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齋藤　元浩 京都大学 助教
水素生成を目的とした小型水蒸気改質器における総
合技術

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

舩戸　徹郎 京都大学 研究員
制御された不安定床面上での歩行の分析によるヒト
の姿勢制御機構の解明

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

舩冨　卓哉 京都大学 助教
三次元形状計測による姿勢操作可能な手モデルの構
築

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

趙　亮 京都大学 講師
大規模時間依存 短路問題に対する高速アルゴリズ
ムの研究

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

伊藤　崇達 京都教育大学 准教授
学習と動機づけの自律化プロセスと学習支援ニーズ
の多様性に関する研究

1,690,000 910,000 780,000

奥村　真紀 京都教育大学 准教授 翻案から神話へ：文化としてのブロンテ研究 2,860,000 1,040,000 1,820,000

小松崎　敏 京都教育大学 准教授
体育授業の観察記録法を学習するための映像メディ
ア教材の開発

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

渡邉　伸樹 京都教育大学 准教授
小中連携を意識した科学技術史をベースとする数学
的活動の教材開発に関する実践的研究

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

松本　裕司 京都工芸繊維大学 助教
「働きたくなるオフィス」実現のための知識創造活動に
寄与する空間感性価値の研究

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

峯　拓矢 京都工芸繊維大学 准教授
リーマン多様体上のデルタ型磁場を持つシュレディン
ガー作用素の解析

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

ＢＥＲＴＥＬＬＩ
Ａｎｔ

大阪大学 講師
幕末および明治初期における日伊外交貿易関係の歴
史

1,690,000 910,000 780,000

Ｍｉｒａｎｄａ　Ｄｉ
ｅｇ

大阪大学 その他
転写制御ネットワークのボトムアップ再構成のための
新規実験／計算パイプラインの構築

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

ＶＡＮＤＥＮＢＯ
Ｎ　ＡＬ

大阪大学 その他
免疫応答の制御に関与するプロモータの網羅的な構
造特徴の抽出とモデル化

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

安木　真世 大阪大学 その他
ヒト型抗体を利用したインフルエンザウイルス感染予
防に関する研究

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

伊野　文彦 大阪大学 准教授
ＧＰＵグリッドのための細粒度サイクル共有技術の理
論構築と応用

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

衣斐　信介 大阪大学 助教
ディジタル－アナログ連接符号化とその繰り返し復号
法に関する研究

2,730,000 1,950,000 780,000

井手　拓哉 大阪大学 助教 一方向性ポーラス金属の量産化手法の確立 4,030,000 2,470,000 1,560,000

稲葉　裕明 大阪大学 助教
歯周病菌―サイトメガロウイルス重複感染モデルによ
る早産誘発機構の解析

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

永山　智崇 大阪大学 その他
歯内療法における術中感染に関する遺伝子工学的解
析

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

永瀬　丈嗣 大阪大学 講師
マクロ・ミクロ相分離型新規低鉄損アモルファス軟磁
性合金の開発

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

榎本　一之 大阪大学 その他
酸拡散を制御した酸増殖プロセスによるＥＵＶ用レジス
トの高感度化

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

塩見　英久 大阪大学 助教 帯域干渉合成による超高速信号処理技術の研究 4,550,000 3,510,000 1,040,000

奥見　雅由 大阪大学 助教
ＣＣＲ５／ＣＸＣＲ３阻害による急性および慢性腎拒絶
反応の制御

3,380,000 1,560,000 1,820,000
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奥野　健太郎 大阪大学 その他
睡眠時無呼吸症の口腔内装置治療における内視鏡・
ＣＰＡＰ至適圧を用いた診断法の確立

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

横田　泰之 大阪大学 助教
光電子分光による電極界面の局所環境計測：溶媒和
したレドックス活性種の電子状態評価

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

岡　寿樹 大阪大学 その他
相関光子による局在プラズモン誘起と２光子励起場へ
の応用

2,990,000 2,470,000 520,000

岡崎　祐香 大阪大学 その他
電気刺激及び視覚刺激に伴うマウス視覚野情報伝播
動態のｉｎ　ｖｉｖｏイメージング

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

岡野　成威 大阪大学 その他
インプロセス制御による溶接残留応力分布の適正化
と構造健全性向上

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

岡林　環樹 大阪大学 その他
ＲＳウイルス感染鼻粘膜上皮細胞におけるＩＦＮλの産
生機序と病態形成への関与

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

加藤　貴之 大阪大学 その他
休眠段階におけるリボソームのタンパク質合成抑制機
構の解明

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

加藤　浩介 大阪大学 助教
歌唱訓練に適した音響空間の実現と歌唱における感
覚運動制御の解明に向けた実験的研究

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

河野　彰代 大阪大学 その他
オトガイ神経領域の炎症性疼痛および神経因性疼痛
におけるグリア細胞の役割と動態

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

花岡　智恵 大阪大学 その他
親からの遺産・生前贈与と子による介護に関するミク
ロ計量実証研究

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

花本　博 大阪大学 助教
頭位，開口および鎮静深度が呼吸・嚥下機能に及ぼ
す影響について

3,510,000 2,600,000 910,000

笠松　良崇 大阪大学 助教
塩酸、硝酸系における１０４番元素Ｒｆのイオン交換挙
動の解明

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

梶原　健太郎 大阪大学 その他
脂質ラフトによるＳｒｃ制御機構の総合的理解に向けた
研究

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

鎌倉　武史 大阪大学 その他 前庭神経系におけるＴＲＰＶ１受容体の機能解析 4,160,000 2,210,000 1,950,000

間　久直 大阪大学 助教
投影型イメージング質量分析による薬物動態高速測
定技術の開発

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

関　光 大阪大学 その他
ヨモギ属植物におけるセスキテルペノイド構造多様化
の分子機構解明と代謝工学への利用

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

亀田　成司 大阪大学 その他
超並列アナログ回路網とＦＰＧＡを組み合わせた両眼
立体視システムの開発

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

菊池　康 大阪大学 その他
アデノウイルスベクターを用いた表皮水疱症に対する
間葉系幹細胞遺伝子治療の開発

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

吉村　信一郎 大阪大学 助教
上皮細胞の極性形成における細胞内物質輸送の分
子機構の解明

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

吉仲　正記 大阪大学 その他 口腔感覚と認知機能の関連性および総合評価の開発 3,120,000 1,430,000 1,690,000

吉田　好紀 大阪大学 その他
卵巣摘出動物における口腔顔面領域の神経因性疼
痛の制御機構の解明

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

吉田　智 大阪大学 助教
高時空間分解能気象レーダを用いたマイクロバースト
の観測的研究

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

吉本　真由美 大阪大学 助教
形式と意味のインターフェース研究―日英語の比較構
文に焦点をあてて

2,470,000 1,300,000 1,170,000
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橘　敬祐 大阪大学 助教
ヒストンメチル化酵素ＳＥＴＤＢ１を標的とした抗肥満薬
開発のための基盤研究

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

宮崎　安弘 大阪大学 その他
病的肥満症・単純性肥満の原因解明：胃グレリン細胞
と食欲・体重増加との関係

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

宮嵜　安晃 大阪大学 その他 消化管定圧送気時の腸管圧較差についての研究 4,160,000 2,210,000 1,950,000

宮澤　清太 大阪大学 助教
種間交雑による新奇な体表模様パターンの形成と種
分化

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

金　美海 大阪大学 助教
ヒトｉＰＳ細胞の未分化維持するための培養面の設計
および新規増幅培養プロセス開発

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

金井　泰和 大阪大学 その他
Ｃ‐１１標識薬剤合成における 適合成法および 適
合成条件の検討

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

金澤　成行 大阪大学 その他 Ｒｈｏ／Ｒｈｏ　ｋｉｎａｓｅの創傷治癒における役割の解明 2,990,000 1,690,000 1,300,000

熊本　奈都子 大阪大学 助教
統合失調症関連遺伝子ディスク１のプライマリーシリ
アを介した神経新生調節機構の解明

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

吾郷　由希夫 大阪大学 助教
脳代謝型グルタミン酸２／３受容体の創薬的意義に関
する神経薬理学的研究

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

後藤　哲 大阪大学 助教
経頭蓋磁気刺激による脳接続性の解明と検査法への
応用

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

向　正樹 大阪大学 その他
１２～１６世紀の南シナ・東南アジア海域におけるイス
ラーム系集団の移動と文化変容

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

香山　尚子 大阪大学 助教
腸管炎症に関与する新規腸管内自然免疫細胞の機
能解析

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

香山　晋輔 大阪大学 助教
妊娠マウス子宮への一過性遺伝子導入システムを用
いた早産治療の分子標的薬の開発

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

高階　正彰 大阪大学 その他
医療用粒子線による放射化に対する高精度シミュレー
ション計算の開発

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

高橋　りょう子 大阪大学 助教
小児患者における鎮静に伴う有害事象の低減を目的
とするガイドラインの開発

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

高橋　雄介 大阪大学 助教
象牙質基質タンパク分解産物が象牙質－歯髄複合体
の治癒に与える影響

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

高村　明孝 大阪大学 その他
統合失調症関連分子ＤＢＺの脳可塑性における役割
の解明

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

合山　林太郎 大阪大学 講師 森槐南を中心とする幕末・明治期日本漢文学の研究 2,600,000 1,560,000 1,040,000

今井　宏彦 大阪大学 その他
超偏極キセノン磁気共鳴イメージングによる包括的な
肺機能診断法の開発

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

根本　浩利 大阪大学 その他
感染性心内膜炎発症高リスク者の有する口腔細菌に
おけるアモキシシリン感受性の検討

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

佐藤　元 大阪大学 助教 辛味刺激により生じる自律神経反応の神経機構 4,160,000 2,860,000 1,300,000

斎藤　俊輔 大阪大学 その他
心臓移植後の拒絶反応への挑戦―細胞シート移植を
応用した新しい免疫抑制療法の開発―

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

細見　晃一 大阪大学 その他
中枢性脳卒中後疼痛動物モデルを用いた反復経頭蓋
磁気刺激における新規刺激法の開発

4,550,000 3,380,000 1,170,000
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細田　一史 大阪大学 その他 共生成立に寄与する表現型可塑性の分子機構 4,550,000 2,990,000 1,560,000

坂田　宗平 大阪大学 その他
電位依存性ホスファターゼにおける電位センサーと酵
素活性の共役メカニズムの解明

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

三間　穣治 大阪大学 その他
エンドソーム・リソソーム系オルガネラ膜融合マシナ
リーの試験管内完全再構成

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

三宅　厚志 大阪大学 その他 酸素の温度圧力相図の熱力学的解明 4,550,000 2,470,000 2,080,000

山下　沢 大阪大学 助教
静的および動的アプローチによる薬物代謝酵素の代
謝活性メカニズム

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

山口　幹代 大阪大学 その他
ポルフィロモナス　ジンジバリスバイオフィルムの抗菌
剤作用後に残存する物質の解析

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

山口　容平 大阪大学 助教
人間行動に基づく都市圏民生・旅客交通エネルギーモ
デルの開発

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

山崎　隆治 大阪大学 その他
骨関節を対象とした統計動態モデルに基づく自動３次
元動態解析システム

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

山森　英長 大阪大学 その他 統合失調症のリスク遺伝子ＣＨＩ３Ｌ１の機能解析 4,160,000 2,210,000 1,950,000

山川　みやえ 大阪大学 助教
通所サービスにおけるケアスタッフ向けの若年性認知
症ケアサポートデータベースの開発

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

山村　周平 大阪大学 助教
学生の健康支援におけるプレゼンティーイズムの基礎
的概念の構築

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

山田　一憲 大阪大学 講師 ニホンザルの寛容性に関する行動遺伝学的研究 4,420,000 3,510,000 910,000

山田　貴博 大阪大学 助教
膀胱上皮に発現する尿意センサー分子の同定と機能
解析

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

山田　浩平 大阪大学 その他
中枢神経系におけるｓｔａｔｈｍｉｎ１の生理機能と機能調
節機構の解明

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

山内　健太 大阪大学 その他
交連軸索の腹側伸長を規定する真のネトリン１の機能
の解明

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

山本　浩一 大阪大学 助教
抗癌剤誘発有害反応発症におけるプロスタグランジン
Ｅ２の役割解析と新規治療への応用

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

山本　千映 大阪大学 准教授 １９世紀前半イングランドにおける女性の就業構造 3,640,000 1,560,000 2,080,000

山本　福子 大阪大学 その他
小児癌生存者における認知機能障害と放射線後幼若
脳での白質障害に関する基礎的研究

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

山本　陵平 大阪大学 その他 ＩｇＡ腎症の腎病理組織学予後予測因子の同定 4,550,000 4,290,000 260,000

市川　昊平 大阪大学 助教
広域環境上における分散制御型マルチサイト仮想クラ
スタに関する研究

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

児玉　年央 大阪大学 助教
腸炎ビブリオの３型分泌装置２の質的、量的分泌制御
機構の解析

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

寺尾　憲 大阪大学 助教
剛直性直鎖及び環状高分子の分子間相互作用と新
奇液晶構造の探索

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

種村　篤 大阪大学 助教
不活化センダイウイルス粒子を用いた悪性黒色腫治
療における抗腫瘍免疫基盤の確立

4,160,000 2,080,000 2,080,000
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酒井　裕美 大阪大学 講師
開港期朝鮮の対日外交政策研究―漁業問題をめぐる
条約の締結過程と運用実態を中心に―

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

酒田　信親 大阪大学 助教 人称視点選択可能な遠隔協調作業システムの開発 4,420,000 3,250,000 1,170,000

渋谷　利治 大阪大学 助教
ミトコンドリア由来活性酸素に依存した酸化ストレス応
答機構の解明

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

小西　宏和 大阪大学 助教
溶融塩電解と合金化電極を用いた希土類金属の分
離・回収条件の確立

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

小西　浩司 大阪大学 その他
リアルタイム体内線量測定に基づく高線量率組織内
照射の高精度化

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

小泉　佑揮 大阪大学 助教
遅延耐性ネットワークにおける異種端末の共生を可能
にする経路制御方式に関する研究

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

小倉　昌子 大阪大学 助教
不規則性を考慮した第一原理電子状態計算によるマ
ルテンサイト変態に関する研究

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

小倉　裕介 大阪大学 准教授
微小液滴内のＤＮＡ演算反応を利用した動的構成可
能なオンチップ分子解析技術

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

小島　直人 大阪大学 助教
ハイブリッド型アセトゲニン類の実用化を目指した構造
活性相関研究

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

小豆澤　宏明 大阪大学 助教
ケラチン５を異所性発現する未熟Ｂ細胞様リンパ球系
細胞を用いた免疫療法の開発

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

小林　靖宜 大阪大学 その他
ゾルゲル法によりバンコマイシンにて抗菌加工を施し
たチタンアバットメントの開発

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

松浦　友亮 大阪大学 准教授
人工細胞を用いた反応場サイズと内部反応の関係性
の解明

4,420,000 3,640,000 780,000

松吉　大輔 大阪大学 その他 過剰な情報呈示による記憶不全メカニズムの解明 4,290,000 910,000 3,380,000

松崎　伸介 大阪大学 准教授
神経・精神疾患発症機構におけるタンパク質スモ化の
役割

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

松山　智至 大阪大学 助教
高密度Ｘ線ナノビーム形成と走査型蛍光Ｘ線顕微鏡へ
の応用

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

松村　梨紗 大阪大学 その他
小児橋神経膠腫に対するＷＴ１ワクチン療法の開発と
抗腫瘍免疫動態の解析

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

松本　真司 大阪大学 その他
Ｗｎｔシグナルによる空間的分枝管腔形成制御機構の
解析

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

松木　陽 大阪大学 助教
難関試料に立ち向かう生体系固体核磁気共鳴法ー光
を使った高感度化

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

上口　貴志 大阪大学 その他
次世代のＭＲＩ撮像法に対応した信号対ノイズ比評価
法の開発

3,640,000 2,860,000 780,000

上出　寛子 大阪大学 その他
自己，他者，ロボットの比較における認知的メカニズム
とｗｅｌｌｂｅｉｎｇの関連性

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

上松　太郎 大阪大学 助教
デバイス化を目指したＩ－ＩＩＩ－ＶＩ族半導体量子ドットの
粒径制御技術の開発

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

城下　尚子 大阪大学 その他
下顎領域の口腔腫瘍術後患者における咀嚼機能回
復度予測

4,160,000 3,250,000 910,000

植田　浩史 大阪大学 助教
マルチスケール電磁場解析を用いた高温超伝導マグ
ネット設計の高精度化に関する研究

3,900,000 3,250,000 650,000
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心光　世津子 大阪大学 助教
日本における精神障害からの「リカバリー」の包括的
理解と支援のための実証的基礎研究

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

新間　秀一 大阪大学 その他 イメージングマスで迫る脂質機能と疾患との関連 4,550,000 2,210,000 2,340,000

新谷　紀人 大阪大学 助教
情動制御分子としてのⅡ型ＰＧＤ２受容体ＣＲＴＨ２の
分子薬理学的機能解析

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

新田　直子 大阪大学 講師
適合性フィードバックによる人物の共起関係を考慮し
た画像検索システムの構築

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

森　浩亮 大阪大学 講師
可視光で駆動する表面固定化金属錯体を利用した触
媒的分子変換デバイスの開発

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

森　秀樹 大阪大学 助教
ディジタルファブリケーションによる次世代型ものづくり
教育カリキュラムの開発

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

森貞　好昭 大阪大学 助教 摩擦攪拌プロセスを用いたナノ超硬合金皮膜の創製 4,290,000 1,560,000 2,730,000

森田　英嗣 大阪大学 その他
細胞内膜輸送系を介した非エンベロープウイルスの細
胞外への放出

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

森田　強 大阪大学 助教
アクチン細胞骨格マスター制御因子ＭＲＴＦの新規活
性制御メカニズムの解明

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

森田　将史 大阪大学 その他
細胞動態可視化のための光・磁気共鳴マルチモーダ
ルイメージング技術の開発

4,160,000 3,380,000 1,040,000 780,000

深川　美里 大阪大学 助教 原始惑星系円盤の時間変動の詳細観測 3,770,000 1,430,000 2,340,000

神吉　輝夫 大阪大学 助教 室温ゆらぎを利用した確率共鳴ナノ材料の創出 4,420,000 2,470,000 1,950,000

神崎　映光 大阪大学 助教
無線センサネットワークにおけるモバイル端末を用い
たデータ収集に関する研究

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

神澤　範行 大阪大学 その他
ペルオキシソーム病におけるＧＰＩアンカー生合成異常
の病因的意義の解明

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

辛川　誠 大阪大学 助教 有機半導体のｐ型・ｎ型極性と末端分子構造の相関 3,510,000 1,950,000 1,560,000

水野　操 大阪大学 助教 タンパク質機能を決定する動的挙動因子の解明 4,550,000 2,210,000 2,340,000

杉山　峰崇 大阪大学 助教
出芽酵母におけるゲノム工学技術の開発とゲノムエボ
リューション

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

菅生　紀之 大阪大学 助教
大脳皮質の神経細胞分化におけるクロマチン構造制
御の解明

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

世良　俊博 大阪大学 その他 慢性肺疾患時の肺胞動態解析と換気メカニズム 4,420,000 2,990,000 1,430,000

成岡　健一 大阪大学 その他
筋骨格赤ちゃんロボットを用いた漸次的運動発達モデ
ルの構築

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

清水　佐知子 大阪大学 助教
看護師業務の構造化と業務プロセス改善手法の基礎
的検討

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

清水　直 大阪大学 その他
多層型銅酸化物高温超伝導体における低ドープ域の
超伝導・磁気相図の解明

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

生野　昌範 大阪大学 助教 古代インドにおける受戒儀礼に関する基礎的研究 4,030,000 1,690,000 2,340,000

679



（単位：円）

研究代表者名 所属研究機関名 役職 研究課題名 交付決定額
平成23年度

交付額
平成23年度
前倒し交付額

未交付額

西野　敦雄 大阪大学 助教
ワカレオタマボヤ形態の網羅的解析～ も単純なモ
デル脊索動物の確立に向けて～

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

西野　美都子 大阪大学 その他
多剤耐性と病原性発現に関与する薬剤排出トランス
ポーターの機能解明と阻害剤開発

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

青木　恵子 大阪大学 その他
中期的な時間軸に基づく安全・安心な食の流通のた
めの情報公開制度設計

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

石飛　秀和 大阪大学 助教 光誘起ポリマー移動を利用した近接場光マッピング 4,550,000 3,900,000 650,000 650,000

石本　憲司 大阪大学 助教
脂質代謝調節因子Ｌｉｐｉｎ１の制御による肥満解消へ
の戦略

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

石本　卓也 大阪大学 助教
生体微量金属元素としてのマグネシウムを用いた革
新的な骨力学機能制御の実現

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

千賀　英敬 大阪大学 助教 長大弾性管に 適な渦励振軽減装置の開発 2,860,000 1,950,000 910,000

千葉　泰良 大阪大学 その他
悪性脳腫瘍ＷＴ１免疫療法でのｉｎ　ｖｉｖｏイメージング
技術の開発

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

川崎　拓実 大阪大学 その他 ＴＢＫ１の活性化メカニズムの解明 4,290,000 1,430,000 2,860,000

川椙　義高 大阪大学 助教 分子性導体に対するスピン注入と輸送特性の評価 4,420,000 2,470,000 1,950,000

前田　憲一郎 大阪大学 その他
歯周病原性細菌Ｐ．ｇ感染が造血幹細胞に及ぼす影
響

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

早田　敦子 大阪大学 その他
オプトジェネティクスを用いた神経回路構築におけるＰ
ＡＣＡＰ遺伝子の役割

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

相馬　剛至 大阪大学 その他
フェムトセカンドレーザーを用いた無縫合角膜移植の
開発

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

増田　大作 大阪大学 その他
脂肪酸トランスポーターＣＤ３６の欠損マウスを用いた
心筋症の発症機序の解明

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

足立　浩祥 大阪大学 准教授
時計遺伝子を用いた、せん妄及び不眠症の病態発現
における生物学的基盤の解明

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

村井　健一 大阪大学 助教
ワンポット縮合‐酸化反応を利用する実用的含窒素複
素環合成とその応用

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

村松　大吾 大阪大学 その他
筆記動作を用いた高精度マルチモーダル認証手法の
構築

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

村上　旬平 大阪大学 助教
ダウン症候群の早期発症型歯周炎におけるＴｏｌｌ様受
容体シグナルの解析

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

村田　亜沙子 大阪大学 その他 非内在性マイクロＲＮＡの創成と遺伝子発現制御 4,550,000 2,470,000 2,080,000

村田　剛志 大阪大学 その他
ＴＴＦ連結オリゴイミダゾールのらせん型金属錯体を用
いたキラル有機導電体の開発

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

多田隈　建二
郎

大阪大学 助教
不整地での転倒に対して機構的ロバスト性を有する超
対称型探査ロボットの開発的研究

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

大下　福仁 大阪大学 助教
異種並列計算環境における低消費電力スケジューリ
ングに関する研究

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

大下　裕一 大阪大学 助教
環境変動への耐性と省電力を両立したネットワークの
構築

4,160,000 1,560,000 2,600,000
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大家　義則 大阪大学 その他
生体共焦点顕微鏡を用いた角膜輪部の観察による角
膜上皮幹細胞ニッチに関する研究

