4,420,000 2,340,000 2,080,000

瀬木　恵里 京都大学 准教授
ストレス中枢（視床下部・室傍核）の制御に着目した新
規抗うつシグナルの探索

4,420,000 2,730,000 1,690,000
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清水　一憲 京都大学 助教
細胞伸展培養用マイクロデバイスを用いた組織押圧
核酸導入法のメカニズム解明

4,550,000 3,250,000 1,300,000

清水　章弘 京都大学 助教
弱いπ結合を有する新しい開殻π電子系の創出と機
能開発

4,680,000 2,600,000 2,080,000

西　佑介 京都大学 助教
抵抗変化型不揮発性メモリの基礎物性と抵抗スイッチ
ング特性との相関

4,420,000 1,430,000 2,990,000

西山　雅祥 京都大学 助教 細胞内超分子機械の機能変調イメージング 4,550,000 2,860,000 1,690,000

西川　雅章 京都大学 准教授
高信頼性宇宙展開構造材としての機能性ポリマー複
合材料のメゾスケール力学の研究

4,420,000 2,340,000 2,080,000

西川　完途 京都大学 助教
東アジア産有尾類の系統分類学的な再評価と多様性
形成史の推定

4,680,000 1,430,000 3,250,000

青木　一洋 京都大学 講師
ＦＲＥＴイメージングによるＲａｓ／ＥＲＫシグナル伝達系
の系統的摂動解析

4,160,000 910,000 3,250,000

石川　敏之 京都大学 助教
圧縮残留応力を導入して疲労強度が向上した継手に
対する圧縮のオーバーロードの影響

4,420,000 2,860,000 1,560,000

千田　雅隆 京都大学 助教 保型形式に付随するｐ進Ｌ関数とｐ進周期の研究 3,900,000 1,170,000 2,730,000

川ノ上　帆 京都大学 助教
正標数代数閉体上の代数多様体の特異点解消につ
いて

4,290,000 1,170,000 3,120,000

川端　浩平 京都大学 研究員
「非集住地区」で生活する在日コリアンの個人化と帰
属意識の変容に関する研究

3,510,000 1,300,000 2,210,000

川名　雄一郎 京都大学 助教
１９世紀のイギリスにおける道徳哲学の組織化と功利
主義理論の展開

3,120,000 1,300,000 1,820,000

泉　安彦 京都大学 助教
ドパミンニューロン死におけるＮｒｆ２－ＡＲＥ経路の役割
解明と新規活性化物質の探索

4,290,000 2,080,000 2,210,000

浅野　泰仁 京都大学 准教授 集合知とウェブ知識の有機的循環化技術の開発 4,290,000 1,820,000 2,470,000

前原　裕之 京都大学 その他
全自動リアルタイムサーベイシステムの開発による突
発増光天体の観測的研究

3,770,000 2,860,000 910,000

前田　滋哉 京都大学 講師
水理解析と 適化理論を融合した魚類生息環境の設
計手法

2,210,000 1,560,000 650,000

曽根　正光 京都大学 研究員
ｉＰＳ細胞の多能性を制御するヒストン修飾と高次クロ
マチン構造の解析

4,420,000 2,860,000 1,560,000

曽根　正勝 京都大学 助教
ヒトｉＰＳ／ＥＳ血管誘導技術によるヒト血管分化機構
の解析と疾患ｉＰＳ研究への応用

4,160,000 2,210,000 1,950,000

倉本　恵梨子 京都大学 研究員
視床運動核から皮質パルブアルブミン陽性ニューロン
への出力を形態学的に解析する

4,290,000 2,730,000 1,560,000

足立　誠 京都大学 助教
細胞の分裂増殖を制御する新たなシグナル伝達ネット
ワークの解析

4,290,000 2,210,000 2,080,000

村井　正俊 京都大学 助教
プローブ分子の創製を基盤とするユビキノンの細胞内
動態の解明

4,420,000 2,340,000 2,080,000

太田　慎一 京都大学 准教授 測度距離空間の幾何学と 適輸送理論 4,420,000 1,300,000 3,120,000

大園　享司 京都大学 准教授
メタゲノミクスを用いた菌類エンドファイトの多様性解
析

4,550,000 1,950,000 2,600,000
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大音　壮太郎 京都大学 助教
補償光学適用走査レーザー検眼鏡による萎縮型加齢
黄斑変性の病態解析と治療評価法開発