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

大垣　隆一 大阪大学 助教
表皮バリア形成における小胞体膜貫通型新規リパー
ゼ様タンパク質の役割

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

大久保　敬 大阪大学 その他
ベンゼンの電子移動酸化による芳香族置換光触媒反
応の開発

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

大西　賢治 大阪大学 助教 ニホンザルにおける社会ネットワーク構造の分析 4,550,000 3,120,000 1,430,000

大西　諭一郎 大阪大学 その他
自己組織由来神経幹細胞からの神経細胞分化誘導
法の開発

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

大坪　和明 大阪大学 准教授
糖尿病抑制因子ＧｎＴ―ＩＶａを標的とした新規糖尿病
治療薬の開発

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

大北　全俊 大阪大学 助教
ＨＩＶ感染症を主とするｐｕｂｌｉｃ　ｈｅａｌｔｈの政治哲学的
枠組みの分析

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

辰巳　直也 大阪大学 その他
細胞死を制御するｍｉｃｒｏＲＮＡの同定とそのがん化に
おける役割

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

谷口　義明 大阪大学 助教
環境変動への適応性が高く電力消費の少ないセンサ
データ収集機構の開発

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

谷田　司 大阪大学 その他
ｍｉｃｒｏＲＮＡによるｉＰＳ化ＡＤＳＣを用いた肝組織の再
設計・構築と肝不全治療

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

池田　純一郎 大阪大学 助教
腫瘍幹細胞を規定する因子に基づく悪性リンパ腫の
解析

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

池田　尊司 大阪大学 その他 色彩調和の神経科学的モデルの構築 4,290,000 1,950,000 2,340,000

置田　真生 大阪大学 助教
分散マスタによる高信頼性・高性能ＭａｐＲｅｄｕｃｅの実
現

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

竹下　浩平 大阪大学 その他
ゲノムＤＮＡのメチル化模様継承を調節する酵素の構
造生物学的分子基盤研究

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

竹中　幸則 大阪大学 助教 分解型ガレクチンー３による甲状腺腫瘍の診断 4,290,000 2,730,000 1,560,000

中村　織江 大阪大学 その他
妊娠子宮における核カテプシンＬの機能と核移行メカ
ニズムの解析

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

中村　仁美 大阪大学 その他
不妊治療の分子標的治療をめざしたＳＴＡＴ３活性化
のための標的分子候補の検索

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

中村　誠志 大阪大学 その他
Ｒｕｎｘ２／Ｃｂｆａ１の核内移行制御を基盤とした骨芽細
胞分化誘導技術の創生

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

中村　雪子 大阪大学 助教 抗癌剤によるセトロニン３受容体の応答調節 4,160,000 2,080,000 2,080,000

中村　哲也 大阪大学 助教 臓器が左右非対称にねじれる仕組みの解明 4,550,000 2,210,000 2,340,000

中尾　薫 大阪大学 講師
能楽の近代化の研究―明治・大正期能楽上演記録
データベースの構築を中心とする―

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

中本　圭一 大阪大学 助教
工作機械の物理モデルを援用した複合加工機用工程
設計支援システムの開発

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

長谷川　孝一 大阪大学 助教
Ｎｅｃｄｉｎ－Ｓｉｒｔ１複合体によるエネルギー代謝調節機
構

4,420,000 2,340,000 2,080,000
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長友　泉 大阪大学 その他
肺癌のＡＬＫ阻害薬耐性化機序の解明と、耐性化癌細
胞にも有効な新規治療法の開発。

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

辻　忠孝 大阪大学 その他
味覚・嗅覚刺激が味の嗜好性及び血中糖動態に及ぼ
す影響

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

辻本　敬 大阪大学 助教 菌産生ポリエステル用高性能結晶核剤の開発 4,550,000 2,470,000 2,080,000

田中　宗一 大阪大学 助教
骨微少環境における癌の上皮間葉転換制御にむけた
分子基盤の構築

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

田中　大輔 大阪大学 助教
配位高分子の表面誘起相転移に基づく革新的セン
サーデバイスの開発

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

田中　博和 大阪大学 助教 植物の表皮における細胞極性の制御機構の研究 4,550,000 1,560,000 2,990,000

渡邊　洋平 大阪大学 その他
高病原性鳥インフルエンザウイルスＨ５Ｎ１由来新型
株出現機構に関する基礎研究

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

渡邉　浩崇 大阪大学 その他
冷戦期の日本宇宙政策－自主路線と対米協調の追
求－

3,510,000 1,300,000 2,210,000

渡邉　正勝 大阪大学 准教授 細胞種間の境界を決める分子機構 4,550,000 1,950,000 2,600,000

土居　正典 大阪大学 その他
骨芽細胞を用いた小分子化合物スクリーニング法を
基盤とした新規骨再生材料の開発

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

東原　大樹 大阪大学 その他
高分子多糖類を用いた新たな塞栓物質の開発と薬剤
溶出能の検討

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

藤井　高志 大阪大学 その他
低温電子顕微鏡によるアクチン繊維－ミオシンⅡ頭部
複合体の高分解能構造解析

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

藤原　秀紀 大阪大学 その他
軌道分解硬Ｘ線光電子分光の開発と強相関酸化物の
軌道依存金属絶縁体転移の研究

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

藤森　さゆ美 大阪大学 その他
生体イメージングによる骨代謝制御のダイナミクス解
析法の開発

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

藤本　仰一 大阪大学 その他
細胞密度に依存した細胞の集団的応答の分子ネット
ワーク設計

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

内山　彰 大阪大学 その他
端末の多様性に対して堅牢かつ低コストな無線ＬＡＮ
位置推定法

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

内川　昌則 大阪大学 助教
転写制御因子ＳＯＸ２とそのパートナー因子の協調的
作用による感覚器原基特異化の研究

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

楠木　祥文 大阪大学 助教
ラフ集合理論の属性縮約に基づいた非類似度による
クラスター分析

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

二村　圭祐 大阪大学 助教
心発生における転写因子－エピジェネティック因子に
よる転写制御機構の解明

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

入谷　秀一 大阪大学 助教
現代フランクフルト学派研究：アドルノの影響作用史を
基軸として

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

能村　卓慈 大阪大学 その他
レトロトランスポゾンの抑制に関与する新規遺伝子Ｃｕ
ｅ１１０の機能解析

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

波多　賢二 大阪大学 講師
軟骨細胞分化を制御するＳｏｘ９転写ネットワークの解
明

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

梅津　高朗 大阪大学 助教
既存インフラと車車間通信を組み合わせた車載機器
向け情報通信プラットフォームの構築

4,160,000 1,950,000 2,210,000
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柏　尚稔 大阪大学 助教
地盤改良を用いた杭頭損傷低減基礎の開発と構造性
能の把握

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

範　玉梅 大阪大学 その他
日本語を使う私の学び―私費留学生から永住者に
なった中国人女性のライフストーリー

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

尾崎　知伸 大阪大学 その他
多様な関連性に着目した特徴的部分構造パターンの
発見に関する研究

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

尾川　僚 大阪大学 講師 動学的競争におけるインセンティブ設計の理論と応用 2,210,000 1,170,000 1,040,000

尾田　欣也 大阪大学 助教 ＬＨＣ時代の余次元理論とヒッグス 4,290,000 1,560,000 2,730,000

武田　理宏 大阪大学 その他 酸素代謝をターゲットにした新規心不全治療薬の開発 4,160,000 2,210,000 1,950,000

伏屋　雄紀 大阪大学 助教 固体中ディラック電子が生む新しい伝導現象の開拓 3,380,000 1,950,000 1,430,000

服部　剛志 大阪大学 その他
精神疾患リスク遺伝子のオリゴデンドロサイトにおける
機能解析

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

福原　学 大阪大学 助教
機能性キラル高分子を用いるアロステリックキラルダ
イナミクスへの挑戦

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

福原　崇介 大阪大学 その他
ＨＣＶ患者におけるＩＬ２８Ｂ遺伝子多型とＩＦＮ治療感受
性の相関メカニズムの解析

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

福島　修一郎 大阪大学 助教 細胞力学場の定量化と３次元組織構築への応用 4,420,000 2,860,000 1,560,000

福嶌　五月 大阪大学 助教
心筋線維芽細胞による心筋再生機序を応用した重症
心不全治療の検討

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

平安　恒幸 大阪大学 その他
自然選択の影響を受けた遺伝子に着目した病原体と
宿主との相互作用の解明

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

米川　敦子 大阪大学 その他
口腔扁平上皮癌の浸潤転移阻止を目的としたＷｎｔシ
グナル伝達経路の解析

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

米澤　宏一 大阪大学 助教
発電用水車のＦｕｌｌ－Ｌｏａｄドラフトチューブサージに関
する研究

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

峯岸　芳樹 大阪大学 その他
長幹骨の内軟骨性骨化におけるレチノイン酸の機能
解明

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

朴　曾士 大阪大学 その他
糖尿病性自律神経障害が引き起こす循環制御機構の
障害メカニズムの解明

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

堀口　祐憲 大阪大学 准教授
逆流再循環装置によるインデューサのキャビテーショ
ン不安定現象の防止に関する研究

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

本田　孝祐 大阪大学 准教授
モジュール型生体触媒によるキメラ代謝経路構築と化
学品生産への応用

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

末永　忠広 大阪大学 助教
水痘帯状疱疹ウイルスの新規血球系エントリーレセプ
ターの解析

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

満上　育久 大阪大学 助教
物体表面の光沢性を利用した三次元形状計測技術の
開発

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

毛　新華 大阪大学 助教
社会的スキルの観点による在日中国人留学生の日本
文化適応に関する社会心理学的研究

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

木下　学 大阪大学 助教
膠芽腫発育における宿主骨髄造血幹細胞関与の　ｉｎ
ｖｉｖｏ　ＭＲイメージング

4,290,000 2,730,000 1,560,000
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木戸屋　浩康 大阪大学 助教
腫瘍血管新生の「引き金」となる新規マイクロＲＮＡの
同定と解析

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

木村　自 大阪大学 助教
中国ビルマ国境域における民族景観の変容と国境域
文化の創造に関する人類学的研究

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

木田　孝則 大阪大学 助教
パルス強磁場中電子輸送現象測定による鉄系超伝導
体の量子化磁束の研究

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

野崎　一徳 大阪大学 その他
無声歯茎摩擦音発音時の舌尖端の機敏な動作が音
源発生に及ぼす影響

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

野尻　正樹 大阪大学 助教
人工電子伝達蛋白複合体の構築と分子間電子移動メ
カニズムの化学

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

野島　聡 大阪大学 助教 Ｓｅｍａ４Ａにおける点突然変異と網膜色素変性症 4,160,000 1,430,000 2,730,000

矢野　隆章 大阪大学 その他
近接場振動シュタルク分光法を用いたナノスケール分
子機能制御

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

有家　雄介 大阪大学 その他
非有理的な頂点作用素代数の表現のフュージョン則
の研究

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

有田　守 大阪大学 助教 離岸流場周辺の水位変動の空間分布の観測 4,680,000 4,030,000 650,000

葉山　有香 大阪大学 その他
強度変調放射線治療を受ける前立腺がん患者への看
護介入プログラムの開発

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

梁川　雅弘 大阪大学 その他
肺腺癌の集学的診断法確立のための３次元画像解析
法とそのソフトウェアの開発

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

林田　秀一 大阪大学 准教授
重さ半整数ジーゲル保型形式におけるリフティングの
研究

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

和田　誠大 大阪大学 助教
オッセオインテグレーション獲得後におけるＢＰ製剤投
与に関する先駆的研究

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

和田　直樹 大阪大学 助教
悪性リンパ腫内に浸潤するマクロファージでの特性と
予後についての検討

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

圓尾　知之 大阪大学 その他
パーキンソン病に対する脳深部刺激療法が感覚認知
に与える影響の解明

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

濱口　真英 大阪大学 その他
非アルコール性脂肪肝炎およびその動物モデルにお
ける免疫寛容破綻の役割

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

濱崎　万穂 大阪大学 助教
光学顕微鏡と相関させた電子線トモグラフィーによる
オートファゴソーム形成過程の解析

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

濱住　真有 大阪大学 助教
江戸時代中期における室町水墨画の位置：池大雅を
中心に

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

眞田　有吾 大阪大学 助教
多視点情報に基づくハイブリッド型波面計測システム
の開発

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

礒橋　佳也子 大阪大学 助教
悪性リンパ腫の代謝特性に基づいたＰＥＴ画像診断法
の開発

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

齋藤　由起 大阪大学 准教授
法を動かす力をもつ社会の変遷と人的保証パラダイ
ムの変容

1,430,000 910,000 520,000

臼井　智美 大阪教育大学 准教授 外国人児童生徒教育における教員研修教材の開発 3,380,000 910,000 2,470,000

乾　陽子 大阪教育大学 講師
好蟻性昆虫がアリ社会に侵入するための多様な化学
的戦略

4,420,000 1,170,000 3,250,000
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江藤　亮 大阪教育大学 准教授
言語表現に於けるリズムや間を応用した視覚伝達デ
ザインの教材開発

3,250,000 2,340,000 910,000

高鍬　裕樹 大阪教育大学 准教授
図書館利用記録の秘密性（ｃｏｎｆｉｄｅｎｔｉａｌｉｔｙ）について
の現代的研究

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

小松　孝至 大阪教育大学 准教授
幼児・児童の表現における記号的媒介過程に着目し
た自己の発達理論と教育実践との接続

3,250,000 910,000 2,340,000

小林　将太 大阪教育大学 講師
Ｌ．コールバーグのジャスト・コミュニティにおける授業
実践の研究

1,170,000 650,000 520,000

生馬　裕子 大阪教育大学 講師
発達段階にふさわしい音声言語教育のための小学校
英語活動教材開発とカリキュラム作成

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

中野　知洋 大阪教育大学 准教授
戦後初期台湾における民族主義文学の成立と展開―
梁実秋を中心に

1,300,000 650,000 650,000

Ｐｉｎｔｅｒ　Ｇａｂｏ
ｒ

神戸大学 准教授 オープンソースの音声訓練システムの開発 3,900,000 1,820,000 2,080,000

粟野　宏之 神戸大学 その他
新規非翻訳ＲＮＡのクローニングとグルタミン酸レセプ
ター遺伝子への影響に関する研究

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

安井　宏樹 神戸大学 准教授 議院内閣制下の分割政府の運営に関する比較研究 4,030,000 1,820,000 2,210,000

安田　知行 神戸大学 研究員
高比重リポ蛋白の質を規定するバイオマーカーの検
索

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

安藤　馨 神戸大学 准教授
法概念論のメタ規範論的分析と法命令説の現代的再
構成

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

伊集院　壮 神戸大学 助教
ＰＩＰ３ホスファターゼＳＫＩＰを標的とした生体内骨格筋
量の増強

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

井上　一哉 神戸大学 助教
硝酸汚染の緩和・予防に向けたカイロの再利用に関
する検証と溶質動態推定手法の開発

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

浦久保　孝光 神戸大学 助教 特異姿勢を利用したロボットの巧みな作業動作 3,900,000 1,820,000 2,080,000

浦浜　憲永 神戸大学 研究員 転写メディエーターによる血球分化の制御とその破綻 4,290,000 1,560,000 2,730,000

榎本　将人 神戸大学 研究員
細胞間コミュニケーションを介した細胞非自律的な腫
瘍悪性化の分子基盤

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

横山　俊史 神戸大学 助教
哺乳類の性分化機構とその進化に関わる細胞特異的
エピジェネティック修飾の解明

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

花崎　逸雄 神戸大学 助教
流動ダイナミクスに基づく微生物識別法の開発と大偏
差力学の展開

4,290,000 650,000 3,640,000

皆川　健太郎 神戸大学 その他
リンパ球活性化マーカーＴＦＬの免疫制御システムの
解明

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

角谷　賢一朗 神戸大学 その他
ｉＰＳ細胞を用いた椎間板再生医療と生体内ｉＰＳ細胞
バンク作成への挑戦

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

吉田　賢史 神戸大学 助教
放射線抵抗性腫瘍におけるＮＦ－κＢ活性化の意義と
その臨床応用に向けての研究

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

興津　征雄 神戸大学 准教授
処分性拡大論の理論的インパクト：紛争の成熟性・行
為形式論・違法性の承継

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

近藤　剛史 神戸大学 研究員 非正曲率空間への群作用 4,290,000 1,950,000 2,340,000
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金森　章泰 神戸大学 助教 各種視神経症における軸索輸送の制御蛋白の関与 4,290,000 2,600,000 1,690,000

原　重雄 神戸大学 講師 甲状腺発癌過程でＳＮＸ蛋白が果たす役割の解明 4,290,000 2,080,000 2,210,000

綱島　洋之 神戸大学 研究員
農地再生事業による社会的包摂の試み―大阪近郊
棚田地域におけるアクションリサーチ―

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

佐々木　直人 神戸大学 その他
動脈硬化形成における制御性Ｔ細胞の関与の解明と
新規動脈硬化予防法・治療法の開発

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

佐藤　隆太 神戸大学 助教
送り駆動系の運動特性を考慮した高精度輪郭制御の
ための工具経路生成法

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

坂下　明大 神戸大学 その他
緩和ケアチームの介入が悪性腫瘍患者の生活の質に
もたらす効果に関する研究

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

鮫島　啓彰 神戸大学 研究員
ストライガ汚染地域におけるＮＥＲＩＣＡ栽培の潅水指
針

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

三輪　明弘 神戸大学 その他
ヒト未熟児網膜症発症における神経軸策誘導分子群
の遺伝子変異に関する研究

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

山口　耕平 神戸大学 助教
ヒトセルトリ細胞株の樹立と抗癌剤がおよぼす造精機
能障害の分子メカニズムの解明

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

山崎　大輔 神戸大学 助教 Ｒａｃ１活性の振動による膜突起動態の制御 4,290,000 2,470,000 1,820,000

寺川　智章 神戸大学 その他
腎細胞癌におけるＡｕｒｏｒａ－Ａの役割の解明および新
規治療の開発

3,250,000 1,040,000 2,210,000

篠原　阿紀 神戸大学 研究員
マテリアルフローコスト会計の実践を通じた変化プロセ
スの研究

2,080,000 520,000 1,560,000

若橋　宣 神戸大学 研究員
ＶＡＶ１－Ｒａｃ１－ＰＡＫ１経路の制御による卵巣癌の
新たな治療戦略の開発

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

酒井　拓史 神戸大学 講師 小さな非可算基数に関する反映原理について 3,380,000 1,560,000 1,820,000

秋元　忍 神戸大学 准教授
イギリスのホッケー普及過程におけるスポーツ用具製
造業者の役割に関する研究

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

小野　博司 神戸大学 准教授 行政裁判所の実態に関する実証的研究 1,820,000 1,040,000 780,000

小野　玲 神戸大学 准教授
化学療法を行っている造血器悪性腫瘍患者に対する
新たな運動療法の開発と検証

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

松井　真之介 神戸大学 研究員
多文化共生と多文化教育の可能性――フランスの地
域語・バイリンガル学校を例に

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

松下　雄彦 神戸大学 その他 変形性関節におけるオートファジーの役割 4,420,000 2,470,000 1,950,000

松本　穣 神戸大学 その他
尿路感染症由来緑膿菌臨床株の薬剤耐性機構とそ
の迅速診断法の研究

3,250,000 2,210,000 1,040,000

上原　和之 神戸大学 その他
悪性グリオーマに対する神経線維追跡放射線治療の
検討

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

上田　修司 神戸大学 助教 筋肉の増加における低分子量Ｇ蛋白質の機能解析 4,420,000 2,340,000 2,080,000

新倉　隆宏 神戸大学 その他
Ｐａｒａｔｈｙｒｏｉｄ　ｈｏｒｍｏｎｅの難治性骨折・骨癒合不全
治療への応用

3,900,000 1,300,000 2,600,000
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森岡　一朗 神戸大学 助教
子宮内胎児発育遅延児における長寿遺伝子発現に関
する研究

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

森川　悟 神戸大学 助教
スプライシング可視化神経芽腫細胞を用いた脊髄性
筋萎縮症治療法の開発

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

森本　浩一 神戸大学 その他 頭頸部癌に対する粒子線治療効果についての研究 4,160,000 2,080,000 2,080,000

瀬戸　雄介 神戸大学 助教
宇宙シンプレクタイト生成メカニズムの再現実験的解
明

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

西海　信 神戸大学 その他
メタボロミクスによる炎症性腸疾患の評価とその治療
候補因子の同定

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

西村　英輝 神戸大学 その他
放射光を用いた微小グリッド高精細格子状照射による
難治癌治療の基礎的研究

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

西村　悦子 神戸大学 准教授
多角形コンテナヤードにおけるコンテナブロックサイズ
と配置の 適化に関する研究

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

西谷　洋輔 神戸大学 助教
腸管上皮細胞を介した樹状細胞制御能を有する食品
成分の探索及び作用機序の解明

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

西澤　誠也 神戸大学 助教 状態空間における存在確率分布の直接時間積分 4,290,000 910,000 3,380,000

青木　哲 神戸大学 准教授
民事執行手続への責任財産性の反映のあり方に関す
る研究

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

石井　敬子 神戸大学 准教授 文化的価値の維持と個人の選好 3,380,000 1,170,000 2,210,000

石井　美由紀 神戸大学 助教
広汎性発達障害リスク児の継続支援のためのアセス
メント＆フォローアップツールの開発

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

石黒　一彦 神戸大学 准教授
港湾・海運・通商政策評価のための国際物流業行動
モデルと貿易予測モデルの開発

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

石村　和也 神戸大学 助教
量子化学高精度理論に関する大規模並列計算アルゴ
リズム開発

3,380,000 2,600,000 780,000

赤木　和重 神戸大学 准教授
教示行為を軸とした自閉症教育の開発と評価：教えら
れるより教えたほうが賢くなる

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

前田　健 神戸大学 准教授
知的財産権の権利範囲調節の仕組みと無体財産取
引の動態に関する研究

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

倉田　誠 神戸大学 研究員
オセアニア島嶼地域の聴覚障害者福祉の枠組み構築
に向けた文化人類学的研究

1,430,000 780,000 650,000

蔵満　薫 神戸大学 その他 肝硬変モデルにおける切除後肝再生機序の解明 4,290,000 2,470,000 1,820,000

孫　麗 神戸大学 研究員
家兎における血管内皮リパーゼ阻害・過剰発現の血
清脂質と動脈硬化に及ぼす効果の検討

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

大床　太郎 神戸大学 研究員
企業が取り組む地域福祉支援の総合的インセンティブ
設計

3,250,000 910,000 2,340,000

池田　千鶴 神戸大学 准教授
イノベーションが重要な市場における企業結合規制の
あり方に関する総合的研究

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

茶谷　絵理 神戸大学 准教授
線維前駆中間体の構造解析によるアミロイドーシス伝
播機構の解明

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

中山　雅央 神戸大学 その他
放射光微小ビームを用いた新規放射線治療の基礎物
理的研究

2,860,000 1,170,000 1,690,000
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中村　健太 神戸大学 講師
特許付与前情報提供制度の利用と効果に関する実証
分析

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

中塚　雅也 神戸大学 助教
日英における大学の地域連携システムに関するアク
ションリサーチ

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

中田　恭介 神戸大学 その他
気管支喘息の母子間垂直伝播における免疫分子の
輸送機構の解明

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

中嶋　昭雄 神戸大学 助教
分裂酵母ＴＯＲＣ１を介した栄養感知・細胞制御シグナ
ルの分子メカニズムの構築

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

辻田　和也 神戸大学 助教
アクチンカップ形成におけるＥＦＣ／Ｆ－ＢＡＲタンパク
質であるＦＢＰ１７の役割

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

田山　純平 神戸大学 研究員
分光学的手法による過冷却水の局所構造及びダイナ
ミクスの解明

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

田中　剛 神戸大学 研究員
戦後東アジアにおける在外モンゴル人の社会形成と
政治動向

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

田畑　智博 神戸大学 講師
環境・経済的持続可能性と人材移転に関する混合相
補性条件の分析手法の提案

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

杜　隆嗣 神戸大学 助教
Ｄｙｓｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ＨＤＬが冠動脈疾患の進展退縮に及
ぼす影響の解明

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

土井　清司 神戸大学 助教 質量分析計を利用した嗅覚障害の病態解明 4,160,000 2,860,000 1,300,000

嶋矢　貴之 神戸大学 准教授
「刑事立法問題」の解釈論による横断的分析－刑事
立法学の序論的研究

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

湯田　拓史 神戸大学 講師 高等商業学校の設置と都市発展 2,080,000 1,170,000 910,000

藤岡　一路 神戸大学 研究員
子宮内胎児発育遅延児の胎盤形成遺伝子（Ｒｔｌ１）メ
チル化異常に関する研究

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

藤村　直史 神戸大学 准教授 政党による所属議員の再選と党議拘束の両立 3,380,000 1,300,000 2,080,000

藤田　岳 神戸大学 その他
糖尿病が内耳の加齢変化に与える影響とそのメカニ
ズムの解明

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

藤田　直人 神戸大学 助教
心不全に伴う骨格筋萎縮に対するインプラント型治療
的電気刺激の予防効果

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

藤田　直生 神戸大学 研究員
大規模無線センサネットワークにおける放送型通信制
御方式

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

日下部　りえ 神戸大学 助教 円口類ヤツメウナギの始原生殖細胞の発生機構 4,550,000 2,470,000 2,080,000

伴野　元洋 神戸大学 助教
超高速テラヘルツポンプ‐赤外プローブ分光法による
分子間振動の波束運動の研究

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

板垣　貴志 神戸大学 研究員 家畜預託慣行の史的研究 2,600,000 1,430,000 1,170,000

飯田　秀総 神戸大学 准教授
企業買収における株主間の利害調整の法的メカニズ
ムの分析

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

菱本　明豊 神戸大学 講師
自殺者死後脳におけるストレス蛋白質ＣＲＦと関連遺
伝子の発現変化

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

北島　一宏 神戸大学 研究員
３テスラＭＲＩを用いた超高Ｂ値拡散強調画像による前
立腺癌検出システムの確立

3,510,000 2,600,000 650,000 910,000
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明石　昌也 神戸大学 その他
細胞間接着複合体に着眼した癌新生リンパ管の特質
性の解明

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

有馬　麻理亜 神戸大学 研究員
第二次世界大戦をめぐる倫理的問題と理想主義の諸
形態―アンドレ・ブルトンを中心に

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

林　公祐 神戸大学 助教
高粘度スラリー系気泡運動のモデル化と気泡群シミュ
レーション技術の開発

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

林　申也 神戸大学 その他
Ｐ２１発現制御による変形性関節症における関節軟骨
再生への挑戦

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

鈴木　健嗣 神戸大学 准教授 株式発行を通じた資金調達についての包括的研究 4,160,000 1,820,000 2,340,000

陌間　亮一 神戸大学 その他
非受容体型チロシンキナーゼＳｙｋの子宮内膜脱落膜
化に与える影響の解析

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

大関　達也 兵庫教育大学 講師
ガダマーの哲学的解釈学を中心とした教養論に関す
る研究

1,040,000 910,000 130,000

中谷　いずみ 奈良教育大学 准教授 反戦平和言説とジェンダー 4,030,000 910,000 3,120,000

米倉　陽子 奈良教育大学 准教授 受動態の文法化と構文的意味機能の拡大について 1,950,000 650,000 1,300,000

堀田　弘樹 奈良教育大学 准教授
膜作動性生理活性物質の作用機序解明のためのスラ
ブ光導波路蛍光顕微鏡システムの開発

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

立松　麻衣子 奈良教育大学 准教授
介護事業所と地域の役割補完による高齢者と地域の
相互関係の構築に関する研究

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

安藤　香織 奈良女子大学 准教授
環境配慮型ライフスタイルの双方向的影響：国際比較
とペアデータ調査による検討

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

浦　康之 奈良女子大学 准教授
アルケンへの逆マルコフニコフ求核攻撃を鍵段階とす
るヘテロ官能基新導入法の開発

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

永井　亜矢子 奈良女子大学 助教
小児白血病患者の化学療法中に生じる味覚変化が栄
養状態に及ぼす影響

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

岡崎　伸 奈良女子大学 助教
根粒菌３型分泌系によるマメ科植物共生シグナルの
活性化機構

2,860,000 1,690,000 260,000 1,170,000

吉村　倫一 奈良女子大学 准教授
高機能性および抗酸化能をもつ多鎖型両親媒性デン
ドリマー保護ナノコロイドの開発

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

市原　由美子 奈良女子大学 准教授 保型Ｌ関数の零点の位数と特殊値 4,030,000 1,300,000 2,730,000

瀬戸　繭美 奈良女子大学 助教
生物から環境への「反作用」に着目した生態学・地球
化学・進化学的理論研究

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

帯谷　博明 奈良女子大学 准教授
グローバリゼーション時代におけるベトナム農村の住
民生活と環境利用の変容

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

中川　千帆 奈良女子大学 准教授 世紀転換期アメリカの病と癒しの研究 3,510,000 910,000 2,600,000

長野　和雄 奈良女子大学 准教授 熱・音・光複合環境下における快適規準の開発 3,640,000 1,560,000 2,080,000

片岡　悠美子 奈良女子大学 助教
生体分子の三次元構造を活用した「クロロフィル－希
土類錯体」超分子体の開発

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

稲垣　宗一
奈良先端科学技術大学
院大学

研究員
遺伝学とナチュラルバリエーションを用いた倍数体植
物のＤＮＡダメージ耐性機構の解明

4,550,000 2,340,000 2,210,000
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河野　洋治
奈良先端科学技術大学
院大学

助教
病原体レセプター抵抗性タンパク質による植物免疫の
誘導機構の解明

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

玉井　森彦
奈良先端科学技術大学
院大学

助教
アクセスポイント間の動的負荷分散を実現する無線Ｌ
ＡＮインタフェース仮想化方式

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

建部　恒
奈良先端科学技術大学
院大学

研究員 ＴＯＲシグナル経路のグルコース応答制御機構 4,680,000 2,730,000 1,950,000

佐藤　智和
奈良先端科学技術大学
院大学

助教
上空視点画像データベースを用いたカメラ位置・姿勢
推定に関する研究

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

小町　守
奈良先端科学技術大学
院大学

助教
自然言語処理における全体 適化のための大規模・
超並列処理

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

神原　誠之
奈良先端科学技術大学
院大学

准教授
写実的拡張現実感のための実環境の高機能計測に
よる光学的整合性の向上

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

石川　保幸
奈良先端科学技術大学
院大学

助教 プロセス特異的なシナプス・タグの生理学的機能解析 4,290,000 2,210,000 2,080,000

大津　厳生
奈良先端科学技術大学
院大学

助教
細胞膜リン脂質の品質管理に働くシステイン／シスチ
ンのシャトルシステム

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

池田　聖
奈良先端科学技術大学
院大学

助教
複数ＡＲ端末の協調三次元センシングに基づくコミュニ
ケーション支援情報の提示

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

中村　奈美
奈良先端科学技術大学
院大学

助教 位相空間上における動的システムの安定性解析 4,290,000 1,950,000 2,340,000

猪俣　敦夫
奈良先端科学技術大学
院大学

准教授
安全・安心なＩＴＳアプリケーションのためのセキュリ
ティ機構に関する研究

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

鳥山　道則
奈良先端科学技術大学
院大学

研究員 脳内における方向性を持った軸索形成機構の解析 4,420,000 3,120,000 780,000 1,300,000

渡辺　一帆
奈良先端科学技術大学
院大学

助教
カーネル法を用いた学習アルゴリズムの情報論的解
釈と発展

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

波部　斉
奈良先端科学技術大学
院大学

助教
多カメラ映像監視のための場所固有コンテクストのモ
デル化

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

平野　良憲
奈良先端科学技術大学
院大学

助教 ミオシンによる選択的積み荷輸送機構の構造的研究 4,680,000 2,600,000 2,080,000

北野　健
奈良先端科学技術大学
院大学

助教 ＲｅｃＱヘリカーゼによるテロメア維持機構の構造研究 4,550,000 2,340,000 2,210,000

堀田　昌宏
奈良先端科学技術大学
院大学

助教
積層構造レーザーアニールによる非晶質基板上単結
晶ゲルマニウム薄膜の低温形成

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

野田　俊彦
奈良先端科学技術大学
院大学

助教
ＣＭＯＳイメージセンサ搭載脳外科手術用プローブ－
Ｐｒｏｂｅ　Ｅｙｅ－の開発

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

矢野　裕司
奈良先端科学技術大学
院大学

助教
異種原子導入によるＳｉＣ／絶縁膜界面欠陥の消滅と
パワーＭＯＳＦＥＴの革新

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

姚　駿
奈良先端科学技術大学
院大学

助教
経年劣化と消費電力を改善する高性能・高信頼アー
キテクチャ

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

廣原　志保
奈良先端科学技術大学
院大学

助教
ポルフィリン金属錯体を用いたＸ線増感型ガン治療法
の開発

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

愿山　郁
奈良先端科学技術大学
院大学

研究員
植物が独自に獲得したＤＮＡダメージチェックポイント
機構の解明

4,680,000 2,340,000 2,340,000

古井　克憲 和歌山大学 講師
知的障害者の体験知と技術に基づく自立生活モデル
の開発

2,340,000 650,000 1,690,000
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高橋　健一 和歌山大学 准教授 トンマーゾ・ラウレーティ研究 2,470,000 910,000 1,560,000

小川原　光一 和歌山大学 准教授
視覚とハンドを併用した能動センシングに基づく物体
操作の獲得法

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

神田　孝治 和歌山大学 准教授
海域景観の自然公園指定に関する文化地理学的研
究

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

中原　佳夫 和歌山大学 助教
安全に蛍光細胞イメージングに利用できる機能性ケイ
素量子ドットの設計と評価

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

尾崎　信彦 和歌山大学 准教授
多色量子ドットのモノリシック成長によるスペクトル制
御可能な近赤外広帯域光源の開発

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

伊福　伸介 鳥取大学 講師
ポリマーブラシ型キチンナノファイバーを足場とした金
属ナノ粒子の調製とその利用開発

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

岡本　秀治 鳥取大学 その他 ＡｎｔｉーｍｉＲＮＡによる骨芽細胞分化誘導 4,030,000 2,080,000 1,950,000

岩永　史子 鳥取大学 研究員 アメリカ乾燥地侵入樹種の環境ストレス適応システム 4,160,000 1,820,000 2,340,000

金　洙列 鳥取大学 助教
山陰沿岸域における温暖化に伴う気象変動場と異常
高潮推算に関する予測モデルの構築

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

金子　周平 鳥取大学 講師
ロールレタリングによる看護学生の共感性の育成に関
する研究

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

御舘　久里恵 鳥取大学 講師
地域日本語教室における「対話中心の活動」の意義と
効果に関する研究

1,430,000 780,000 650,000

高橋　健一 鳥取大学 准教授
クラウドコンピューティング基盤を利用したユーザ指向
の情報保護方式の研究

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

高根　浩 鳥取大学 その他
遺伝子多型に基づく薬物輸送蛋白ＯＡＴＰ２Ｂ１活性の
個人差および臨床的意義の解明

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

山田　剛治 鳥取大学 助教
二酸化炭素大気突入飛翔体まわりで生じる熱化学的
非平衡過程の予測精度向上

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

山脇　美香 鳥取大学 助教
地域疫学調査による大脳白質病変の病態解明と予防
の確立に関する研究

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

小松　直樹 鳥取大学 その他
角膜内皮は抗原提示細胞として免疫応答を制御する
か？

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

小野　祐輔 鳥取大学 准教授
メッシュフリー粒子法の斜面の地震応答解析への適
用と高精度化・高速化に関する研究

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

小林　昌博 鳥取大学 准教授
動的統語論とタイプ理論的意味論を用いた量化詞の
統語的・意味的研究

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

松本　慎吾 鳥取大学 助教 肺癌患者における末梢血ゲノム異常細胞の解析 3,900,000 2,080,000 1,820,000

松野　隆 鳥取大学 講師
新しい放電形態を用いた高出力プラズマアクチュエー
タの開発

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

上中　弘典 鳥取大学 准教授
エンハンセオソーム転写因子複合体の形成による植
物細胞死の誘導の分子機構

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

西村　直子 鳥取大学 助教
効果的な低身長小児への外来支援：コーピングの防
御因子と脆弱因子の解析

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

赤尾　聡史 鳥取大学 助教
油脂植物ジャトロファに含まれる毒性物質ホルボール
エステルの生分解に関する研究

4,160,000 2,600,000 1,560,000
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大えき　美樹 鳥取大学 助教
終末期がん患者の「家族への負担感」の概念化と尺
度開発

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

谷口　美也子 鳥取大学 助教
アルツハイマー型認知症早期血液診断マーカーの臨
床応用へ向けての測定システムの確立

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

池田　欣史 鳥取大学 助教
免疫制御因子を標的とした加齢黄斑変性に対する分
子治療法の戦略的開発

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

竹田　伸也 鳥取大学 講師
軽度認知障害のアルツハイマー病への移行を予測す
る神経心理学検査の検討

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

中下　聡子 鳥取大学 その他 レビー小体型認知症の診断バイオマーカーの探索 2,730,000 1,300,000 1,430,000

長尾　博暢 鳥取大学 准教授
大学インターンシップの多様な展開に関する研究―関
係アクターの多様な特性に着目して

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

辻　渉 鳥取大学 助教
乾燥地の天水コムギ栽培における種子ハードニング
の作用機構解明と適正技術開発

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

田中　裕之 鳥取大学 准教授
種子貯蔵タンパク質遺伝子銀行を利用した人工合成
タンパク質による小麦粉品質評価

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

筒井　一伸 鳥取大学 講師
農山村型エリアマネジメントの実態解明と課題検討に
関する地理学的研究

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

内山　仁志 鳥取大学 助教
眼球運動を用いた読み習熟度評価法の検討～健常
児の発達変化と読字障害児での検討～

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

日野　智也 鳥取大学 講師
膜貫通型一酸化窒素還元酵素による亜酸化窒素生
成機構の結晶構造学的解析

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

片野　洋平 鳥取大学 助教
過疎と荒廃人工林の条件　社会ネットワーク分析を利
用した社会関係資本論アプローチ

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

保坂　善真 鳥取大学 准教授
骨リモデリングを調節するコンドロイチン硫酸種の同定
と機能の解析・骨量の制御

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

北谷　和之 鳥取大学 助教 スフィンゴ脂質サルベージによる炎症制御 4,420,000 2,860,000 1,560,000

木下　健太郎 鳥取大学 助教
原子間力顕微鏡を用いた酸化物ＲｅＲＡＭにおける抵
抗変化機構の解明

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

木村　周平 鳥取大学 准教授
等式制約付き多峰性関数 適化のための進化計算
手法を用いた遺伝子ネットワーク同定

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

寳來　佐和子 鳥取大学 准教授 線維芽細胞を用いたメチル水銀の毒性リスク評価 4,420,000 1,170,000 3,250,000

檜垣　彰吾 鳥取大学 助教
実験用魚類および両生類における始原生殖細胞のガ
ラス化低温保存による遺伝資源の保存

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

井上　憲一 島根大学 准教授
中山間地域耕畜連携システムの持続性に関する実証
的研究

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

岡　達郎 島根大学 助教
辺縁系による下行性疼痛抑制系修飾機構の実験形
態学的解析

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

関　耕平 島根大学 准教授
鉱山閉山地域における地域再生と環境再生に向けた
政策研究

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

吉野　綾 島根大学 その他
バクテリアルセルロースを用いた新規歯科治療材「ナ
タデココポイント」の開発

4,550,000 4,420,000 520,000 130,000

宮嵜　健史 島根大学 講師
脳腫瘍幹細胞およびニッチにおけるキヌレニン経路の
阻害効果

3,640,000 2,210,000 1,430,000
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熊橋　伸之 島根大学 助教
アデノシン三燐酸代謝に注目した変形性膝関節症の
治療と進行度の予測

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

桑原　智之 島根大学 助教
３元素系複合含水酸化物を用いた温泉排水の超高度
フッ素除去・回収システムの構築

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

原嶋　奈々江 島根大学 助教
免疫アジュバント受容体シグナルによる癌細胞死と
オートファジー

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

坂下　暁介 島根大学 助教
急性骨髄性白血病におけるヌクレオフォスミンの新た
な機能損失の分子基盤

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

坂田　誠一郎 島根大学 准教授
多孔質材料のマルチスケール確率応力解析および信
頼性設計法に関する研究

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

三代　剛 島根大学 その他 インスレーターを介した糖尿病発症機構の解明 4,160,000 2,080,000 2,080,000

小林　弘典 島根大学 助教
セレウス菌感染によるライ様症候群の臨床像および
病態に関する研究

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

森住　大樹 島根大学 助教 幅が制限された論理回路の計算量に関する研究 3,250,000 1,300,000 1,950,000

瀬戸　道生 島根大学 講師
多変数解析関数からなる再生核ヒルベルト空間の加
群構造に付随するベクトル束の研究

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

石川　雅子 島根大学 助教
卵巣明細胞腺癌の新規癌抑制遺伝子ＡＲＩＤ１Ａの変
異と抗癌剤耐性機構との関連

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

千貫　祐子 島根大学 助教
腸管上皮細胞のタイトジャンクションを介した小麦抗原
吸収機序の解明

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

丹生　晃隆 島根大学 講師
ベンチャー企業支援者のインセンティブ要因に関する
研究

910,000 390,000 520,000

塚田　真也 島根大学 助教 強誘電体におけるポーラーナノリージョンの成長過程 4,680,000 3,770,000 910,000

田中　秀和 島根大学 准教授
人工さび粒子を用いた鋼材の耐食性発現機構の解明
および高耐食性鋼材の開発

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

縄田　裕幸 島根大学 准教授
英語の史的統語変化に関する生成理論的研究：パラ
メターモデルの精緻化を目指して

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

猫田　英伸 島根大学 講師
英語口頭運用能力に関する評価尺度の開発方法の
精緻化と評価データベースの再構築

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

福井　栄二郎 島根大学 准教授 老いとケアに関する文化人類学的研究 4,030,000 1,560,000 2,470,000

淵脇　貴史 島根大学 助教 アレルギー性鼻炎におけるＣＤ３ＯＬの役割 4,160,000 2,210,000 1,950,000

木村　真司 島根大学 助教
新しい食行動評価指標による肥満小児への保健指導
の科学的根拠

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

門脇　正行 島根大学 助教
シンク・ソース能力から見た高温・乾燥耐性サツマイモ
品種創出のための基礎的研究

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

有田　洋子 島根大学 講師
日本美術の諸様式を言語化して理解させる鑑賞教育
方法の実践的研究

4,030,000 3,250,000 780,000

林　広樹 島根大学 准教授
太平洋新第三系の標準浮遊性有孔虫年代尺度の確
立

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

濱野　強 島根大学 講師
ソーシャル・キャピタルが抑うつに及ぼす影響に関す
る実証研究

4,290,000 3,640,000 650,000
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伊藤　利洋 岡山大学 助教
インフルエンザウィルス感染に併発する細菌性肺炎の
エピジェネティクス解析

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

井上　武史 岡山大学 准教授
非営利団体の公益活動を支える制度的基盤の比較法
的・公法学的研究

3,510,000 1,300,000 2,210,000

遠藤　康正 岡山大学 その他
歯周病予防としてのトレハロース摂取の有効性の検
討

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

塩沢　裕一 岡山大学 准教授 マルコフ過程の漸近挙動の解析 3,120,000 1,300,000 1,820,000

岡久　祐子 岡山大学 その他 末梢血を用いた統合失調症発症前診断法の確立 4,550,000 3,900,000 650,000

岡本　亜紀 岡山大学 助教
精神疾患患者のパートナーシップ形成に基づく「リカバ
リー」モデルの構築

2,990,000 910,000 2,080,000

沖　和広 岡山大学 助教
咬合感覚閾値の経時的変化が心理的ストレスにより
可塑性変調する可能性に関する研究

4,550,000 4,160,000 390,000

河備　浩司 岡山大学 准教授
確率解析を用いた無限次元空間上の微分作用素の
多角的研究

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

岩瀬　文達 岡山大学 助教 トポロジカル超伝導体の核磁気共鳴研究 3,770,000 2,080,000 1,690,000

岩藤　美智子 岡山大学 准教授
「利益・権利」実現のための情報取得～民事の実体法
ルールと手続法ルールのあり方～

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

喜多村　真治 岡山大学 助教
成体腎臓幹前駆細胞からの腎臓様構造物と胎生腎を
使用した発生・再生的機能解析

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

亀田　雅博 岡山大学 その他
電気刺激が脳梗塞に及ぼす影響　－再生医療の観点
から

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

吉田　賢司 岡山大学 助教
加齢によるヒト心臓内幹細胞の役割変化の包括的解
析

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

吉利　宗久 岡山大学 准教授
インクルーシブ教育の展開に応じた通常教育教員養
成システムの開発的研究

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

宮地　まり 岡山大学 助教
核マトリクスタンパク質ＳＰ１２０による神経細胞核内構
造の制御機構

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

宮田　学 岡山大学 助教 ３Ｄ映像時代の両眼視機能解析 3,770,000 1,950,000 1,820,000

曲　正樹 岡山大学 助教
新規なマウス瀘胞樹状細胞株を用いる胚中心Ｂ細胞
選択機構の解明

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

玉田　宜之 岡山大学 その他
インプラント‐骨界面に発現する細胞外蛋白の三次元
的局在と機能解析

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

原　祐一 岡山大学 助教
体育科の評価における潜在的カリキュラムと評価シス
テム開発に向けた実証的研究

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

原田　和往 岡山大学 准教授
平成１６年及び平成２２年の公訴時効制度改正の意
義

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

吾妻　聡 岡山大学 准教授
ロベルト・アンガーの社会理論：制度構想の法学によ
る財産制度再構築論

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

光藤　耕一 岡山大学 助教
電気化学的に発生させた活性有機金属種を用いる新
規カップリング反応の開発

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

工藤　一貴 岡山大学 助教
鉄系超伝導体におけるコドーピングによるドーパント
の秩序化と超伝導転移温度の増強

4,550,000 2,990,000 1,560,000
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江口　元治 岡山大学 助教
好酸球性中耳炎における炎症因子ネットワークの解
明と新規治療戦略の確立

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

江國　大輔 岡山大学 助教 咬合異常とアルツハイマー病との関連性 4,030,000 2,470,000 1,560,000

荒木　元朗 岡山大学 助教 ドキシサイクリン：腎虚血再還流障害の新治療戦略 4,160,000 2,210,000 1,950,000

高橋　一男 岡山大学 助教 進化的キャパシターの探索と適応促進効果の検証 3,900,000 2,080,000 1,820,000

黒住　明正 岡山大学 助教
臼歯抜歯後の咬合支持の回復と慢性ストレスが高次
脳機能に与える影響

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

黒田　知沙 岡山大学 その他
骨組織におけるＥｐｈＡ４の機能解明とその骨組織再
生医療への応用

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

佐藤　伸 岡山大学 助教
有尾両生類四肢再生における筋細胞制御と進化的考
察

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

座間味　義人 岡山大学 助教
高血圧モデルにおける血管拡張性神経の伸長を介し
た降圧効果に関する研究

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

三好　智子 岡山大学 助教
ＢＭＰに着目した下垂体腫瘍の発症機序の解明と内
科治療法の開発を目指して

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

三谷　奈見季 岡山大学 助教 ケイ酸輸送体の発現制御メカニズムの解明 4,550,000 3,250,000 1,300,000

三澤　治夫 岡山大学 助教
自己重合ペプチドスキャフォルドの骨再生メカニズム
の解析

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

山口　憲昭 岡山大学 その他
ラット静脈角の生理学を利用した新たなリンパ管静脈
吻合術の開発

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

山口　知子 岡山大学 助教
歯周炎症抑制の標的蛋白としてのカベオリンー１と可
溶性ｇｐ１３０の有用性

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

山中　玲子 岡山大学 助教
口腔ケアによる口腔粘膜炎予防メカニズムの解明　～
酸化ストレスと細菌の観点から～

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

寺西　貴志 岡山大学 助教
イオン伝導性酸化物における広帯域導電率測定によ
る格子振動解析

4,420,000 3,640,000 780,000

篠原　陽子 岡山大学 講師
家庭科における持続可能な衣生活と水環境を基軸に
したＥＳＤの授業開発

910,000 390,000 520,000

柴倉　美砂子 岡山大学 准教授
アロマセラピーによるヘルスプロモーション：精油の抗
アレルギー作用機序解明

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

出口　健太郎 岡山大学 助教 ゼラチン多孔体による新規慢性期脳梗塞再生治療 2,600,000 1,560,000 1,040,000

小松　星児 岡山大学 その他
新開発した自己集合性ペプチドゲルの創傷治癒にお
ける有効性

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

小松　満 岡山大学 准教授 地盤中の正圧下における飽和度上昇プロセスの解明 4,550,000 2,860,000 1,690,000

小川　弘子 岡山大学 助教
不安定プラークを特異的に検出する新規ナノテクノロ
ジー動脈硬化診断法の開発

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

小川　大輔 岡山大学 准教授
糖尿病性腎症における核内受容体ＰＰＡＲδの分子機
構の解明と臨床応用

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

松島　良 岡山大学 助教 新奇の色素体分裂機構の解明 4,420,000 1,430,000 2,990,000
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森　亜希子 岡山大学 助教
高度標的化リポソーム製剤による腫瘍特異的ＤＤＳの
確立と中性子捕捉療法への応用