4,160,000 2,210,000 1,950,000

大西　正光 京都大学 助教
オプションの相互保有構造を考慮した公共調達契約
におけるリスク分担構造に関する研究

4,290,000 1,430,000 2,860,000

大石　高典 京都大学 研究員
アフリカ熱帯林への貨幣経済浸透に伴う経済的不平
等の拡大と住民の平等主義規範の相克

4,290,000 1,820,000 2,470,000

大嶋　宏一 京都大学 研究員
疾患特異的ｉＰＳ細胞を用いた細網異形成症の病態解
析

4,030,000 1,300,000 2,730,000

鷹尾　祥典 京都大学 助教
高周波放電式マイクロイオン推進機の放電特性およ
びイオンビーム引き出し機構の解明

3,380,000 1,820,000 1,560,000

瀧川　一学 京都大学 助教
多階層ネットワークに基づく遺伝子間の非線形相互作
用のモデル化と代謝解析への応用

4,420,000 2,080,000 2,340,000

谷岡　未樹 京都大学 講師
悪性黒色腫に対する新規細胞療法における制御性免
疫細胞の関与の解明

4,160,000 2,210,000 1,950,000

谷口　一郎 京都大学 助教
ＨＩＶ－１のＲｅｖタンパク質によるウイルスＲＮＡ核外輸
送複合体のリモデリング

3,900,000 2,210,000 1,690,000

池谷　真 京都大学 研究員
進行性骨化性線維異形成症性の病態解明および創
薬に向けたアッセイ系の確立

4,160,000 2,210,000 1,950,000

竹村　匡正 京都大学 講師
ネットワークゲームを用いた病院経営教育環境の構
築

520,000 390,000 130,000

竹村　幸祐 京都大学 研究員
高関係流動性社会における独自性追求行動の社会
的機能

3,380,000 1,560,000 1,820,000

竹之内　沙弥
香

京都大学 助手
エンド・オブ・ライフ・ケアに携る臨床看護師に対する看
護倫理教育プログラムの開発

3,640,000 650,000 2,990,000

竹馬　俊介 京都大学 助教
ＰＤ－１と新規免疫制御分子の作用によるＴ細胞分化
の制御

4,420,000 1,820,000 2,600,000

茶竹　俊行 京都大学 准教授
中性子結晶解析による構造揺らぎを含めたＤＮＡの水
和構造の解明

4,290,000 2,470,000 1,820,000

中瀬　生彦 京都大学 助教
ミトコンドリア集積性アルギニンペプチドの機能評価と
活性分子送達への応用

4,420,000 2,730,000 1,690,000

中川　貴之 京都大学 准教授
免疫／グリア細胞に発現するＴＲＰチャネル群の慢性
疼痛における役割の解明

4,290,000 2,210,000 2,080,000

中川　俊徳 京都大学 研究員 ほ乳類の精子形成幹細胞を支える分子基盤の解明 4,550,000 2,470,000 2,080,000

中村　佳子
（山野佳子）

京都大学 研究員
遺伝子改変ラットを用いた発熱中枢ニューロンの多面
的機能解析

4,420,000 2,080,000 2,340,000

中村　光宏 京都大学 その他
動態下における強度変調放射線治療の安全性に関す
る基礎的検討

4,160,000 1,950,000 2,210,000

中村　靖彦 京都大学 助教
ミトコンドリアＳＩＲＴ５タンパクの機能と肝臓・骨格筋に
おける代謝機能連関

4,290,000 2,730,000 1,560,000

中津井　雅彦 京都大学 研究員
記号計算法と数値 適化法との組み合わせによる高
精度反応パラメータ推定法の開発

4,420,000 2,340,000 2,080,000

中島　悠 京都大学 助教
マルチモデルに基づく都市シミュレーションプラット
フォーム

4,290,000 1,560,000 2,730,000

中嶋　康博 京都大学 助教
白血病発症に伴って出現する抗原不応答性ＣＤ４陽
性Ｔ細胞の解析

4,290,000 2,990,000 1,300,000
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中條　壮大 京都大学 研究員
可視化計測による粒状層の界面近傍における動的乱
流構造の解明