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

森本　展年 岡山大学 助教
第４の細胞死ＴＲＩＡＤに注目した筋萎縮性側索硬化症
治療法の開発

1,300,000 650,000 650,000

神山　弘行 岡山大学 准教授
国家財政破綻回避のための法的枠組み～租税法と
財政法の協働による世代間衡平の探求～

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

杉本　佳久 岡山大学 助教
新規骨接着型生体吸収性材料リン酸化プルランを用
いた新しい骨折治療法の検討

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

成廣　孝 岡山大学 教授
ナショナル・アイデンティティの変容が選挙政治にもた
らす影響に関する研究

1,560,000 910,000 650,000

西谷　佳浩 岡山大学 准教授
象牙質接着界面の劣化を抑制する接着修復法の開
発

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

西田　英隆 岡山大学 助教 コムギ春播性遺伝子Ｖｒｎ－Ｄ４の単離と機能の解析 4,550,000 2,600,000 1,950,000

石山　武 岡山大学 助教 ＥｒＳｉＯ／Ｓｉ構造を用いたＳｉ系赤外発光材料の研究 4,420,000 2,340,000 2,080,000

石田　展久 岡山大学 その他 ＤＨＮＡを用いた骨粗鬆症治療法の開発 4,160,000 2,080,000 2,080,000

赤木　滋 岡山大学 助教
腎性貧血における成熟赤血球膜のＳＨＰ－１発現の検
討

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

浅野　貴央 岡山大学 准教授 再帰的期待効用理論とナイト流不確実性：理論と応用 4,030,000 1,560,000 2,470,000

浅野　博昭 岡山大学 その他
中皮腫に特異的なＤＮＡメチル化を標的とした胸膜悪
性中皮腫の早期診断法の開発

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

太田　学 岡山大学 准教授
文書画像とウェブを活用した新しい電子図書館サービ
スに関する研究

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

大下　承民 岡山大学 准教授 非線形偏微分方程式に現れる集中・振動現象の研究 4,290,000 1,040,000 3,250,000

大塚　正樹 岡山大学 助教 皮膚悪性腫瘍に対する抗癌剤感受性試験 4,030,000 2,080,000 1,950,000

谷西　秀紀 岡山大学 助教
脳虚血中のケタミンとミダゾラムの併用が神経障害に
与える影響の定量的評価

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

中野　龍平 岡山大学 准教授
老化特異的プロモーターによりＩＰＴ遺伝子の発現を誘
導した組換え花きの作成と解析

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

長谷川　高誠 岡山大学 助教
骨形成不全症の診断、重症度判別における尿中骨代
謝マーカーの有用性の確立

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

塚本　尚子 岡山大学 その他
ＢＭＰ‐６に着目したアルドステロン分泌の制御とその
応用

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

蔦尾　和宏 岡山大学 准教授 中世前期言説史上における『古事談』の基礎的研究 1,300,000 650,000 650,000

田嶋　智之 岡山大学 講師
超原子価カルコゲン結合を縮環させたアセンの合成と
高機能分子材料への展開

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

田邊　賢司 岡山大学 助教
初期エンドソームにおける脂質膜ダイナミクスの分子
機構

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

東　陽一郎 岡山大学 准教授
サーチ理論を用いた失業率・雇用システムの統一的
分析

2,730,000 1,430,000 1,300,000
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藤澤　和謙 岡山大学 助教
浸透による土粒子輸送現象の解明と解析手法の開発
～土中の流砂力学の創造～

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

銅前　昇平 岡山大学 助教
がん・精巣抗原を基盤とした、日本人に適用性の高い
血清診断法の開発

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

難波　尚子 岡山大学 助教
抗菌剤デリバリーに 適なキャリア高分子と抗菌剤の
網羅的検討

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

半田　久志 岡山大学 助教
分布推定アルゴリズムの対象領域・解表現形式の拡
張とその展開

3,510,000 1,040,000 130,000 2,470,000

尾関　学 岡山大学 准教授 明治・大正期農村経済への数量的アプローチ 2,600,000 1,300,000 1,300,000

峯　篤史 岡山大学 助教
接着性および従来型ブリッジの超長期予後調査と次
世代臨床データ蓄積システムの構築

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

木村　寛子
（奥平寛子）

岡山大学 准教授
労働市場の二極化の解消－派遣業の仲介機能に関
するミクロ計量経済分析

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

木村　彩 岡山大学 助教
口腔インプラント治療を受けた介護高齢者の問題点の
抽出ならびにリカバリー法の開発

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

木本　和志 岡山大学 准教授
漏洩ガイド波計測による鋼板表面きずの超音波非破
壊評価

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

友安　弓子 岡山大学 その他
改良リポソーム製剤による「苦味薬物」効果的経口投
与法の開発

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

頼藤　貴志 岡山大学 助教
発達期の粉乳によるヒ素曝露の臨床的慢性影響評価
（パイロット研究）

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

和賀　崇 岡山大学 准教授
アメリカの大学におけるティーチング・アシスタント制度
の歴史的展開

1,430,000 780,000 650,000

和氣　秀徳 岡山大学 助教
抗ＨＭＧＢ１抗体を用いた広域スペクトル抗腫瘍薬の
開発とその作用機序の解明

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

脇元　修一 岡山大学 助教 極細径サーボラバーアクチュエータの開発 4,290,000 2,080,000 2,210,000

兒玉　直紀 岡山大学 助教
咀嚼時の唾液分泌機序に着目した口腔乾燥症に対す
る新たな治療法の確立

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

濱崎　一郎 岡山大学 その他 ３次元眼球運動解析と臨床評価 3,380,000 1,820,000 1,560,000

濱田　陽子 岡山大学 准教授
拡散的権利の適正かつ実効的な保護のための民事
訴訟手続にかんする比較法的基礎的研究

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

關　正憲 岡山大学 助教
新規差動機構を用いたデスクトップ型プレス加工機の
開発

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

カビル　モハ
マド　フマユ

広島大学 研究員
南アジアにおける宗教教育の達成度に関する公式・非
公式教育システムをめぐる比較研究

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

阿南　勝宏 広島大学 その他
循環性癌細胞に対する新規治療の確立を目的とした
ＣＡＳＴ法による標的膜蛋白の探索

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

伊藤　高弘 広島大学 准教授
社会階層と差別：信念・価値観および地位選好に関す
る定量分析

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

井手　健太郎 広島大学 助教
ＣＤ４７－ＳＩＲＰαシグナル誘導による抗ＮｅｕＧｃ抗体
性異種膵ラ氏島拒絶の克服

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

井上　修平 広島大学 准教授
充填層粒子への単層カーボンナノチューブ直接合成
による有効熱伝導率の向上

4,550,000 2,990,000 1,560,000
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井川　武 広島大学 その他
西南諸島に産する両生類絶滅危惧種の遺伝的多様
性の解明と飼育繁殖における遺伝的管理

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

影山　和也 広島大学 講師
数学教育における高次の幾何的思考の育成を意図し
た授業構成と単元設計に関する研究

2,730,000 780,000 1,950,000

岡　広子 広島大学 その他
ＬＤＬ受容体ファミリーを介したＦ－ｓｐｏｎｄｉｎの硬組織
破壊調節機構の解明

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

荻　崇 広島大学 助教
形態・構造が制御された金属ナノ粒子を駆使した高効
率固体触媒の創製

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

下栗　大右 広島大学 助教
細管内におけるボルテックス・バースティング現象に関
する基礎的研究

3,380,000 1,950,000 1,430,000

加藤　亜記 広島大学 助教
遺伝子マーカーを利用した石灰紅藻サンゴモの生育
特性の解明

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

河合　秀彦 広島大学 助教
放射線照射条件と細胞に依存した細胞応答とゆらぎ
機構によるＰ５３機能の解析

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

関　貴弘 広島大学 助教
新規活性評価法を用いたシャペロン介在性オートファ
ジーの神経変性疾患への関与解明

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

岩田　倫幸 広島大学 助教
歯周組織の炎症と再生における低酸素環境が遺伝子
転写活性へ及ぼす影響

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

鬼丸　孝博 広島大学 助教 希土類内包クラスレートにおける変調強磁性 4,420,000 2,210,000 2,210,000

亀井　直輔 広島大学 その他
脊髄損傷に対する神経・血管特異的マイクロＲＮＡを
用いた新たな治療アプローチの開発

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

久岡　一恵 広島大学 助教
抗うつ薬の新規標的分子としての線維芽細胞増殖因
子（ＦＧＦ）受容体の機能解析

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

久保田　徹 広島大学 准教授
東南アジアの途上国への適用を目的とした住宅のライ
フサイクルアセスメント指針の開発

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

宮本　達雄 広島大学 助教
ＤＮＡ損傷修復異常による遺伝性小頭症発症の分子
機構

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

玉木　徹 広島大学 准教授 学習に基づく６自由度カメラ位置姿勢推定 4,160,000 1,430,000 2,730,000

栗田　雄一 広島大学 准教授
滑り知覚規範による人の力制御戦略のモデル化とそ
の工学的応用

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

恵美　学 広島大学 助教
Ｂｃｌ－２関連タンパクを標的とした食道癌に対する新
規分子標的治療の開発

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

原田　祐志 広島大学 助教 発電用風車タワーの制振に関する研究 4,420,000 2,600,000 1,820,000

古本　強 広島大学 准教授 もう一つのＣ４高発現輸送体ＰｙＴ２の機能解析 4,550,000 2,340,000 2,210,000

五十嵐　陽介 広島大学 准教授
イントネーションの音韻論と音声学を峻別する実験手
法の確立

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

高橋　弘充 広島大学 その他
ＰｏＧＯＬｉｔｅ気球実験による「はくちょう座Ｘ－１」からの
硬Ｘ線の偏光検出

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

高橋　真 広島大学 助教
ヒトの運動時の心拍数調節機序の再検証－心電図Ｐ
Ｐ間隔変動周波数解析を用いて－

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

高木　健 広島大学 助教 モアレ縞を用いたひずみ可視化シートの開発 4,550,000 3,120,000 1,430,000
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高梨子　文恵 広島大学 その他
ベトナムにおける青果物広域流通の展開に関する研
究

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

黒瀬　智之 広島大学 助教
褥瘡発生の主要因となる物質の同定と物理療法によ
る発生・重症化予防

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

佐々木　晶子 広島大学 助教
河口干潟に供給された落葉の分解過程と底生動物に
よる利用状況の解明

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

佐々木　崇暁 広島大学 その他 角膜感染症に対する光線力学的療法 4,160,000 2,210,000 1,950,000

佐藤　健一 広島大学 准教授
線形な変化係数の信頼区間の精密化と共分散構造
分析への応用に関する研究

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

細井　徹 広島大学 講師
小胞体ストレスを標的とした生活習慣病の新たな治療
戦略

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

坂口　綾 広島大学 助教
天然・人工放射性核種をマルチトレーサーとした日本
海固有水・物質循環解明

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

坂本　憲児 広島大学 研究員
電界駆動型流体トランジスタによる高速スイッチング
式遺伝子センシングシステムの研究

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

坂本　直也 広島大学 その他
分泌型ｍｉｃｒｏＲＮＡを介した胃癌間質相互作用と上皮
間葉転換（ＥＭＴ）

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

山本　徹也 広島大学 助教
ＡＦＭ解析による高分子膨潤ナノ粒子を鋳型としたナノ
粒子規則配列手法の開発

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

鹿嶋　小緒里 広島大学 助教
日本の地形を考慮した大気汚染曝露の時空間モデル
構築と死亡への影響評価

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

渋谷　綾子 広島大学 その他
残存デンプン粒分析を用いた縄文時代の植物利用に
関する分析学的研究

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

重松　英朗 広島大学 その他
チミジル酸合成酵素抑制を標的としたＨＥＲ２陽性乳
癌薬物療法の開発

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

春木　将司 広島大学 助教
超臨界二酸化炭素中のポリイミド生成挙動解明と微
細加工技術への応用

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

小松　悟 広島大学 助教
スラム化する途上国都市からみたエネルギーアクセス
と気候変動対策に関する研究

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

松本　正俊 広島大学 その他
広島県における医師の地理的偏在の分析と効果的な
医師供給に関する総合的研究

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

上田　晃弘 広島大学 講師
植物の主要なナトリウム吸収経路およびその分子実
体の同定

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

上野　弘貴 広島大学 その他 ｅｘｏｓｏｍｅは髄液のバイオマーカーになりうるか 1,690,000 1,040,000 650,000

新宮　美穂 広島大学 助教
移植コーディネーターの質向上を目指す養成教育・継
続教育プログラムの開発

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

森田　晃司 広島大学 その他 長鎖型ポリリン酸吸着アパタイト人工骨の骨再生能 4,160,000 1,950,000 2,210,000

水田　邦子 広島大学 助教
顎骨骨幹異形成症の原因遺伝子ＴＭＥＭ１６Ｅの遺伝
子改変マウスを用いた機能解析

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

清水　則雄 広島大学 助教
絶滅危惧種トビハゼの保全に向けて大学博物館が取
り組む環境教育プログラム

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

西　裕美 広島大学 その他
Ｔｏｌｌ－ｌｉｋｅ　ｒｅｃｅｐｔｏｒを介した難治性口腔粘膜疾患発
症機構の解明

4,160,000 2,080,000 2,080,000
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西道　教尚 広島大学 研究員
凝集塊は老廃物か、生理活性物質か？重合型オステ
オポンチンの生態解明

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

石松　直樹 広島大学 助教
遷移金属水素化物の電子状態における水素の効果
の解明

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

仙谷　和弘 広島大学 助教
消化管癌転移巣の網羅的トランスクリプトーム解析と
転移における癌幹細胞の意義

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

川崎　健 広島大学 助教 植物病原菌の生存戦略における繊維状ファージ 4,550,000 1,950,000 2,600,000

川村　健介 広島大学 准教授
精密放牧管理のための低高度リモートセンシング技術
の開発

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

浅利　宙 広島大学 准教授
遺族を支援する社会資源にかんする社会学・法社会
学的研究－家族政策との接点から

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

倉林　敦 広島大学 助教
ＳＩＮＥ法を用いたアカガエル類の系統関係の解明と大
陸移動に関わる分岐年代の再推定

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

相馬　敏彦 広島大学 准教授
対人的報酬・罰行動がネットワークや集団パフォーマ
ンスにもたらす影響プロセスの解明

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

村上　玄樹 広島大学 助教
病院経営における意志決定システムの検討－ＥＢＭ
（根拠に基づく経営）の実践へ－

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

大上　直秀 広島大学 講師
胃癌における癌幹細胞の非対称性分裂時に生じる胃
型・腸型形質発現の変化

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

大谷　淳二 広島大学 助教
顎顔面骨格の成長発育に性ホルモンと成長因子が及
ぼす影響

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

谷　千尋 広島大学 その他
骨系統疾患出生前診断を目的とする胎児ＣＴのＸ線被
曝低減の研究

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

丹根　由起 広島大学 助教
変形性顎関節症におけるＣＯＸ－２誘導性軟骨破壊機
序の解明と消炎鎮痛薬治療の確立

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

中の　三弥子 広島大学 助教
リバースグライコミクス的手法を用いた抗癌剤耐性獲
得の簡易迅速診断法の開発

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

中川　貴之 広島大学 その他
ビスフォスフォネート関連顎骨壊死に関与する分子の
網羅的探索

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

中津　祐介 広島大学 助教
プロリン異性化酵素Ｐｉｎ１によるエネルギー代謝調節
機構の解明

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

中野　敏彰 広島大学 助教
高等真核生物の転写および複製に対するＤＮＡータン
パク質クロスリンク損傷の影響

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

長谷川　博 広島大学 准教授
運動能力と体温の限界における脳内神経伝達物質の
機能的役割

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

坪田　博美 広島大学 准教授
分子マーカーを用いた日本列島のコケ植物の遺伝構
造と空中のリソースに関する研究

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

土井　充 広島大学 助教 舌痛症を画像診断する～脳機能画像を用いて 3,120,000 1,560,000 1,560,000

藤井　良典 広島大学 その他
口腔癌由来ＣＤ１３３陽性細胞群の機能解析と癌幹細
胞を標的とした新規治療法の開発

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

南崎　朋子 広島大学 助教
硬組織におけるＰＴＨの新規作用に着目したミネラル
代謝異常に関する基礎的研究

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

入江　崇 広島大学 准教授
ウイルスマトリクス蛋白質によるダイナミックな細胞骨
格系の制御とその意義

4,420,000 2,340,000 2,080,000
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飯塚　大輔 広島大学 助教
放射線誘発乳がんにおけるマイクロＲＮＡの包括的理
解

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

尾上　隆司 広島大学 その他
肝移植後シアストレスによる肝由来免疫寛容性の破
綻機構の解明と拒絶制御への応用

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

冨田　哲治 広島大学 助教
原爆被爆者の被爆時所在地に基づくリスク評価に関
する研究

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

福光　昌由
（中本昌由）

広島大学 助教
電子透かしのロバスト性強化に対する確率・統計的ア
プローチ

3,380,000 1,950,000 1,430,000

平田　伊佐雄 広島大学 助教
無血清培地において自己組織化単分子膜が間葉系
幹細胞の増殖・分化に及ぼす影響

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

米山　公啓 広島大学 助教
鉄反応剤によるラジカル種の触媒的発生法の開発と
精密有機合成への応用

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

別所　裕介
（原裕介）

広島大学 研究員
中国の辺境統治をめぐる「持続可能な発展」と資源管
理の現地主導性開拓に関する研究

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

北山　和子 広島大学 その他
低酸素環境における腫瘍血管内皮細胞の異常性獲
得機序に関する研究

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

網本　貴一 広島大学 准教授
有機化学の多面性を実感できる実用的化学実験教材
の開発

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

李　敏 広島大学 研究員 中国の高等教育大衆化と大学の機能分化 2,210,000 1,300,000 910,000

鈴木　一敏 広島大学 准教授 相対利得の妥当範囲の研究 2,210,000 910,000 1,300,000

鈴木　卓弥 広島大学 講師
ストレス誘導型の消化管バリア機能異常に対するフラ
ボノイドの役割に関する研究

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

鈴木　茂樹 広島大学 助教
成体由来細胞を用いてのエナメル芽細胞樹立と歯胚
再生法の確立

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

國松　亮 広島大学 その他
エナメル蛋白による歯の移動時の歯周組織誘導能の
探索と臨床応用

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

廣田　隆一 広島大学 助教
ポリリン酸蓄積変異株の復帰変異メカニズム解明－リ
ン回収微生物の創成にむけて－

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

澁谷　一博 広島大学 助教 微分式系の延長理論と位相構造 4,160,000 1,040,000 3,120,000

濱崎　洋 広島大学 助教
ホットスタンプにおける成形限界予測のためのシミュ
レーション援用材料試験法の開発

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

阿部　新 山口大学 准教授
中古品貿易における輸出国の責任および費用負担に
関する経済学的総合研究

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

永井　涼子 山口大学 講師 外国人看護師・介護福祉士教育に向けた談話分析 2,600,000 1,300,000 1,300,000

遠藤　野ゆり 山口大学 講師
共同的「子ども‐おとな」意識形成に関するナナメ関係
の理論的・質的研究

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

奥田　真一 山口大学 その他
肥大型心筋症の致死的不整脈に対する細胞内Ｃａ２
＋制御による新しい治療法の開発

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

岡田　隆子 山口大学 講師 投資家の企業評価と研究開発費情報の有用性 4,290,000 2,210,000 2,080,000

下島　昌幸 山口大学 准教授 日本人による日本脳炎の完全コントロールに向けて 4,550,000 3,250,000 1,300,000
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韓　萌 山口大学 助教
パーキンソン病患者の嚥下障害に対する非運動性症
状の影響

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

吉越　恆 山口大学 研究員
暑熱下における家畜由来の温室効果ガス排出量モニ
タリングと実態評価

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

吉田　香奈 山口大学 准教授
アメリカ合衆国における学生経済支援制度と低所得学
生の大学進学・修学保障

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

吉本　誠 山口大学 准教授
せん断流・温度変動に特異的に応答するクラスター化
リポソームによる酸化酵素反応操作

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

久保　正幸 山口大学 助教
低酸素プレコンディショニングにより骨髄細胞の血管
再生機能が増強するか？

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

古賀　毅 山口大学 准教授
機械・回路・ソフトウェアの統合モデリングに基づく複
合型製品の資産化支援

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

古賀　大介 山口大学 准教授
第一次大戦後の国際金融センター・ロンドンにみる繁
栄持続の基盤的要因

2,860,000 910,000 1,950,000

戸谷　昌樹 山口大学 その他
血管内経時的測定法を用いたスーパーオキシドアニ
オンラジカルの発生源と産生量の検討

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

佐野　泰照 山口大学 助教 血液脳関門におけるＡβ輸送システムの改変 4,160,000 1,560,000 2,600,000

砂川　公美子 山口大学 助教
若年妊婦の心理社会的支援を行うための携帯電話ｅ
－ｌｅａｒｎｉｎｇプログラムの開発

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

山下　敦生 山口大学 助教
脊髄虚血神経保護における抗炎症薬の臨床応用に関
する研究

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

山本　幸子 山口大学 助教
連携方式を導入した空き家活用型移住支援システム
の評価とモデル構築

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

山野　聖子 山口大学 その他
サラブレッドの競走能力を制御する体内環境シンクロ
ナイズ因子の網羅的解明

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

小林　剛士 山口大学 助教
線引き制度運用からみた地方都市のコンパクト性評
価モデルの開発に関する研究

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

森重　直行 山口大学 助教 角膜実質瘢痕の三次元解析と瘢痕形成の病態解明 4,160,000 1,950,000 2,210,000

諏訪　竜夫 山口大学 講師
クーンタッカーモデルによる自然環境の非利用価値推
定

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

清水　隆 山口大学 准教授 マイコプラズマによる新しい炎症誘導機構の解明 4,420,000 2,860,000 1,560,000

赤松　良久 山口大学 准教授
エネルギーフローに着目した流域水・熱・物質循環モ
デルの開発

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

前川　亮 山口大学 助教
子宮筋腫の増殖とエストロゲンレセプターα標的遺伝
子のＤＮＡメチル化異常

4,290,000 3,510,000 780,000

大朏　孝治 山口大学 助教
ヒストン脱アセチル化酵素を標的とした新規抗うつ薬
創薬研究

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

瀧井　良祐 山口大学 助教
転写因子ＡＴＦ１による熱ショック応答の制御機構の解
明

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

中島　雄太 山口大学 助教
幹細胞の分化誘導のためのリアルタイム機械刺激応
答評価マイクロデバイスの構築

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

通阪　栄一 山口大学 准教授
膜透過性ナノ集合体を利用した次世代型経粘膜ワク
チンの開発

4,420,000 2,730,000 1,690,000
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田戸　朝美 山口大学 助手
経口挿管患者における保湿ジェルを用いた口腔ケア
のＶＡＰ予防効果と看護ケアへの影響