4,290,000 3,770,000 520,000

長谷川　功 京都大学 助教
ドライ系バイオマスの多段熱分解を利用した選択的物
質回収

4,160,000 2,600,000 1,560,000

長田　裕也 京都大学 助教
らせん高分子を用いた高効率不斉増幅を特徴とする
触媒的不斉合成反応系の開発

4,680,000 2,470,000 2,210,000

塚本　容子 京都大学 その他
Ｉｄ２遺伝子欠損マウスを用いた顎変形症に関する分
子生物学的研究

4,160,000 1,820,000 2,340,000

辻　大和 京都大学 助教
大型哺乳類による種子散布特性の地域間比較：マカ
ク属の霊長類を対象に

4,420,000 1,690,000 2,730,000

坪田　智明 京都大学 助教
ＤＮＡ損傷修復におけるユークロマチン領域のクロマ
チン制御機構の解析

4,550,000 2,340,000 2,210,000

鄭　蝦榮 京都大学 研究員
公共サービスの権限的協働生産における行為調整モ
デル

4,550,000 2,600,000 1,950,000

田村　武幸 京都大学 助教
ブーリアンモデルによる遺伝子制御ネットワークの解
析

1,950,000 1,040,000 910,000

田中　具治 京都大学 助教
全身麻酔薬が脳内エリスロポエチン誘導におよぼす
影響の分子生物学的解析

4,290,000 2,860,000 1,430,000

田中　敬 京都大学 助教
エピジェネティック制御による精子幹細胞から多能性
幹細胞への誘導

4,290,000 2,210,000 2,080,000

田畑　吉計 京都大学 准教授
新しいタイプの遍歴電子フラストレーションの中性子散
乱による研究

4,550,000 2,210,000 2,340,000

渡邊　崇人 京都大学 助教
プロテオミクスによる白色腐朽菌の選択的リグニン分
解機構と鍵代謝物生合成系の解明

4,550,000 2,340,000 2,210,000

渡邉　哲弘 京都大学 助教
インドネシアの火山地帯における土壌粘土鉱物分布
の解明とその適正施肥技術への応用

4,550,000 1,300,000 3,250,000

登尾　一幸 京都大学 助教
円筒型核融合装置による分析用小型中性子光源の
研究開発

4,290,000 2,730,000 1,560,000

嶋本　寛 京都大学 講師
トリップチェーンを考慮した機関選択・配分統合モデル
の開発と都市圏への適用

4,290,000 2,080,000 2,210,000

東口　顕士 京都大学 助教
スピン交換相互作用における環状飽和炭化水素の減
衰定数βの決定と伝達機構解明

4,550,000 2,210,000 2,340,000

湯川　尚一郎 京都大学 助教
抗シトルリン化ペプチド抗体陰性関節リウマチ患者に
おける新規自己抗体の探索

4,160,000 2,080,000 2,080,000

藤井　寿人 京都大学 その他
ナトリウム利尿ペプチドの内軟骨性骨化におけるクロ
ストーク

4,290,000 2,470,000 1,820,000

藤井　俊行 京都大学 准教授
含水溶融塩中のウラニル及びネプツニルのラマン分
光分析研究

4,030,000 2,470,000 1,560,000

藤原　宏志 京都大学 助教
正則化法による逆問題の高精度近似理論と次世代計
算環境による数値的実現

3,770,000 1,170,000 2,600,000

藤本　晃司 京都大学 助教
実際の撮像環境条件をも含んだＭＲＩパルスシーケン
スシミュレーションシステムの構築

4,290,000 2,860,000 1,430,000

藤本　将光 京都大学 助教
山地斜面における地下水流出に伴う土砂流出の実態
と斜面崩壊に及ぼす影響

4,680,000 3,510,000 1,170,000

藤本　麻里子 京都大学 研究員
野生動物保護と民族文化保護の両立に関する研究：
タンザニアの国立公園を事例として

3,640,000 2,210,000 1,430,000
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内田　由紀子 京都大学 助教 現代若者の不適応感とその対処：文化心理学的検討 3,900,000 1,430,000 2,470,000