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

田中　俊樹 山口大学 助教
肺切除術が骨髄由来細胞を介して代償性肺再生、創
傷治癒に影響する機序の解明

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

藤田　直子 山口大学 助教
クリティカルケア領域におけるハンドマッサージが与え
るリラクゼーション効果

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

南浦　涼介 山口大学 講師
自律的学習者の育成を目指す社会科学習ビリーフの
構造と変容に関する研究

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

平岡　博子 山口大学 助教
細胞診を応用した犬の汎固形腫瘍に対する新規診断
法の確立

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

堀永　大樹 山口大学 助教
熱ショック転写因子制御による口腔扁平上皮癌に対す
る分子標的療法の開発

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

末岡　幸太郎 山口大学 助教
子宮頸癌の新たなバイオマーカーの検索ー測定系の
確立と分子標的治療への応用ー

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

木田　裕之 山口大学 助教
マウス低酸素虚血による脳性麻痺モデルにおける低
体温療法の効果の検討

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

野田　淳二 山口大学 助教
麻繊維の撚り構造により発現するグリーンコンポジット
の引張特性

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

油納　健一 山口大学 教授
知的財産権侵害における損害賠償法の再検討　‐不
当利得法の視点から‐

3,510,000 780,000 2,730,000

林田　直樹 山口大学 助教
モデルマウスを用いた熱ショック転写因子ＨＳＦ２によ
る神経変性疾患抑制機構の解析

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

鈴木　秀典 山口大学 助教 コラーゲンフィラメント補填を用いた脊髄機能再建 4,290,000 3,640,000 650,000

爲佐　路子 山口大学 その他
乳癌患者自己抗体を用いた術後補助化学療法選択シ
ステムの開発

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

阿部　真治 徳島大学 助教
悪性胸膜中皮腫に対する腫瘍特異的抗体療法の開
発

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

伊賀　淳一 徳島大学 助教
末梢白血球遺伝子発現を利用したうつ病診断キットの
作成

4,030,000 650,000 3,380,000

関根　一光 徳島大学 助教
血管内皮誘導を狙った金属性マイクロポーラス表面修
飾法の開発

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

吉川　幸造 徳島大学 助教
腸管傷害修復因子としてのソニッグヘッジホッグシル
ナルの意義解明

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

吉田　達貞 徳島大学 助教
阻害剤・タンパク質複合体の分子科学計算による定量
的構造活性相関手法の構築

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

宮本　和範 徳島大学 助教
三価の超原子価臭素ハイパー脱離基を活用したシク
ロペンテニルカチオン発生反応の開発

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

近久　幸子 徳島大学 助教
睡眠・高次脳機能調節におけるアストロサイト脂質代
謝の役割

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

原田　永勝 徳島大学 助教
過食で増加する規格外遺伝子の同定と生活習慣病に
おける役割解明

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

後藤　優樹 徳島大学 助教
ホスホリルコリンに対する粘膜免疫応答と動脈硬化と
の関連性

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

向井　理恵 徳島大学 その他
骨格筋萎縮を予防する食事性フラボノイドの作用機構
解明

4,550,000 2,210,000 2,340,000
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行實　鉄平 徳島大学 講師
地域におけるアダプテッド・スポーツ環境の構築に関
する研究

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

高丸　菜都美 徳島大学 助教
Ｄｏｃｅｔａｘｅｌ耐性口腔扁平上皮癌の樹立と耐性化機構
の解析

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

高石　和美 徳島大学 助教
鉄イオン遊離に関与する還元物質の解明と酸化ストレ
スに対する局所麻酔薬の影響

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

今井　芳枝 徳島大学 助教
「高齢がん患者の生活史に注目した看護介入プログラ
ム」の開発

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

佐藤　亮祐 徳島大学 その他 軟骨無形成症における小胞体ストレスの関与の解明 4,160,000 1,560,000 2,600,000

細川　義隆 徳島大学 助教 歯周炎病変局所へのＴｈ１７細胞浸潤機構の解析 4,160,000 2,340,000 1,820,000

山口　邦久 徳島大学 助教
腎虚血再灌流障害に対するＨＩＦ－１αの腎尿細管再
生メカニズムの解明

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

山中　亮一 徳島大学 講師
都市内運河における市民主体型水質改善システム構
築に関する研究

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

山田　眞一郎 徳島大学 その他
ラット膵・胆管合流異常モデルを用いた胆道癌の発癌
機構に関する研究

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

市原　理子 徳島大学 講師
ＰＥＧ修飾ナノサイズキャリア投与により誘導されるＡ
ＢＣ現象発現の回避法の探索

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

寺西　研二 徳島大学 助教
半導体レーザを用いた誘電体バリア放電型オゾナイ
ザ内部のオゾン濃度分布計測

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

松井　尚子 徳島大学 その他
重症筋無力症患者胸腺における制御性Ｔ細胞ならび
にハッサル小体の役割

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

松尾　泰佑 徳島大学 助教
新規Ｏ結合型糖転移酵素ＢＣＧＴ１による乳癌発症・進
展機構の解明と臨床応用への展開

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

松本　和幸 徳島大学 助教 言葉遣いの変動に基づく感情推定手法に関する研究 3,900,000 1,690,000 2,210,000

上手　洋子 徳島大学 助教 複雑ネットワークの情報処理への応用 4,160,000 1,430,000 2,730,000

真田　純子 徳島大学 助教
新しいコンパクトシティ概念の提案に向けた都市計画
制度の通史的研究

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

真板　綾子 徳島大学 助教
筋萎縮関連ユビキチンリガーゼＣｂｌ－ｂのリン酸化に
よる構造変化と機能調節

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

水野　義紀 徳島大学 准教授
アイゼンシュタイン級数と関連するディリクレ級数の研
究

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

西田　純 徳島大学 助教
Ｔリンパ球におけるＮｏｔｃｈシグナル制御性ｍｉｃｒｏＲＮＡ
の検索とその機能解析

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

石川　輝明 徳島大学 その他 食育支援のための顎機能評価法の考案 2,990,000 1,430,000 1,560,000

石澤　啓介 徳島大学 助教
血管リモデリングにおけるＨＩＦ－１αの機能解析及び
病態生理学的意義の解明

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

千田　淳司 徳島大学 助教
インフルエンザ重症患児で認められる体内代謝破綻
の修復を目指す新規治療法の開発

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

前川　明子 徳島大学 その他
胸腺プロテアソームの遺伝子多型による蛋白質分解
機能への影響と免疫疾患への関与

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

704



（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

泰江　章博 徳島大学 助教
Ｓｍａｄ３タンパク質リン酸化を標的とした創傷治癒促
進・瘢痕形成抑制術の開発

4,290,000 3,510,000 780,000

池本　哲也 徳島大学 助教 ＩＤＯ陽性樹状細胞が誘導する免疫寛容に関する研究 4,290,000 2,470,000 1,820,000

竹内　政樹 徳島大学 准教授
ポストカラム濃縮による過塩素酸イオンの高感度検出
とその実用化

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

長谷川　敬展 徳島大学 助教
唾液腺水チャネル・アクアポリン５の翻訳後修飾調節
とその生理的役割

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

渡辺　峻 徳島大学 助教 連続信号を用いた秘密鍵共有の情報理論的解析 3,640,000 1,560,000 2,080,000

東　桃代 徳島大学 その他
Ｓ１Ｐを標的とした肺線維症の病態解析と新規治療法
への展開

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

湯浅　恵造 徳島大学 助教
神経系におけるｃＧＭＰ依存性キナーゼの新規基質を
介した細胞内情報伝達経路の解明

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

藤原　広明 徳島大学 助教
緑色蛍光蛋白導入ラットの視交叉上核での生体リズ
ムの可視化と生理機能解明

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

栃谷　史郎 徳島大学 助教
神経前駆細胞形質制御の攪乱を介したＧＡＢＡＡ受容
体標的薬の催奇形性の機序の解明

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

内藤　禎人 徳島大学 助教 テーラーメイド型生体材料の骨形成促進機能付与 2,990,000 2,080,000 910,000

白井　昭博 徳島大学 助教
再生医療の発展に資する殺菌性ラジカル生成光反応
を応用した滅菌技術の構築

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

板東　哲哉 徳島大学 研究員
器官再生における遺伝子発現のエピジェネティックな
制御

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

平尾　功治 徳島大学 その他
カテキンの抗炎症・抗菌作用を応用した新規歯髄保護
療法の開発

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

平野　朋広 徳島大学 准教授
水素結合を利用した立体特異性ラジカル・アニオン重
合と統計的２次元ＮＭＲによる解析

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

北村　明子 徳島大学 助教
連鎖解析とキャプチャーリシークエンスによる全身性
エリテマトーデスの原因遺伝子同定

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

木下　ゆき子 徳島大学 助教
ラット半月体形成性腎炎モデルにおける直接レニン阻
害剤の腎炎進展抑制効果

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

木内　奈央 徳島大学 助教 慢性遺伝性筋疾患に対する新規ＲＮＡｉ医薬の開発 4,290,000 3,120,000 1,170,000

木平　孝高 徳島大学 助教
塩基性繊維芽細胞増殖因子の脂肪細胞に対する代
謝調節因子としての役割

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

野口　直人 徳島大学 その他
睡眠時６自由度顎運動測定システムを用いたブラキシ
ズムの動態の解明

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

廣島　佑香 徳島大学 助教 レジスチンは唾液腺炎症のモジュレーターとなるか 4,290,000 2,860,000 1,430,000

井上　奈穂 鳴門教育大学 講師 社会系教科における学習評価方略の開発と検証 1,300,000 650,000 650,000

茂木　俊伸 鳴門教育大学 准教授
電子化された日本語研究論文情報の流通・活用に関
する基礎的研究

910,000 650,000 260,000

井上　正也 香川大学 准教授 中ソ関係と戦後日本外交 1,690,000 1,040,000 650,000
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稲本　隆平 香川大学 その他
内リンパ嚢の内リンパ静水圧調節機能についての検
討

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

嘉本　慎介 香川大学 准教授
企業の戦略的考慮と経営者の私的インセンティブが事
業・財務戦略へ及ぼす影響の分析

2,730,000 650,000 2,080,000

紀伊　雅敦 香川大学 准教授
複雑ネットワークモデルを用いた世界都市圏別人口の
長期推計手法に関する研究

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

吉田　裕美 香川大学 准教授
新規単糖異性化反応機構の解明を目指した希少糖生
産酵素群のＸ線結晶解析

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

宮川　勇人 香川大学 准教授
磁性多層膜パタンド周期アレイの作製と電流による特
性制御

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

金正　貴美 香川大学 講師
苦痛症状のあるがん患者に対する緩和ケア評価にお
けるコンフォート指標の開発

3,120,000 1,560,000 1,560,000

高木　智彦 香川大学 助教
拡張運用プロファイルを用いた高効率のテストケース
生成手法の開発と評価

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

細谷　越史 香川大学 准教授
労働関係におけるサンクション規制の課題と展望－日
独の比較法研究－

2,470,000 650,000 1,820,000

坂野　紀子 香川大学 助教
定期的な運動が肥満関連バイオマーカー、酸化ストレ
ス、抗酸化能に与える影響

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

三宅　岳史 香川大学 准教授
生物学・心理学がベルクソン哲学に与えた影響に関す
る文献的・実証的研究

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

寺尾　京平 香川大学 助教
タンパク質機能を融合した光駆動ナノバイオ加工ツー
ルの実現とゲノム分子解剖への展開

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

小松　秀和 香川大学 准教授
民間高齢者施設の料金とサービス内容の関連性につ
いて

1,170,000 650,000 520,000

小西　左江子
（杉田左江子

香川大学 准教授
イネの脱粒性における離層の形成と崩壊の分子機構
の解明

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

小川　崇 香川大学 助教
ラミニン・ガンマ２鎖短腕のがんの悪性増殖における
役割

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

小谷野　耕佑 香川大学 その他
未熟児・新生児貧血に対する脳循環酸素代謝状態に
基づく輸血基準の作成を目指して

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

水口　隆 香川大学 助教
格子欠陥導入による高Ｓｉ電磁鋼板の高靭化機構の
解明

2,730,000 1,950,000 780,000

西成　典久 香川大学 准教授
近代都市計画が高松の都市空間形成に果たした役割
とその遺産的価値の探究

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

西村　美穂 香川大学 助教
施設で生活している高齢者の死生の在り様に関する
研究

1,430,000 780,000 650,000

石川　善恵 香川大学 助教
液相中レーザー溶融法による酸化チタン真球粒子の
合成と光学特性評価

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

前盛　ひとみ 香川大学 講師
重症心身障害児の母子における情動調律―母子の
関係性支援の試み―

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

大久保　智生 香川大学 准教授
関係論に基づいた学級適応の問題に対する教師への
支援法の開発

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

大崎　康宏 香川大学 助教
多チャンネル近赤外線分光測定装置を用いた小児人
工内耳症例の予後予測方法の確立

4,030,000 3,380,000 650,000

大北　健一 香川大学 准教授
家庭用テレビゲーム業界におけるプラットフォーム戦
略に関する理論的・実証的研究

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

706



（単位：円）

研究代表者名 所属研究機関名 役職 研究課題名 交付決定額
平成23年度

交付額
平成23年度
前倒し交付額

未交付額

中井　浩三 香川大学 助教
皮膚バリア機構破綻アトピー性皮膚炎モデルマウスの
酸化ストレス状態と治療

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

中野　大介 香川大学 助教 糖尿病性腎症における尿細管ｐ２１活性化の意義 4,030,000 2,470,000 1,560,000

田中　直孝 香川大学 准教授
ゴルジ体膜内在性のロンボイド型プロテアーゼが切断
する基質の同定と機能解析

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

八重樫　理人 香川大学 講師
「アカデミック・ジャパニーズ」のための講義場面検索
システム

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

平間　裕美 香川大学 助教
Ｄｅａｔｈ　Ｒｅｃｅｐｔｏｒ　５を表面マーカーとした末梢循環
腎癌細胞検出系の開発

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

野原　雄一 香川大学 講師 完全可積分系とその退化の幾何学 4,160,000 1,430,000 2,730,000

柳田　亮 香川大学 助教
希少糖をリードとした新規抗がん剤の開発および作用
機構の解析

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

ＧＲＥＡＵＸ　Ｓ
ｔｅｅｖ

愛媛大学 研究員
地球のマントル遷移層物質の高温高圧下における弾
性特性の決定

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

安部　利之 愛媛大学 准教授
頂点作用素代数のオービフォールド模型の有限性に
関する研究

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

磯部　友彦 愛媛大学 講師
海洋魚類生態系におけるハロゲン化・非ハロゲン化難
燃剤の生物濃縮特性の解明

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

宇戸　寿幸 愛媛大学 講師
変換画像のビットプレーン特性に基づく映像符号化・
復号化の研究開発

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

永井　彩子 愛媛大学 その他
脂腺細胞の新規分泌膜小胞セボゾームの生成、分泌
機構の解明

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

垣内　拓大 愛媛大学 助教
金属・金属酸化物高誘電体超薄膜の表面界面近傍に
特異な局所価電子状態の定量的観測

4,810,000 4,290,000 520,000

梶原　克彦 愛媛大学 講師
移民外国人問題の争点化と「国家・民族関係」の影響
に関する国制史的研究

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

吉江　直樹 愛媛大学 その他
環境変化に対する沿岸生態系・物質循環の応答機構
の解明

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

宮脇　さおり 愛媛大学 その他 皮膚構成細胞に対するＬＥＤの作用メカニズムの解析 4,030,000 1,560,000 2,470,000

桑山　靖弘 愛媛大学 助教
マルチメガバールでの超高圧実験に基づく地球の内
核の不均質構造の起源

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

原口　竜摩 愛媛大学 助教
胎児性上皮組織『総排泄腔』に着目した泌尿生殖系
平滑筋成分の発生研究

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

古川　慎哉 愛媛大学 講師
睡眠呼吸障害が糖尿病患者のうつ症状に及ぼす影響
に関する多施設共同疫学研究

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

高木　太郎 愛媛大学 その他
ＥＳ細胞由来神経幹細胞を用いた、虚血性難聴に対
する革新的な再生療法の開発

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

佐々木　正治 愛媛大学 助教
中国古代における鉄器生産と都市・集落発展の関係
に関する研究

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

三吉　秀充 愛媛大学 助教 初期須恵器の生産・流通に関する実証的調査研究 2,340,000 650,000 1,690,000

三宅　映己 愛媛大学 その他
トランス脂肪酸が肝臓での発癌、抗原特異的な免疫
機能に与える影響の解明

4,420,000 2,600,000 1,820,000
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山田　明寛 愛媛大学 研究員
含水珪酸塩融体の高圧中性子回折による構造決定と
その技術開発

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

山本　祐司 愛媛大学 その他 磁力を用いた新たな温熱化学療法の開発 2,080,000 1,300,000 780,000

糸岡　夕里 愛媛大学 講師
教員養成段階に求められる体育教師の省察能力の
ルーブリック作成

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

朱　鵬翔 愛媛大学 助教
ＥＳ細胞由来神経幹細胞を用いた、脳性麻痺に対する
革新的な神経再生療法の開発

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

松本　美紀 愛媛大学 その他 公共事業における災害リスク軽減効果の便益推計 4,420,000 2,340,000 2,080,000

森　貴子 愛媛大学 准教授
中世初期イングランドにおける地域社会の形成ーミッ
ドランドの人的ネットワークー

3,510,000 1,300,000 2,210,000

森　万純 愛媛大学 助教
術後急性期患者に対する身体抑制の実施および解除
に至る判断基準モデルの構築

1,560,000 910,000 650,000

西　甲介 愛媛大学 助教
加水分解酵素による殺虫剤の解毒代謝を解明してヒト
と実験動物との種差を検証する

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

西脇　寿 愛媛大学 助教 クサカゲロウ由来麻痺成分の構造活性相関 3,640,000 2,210,000 1,430,000

石橋　千英 愛媛大学 助教
高時間分解・空間分解能を有する分光装置の構築と
局所場での新奇光化学反応制御

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

大藤　弘明 愛媛大学 助教 六方晶ダイヤモンドのバルク焼結体合成と物性評価 4,290,000 2,600,000 1,690,000

大内　智博 愛媛大学 研究員
高温高圧下でのかんらん石の変形実験による上部マ
ントルの流動パターンの解明

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

鍛冶澤　賢 愛媛大学 研究員
銀河進化の激動期における銀河の星質量成長過程
の解明

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

中村　悦大 愛媛大学 准教授 有権者の政党対立構造認識はいつ変化したのか 1,950,000 1,170,000 780,000

田野　智之 愛媛大学 その他
口腔癌術後補助療法における樹状細胞ワクチン療法
の有用性に関する検討

4,290,000 3,510,000 780,000

徳永　彩未 愛媛大学 研究員
ダイオキシンによる自己免疫疾患感受性規定因子の
解析

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

徳永　順士 愛媛大学 研究員
スポロゾイト特異的ロプトリー蛋白質欠損原虫作出に
よるマラリアの宿主侵入機構の解析

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

入田　純 愛媛大学 その他
急性腎障害におけるトロンビン切断型オステオポンチ
ンの役割と抑制効果の解明

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

武森　信暁 愛媛大学 研究員
がん細胞の薬剤耐性診断に向けた絶対定量プロテ
オーム解析基盤の構築

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

福田　喜彦 愛媛大学 講師
昭和戦前期の歴史教育情報メディアによる学知の創
出とその体系化に関する研究

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

平田　孝志 愛媛大学 助教
物理層の影響を考慮した動的な光ネットワーク制御技
術

3,380,000 1,430,000 1,950,000

平田　務 愛媛大学 講師 扁桃体形成におけるＰａｘ６の機能の解明 4,290,000 2,340,000 1,950,000

北村　真一 愛媛大学 准教授
リンホシスチスウイルス感染による宿主細胞の肥大化
機構の解明

4,420,000 2,600,000 1,820,000
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堀内　史枝 愛媛大学 助教
定型発達児ならびに発達障害児の不眠に対する認知
行動療法的アプローチ法の開発

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

國弘　忠生 愛媛大学 研究員
海洋堆積物中微生物の有機物分解に果たす役割と底
生動物への有機物転送への寄与の解明

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

崔　英靖 愛媛大学 准教授
クラウド化とプラットフォーム化の進展が地方の情報
サービス企業に与える影響の研究

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

永野　高志 高知大学 助教
ハロゲン化物イオンの酸化還元特性を利用する触媒
的酸化カップリング反応の開発

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

榎　勇人 高知大学 その他
高齢者の体幹姿勢と歩行の質（歩幅距離や速度など）
との関係調査と歩行指導の開発研究

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

関田　諭子 高知大学 准教授
サンゴ―褐虫藻共生系における白化および共生メカ
ニズムの微細形態学的解析による解明

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

佐竹　宏文 高知大学 その他
前立腺癌におけるＩＳＧ１５の分子メカニズムの解析と
発癌に関わる原因ウイルスの探求

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

砂長　毅 高知大学 助教 群体ホヤの生殖系列細胞が新生する仕組み 4,680,000 2,340,000 2,340,000

斎藤　卓也 高知大学 助教
センターボーテックス描像による強相関クォークグ
ルーオンプラズマの研究

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

笹部　衣里 高知大学 助教
ＥｐｈｒｉｎＢ２を標的とした脈管新生抑制による口腔癌の
制御

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

山口　晴生 高知大学 准教授
赤潮を引き起こす海洋植物プランクトンは未知なる経
路でリン源を獲得するのか

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

山口　奈緒子 高知大学 助教
ストレスによる社会行動変容におけるオキシトシン－
オキシトシン受容体システムの役割

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

山本　雅樹 高知大学 助教
ＧＬＰ－１による中枢性交感神経系賦活における孤束
核ノルアドレナリン神経系の役割

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

山本　裕二 高知大学 助教
古地磁気強度データベース刷新のためのマイクロ波
着磁／消磁システムの実用化

4,160,000 910,000 3,250,000

氏家　由利香 高知大学 研究員
浮遊性有孔虫の生物多様性と炭素循環の関係の解
明

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

上神　貴佳 高知大学 准教授
自民党総裁選出過程の研究―２０００年代の変化を中
心に―

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

上野　大勢 高知大学 准教授
コメの亜鉛強化への応用を目指したイネの亜鉛輸送
の分子機構解明

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

政平　訓貴 高知大学 助教
Ｏｌｉｇ２陽性細胞から選択的に誘導したニューロンを用
いた神経再生医療の基礎的検討

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

清水　孝洋 高知大学 助教
脳内大麻による中枢性交感神経ー副腎髄質系賦活抑
制作用の脳内機序解明

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

村田　芳博 高知大学 助教
妊娠を保障するフェロモン記憶の解明：副嗅球単一
ニューロンの可塑的変化の解析

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

中澤　純治 高知大学 准教授
地域産業連関表の推計におけるノン・サーベイ手法の
有効性に関する研究

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

田村　賢司 高知大学 助教
前立腺癌で高発現する新規バイオマーカーＸの機能
解析とその臨床応用

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

田中　健二朗 高知大学 助教
ストレス反応における脳内プロスタノイド産生のメカニ
ズム

1,300,000 650,000 650,000
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島村　芳子 高知大学 その他
腎疾患におけるオートファジーとサーチュインの病態
への関与と新規治療薬の開発

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

島田　希 高知大学 講師
ミドル・リーダーによるメンタリングを支援するリフレク
ションシートの開発

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

福永　賀予 高知大学 助教
肝虚血再灌流における急激な血糖上昇の機序の解明
とその予防策の検討

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

福島　篤 高知大学 助教
摂食行動を調節する視床下部ニューロンにおける脱リ
ン酸化酵素ＴＣＰＴＰの役割

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

矢田部　智昭 高知大学 助教
周術期の炭水化物摂取による消化管粘膜保護作用と
インスリン抵抗性改善作用の検討

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

柳林　信彦 高知大学 准教授
アメリカ分権的教育改革の新しい展開における学区教
育委員会の役割の再定義

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

有川　幹彦 高知大学 助教
副交感神経活動による抗炎症作用の分子機序解明と
大動脈瘤の非侵襲的制圧への応用

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

李　康広 高知大学 その他
口腔癌治療における磁性ナノ粒子　（Ｆｅ３Ｏ４）　の応
用

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

一木　薫 福岡教育大学 講師
特別支援学校における重複障害教育のカリキュラム
開発

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

山崎　聖司 福岡教育大学 准教授
キュウリの性分化における雄蕊・雌蕊原基の退化に働
く新規ＭＭＰ遺伝子の単離と解析

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

山田　伸之 福岡教育大学 准教授
シームレス化を目指す理科・地震防災教育にドラマ性
を取入れた体感し学ぶ教育実践研究

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

川口　俊明 福岡教育大学 准教授
初等教育における教育機会の不平等と学校教育の効
果に関する研究

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

竹元　規人 福岡教育大学 准教授 『古史辨』派の発展的研究 2,730,000 780,000 1,950,000

丁子　かおる 福岡教育大学 准教授
生活基盤型保育における知的教育の研究―造形の
遊びから学力を可視化する―

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

ＶＡＮ・ＵＹＴＳ
ＥＬ　Ｓ

九州大学 准教授
競争法、公的執行機関、及び民間当事者ーより実効
的な相互関係を目指してー

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

阿部　康久 九州大学 准教授
中国における企業立地環境の変化と立地調整に関す
る研究

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

安川　圭司 九州大学 助教
生体内レドックス・酸素濃度の高解像度３Ｄマッピング
法の開発

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

安田　琢麿 九州大学 准教授
液晶半導体のナノ超構造形成を利用した光電変換シ
ステムの構築

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

伊東　文祥 九州大学 研究員
ＰＴＥＮ欠損によるＴ細胞性腫瘍の発症・進展機構と治
療戦略

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

伊藤　浩司 九州大学 助教
心不全患者における認知障害機序の解明と治療法開
発

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

井上　光平 九州大学 助教 異形状テンソルデータの一括処理に関する研究 3,770,000 1,430,000 2,340,000

井上　博之 九州大学 助教
癌幹細胞を標的とした新規ＧＭ－ＣＳＦ遺伝子導入ＩＰ
Ｓ細胞ワクチン療法の開発

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

井藤　奈央子 九州大学 助教
ヘノッホ・シェーンライン紫斑病および紫斑病性腎炎の
発症に関与する自然免疫系の解明

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

710



（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

一戸　猛志 九州大学 助教 インフラマゾームによるＲＮＡウイルス認識機構の解析 4,290,000 2,210,000 2,080,000

稲永　俊介 九州大学 その他
データ圧縮に基づく高速パラメタ化文字列照合技法の
開発

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

臼井　一晃 九州大学 助教 光制御型塩基触媒の開発とその応用研究 4,290,000 2,210,000 2,080,000

臼元　洋介 九州大学 助教
測色値や解剖所見を用いた死後経過時間推定式の
精度向上

4,290,000 3,510,000 780,000

永田　公二 九州大学 助教
自家間葉系幹細胞を用いた先天性横隔膜ヘルニアの
低形成肺に対する再生医療

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

益尾　知佐子 九州大学 准教授
中国における対外政策の全体的な調整・決定・執行メ
カニズム

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

塩川　浩輝 九州大学 助教
インビボパッチクランプ法による大脳皮質体性感覚野
への麻酔薬作用機序の解明

4,550,000 4,290,000 260,000

奥村　泰志 九州大学 准教授
トラックエッチング膜とナノビーズによるラチェット膜お
よび交流駆動電気浸透流ポンプ

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

横田　慎吾 九州大学 助教 精密重合による多糖分子配向基材の界面機能設計 4,550,000 3,120,000 1,430,000

王　冬 九州大学 その他 Ｇｅ結晶への局所歪み技術の開発とトランジスタ応用 4,550,000 3,380,000 1,170,000

王　冰 九州大学 研究員
口腔粘膜上皮における新規メカノセンサー機構の解
明

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

岡安　崇史 九州大学 准教授
多様な土壌条件に対応し得る三次元耕うんシミュレー
タの開発

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

岡田　貴充 九州大学 助教
ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤ＳＡＨＡのオートファ
ジー細胞死誘導機構の解析

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

沖　真弥 九州大学 助教
着床直後のマウス胚におけるＮｏｄａｌ／ＦＧＦシグナル
標的遺伝子の探索

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

河邉　佳典 九州大学 助教
トランスジェニック鳥類作製技術を用いたＴＧＦβ含有
卵によるアレルギー治療法の開発

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

郭　維倫 九州大学 研究員
東アジア都市における屋外商業密集地区の在り方に
関する研究

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

鎌滝　晋礼 九州大学 助教
プラズマ揺らぎとナノ界面特性揺らぎの相互作用ダイ
ナミックス

4,680,000 3,900,000 780,000

関　善弘 九州大学 研究員
神経免疫異常による統合失調症発症機構としてのエ
ピジェネティック異常

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

丸田　道人 九州大学 助教
新しい表面改質法を用いた操作性と強度を調和させ
たアパタイトセメントの調製

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

岩下　靖孝 九州大学 助教 非熱的揺動力による新しいコロイドメゾ構造の創成 4,680,000 3,770,000 910,000

吉田　久美 九州大学 その他
宿主ゲノムへの挿入がない単一造血系遺伝病に対す
る安全な遺伝子治療法の開発

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

吉田　敬 九州大学 助教
磁気ナノ粒子のブラウン緩和を用いた迅速・高感度な
バイオ免疫センサの開発

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

宮坂　義浩 九州大学 研究員
癌間質制御の新しいアプローチ―膵間質細胞のセネ
センスと間葉系幹細胞誘導の関わり―

4,160,000 2,080,000 2,080,000
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宮崎　勝徳 九州大学 助教 硝子体手術併用による新規高効率遺伝子治療開発 4,160,000 2,210,000 1,950,000

宮崎　裕子 九州大学 研究員
『石清水物語』第三系統諸伝本に関する本文研究及
び校本作成

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

宮崎　良平 九州大学 助教
静脈麻酔薬が血管平滑筋のアンジオテンシンⅡ受容
体に及ぼす影響の検討

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

宮野　佳 九州大学 研究員
殺菌に重要な食細胞ＮＡＤＰＨオキシダーゼを構成す
る膜蛋白質の相互作用機構の解析

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

弓削　こずえ 九州大学 助教 作物の生体電位を用いた対話型灌漑手法の確立 4,420,000 2,470,000 1,950,000

玉井　宏樹 九州大学 助教
打音・表面振動・弾性波の相関性に着目した鋼板巻
立て橋脚の点検診断技術の確立

3,510,000 2,730,000 780,000

金山　素平 九州大学 助教
微小領域における地盤の力学的挙動の定量的評価と
その応用

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

金城　直 九州大学 その他
肝硬変患者における脾臓摘出術後門脈血栓症の分
子的機序の解明とその臨床応用

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

金川　慎治 九州大学 助教
原子価互変異性現象を用いた分子性磁性・誘電体の
研究

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

熊谷　康顕 九州大学 研究員
膵臓ガンを標的とした治療ー診断一体型ナノデバイス
の開発

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

原　恵美 九州大学 准教授
フランス信託の財産構造：ヨーロッパにおける信託法
統一化の試みとの関連において

3,380,000 780,000 2,600,000

原田　昌佳 九州大学 准教授
水質汚濁により寡少な水中光環境下にある閉鎖性水
域の水圏環境修復システムの開発

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

古野　裕史 九州大学 助教
触媒及び反応媒体の完全回収・再利用によるゼロエ
ミッション型不斉合成システムの開発

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

恒松　良祐 九州大学 助教
対立遺伝子間遺伝子発現相違に起因する子宮体癌
発症メカニズムの解明

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

江上　拓哉 九州大学 研究員
エンドサイトーシスからのエスケープ機能を装備した新
規治療用人工ウイルスの開発

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

高　靖 九州大学 助教
開口分泌モデルを用いた新規分子のリン酸化制御に
おける役割解明研究

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

高原　正和 九州大学 講師
皮膚における、抗真菌薬の新しい抗炎症・レドックス制
御作用に関する研究

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

高崎　伸也 九州大学 助教
ＴＦＡＭを中心としたヒトミトコンドリアヌクレオイドの構
造および機能の解明

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

高山　幸久 九州大学 その他
新たな磁気共鳴撮像法を用いた定量的な関節軟骨障
害の早期検出・重症度評価法の開発

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

高木　俊輔 九州大学 その他 フロベニウス分裂の代数幾何学への応用 4,420,000 1,820,000 2,600,000

佐藤　可織 九州大学 助教
雲微物理構造の時空間分布及び雲の維持機構の解
明

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

三浦　由恵 九州大学 研究員
トランスポゾンを用いた遺伝子治療法開発のための基
礎的研究

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

山下　孝二 九州大学 助教
高磁場ＭＲＩを用いた微小再発真珠腫の検出法および
術前診断支援システムの開発

3,900,000 2,080,000 1,820,000
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山座　治義 九州大学 講師 生物学的母子関係の解明に関する研究 3,900,000 2,340,000 1,560,000

山内　盛泰 九州大学 研究員
甲状腺未分化癌の治療法確立に向けて（ＳＬＥ関連遺
伝子Ｉｆｉ２０２の治療への応用）

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

山内　由紀子 九州大学 助教
有限時間ビザンチン故障に対する耐故障分散アルゴ
リズムに関する研究

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

山尾　大 九州大学 講師
ポスト・コンフリクト期イラクにおける国家建設の包括
的研究

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

山本　剛 九州大学 准教授
粒子－粒子間付着力を利用した連続再生式ＰＭ２．５
除去装置に関する研究

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

篠原　義憲 九州大学 その他 培養セメント芽細胞を用いたセメント質の再生 4,160,000 2,080,000 2,080,000

春藤　淳臣 九州大学 その他
高分子の側鎖配向による構造キラリティーの発現・制
御と刺激増幅型キラル識別への展開

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

小貫　有紀子 九州大学 その他
大学教育における学習成果ベースの学生支援モデル
構築に関する研究

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

小崎　智照 九州大学 助教
メラトニン分泌開始位相を維持する日中の光特性に関
する研究

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

小島　立 九州大学 准教授
文化政策における知的財産法の役割：その意義と限
界について

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

小野田　雄介 九州大学 その他
日本産樹木の形質評価に基づいた樹木の分布と共存
メカニズムの解明

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

松下　智直 九州大学 その他
植物の光受容体フィトクロムＢのＮ末端領域が形成す
る光信号伝達複合体の生化学的解析

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

松根　英樹 九州大学 助教
新規プロセスに基づいた銀ナノワイヤからなる次世代
型導電膜の作製法の構築

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

松瀬　大 九州大学 その他
間葉系細胞から分化・誘導した脳移行性シュワン細胞
による中枢神経脱髄性疾患の治療

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

松尾　真太朗 九州大学 助教
２方向加力に対する外ダイアフラム形式柱梁接合部
の弾塑性挙動と設計法

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

松本　健司 九州大学 助教
量子ドット標識による高感度蛍光プローブの簡便合成
法の開発

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

松本　浩一 九州大学 准教授
不完全制御と不確定モデルによるリスク管理問題の
研究

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

上野　聡 九州大学 助教
電子求引基を有するアルキル鎖のβ位におけるメチ
レン基酸化法の開発

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

城内　文吾 九州大学 助教
リンパ管脂質輸送制御因子の探索とメタボリックシンド
ローム予防への展開

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

新井　しのぶ 九州大学 研究員
心筋症の新たな重症化因子としてのａｐｏＥの役割の
解明

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

森　健 九州大学 助教
次世代タンパク質用デリバリー素材：タンパク質を温和
に保持し放出するナノマシン

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

森高　正博 九州大学 助教 青果物契約取引の継続性・安定性の解明 1,690,000 1,040,000 650,000

森山　大樹 九州大学 研究員
膵癌抑制効果を有する特異的間質細胞の同定および
新規膵癌治療法の開発

4,290,000 2,080,000 2,210,000
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森本　浩之 九州大学 助教
非活性化型炭素－水素結合の直接的求核的活性化
を基盤とする触媒的不斉付加反応の開発

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

神野　洋平 九州大学 その他
補綴前骨増生治療用新規スポンジ状骨補填材の開発
―新術式に向けた研究―

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

秦　暢宏 九州大学 助教
次世代シークエンサーによるグリオーマＬＯＨ領域の
網羅的解析

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

成田　一人 九州大学 助教
振動一方向凝固法によるシリコンインゴットの結晶粒
径制御

4,420,000 3,640,000 780,000

星野　友 九州大学 助教 モノクローナルプラスチック抗体調製法の確立 4,680,000 2,990,000 1,690,000

西山　貴史 九州大学 助教 組成傾斜薄膜を利用した２次元熱ダイオードの創製 4,550,000 3,250,000 1,300,000

西出　隆志 九州大学 助教 分散環境に適した効率的な暗号データ共有法の研究 2,600,000 1,040,000 1,560,000

西田　伸 九州大学 研究員
比較分子系統地理学によるカブトガニと共生ウズムシ
の共進化および集団史の解明

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

石井　加奈子 九州大学 その他
子宮内発育遅延児の成長ホルモン治療による代謝・
免疫学的応答と遺伝学的背景の解析

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

赤坂　幸一 九州大学 准教授 議会法・議会先例の形成過程の解明 1,950,000 1,300,000 650,000

千葉　貴人 九州大学 研究員
ロイコトリエン受容体を皮膚バリア機能の改善に応用
する

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

川野　真太郎 九州大学 助教
ΔＮｐ６３を介した上皮ー間葉転換による口腔扁平上
皮癌の発生、浸潤、転移機構の解明

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

浅野　光一 九州大学 助教
潰瘍性大腸炎関連遺伝子多型の機能解析と治療効
果への応用

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

増田　弘毅 九州大学 助教
ジャンプ過程に対する統計的漸近推測理論の構築と
その応用

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

村上　絢子 九州大学 研究員
新規骨代謝制御分子の歯槽骨リモデリング機構にお
ける役割

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

村上　大輔 九州大学 その他
経口免疫寛容剤を用いたスギ花粉症に対する減感作
治療の検討

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

村西　良太 九州大学 准教授 グローバル化に伴う議会権限の現代的変容 1,950,000 650,000 1,300,000

大寺　秀典 九州大学 助教
ミトコンドリアの分裂機構：分裂サイトの初期形成から
膜分裂までの解明

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

大西　修 九州大学 准教授 超極少カーフロスを実現するシリコンスライシング 4,550,000 3,640,000 910,000

大石　善丈 九州大学 助教 卵巣明細胞腺癌の生物学的特性の解明 4,030,000 1,690,000 2,340,000

瀧本　智仁 九州大学 その他
小児自己免疫疾患における粘膜免疫系の機能解明と
粘膜誘導型免疫寛容療法の開発

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

池田　毅 九州大学 助教
口周辺の機能を利用した二次元同時アナログ入力イ
ンターフェースの提案と評価

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

竹下　徹 九州大学 助教 健康評価の指針となる口腔常在フローラの探索 4,290,000 2,340,000 1,950,000
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竹内　あかり 九州大学 研究員
表面カルシウム修飾による歯科用インプラント材料の
骨伝導性制御法の開発

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

中原　浩之 九州大学 准教授
コンクリート充填鋼管柱のせん断破壊性状に関する基
礎的研究

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

中原　剛士 九州大学 助教
皮膚悪性腫瘍微小環境が樹状細胞を介した免疫反応
に与える影響の解析

3,120,000 1,560,000 1,560,000

中村　大輔 九州大学 准教授 干渉光学系を利用したＺｎＯナノワイヤの配列制御 4,290,000 2,600,000 1,690,000

中田　真佐男 九州大学 准教授
決済手段の選択に関する消費者の意思決定行動の
研究

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

中島　裕典 九州大学 助教 固体酸化物形燃料電池のセル内電流分布の解明 4,550,000 2,730,000 1,820,000

中野　覚 九州大学 研究員
脈波衝撃投与ＤＤＳカテーテルとナノＤＤＳの融合によ
る新しい血管内治療の研究開発

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

中野　貴子 九州大学 研究員
難治性慢性閉塞性肺疾患に対する肺再生治療法の
開発

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

中野　道彦 九州大学 助教
誘電泳動インピーダンス計測と抗原抗体反応を用い
たウイルス検出法の開発

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

町田　真美 九州大学 助教
銀河ガス円盤の磁気流体数値実験：磁気浮上ルー
プ・渦状腕衝撃波による粒子加速の寄与

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

鳥飼　浩平 九州大学 助教
梯子状ポリエーテル類のエーテル酸素原子が生物活
性に及ぼす影響の解明

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

直野　章子 九州大学 准教授
受忍と犠牲――戦後補償制度と戦死者追悼における
国民創出の制度と文法

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

塚本　美鈴 九州大学 助教
長崎県における結核患者発見の遅れとその背景につ
いての調査

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

辻　康孝 九州大学 助教
複雑制約を有する組合せ計画問題に対する群知能
適化手法とその鉄道輸送分野への実践

1,430,000 780,000 650,000

鶴田　滋 九州大学 准教授
共有者の内部紛争における固有必要的共同訴訟の
構造・手続規律

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

的場　哲哉 九州大学 助教
単球Ｍ１／Ｍ２分化制御による大動脈瘤進展・破裂に
対する新しいナノ治療法の研究開発

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

田代　泰隆 九州大学 その他
拡張現実による可視化を用いたリアルタイム関節鏡手
術支援システムの開発

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

田中　光晴 九州大学 助教
韓国における教育政策過程に関する実証的研究－塾
規制政策の解明と分析

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

田中　太氏 九州大学 准教授
ゆらぎ解析法による造船所の歩行路環境の安全性評
価に関する研究

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

田畑　栄一 九州大学 研究員
タンパク質ナノ構造体を利用したｓｉＲＮＡ送達システム
の開発

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

田畑　香織
（佐々木香織）

九州大学 助教
新規抗ガン剤開発に向けたヘパラナーゼの構造基盤
の解明

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

島崎　洋平 九州大学 助教
プロテオミクスを用いたシャトネラ赤潮消長関連タンパ
ク質の探索

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

東川　甲平 九州大学 助教
次世代高温超伝導線材の電力応用への基盤技術と
なる高速・高分解能・非破壊評価技術

4,420,000 3,380,000 1,040,000
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藤井　義久 九州大学 助教
サイズ効果を用いた高プロトン伝導高分子電解質膜
の創成とメカニズム解析

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

藤岡　薫（小
野寺薫）

九州大学 その他 分子計算を利用した新しい計算体系の理論的解析 2,860,000 1,300,000 1,560,000

藤野　泰寛 九州大学 助教
シリカ微粒子を用いたワンステップなタンパク質発現・
精製システムの創成

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

二神　泰基 九州大学 その他
糸状菌のもつＯー結合型糖鎖付加タンパク質の同定
と機能解明

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

白石　充典 九州大学 助教
抗ヒスタミン薬の阻害機構解明に向けたヒスタミン受
容体の高分解能結晶構造解析

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

畑埜　晃平 九州大学 助教
ランキング問題のためのブースティング・オンライン予
測手法とその応用

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

板垣　奈穂 九州大学 准教授
酸窒化物超格子のピエゾ電界を利用した室温動作エ
キシトニクスデバイスの創成

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

浜崎　昭行 九州大学 助教
金と担体が協同的に活性を発揮する酸化物担持金ナ
ノ粒子触媒の創生

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

富田　健太郎 九州大学 助教
ガス遮断器への新材料適用におけるアーク特性の研
究

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

武井　孝行 九州大学 助教
生体と類似の毛細血管網および再生医療用重厚三次
元臓器創製技術の開発

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

武田　知起 九州大学 助教
ダイオキシンによる性未成熟誘起の機構：ＧｎＲＨ低下
のインプリンティングの寄与

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

武富　孝治 九州大学 助教
ＭＡＰキナーゼ経路制御因子Ｓｐｒｏｕｔｙによる舌癌増殖
／転移抑制機構の解明

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

服部　新 九州大学 助教 ｐ進クリスタリン表現の合同関係 3,380,000 1,040,000 2,340,000

福田　隆男 九州大学 その他
新規エナメル基質蛋白会合分子を標的とした歯周組
織再生のプロテオーム創薬

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

兵藤　文紀 九州大学 准教授
生体電子伝達体をプローブとするミトコンドリア機能可
視化法の開発

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

平井　智康 九州大学 その他
精密重合による特殊構造高分子の合成とその表面化
剤としての応用

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

平野　昭吾 九州大学 助教 統合失調症患者における音声処理についての研究 4,290,000 2,730,000 1,560,000

米津　幸太郎 九州大学 助教
熱水性金鉱床の生成プロセスの可視化とレアメタル資
源開発への応用

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

峯　洋二 九州大学 助教
マイクロ材料試験による準安定オーステナイト系ステ
ンレス鋼の水素脆化機構の解明

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

豊嶋　健史 九州大学 助教
サイトケラチンは口腔癌難治症例の新たな予後因子と
なりうるか？

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

末吉　誠 九州大学 助教
外洋設置型柔軟構造体の数値シミュレーションに関す
る研究

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

牟田　修 九州大学 准教授
ＭＩＭＯ通信における送信ピーク電力を考慮した信号
処理に関する研究

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

野間　誠司 九州大学 助教
バイオフィルムの形成を阻害する新規糖付加ペプチド
の機能解析と利用

4,680,000 3,380,000 1,300,000
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野村　久子 九州大学 講師
資本支援プログラム―歴史的農業構築物の保全と企
業的支援の日英比較研究

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

野村　亮太 九州大学 助教
対話を取り入れた授業を実現する熟練教師の「わざ」
の可視化と修練方法の確立

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

野中　洋 九州大学 その他
細胞間情報伝達物質の蛍光イメージングを可能にす
る機能性核酸センサーの開発

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

李　海文 九州大学 准教授
ホウ素系錯体水素化物の基礎研究―水素放出・再吸
蔵反応の機構解明と促進

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

立石　貴久 九州大学 助教
ＦＵＳ遺伝子変異を伴う家族性ＡＬＳにおける転写因子
核移行障害の解明

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

立川　雄也 九州大学 その他
固体高分子形燃料電池の新型触媒における性能の
評価を目的とした数値解析

2,340,000 1,170,000 1,170,000

劉　暁輝 九州大学 研究員
低分子量内分泌かく乱化学物質のオーファン核内受
容体結合性の迅速解析

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

林田　淳之介 九州大学 助教
口腔扁平苔癬の発症および病態形成に関わるＴ細胞
ネットワークの解析

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

鈴木　華子 九州大学 その他
口腔扁平上皮癌のリンパ節転移におけるポドプラニン
の生物学的意義

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

鈴木　宏和 九州大学 准教授 微生物被メチル化塩基配列の汎用的分析基盤の創出 4,680,000 4,030,000 650,000

和田　裕子 九州大学 助教
上皮間葉相互作用におけるＴｈｙｍｏｓｉｎβ１０と４の機
能解析と歯の再生への応用

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

實松　敬介 九州大学 助教 甘味受容体と味覚修飾物質の相互作用解析 4,030,000 2,080,000 1,950,000

廣田　有子 九州大学 助教
ハエ培養細胞を用いた新規オートファジー関連遺伝子
の網羅的同定および機能解析

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

櫻井　慎一郎 九州大学 その他
らせんポリマーブラシを用いた電気信号によるキラル
認識

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

齊藤　秀俊 九州大学 助教 マイクロＲＮＡによるミクログリア活性化制御の解明 4,290,000 2,210,000 2,080,000

河野　英昭 九州工業大学 助教
弱視者支援のための知的視覚情報フィルタリングに関
する研究

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

宮瀬　紘平 九州工業大学 助教
高速ＬＳＩの信号伝搬速度検査対象経路の正確性およ
び網羅性向上に関する研究

3,510,000 2,600,000 910,000

小林　順 九州工業大学 助教
自立的な機能訓練を支援するリハビリテーション機器
に関する研究

2,730,000 1,950,000 780,000

西郷　浩人 九州工業大学 准教授
大量のタンパク質リガンドデータより相互作用の構造
的特徴をマイニングする方法の開発

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

石原　大輔 九州工業大学 准教授
ハイブリッド強連成解析に基づくマイクロマシンの汎用
マルチフィジクスシミュレータ

4,290,000 520,000 3,770,000

大坪　義孝 九州工業大学 助教
活動電位と起動電位の動的関係に基づく味物質濃度
検出機構

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

塚本　和也 九州工業大学 助教
ＤＳＡ＋Ｖ２Ｖのためのネットワーク／クロスレイヤ協調
型トランスポートプロトコル

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

飯塚　秀明 九州工業大学 准教授
ネットワーク資源割り当て問題に関する非集中型不動
点 適化アルゴリズム

3,510,000 2,080,000 1,430,000
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堀尾　恵一 九州工業大学 准教授
時空間パターンの非線形マニフォールドによる表現と
ジェスチャー認識への適用