内田　洋一朗 京都大学 その他
肝虚血再灌流障害における新しいメカニズムの解明
―Ｔ細胞の役割について―

4,160,000 1,820,000 2,340,000

南　一成 京都大学 研究員
ケミカルスクリーニングによるＥＳ／ｉＰＳ細胞－心筋分
化促進化合物の発見と機能解析

4,550,000 2,860,000 1,690,000

日下部　徹 京都大学 その他 レプチン抵抗性の発症および改善メカニズムの解明 4,160,000 2,210,000 1,950,000

馬場　長 京都大学 助教
タイプ２子宮体癌、特に漿液性腺癌の網羅的遺伝子
発現解析に基づく分子標的治療薬開発

2,990,000 1,820,000 1,170,000

白崎　護 京都大学 研究員
有権者の政治的な態度と行動におよぼす対人接触と
マスメディア視聴の影響の解明

4,550,000 1,560,000 2,990,000

白川　久志 京都大学 助教
脂質メディエーターによるアストロサイト機能制御にお
けるＴＲＰチャネルの役割

4,420,000 2,340,000 2,080,000

薄　良彦 京都大学 助教
エレクトロポレーションの非線形時空ダイナミクス：モデ
リング・解析・制御

3,640,000 2,080,000 1,560,000

八田　太一 京都大学 その他
インフォームド・コンセントの内省と自己学習を促すた
めの観察研究

4,420,000 2,860,000 1,560,000

尾松　芳樹 京都大学 研究員
造血幹細胞・前駆細胞ニッチの形成を調節する分子
基盤の解明

4,420,000 2,340,000 2,080,000

美舩　健 京都大学 助教
高性能電磁界数値解析のための新たな高速線形反
復解法の開発

4,290,000 1,820,000 2,470,000

浜　孝之 京都大学 准教授
マグネシウム合金板の繰り返し塑性変形におけるマ
ルチスケール変形特性

4,420,000 2,600,000 1,820,000

冨田　努 京都大学 その他
脂肪毒性および耐糖能異常での新規膜型脂肪酸受
容体の膵β細胞保護作用と転写制御機構

4,160,000 2,210,000 1,950,000

風間　啓敬 京都大学 その他 ＨＭＧＢ１の酸化が担う機能の解析 4,550,000 2,600,000 1,950,000

福田　里砂 京都大学 助手
インシデント防止のための診療ガイドラインの活用方
法の探索：転倒防止に焦点をあてて

4,810,000 3,120,000 1,690,000

福土　将秀 京都大学 助教
分子標的抗がん剤の薬理ゲノム解析と薬物動態制御
に基づく個別 適投与法の開発

4,290,000 2,210,000 2,080,000

平井　義和 京都大学 助教
リソグラフィを用いた分子フィルタ創製と分子動力学に
よる細孔解析

4,420,000 2,730,000 1,690,000

平松　尚志 京都大学 研究員 数値宇宙論に基づく密度揺らぎの非線形進化 3,510,000 1,560,000 1,950,000

平石　界 京都大学 助教
向社会性の個人差の多面性を探る進化心理学・行動
遺伝学的アプローチ

4,290,000 1,040,000 3,250,000

平田　直 京都大学 研究員
ガンを誘発する未分化ｉＰＳ細胞を特異的に認識して除
去するための分子システムの開発

4,550,000 2,210,000 2,340,000

豊浦　和明 京都大学 研究員 プロトン伝導性無機リン酸塩の材料設計 4,420,000 2,340,000 2,080,000

豊原　敬文 京都大学 研究員
腎不全治療への臨床応用を目指したヒト多能性幹細
胞から腎前駆細胞への分化誘導

4,160,000 1,950,000 2,210,000

豊田　太郎 京都大学 助教
フローサイトメトリーによる細胞純化を用いたヒト多能
性幹細胞からの膵β細胞作製

4,160,000 1,950,000 2,210,000
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北本　綾 京都大学 その他
カロリー制限、肥満、糖尿病アカゲザルの次世代シー
クエンサーを用いた解析