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

井手　貴雄 佐賀大学 助教
癌細胞選択的アポトーシス活性化小分子化合物を用
いた新規胃癌治療の確立

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

永家　忠司 佐賀大学 研究員
過疎地に所在する文化遺産の防犯環境設計の視点
による実態把握とその課題

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

横地　奈菜 佐賀大学 研究員
ビブリオ　バルニフィカス由来抗菌物質の単離及び性
状解析

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

久保田　寧 佐賀大学 助教
新規細胞表面分子Ｐｌｘｄｃ２を指標とする造血幹細胞
の局在とそのニッチの解明

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

久留　和成 佐賀大学 助教
脳幹における食欲抑制ペプチド、ＧＬＰ－１分泌細胞の
分子生物学的解析

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

宮本　英揮 佐賀大学 准教授
時間領域透過法（ＴＤＴ）による土壌水分・ＥＣ計測手法
の検討

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

栗林　佳代 佐賀大学 准教授
子の利益を中心とした共同親権制度に関する解釈論・
立法論－フランス法を視座として－

2,600,000 1,430,000 130,000 1,170,000

高　炎輝 佐賀大学 助教
磁壁移動を考慮した積層鉄芯の異常渦電流損のモデ
リング手法の開発

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

高橋　智 佐賀大学 准教授
精密宇宙観測および素粒子論に基づく初期宇宙進化
の探求

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

高橋　和敏 佐賀大学 准教授
ドープ制御したグラフェンにおける非占有電子状態と
超高速電子緩和ダイナミクスの解明

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

三好　祐輔 佐賀大学 准教授
企業関係者間の利益分配問題に関する実証研究（日
米英の比較）

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

西　和盛 佐賀大学 その他
茶業における消費ニーズ適合的な生産計画・販売戦
略の構築に関する研究

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

西郡　大 佐賀大学 准教授
高大接続の観点からみる高等学校普通科のキャリア
教育に関する実証的研究

2,600,000 650,000 1,950,000

西田　裕一郎 佐賀大学 助教
リポ蛋白リパーゼトランスジェニックウサギを用いたエ
ネルギー代謝研究

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

石川　慎一郎 佐賀大学 助教
ｓｉＲＮＡによる緑内障モデルラットにおける視神経節保
護効果の検討

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

大塚　泰史 佐賀大学 助教
ベックウィズ・ビーデマン症候群の父性ダイソミー多様
性と腎泌尿器症状の関連性の解明

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

中村　淳 佐賀大学 その他
ＴＦＦ１をターゲットとした胃癌腹膜播種の分子標的治
療に向けた基礎的研究

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

藤田　亜美 佐賀大学 准教授
ラット脊髄後角の痛覚情報伝達制御におけるＴＲＰ機
能のプロテアーゼ受容体による修飾

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

藤本　裕二 佐賀大学 助教
地域で暮らす精神障害者におけるリカバリーの関連要
因について

1,690,000 910,000 780,000

内田　慎哉 佐賀大学 助教
非破壊評価技術を援用したコンクリート構造物の新し
い劣化予測システムの構築

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

品川　優 佐賀大学 准教授 韓国の直接支払制度の改編に関する実証研究 2,470,000 910,000 1,560,000

網谷　綾香 佐賀大学 准教授
教師の成長を促す教育研修教材「教育相談クロス
ロード」の開発とその有用性の検証

3,510,000 1,040,000 2,470,000
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庵谷　治男 長崎大学 助教
現場主導の利益管理における会計情報の役割に関す
る研究

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

稲冨　千亜紀 長崎大学 助教
グルタレドキシンの酸化還元制御と心筋細胞における
抗アポトーシス効果の解析

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

永江　誠治 長崎大学 助教
児童精神科で薬物療法を受けている子どもを対象とし
た心理教育プログラムの実証的研究

4,030,000 650,000 3,380,000

下崎　康治 長崎大学 助教
転写ネットワーク制御による成体脳神経幹細胞の未
分化維持・破綻の分子機構解明

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

加藤　健太郎 長崎大学 助教
糖ペプチドを用いた腸管寄生原虫による糖鎖認識機
構の解明

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

河野　広朗 長崎大学 助教
深海環境に生息する微生物資源を利用した抗ウイル
ス活性の探索

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

関野　元裕 長崎大学 助教
敗血症における微小循環の病態解明：腸管血流と舌
下血流の関連性

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

吉永　泰周 長崎大学 助教
ＭＭＰｓの細胞接着分子破壊を基盤としたＣ５ａによる
接合上皮破壊機序の解明

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

郷田　秀一郎 長崎大学 准教授 孔形成タンパク質の多量体化機構の解明 4,550,000 2,860,000 1,690,000

原　肇秀 長崎大学 助教
免疫複合体病におけるユビキチン－プロテアソームシ
ステムの役割の解析

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

荒木　利卓 長崎大学 助教
初期臨床研修医における医療倫理教育の現状に関す
る調査

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

高橋　圭介 長崎大学 助教
Ｃ－Ｈアミノ化反応を活用するグルタミン酸受容体アン
タゴニスト活性天然物の合成研究

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

高木　幸則 長崎大学 助教
ＭＲＩおよび超音波診断を用いたＩｇＧ４関連疾患唾液
腺の診断・治療効果判定基準

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

今村　圭文 長崎大学 助教
アスペルギルス・バイオフィルムに対する宿主免疫応
答メカニズムの解明

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

佐藤　啓子 長崎大学 助教 歯周病原細菌の病原タンパク質分泌機構の解明 4,290,000 3,120,000 1,170,000

佐野　和憲 長崎大学 助教
孤発性クロイツフェルトヤコブ病におけるプリオン自然
発生機構の解明

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

坂本　憲穂 長崎大学 助教
間質性肺炎急性増悪におけるデフェンシンの役割の
解明

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

三浦　史郎 長崎大学 助教
５３ＢＰ１核内フォーカスを用いた食道上皮内腫瘍にお
ける遺伝子不安定性の特徴解析

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

三嶋　博之 長崎大学 研究員
ユビキチン－プロテアソーム系に注目した口唇口蓋裂
へのゲノミクス的アプローチ

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

柴田　孝之 長崎大学 助教
抗癌剤の副作用リスクをスクリーニング検査できる新
規蛍光誘導体化法の開発

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

小野　大輔 長崎大学 その他
優れた形態保持力ならびにリモデリング活性を有する
生体模倣β‐ＴＣＰの創製

1,430,000 910,000 520,000

庄子　幹郎 長崎大学 助教
歯周病細菌における新規の糖蛋白質生成機構の解
明

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

松波　勲 長崎大学 助教
マイクロ波／ミリ波を用いたＵＷＢ車載レーダのため
のレーダシステムモデルの開発

4,550,000 2,860,000 1,690,000
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上地　玄一郎 長崎大学 助教
無細胞発現系による抗Ｈ５Ｎ１ヒト型ＩｇＧ抗体の発現と
高中和活性化

3,510,000 2,210,000 1,300,000

森永　芳智 長崎大学 助教
過剰炎症による肺炎重症化機序の解明と抗炎症治療
への展開

2,340,000 1,820,000 520,000

森田　十和子
（永田十和子

長崎大学 研究員
インフルエンザウイルス・肺炎球菌重複感染マウスに
おけるマクロライド系抗菌薬の効果

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

森本　陽介 長崎大学 その他
ステロイド筋症に対する低強度筋収縮運動と温熱刺
激を併用した新たな治療の効果を探る

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

西岡　健治 長崎大学 助教
気道過敏性に対する麻酔薬の作用解析―強制オシ
レーション法を用いて

4,160,000 3,250,000 910,000

西野　友哉 長崎大学 助教
腹膜線維症に於けるエピジェネティック制御機構の関
与と新治療戦略

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

石坂　俊輔 長崎大学 その他
正常型プリオン蛋白に注目した脳梗塞に対する神経
再生医療

3,900,000 1,950,000 1,950,000

赤澤　諭 長崎大学 その他 ＩＲＦ－４を標的とした１型糖尿病の新規治療法の開発 2,730,000 2,210,000 780,000 520,000

川崎　涼子 長崎大学 助教
訪問看護師の倫理的ジレンマ実態調査およびバーン
アウトとの関連

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

大場　誠悟 長崎大学 助教
ホーミング分子を組み込んだ末梢血単核球細胞によ
る骨再生

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

谷村　進 長崎大学 助教 新規細胞運動制御因子ＳＨ３Ｐ２の機能解析 4,420,000 2,730,000 1,690,000

梯　裕恵 長崎大学 助教
口腔扁平上皮癌におけるタンパク質分解酵素と樹状
細胞の役割に関する研究

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

田中　基大 長崎大学 助教
矯正力による歯の移動時の歯槽骨改造速度の定量と

適矯正力の決定
4,160,000 2,470,000 1,690,000

都築　中 長崎大学 研究員
天敵生物（ケンミジンコ）を用いたデング媒介蚊防除法
の効果および便益性の解明

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

藤澤　隆史 長崎大学 助教
感情の表出強度に伴う処理能力の評価系確立と脳・
内分泌メカニズムの解明

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

飯島　美夏 長崎大学 准教授 植物由来多糖ヒドロゲルの水分蒸発と性能安定性 4,420,000 3,250,000 1,170,000

比嘉　由紀子 長崎大学 助教
日本におけるウィルス感染症媒介蚊の分布と影響を
及ぼす環境要因の解明

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

福田　智美 長崎大学 助教
真珠腫性中耳炎に対する免疫療法の開発：新モデル
開発

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

福留　真紀 長崎大学 准教授 将軍側近から見た徳川幕府の政治構造 4,420,000 1,430,000 2,990,000

福留　誠 長崎大学 助教
生理活性オリゴペプチドを認識する螺旋形ナノチュー
ブの創製

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

堀江　一郎 長崎大学 その他
自己免疫性甲状腺疾患におけるエフェクターＴ細胞の
機能解析研究

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

堀江　信貴 長崎大学 助教
脳梗塞における幹細胞移植療法の効率効果向上を目
指した時期特異性、領域特異性の解明

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

末廣　史雄 長崎大学 助教
遺伝子解析による間葉系幹細胞の骨分化能評価法
の開発

4,290,000 3,120,000 1,170,000
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門田　耕一郎 長崎大学 助教
禁煙後に生じる体重増加と便秘の解明：下部消化管
運動能や安静時代謝量からの分析

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

柳井　武志 長崎大学 助教
磁歪誘導軟磁性効果を利用した新原理超磁歪材料の
開発

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

柳本　惣市 長崎大学 講師
癌幹細胞マーカーとしてのＥｐＣＡＭをターゲットとした
口腔癌分子標的治療の研究

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

有馬　和彦 長崎大学 助教
新規プロテアソーム機能不全症から解明するプロテア
ソームの正常機能

3,510,000 1,300,000 2,210,000

林川　美由樹 長崎大学 准教授 非財務情報の任意開示に関する経営者行動分析 4,160,000 2,210,000 1,950,000

鈴木　正敏 長崎大学 研究員
がん治療における放射線増感を目指したＤＮＡ損傷シ
グナル増幅の分子機序の解明

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

六反田　賢 長崎大学 助教
Ｒｕｎｘファミリーの共役因子Ｃｂｆｂの骨格および歯の発
生における機能解析

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

兒玉　幸修 長崎大学 助教
関節リウマチをモデルとした局所型新規遺伝子医薬
品の開発

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

阿部　健 熊本大学 准教授 代数的ベクトル束のモジュライの研究 4,420,000 1,300,000 3,120,000

井形　元維 熊本大学 その他
ＣＲＥＢ転写共役因子ＣＲＴＣ３の脂肪細胞分化・肥大
化における役割の検討

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

井上　俊洋 熊本大学 助教
線維柱帯の圧感受性を規定する細胞骨格および細胞
接着の変化に関わる因子の網羅的研究

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

永井　孝幸 熊本大学 准教授
高解像度教育コンテンツ映像の活用に向けた映像加
工システム基盤の構築

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

王　斗艶 熊本大学 その他
水中パルス放電に伴う各種物理現象によるスサビノリ
遺伝子活性化のメカニズム解明

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

岡部　弘尚 熊本大学 その他
肝内胆管癌における癌関連線維芽細胞（ＣＡＦ）の分
離・機能解析と治療標的の検索

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

柿添　豊 熊本大学 研究員
アルドステロンによる腎障害に対するセリンプロテアー
ゼの機能解明と治療応用

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

岩槻　政晃 熊本大学 助教
胃癌腹膜播種を規定する新たなｍｉｃｒｏＲＮＡ－ｇｅｎｅ
ｐａｔｈｗａｙの解明

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

菊池　哲平 熊本大学 准教授
自閉症スペクトラム障害におけるソーシャルブレイン
障害の解明と療育方法の開発

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

吉田　佳代 熊本大学 助教
フォトボイスを用いた妊婦のメンタルヘルス支援の検
討

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

吉武　義泰 熊本大学 その他
口腔癌の新規腫瘍拒絶抗原を標的としたペプチドワク
チン療法の確立

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

菰原　義弘 熊本大学 助教
がん細胞とマクロファージの細胞間相互作用に注目し
た新規予後予測因子の探索

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

高橋　慶太郎 熊本大学 准教授 宇宙磁場の起源に関する理論的・観測的研究 3,380,000 1,300,000 2,080,000

高宗　康隆 熊本大学 その他
ＡＤＡＭ１７活性による口腔癌転移機構の解析と治療
への応用

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

佐々木　満 熊本大学 准教授
非可食バイオマスから脂肪族・芳香族カルボン酸類の
新規環境軽負荷合成技術の創出

4,550,000 2,340,000 2,210,000
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佐藤　義則 熊本大学 研究員
ＨＬＡ発現ヒト免疫構築マウスを用いたＨＩＶ感染モデル
マウスの作製と免疫応答の解析

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

坂田　聡 熊本大学 助教
調音状態をフィードバックする発話訓練システムの開
発

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

三木　梨可 熊本大学 研究員
膵β細胞の再生におけるＥｐｉｐｌａｋｉｎ１陽性細胞の役
割

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

三輪　徹 熊本大学 その他
ポリアルギニンとＨＡ２を用いた胎生期内耳（耳胞）へ
の蛋白質導入法

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

寺林　健 熊本大学 研究員
キネシンモータータンパク質による後腎間葉分化制御
の解明

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

首藤　剛 熊本大学 講師
Ｄｅｒｌｉｎ１またはＨＲＤ１による疾患関連ＡＢＣトランス
ポーターの翻訳後発現調節

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

松田　真生 熊本大学 准教授 スピン転移による電界発光消失の機構解明 4,550,000 2,860,000 1,690,000

城野　博史 熊本大学 講師
新規慢性炎症制御因子ＣＹＬＤ機能低下の肺線維化
における意味論の展開

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

新森　加納子 熊本大学 助教
翻訳後修飾プロテオミクス解析による肺小細胞癌の分
化・増殖機構の分子基盤解明

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

神人　正寿 熊本大学 講師 各種皮膚疾患における血清マイクロＲＮＡの検討 4,160,000 2,210,000 1,950,000

水口　惣平 熊本大学 研究員
Ｃ．ｅｌｅｇａｎｓ幹細胞株樹立と腫瘍・糖鎖遺伝子発現制
御による腫瘍モデルへの応用

4,290,000 3,640,000 650,000 650,000

瀬ノ口　隆文 熊本大学 その他
単球におけるインスリン作用とＮＦ―ｋＢ活性の糖尿病
発症機序への関与の検討

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

石川　勇人 熊本大学 准教授
不斉有機触媒反応を鍵反応とする生物活性化合物の
全合成

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

石塚　洋一 熊本大学 助教
薬剤性肝傷害の新規治療戦略としての小胞体ストレ
ス－ＣＨＯＰ経路の制御

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

川原　浩一 熊本大学 助教
抗炎症性２型ミクログリアの選択的活性化によるアル
ツハイマー病治療法の開発

4,290,000 2,730,000 1,560,000

川路　隆博 熊本大学 講師
トランスサイレチンに着目した緑内障の病態解明と濾
過手術合併症の克服に関する研究

4,160,000 2,600,000 1,560,000

増田　仁 熊本大学 講師
保育による地域への介入過程に関する社会学的研究
―保育の「誕生」から全域化まで―

3,250,000 1,170,000 2,080,000

大平　慎一 熊本大学 准教授
高速液体クロマトグラフィーのためのキャリブレーショ
ンフリーな検出法の開発

4,290,000 2,080,000 2,210,000

谷口　貴章 熊本大学 助教
セリアナノシートおよびセリア層状体の構築による超
活性触媒の開発

4,160,000 2,600,000 1,560,000

中川　順子 熊本大学 准教授
近世イングランド帰化制度の変遷とその重要性・近世
的特徴

3,640,000 1,690,000 1,950,000

中村　照也 熊本大学 助教 ヒトα１ー酸性糖蛋白質の薬物結合機構の解明 4,290,000 2,470,000 1,820,000

天野　将之 熊本大学 その他
ＨＩＶの薬剤耐性発現に伴うＧａｇ蛋白自壊の分子学
的・構造学的解析

4,290,000 2,730,000 1,560,000

渡邊　博志 熊本大学 講師
尿毒症物質による薬物動態制御タンパク質機能調節
を考慮した薬物の新規個別化投与設計

4,420,000 2,600,000 1,820,000
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藤原　章雄 熊本大学 助教
マクロファージ活性化制御に基づく天然化合物による
生活習慣病の治療戦略

4,160,000 2,210,000 1,950,000

藤田　雅紀 熊本大学 その他
海洋メタゲノムからの金属結合物質シデロフォアの生
合成遺伝子探索と異宿主生産

4,420,000 3,380,000 1,040,000

日野　信次朗 熊本大学 助教
栄養環境依存性ヒストン脱メチル化酵素による肥満エ
ピゲノム形成機序の研究

4,550,000 2,470,000 2,080,000

福島　聡 熊本大学 助教
多能性幹細胞由来樹状細胞を用いたメラノーマに対
する免疫療法の開発

4,160,000 2,210,000 1,950,000

平手　良和 熊本大学 助教
着床前胚の位置依存的なＨｉｐｐｏ経路制御機構の解
明

4,550,000 2,730,000 1,820,000

平田　真一 熊本大学 助教 ＮＩＲＳを用いた認知症の早期鑑別・診断 1,950,000 910,000 1,040,000

平田　真哉 熊本大学 その他
病的ＣＤ８陽性Ｔ細胞を標的とする新規抗原特異的免
疫抑制療法の開発

4,290,000 2,340,000 1,950,000

平島　浩太郎 熊本大学 その他
ｍＴＯＲは食道扁平上皮癌において分子標的療法のｔ
ａｒｇｅｔになりうるか？

4,290,000 2,730,000 1,560,000

望月　伸竜 熊本大学 その他 過去６千年間の地球磁場強度変動の研究 3,900,000 2,990,000 910,000

北畠　正大 熊本大学 助教
Ｇ５ＰＲ過剰発現マウスにおけるＢ１細胞異常増加と自
己免疫疾患発症機構の解明

4,030,000 2,340,000 1,690,000

末吉　哲郎 熊本大学 助教
アシストピン導入による１次元ピン含有高温超伝導薄
膜の高臨界電流密度化

3,510,000 2,340,000 1,170,000

野崎　俊光 熊本大学 助教
血管内皮機能障害のシグナル解析と薬物治療法の研
究

4,160,000 2,340,000 1,820,000

圓山　琢也 熊本大学 准教授
貨物輸送の誘発交通も考慮した実用的な需要変動型
予測モデルの構築と検証

3,770,000 1,690,000 2,080,000

井上　享 大分大学 その他 終末期腎癌の進行にかかわるゲノム異常の同定 3,640,000 2,210,000 1,430,000

塩田　星児 大分大学 助教 ピロリ菌病原性に関わる新たなＩＶ型分泌装置の解明 4,160,000 2,210,000 1,950,000

加藤　愛子 大分大学 助教
デルマトポンチン・フィブロネクチン・細胞増殖因子を
用いた新しい創傷治療法の開発

3,770,000 2,470,000 1,300,000

加藤　典生 大分大学 講師 サプライヤーにおける原価企画の導入問題 1,820,000 650,000 1,170,000

花田　克浩 大分大学 助教
ダメージを受けたＤＮＡ複製フォークの修復機構の解
明

4,550,000 2,860,000 1,690,000

垣田　裕介 大分大学 准教授
ホームレス・生活困窮者の包括的支援に向けた政策
枠組みの検討および理論的分析の展開

4,290,000 1,820,000 2,470,000

栗原　央流 大分大学 准教授
ラグランジュ形式による非球形気泡群の運動を記述す
る力学モデルの構築

2,990,000 1,170,000 1,820,000

古賀　寛教 大分大学 その他
新規αリポ酸誘導体を用いた敗血症に対する抗酸化
療法の開発

4,160,000 2,080,000 2,080,000

後藤　雄治 大分大学 准教授
交流磁界を使用した高張力ボルトの緩み非破壊検査
法の開発

4,680,000 2,730,000 1,950,000

甲斐　祐一郎 大分大学 その他
応力・磁気ひずみ効果による磁気特性制御のための
材料評価システムの開発

4,680,000 3,900,000 780,000
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黒田　明子 大分大学 助教
アレイＣＧＨ法による粘膜下浸潤胃癌におけるゲノム
コピー数異常の網羅的解析