4,160,000 2,210,000 1,950,000

北本　卓也 京都大学 その他
非アルコール性脂肪肝炎から肝癌発症機序の次世代
シークエンサーを用いた解析

4,420,000 2,340,000 2,080,000

北脇　年雄 京都大学 助教
形質細胞様樹状細胞のエンドソーム時空間的制御に
関与する新規分子の網羅的探索と同定

4,290,000 2,210,000 2,080,000

牧　雅康 京都大学 助教
リモートセンシングと作物モデルを用いた水稲の生育
と収量の高精度予測

4,420,000 1,690,000 2,730,000

牧山　武 京都大学 助教
遺伝性不整脈疾患の病態解明－疾患特異的ヒトｉＰＳ
細胞を用いた解析

4,160,000 2,210,000 1,950,000

堀江　慎司 京都大学 教授
新時代の刑事手続における「事実解明」の意義に関す
る総合的研究

4,160,000 1,040,000 3,120,000

堀尾　琢哉 京都大学 助教
波長可変深紫外極短パルスを用いた高速光化学反応
の時間分解光電子イメージング

4,680,000 3,640,000 1,040,000

堀毛　悟史 京都大学 助教
配位高分子の規則性一次元空間を利用するイオン輸
送機能の創成

4,680,000 3,380,000 1,300,000

本橋　秀之 京都大学 助教
成長に伴う腎薬物トランスポータの変動機構解明と薬
物動態への影響

4,290,000 2,210,000 2,080,000

末石　直也 京都大学 講師
セミパラメトリックモデルのための集中情報量規準の
開発

2,600,000 1,300,000 1,300,000

木下　武彦 京都大学 研究員
特異性を持つ非線形積分方程式に対する解の数値的
検証法の研究

4,160,000 1,560,000 2,600,000

木戸　晶 京都大学 助教 ＭＲＩを用いた線維化組織の可視化に関する研究 4,160,000 3,250,000 910,000

木村　寛之 京都大学 助教
前立腺がんの核医学診断を目的とした分子イメージン
グプローブの開発研究

4,290,000 2,990,000 1,300,000

野原　大督 京都大学 助教
中長期アンサンブル気象予測情報を活用した貯水池
操作手法の開発

2,340,000 1,430,000 910,000

野口　尚史 京都大学 助教 二重拡散対流による層状構造の発生と発展 4,160,000 2,080,000 2,080,000

野口　倫生 京都大学 研究員
ヒトｉＰＳ細胞を用いた脂肪萎縮症の成因の解明と細胞
治療法の開発

4,160,000 2,210,000 1,950,000

野上　敏材 京都大学 助教 機能性デンドロナイズドポリマーの合成 4,680,000 2,730,000 1,950,000

矢野　義明 京都大学 助教
一分子蛍光測定による膜受容体の構造変化・リガンド
結合解析

4,420,000 2,340,000 2,080,000

矢野　裕子 京都大学 助教 マルコフ過程の汎関数に関する極限定理とその応用 4,160,000 1,430,000 2,730,000

有安　宏之 京都大学 助教
グレリン分泌低下マウスを用いた摂食脂肪蓄積にお
けるグレリンの生理的意義の検討

4,290,000 2,860,000 1,430,000

有馬　祐介 京都大学 研究員
表面プラズモン励起蛍光分光法を用いた吸着タンパク
質の配向・形態解析

4,290,000 2,080,000 2,210,000

林　美里 京都大学 助教 物の操作から見たヒトを含む霊長類の比較認知発達 4,030,000 1,300,000 2,730,000

鈴木　友美 京都大学 助教
光を求めて動く植物の仕組み：光による小胞輸送制御
の解明

4,550,000 2,340,000 2,210,000
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