4,160,000 1,950,000 2,210,000

山本　俊介 大分大学 助教
肝虚血再灌流障害時におけるビタミンＥ誘導体ＥＴＳ―
ＧＳ投与の改善効果の検討

4,030,000 2,080,000 1,950,000

篠原　徹二 大分大学 その他
糖尿病モデル動物の心房細動発生におけるＩｆチャネ
ルリモデリングの役割

3,120,000 1,690,000 1,430,000

住野　泰弘 大分大学 助教
加齢に伴うＴＮＦ－α発現量の増加と外尿道括約筋に
おけるアポトーシスとの関連性

4,290,000 2,860,000 1,430,000

森下　覚 大分大学 その他
「教育実習」と「体験的プログラム」における学生の学
習過程の分析

1,690,000 910,000 780,000

須崎　友紀 大分大学 助教
プロドラッグを代謝する薬物代謝酵素の遺伝的多型の
臨床的意義について

4,420,000 2,080,000 2,340,000

石川　一志 大分大学 助教 エピプラキンは腫瘍悪性度を調節するか？ 4,290,000 3,120,000 1,170,000

大山　哲司 大分大学 助教
母集団特性値推定のための事前・補助情報を組み込
む新しい層別推定量の開発と応用

2,080,000 780,000 1,300,000

大野　貴雄 大分大学 講師 距離空間上の２つの変動指数をもつ関数空間 1,430,000 650,000 780,000

藤田　佳吾 大分大学 助教
慢性副鼻腔炎における制御性Ｔ細胞およびＴＨ１７細
胞による炎症遷延化の検討

2,080,000 1,040,000 1,040,000

日下　淳也 大分大学 助教
新規ビタミンＥ誘導体ＥＴＳ－ＧＳを用いた腎虚血再灌
流障害への治療法の開発

4,420,000 2,470,000 1,950,000

平井　和明 大分大学 助手
看護系大学における犯罪被害者支援に関する教育の
実態調査

1,560,000 780,000 780,000

麻生　良太 大分大学 講師
時間的広がりを持った感情理解の発達プロセスの解
明

2,600,000 1,690,000 910,000

綿田　雅秀 大分大学 その他
ヘリコバクター・ピロリ菌の病原遺伝子判定キットの開
発

4,290,000 2,470,000 1,820,000

木村　俊秀 大分大学 助教
ＧＤＰ型Ｒａｂ２７ａエフェクター間のクロストークによる
顆粒膜動態制御の解明

4,160,000 1,560,000 2,600,000

野田　謙二 大分大学 助教
ＮＫＴ細胞による上気道粘膜免疫応答の誘導・制御の
解析と経鼻ワクチンへの応用

3,640,000 1,950,000 1,690,000

井口　純 宮崎大学 助教
既存血清型では分類できない腸管出血性大腸菌の網
羅的解析

4,420,000 2,860,000 1,560,000

井田　隆徳 宮崎大学 助教
新規生理活性ペプチドの発見と応用ーモデル生物を
利用してー

4,550,000 2,860,000 1,690,000

塩満　智子 宮崎大学 助教
中年者のための自己チェック型転倒予防ツールの開
発

2,340,000 1,040,000 1,300,000

河野　智哉 宮崎大学 助教 サイトカインネットワークを利用した魚病診断法の確立 4,550,000 2,860,000 1,690,000

蒲原　真澄 宮崎大学 助教 運動器の健康に着目した新たな健康づくり対策 2,860,000 1,040,000 1,820,000

高橋　伸育 宮崎大学 助教
膵癌の浸潤、転移に関与するＷｎｔ関連遺伝子の機能
解析

4,160,000 2,340,000 1,820,000

阪口　義彦 宮崎大学 助教
ボツリヌス毒素伝達機構の解明に向けたファージゲノ
ムの解析

4,290,000 2,210,000 2,080,000
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山下　篤 宮崎大学 助教
アテローム血栓症に繋がる低酸素性応答と血栓形成
に関する研究

4,420,000 1,820,000 2,600,000

市川　朝永 宮崎大学 研究員
ＮＤＲＧ２欠損マウスは全身性ＡＫＴリン酸化によりが
んを含む各種成人病を引き起こす

4,290,000 2,210,000 2,080,000

秋枝　さやか 宮崎大学 助教
新規エネルギー代謝調節因子による抗肥満メカニズ
ムの解明

4,550,000 2,860,000 1,690,000

小椋　義俊 宮崎大学 助教
腸管出血性大腸菌における志賀毒素耐性機構の解
明

4,420,000 2,210,000 2,210,000

水畑　喜代子 宮崎大学 講師
遺伝医療における職種間連携を担う看護職の学習支
援のための基礎的研究

2,210,000 1,170,000 1,040,000

川口　真紀子 宮崎大学 助教
腸上皮における細胞膜結合型セリンプロテアーゼイン
ヒビターの生理的意義に関する研究

4,160,000 2,470,000 1,690,000

足立　文美恵 宮崎大学 講師 財産分与における「補償」の研究 3,640,000 1,170,000 2,470,000

大岡　唯祐 宮崎大学 助教
新規下痢原性病原菌Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ａｌｂｅｒｔｉｉのゲノム
及び病原性解析

4,420,000 2,730,000 1,690,000

中川　律 宮崎大学 講師
アメリカ連邦 高裁判例に見られる公教育に関する憲
法法理の歴史研究

2,600,000 1,040,000 1,560,000

中畑　新吾 宮崎大学 助教
ＮＤＲＧ２に着目した癌におけるＰＩ３Ｋ／Ａｋｔシグナル
伝達異常の解明

4,420,000 2,730,000 1,690,000

長安　英治 宮崎大学 助教
動物寄生線虫の持つ細菌様フェロケラターゼ（鉄挿入
酵素）の解析

4,420,000 2,730,000 1,690,000

田村　宏樹 宮崎大学 助教
難病患者生活の質向上のための眼電位を用いたマウ
スカーソル制御システムの開発

4,550,000 2,990,000 1,560,000

藤井　加那子 宮崎大学 助教
乳児期に聴覚障碍が疑われた児の親への看護支援
に関する研究

1,950,000 650,000 1,300,000

日野　真一郎 宮崎大学 助教 骨・軟骨形成における小胞体関連分解の生理的役割 4,420,000 2,730,000 1,690,000

尾上　幸造 宮崎大学 助教
鉄鋼スラグと天然ポゾランを活用した多孔質な海藻増
殖ブロックの開発

4,030,000 2,470,000 1,560,000

矢野　武志 宮崎大学 助教 敗血症性ショックに対する新規治療薬の開発 4,160,000 2,080,000 2,080,000

稲田　絵美 鹿児島大学 助教
小児の食事動作の発達を運動計測から解明する新た
な試み

4,290,000 3,510,000 780,000

薗村　貴弘 鹿児島大学 助教
味覚ＢＭＩの臨床応用に向けた味覚神経回路の機能
的かつ形態学的な解析

4,290,000 2,730,000 1,560,000

塩向　大作 鹿児島大学 助教
金属修復物直下のデュアルキュアレジンセメントの機
械的性質に及ぼす光照射の影響

4,030,000 3,250,000 780,000

横大道　聡 鹿児島大学 准教授
政治部門の憲法解釈の実態把握とその規範的意義に
ついての研究

1,430,000 780,000 650,000

王　宇清 鹿児島大学 その他
癌幹細胞を標的治療するＣＤ１３３反応性増殖型アデ
ノウイルスの開発

4,420,000 2,210,000 2,210,000

加地　彰人 鹿児島大学 助教
無歯顎者の義歯装着による嚥下時の呼吸パターンの
時間的検討

3,640,000 2,860,000 780,000

葛西　貴行 鹿児島大学 助教
骨芽細胞分の分化およびメカニカルストレス応答性に
おけるＡＭＰＫの役割

4,160,000 2,600,000 1,560,000

725



（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

丸山　浩美 鹿児島大学 助教
イメージ連成バイオメカニクスを応用したインプラント
治療における力学的安全性の保証

4,550,000 3,640,000 390,000 910,000

喜多　芳昭 鹿児島大学 その他
幹細胞ニッチからの食道扁平上皮癌リンパ節転移機
構の解明と治療

4,290,000 2,470,000 1,820,000

吉崎　隆之 鹿児島大学 その他 新規脂肪肝関連分子Ｖａｎｉｎ－１の機能解析 4,160,000 2,080,000 2,080,000

宮下　圭一 鹿児島大学 助教
粘膜ワクチンによるⅠ型アレルギーの誘導機序とその
制御に関する研究

4,290,000 2,470,000 1,820,000

今　由佳里 鹿児島大学 准教授
音楽表現力を育むための総合的アプローチに関する
実践的研究　スイスの教育からの示唆

780,000 520,000 260,000

山下　高明 鹿児島大学 助教 硝子体内投与薬物の眼組織障害の研究と臨床応用 4,160,000 2,210,000 1,950,000

山口　さおり 鹿児島大学 助教
ＨＴＬＶ－Ⅰ関連脊髄症患者のセルフマネジメントプロ
セス

1,950,000 650,000 1,300,000

山内　卓也 鹿児島大学 准教授 ガロア変形論と保型性問題の帰納的構造の研究 3,900,000 1,170,000 2,730,000

山本　雅達 鹿児島大学 助教
ＡＢＣＢ１０ノックアウトマウスを用いたヘム合成不全に
よるガン悪性化モデルの作製

4,290,000 2,730,000 1,560,000

山本　芳丈 鹿児島大学 助教
ＥＳ／ｉＰＳ細胞へのＭｓｘ２遺伝子導入後の骨芽細胞
への分化・機能活性に関する研究

3,640,000 1,820,000 1,820,000

児玉谷　仁 鹿児島大学 助教
浄水処理により生成するニトロソアミン類のサブｐｐｔレ
ベルでの動態解明

4,420,000 2,600,000 1,820,000

小薗　清香 鹿児島大学 その他
カンナビノイドアゴニストが歯周組織の治癒に及ぼす
影響およびメカニズムの解明

4,290,000 2,730,000 1,560,000

小山　徹平 鹿児島大学 助教
幻聴妄想症状への認知行動療法における各技法の
検討

1,690,000 520,000 1,170,000

小野　智司 鹿児島大学 准教授
システムと利用者の役割分担を動的に変更できる協
調型 適化方式の開発

4,420,000 3,510,000 910,000

松田　史代 鹿児島大学 助教
脳血管障害後の早期運動療法介入が脳の損傷と回
復に与える影響について

4,420,000 2,860,000 1,560,000

松尾　美樹 鹿児島大学 助教 黄色ブドウ球菌の口腔内定着機構の解明 4,290,000 2,600,000 1,690,000

植本　幸子 鹿児島大学 准教授 擬制信託における優先的取戻しの制限法理 3,120,000 650,000 2,470,000

新中須　真奈 鹿児島大学 その他
音声視覚化システムを用いた音声解析と言語療法応
用への試み

4,160,000 3,380,000 780,000

杉山　靖正 鹿児島大学 准教授
発酵食品の熟成期間における物質と微生物に関する
生物有機化学的研究

4,160,000 1,820,000 2,340,000

赤坂　恵理 鹿児島大学 その他
完全なＥＳ／ｉＰＳ細胞に由来する歯形成細胞誘導に
関する研究

4,160,000 1,820,000 2,340,000

千代丸　剛 鹿児島大学 その他
癌抑制マイクロＲＮＡを基点とした尿路上皮癌の新規
分子ネットワークの解明

4,290,000 3,120,000 1,170,000

村原　貞昭 鹿児島大学 助教
超熱伝導グラファイトフィラーによる義歯床用レジンの
コンポジット化

2,600,000 1,560,000 1,040,000

大山　陽子 鹿児島大学 その他
核内ＤＮＡ結合蛋白ＨＭＧＢ１による炎症の時空的拡
がり

4,290,000 2,210,000 2,080,000
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大島　一郎 鹿児島大学 助教
肉畜資源としての口之島野生化牛の高度利用に関す
る研究

4,550,000 3,510,000 780,000 1,040,000

達山　祥子 鹿児島大学 助教
歯髄象牙芽細胞複合体における痛覚の発生メカニズ
ムの解析

4,290,000 1,950,000 2,340,000

池田　龍二 鹿児島大学 その他
がん分子標的治療薬エルロチニブの耐性機構解明と
耐性克服薬剤の開発

3,510,000 1,560,000 1,950,000

中村　正幸 鹿児島大学 准教授
植物細胞壁糖タンパク質の糖鎖分解に関わるキサン
トモナス属菌由来新規酵素群の解析

2,340,000 1,300,000 1,040,000

中村　利明 鹿児島大学 助教
歯周組織再生に向けたｍＴＯＲを軸とした分子生物学
的基盤の確立に関する研究

4,160,000 2,470,000 1,690,000

長谷川　梢 鹿児島大学 助教
子宮内感染源としての歯周病原細菌の可能性とメカ
ニズムの解明

4,160,000 1,690,000 2,470,000

長谷川　麻衣
子

鹿児島大学 助教
慢性神経因性疼痛におけるＰＰＡＲｇａｍｍａシグナル
の役割

2,990,000 1,170,000 1,820,000

塗木　淳夫 鹿児島大学 助教
触覚と３次元仮想空間を利用した運動学習における
視覚と運動感覚の役割の解明

4,420,000 3,510,000 520,000 910,000

藤田　勉 鹿児島大学 准教授
体育授業における援助要請の発達的特徴と影響要因
の検討

1,560,000 910,000 650,000

白石　光也 鹿児島大学 准教授
神経毒性発現機序におけるＭＡＲＣＫＳの関与と神経
毒性マーカーへの応用

4,290,000 1,690,000 2,600,000

尾上　哲治 鹿児島大学 助教
溶融宇宙塵の化学組成から求める大気酸素分圧の時
代変遷

4,290,000 2,210,000 2,080,000

菱山　宏輔 鹿児島大学 准教授
インドネシアにおけるゲーテッド・コミュニティについて
の地域社会学的研究

3,900,000 1,690,000 2,210,000

米山　和良 鹿児島大学 助教
浮沈式生簀での養成を目標とした養殖クロマグロの遊
泳行動の分析

4,680,000 2,210,000 2,470,000

牧瀬　高穂 鹿児島大学 その他
スギ花粉症初期療法が鼻粘膜ヒスタミンＨ１受容体発
現に及ぼす効果と機序に関する研究

4,160,000 1,950,000 2,210,000

蓑部　悦子 鹿児島大学 助教
カルモジュリンをリンクさせた変異体を用いたＬ型Ｃａ
チャネルの活性調節機構の解析

4,290,000 2,210,000 2,080,000

齋田　倫範 鹿児島大学 助教
山地流域の地形・地質・土壌分類に基づく粒度別土砂
生産ポテンシャルの空間的評価

4,550,000 3,250,000 1,300,000

齊藤　一誠 鹿児島大学 准教授
乳歯歯髄細胞由来ｉＰＳ細胞を用いた遺伝子工学的手
法による歯髄幹細胞の単離

4,290,000 2,860,000 1,430,000

齊藤　陽子 鹿児島大学 助教
バイオリサイクルを考慮した過剰埋伏歯由来ｉＰＳ細胞
の樹立効率の検討

4,290,000 2,600,000 1,690,000

高井　洋平 鹿屋体育大学 助教
超音波法を用いた簡便な大腰筋形態および機能の定
量的および機能的評価方法の開発

4,420,000 2,860,000 1,560,000

高橋　仁大 鹿屋体育大学 講師
テニスの電子スコアブックによるパフォーマンス評価手
法の検討とコーチングへの応用

4,160,000 1,430,000 2,730,000

中本　浩揮 鹿屋体育大学 講師 運動修正技能の熟達に関わる中枢メカニズムの解明 3,900,000 1,560,000 2,340,000

和田　智仁 鹿屋体育大学 准教授
競技スポーツにおける情報通信技術活用のための教
育プログラム開発

4,030,000 1,690,000 2,340,000

我那覇　章 琉球大学 助教
沖縄県における前庭水管拡大症の遺伝学的特異性と
臨床応用に関する研究

4,290,000 2,340,000 1,950,000
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喜友名　朝則 琉球大学 助教 脳機能画像を用いた痙攣性発声障害の病態解明 4,160,000 1,690,000 2,470,000

久高　將晃 琉球大学 准教授
超越論的語用論における「道徳的規範」の究極的根
拠付けに関する研究

2,080,000 520,000 1,560,000

熊谷　幸久 琉球大学 講師
１９世紀のロンドン－地方都市間のビジネス・ネット
ワークの形成に関する事例研究

2,600,000 1,040,000 1,560,000

呉　世宗 琉球大学 講師
「難民」たちの文学活動―植民地期における朝鮮人の
日本語文学作品について

1,820,000 1,040,000 780,000

荒川　雅志 琉球大学 准教授 ヘルスツーリズムの有効性に関する実証研究 4,290,000 1,950,000 260,000 2,340,000

作道　章一 琉球大学 准教授
新規プリオン蛋白質（ＰｒＰ）ファミリーＳｈａｄｏｏとＰｒＰの
相互作用に関する研究

4,420,000 2,600,000 1,820,000

守田　昌哉 琉球大学 准教授
タンガニイカ湖産シクリッドにおける生殖行動の多様
化と精しょうタンパク質の進化

4,680,000 3,250,000 1,430,000

小西　照子 琉球大学 准教授 植物における細胞壁糖鎖生合成メカニズムの解明 4,550,000 2,210,000 2,340,000

松原　仁 琉球大学 助教
琉球石灰岩地盤のための高性能破壊力学シミュレー
タの開発～弾性から破壊まで～

2,990,000 1,040,000 1,950,000

照屋　俊明 琉球大学 准教授
サンゴ－海草混合群落の形成に関与する活性物質の
解明

4,160,000 2,080,000 2,080,000

新垣　久美子 琉球大学 その他
一酸化窒素合成酵素完全欠損マウスを用いた大動脈
瘤／大動脈解離発症の解明

4,160,000 1,300,000 2,860,000

神里　興太 琉球大学 その他
硫化水素による神経細胞保護の可能性－初代神経
細胞での検討－

4,290,000 2,470,000 1,820,000

赤嶺　有平 琉球大学 助教
均衡モデルに基づく階層型デマンドバスのミクロシミュ
レーション

4,030,000 1,300,000 2,730,000

浅海　竜司 琉球大学 その他
琉球サンゴの化学組成に基づいた産業革命以後の海
洋ｐＨの長期変動復元

4,420,000 2,600,000 1,820,000

大浜　郁子 琉球大学 講師
近代日本の沖縄と台湾における「旧慣」調査の比較研
究―田代安定関係資料に基づいて

4,290,000 1,820,000 2,470,000

仲村渠　将 琉球大学 助教
沖縄地方の農地水系における大気・水環境に配慮し
た沈砂池の維持管理に関する研究

4,550,000 2,470,000 2,080,000

辻　洋右 琉球大学 講師
プロスポーツチームのスポンサーとファンの相互影響
に関する研究

4,290,000 2,080,000 2,210,000

平良　清人 琉球大学 助教
ＡＴＬ既感染者に生じた菌状息肉症と、皮膚型ＡＴＬの
鑑別アルゴリズムの開発

4,160,000 1,170,000 2,990,000

北上田　源 琉球大学 その他
「移動する子どもたち」を対象とした中学校社会科教材
開発研究

4,290,000 1,300,000 2,990,000

北條　優 琉球大学 研究員
シロアリにおける防衛方法の多様性と分子進化に関
する研究

4,680,000 2,990,000 1,690,000

木島　真志 琉球大学 准教授
遺伝子汚染リスク下の森林経営～遺伝子組み換え樹
木導入意思決定メカニズムの解明

1,430,000 780,000 650,000

與那　篤史 琉球大学 助教 スマートグリッドのための太陽光発電設備運用手法 2,080,000 1,430,000 650,000

橋本　浩平 札幌医科大学 研究員
前立腺神経内分泌細胞による前立腺癌進展機構の
解明

4,160,000 1,950,000 2,210,000
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郷　充 札幌医科大学 講師
ヒト鼻咽腔粘膜上皮におけるＤＤＳを介する抗原提示
細胞の機能解析および分化誘導

4,290,000 2,730,000 1,560,000

栗村　雄一郎 札幌医科大学 研究員
尿路におけるサーファクタント蛋白質（ＳＰ－Ａ、ＳＰ－
Ｄ）の感染防御機構の解明

4,290,000 2,730,000 1,560,000

黒沼　幸治 札幌医科大学 助教
肺サーファクタント蛋白質Ａによる非感染性肺障害の
炎症制御

4,160,000 2,470,000 1,690,000

佐藤　亜紀子 札幌医科大学 助教
悪性黒色腫幹細胞の網羅的エピゲノム解析と新規分
子標的の同定

4,160,000 1,820,000 2,340,000

新谷　知久 札幌医科大学 助教
敗血症時の神経筋伝達能に関する病態生理の解明と
有効な治療法の確立

4,290,000 1,950,000 2,340,000

曽我部　陽平 札幌医科大学 研究員
口腔癌におけるＤＫＫ遺伝子の発現解析と分子標的
の開発

4,160,000 2,210,000 1,950,000

大國　毅 札幌医科大学 助教
上気道粘膜上皮におけるウイルス認識受容体を介し
た生体防御機構の検討

4,290,000 2,730,000 1,560,000

谷口　圭吾 札幌医科大学 講師
次世代イメージング法によるヒト神経筋セグメントの可
塑性評価と運動療法の基盤構築

4,160,000 1,950,000 2,210,000

池田　博 札幌医科大学 研究員
骨髄微小環境における骨髄腫細胞と単球及び骨髄ス
トローマの細胞との相互作用の解析

4,160,000 2,730,000 1,430,000

中村　幸雄 札幌医科大学 研究員
肝細胞移植が障害肝および外科侵襲に与える影響に
関する研究

4,290,000 2,730,000 1,560,000

能正　勝彦 札幌医科大学 助教
消化器癌の遺伝子異常の網羅的探索とそれらをター
ゲットにした標的治療の臨床への応用

4,160,000 2,210,000 1,950,000

肥田　時征 札幌医科大学 助教
メラノサイト・ケラチノサイト共培養系を用いた細胞間メ
ラノソーム転送機構の解析

4,420,000 1,300,000 3,120,000

名和　由布子 札幌医科大学 助教
ＧＡＢＡ受容体β３遺伝子多型解析によるプロポフォー
ルの作用機序の解明

4,160,000 3,380,000 780,000

野島　正寛 札幌医科大学 助教
症例対照研究による多発性骨髄腫のリスク要因と多
段階的エピジェネティクス異常の探索

4,290,000 2,210,000 2,080,000

三輪　加奈 釧路公立大学 講師
カンボジア貧困農村における子供の健康・栄養の改善
および平準化に関する実証分析

2,990,000 1,040,000 1,950,000

松浦　愛子 釧路公立大学 講師
１９世紀英国著作権法と戯曲出版の実践ー劇作家
ディオン・ブシコーを中心にー

2,080,000 1,430,000 650,000

生方　雅人 釧路公立大学 講師 高頻度時系列分析によるリスク評価への応用研究 1,690,000 910,000 780,000

ホセ　ナチェ
ル

公立はこだて未来大学 准教授
転写調節ネットワークにおけるモジュール性の出現解
明

1,820,000 1,040,000 780,000

金森　晶作 公立はこだて未来大学 研究員 地域に根付く科学フェスティバルモデルの構築 2,470,000 1,040,000 1,430,000

南部　美砂子 公立はこだて未来大学 准教授
重複障害者のコミュニケーションにおける環境知覚と
メタ認知的特性の分析

2,080,000 1,170,000 910,000

市川　正人 名寄市立大学 講師 乳幼児突然死症候群の知識と発症率との関連性 3,250,000 1,170,000 2,080,000

清水池　義治 名寄市立大学 講師
農産物における地域ブランド・アイデンティティの創造
および伝達方法の国際比較

4,290,000 2,210,000 2,080,000

船木　淳 青森県立保健大学 助手
フライトナースのシミュレーション看護教育プログラム
開発に関する研究

4,290,000 1,170,000 3,120,000
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廣森　直子 青森県立保健大学 助教 女性専門職のキャリア形成に関する実証的研究 3,900,000 1,170,000 2,730,000

蛎崎　奈津子 岩手県立大学 講師
日本人家族との関係構築を中心とした外国人妊産婦
のケアシステム構築に関する研究

1,950,000 650,000 1,300,000

茅野　恒秀 岩手県立大学 講師
環境サステイナビリティ「先進地」における地域社会の
応答に関する研究

3,120,000 910,000 2,210,000

佐藤　永欣 岩手県立大学 講師
地磁気・加速度センサによるスキージャンプ選手のモ
ニタリングシステムの研究開発

4,420,000 2,730,000 1,690,000

松田　浩一 岩手県立大学 講師
郷土芸能伝承のための連動に着目した技能の抽出・
可視化に関する研究

4,160,000 1,430,000 2,730,000

田辺　有理子 岩手県立大学 助教
精神科病棟で患者から暴力を受けた看護師への支援
に関する研究

2,080,000 780,000 1,300,000

金子　浩一 宮城大学 准教授
新学習指導要領に基づく高大接続教育の実態調査：
商業高校科目と経済経営系科目の関係

1,560,000 910,000 650,000

佐藤　大介 宮城大学 助教
前立腺がん患者の治療に対する意思決定を支援する
看護実践モデルの構築

5,590,000 2,470,000 3,120,000

石川　伸一 宮城大学 准教授
畜産食品の品質・機能向上を目的としたプロテオミク
スによるバイオマーカー探索

4,420,000 2,340,000 2,080,000

折笠　貴寛 宮城大学 助教
ＬＣＡ手法を考慮した青果物の遠赤外線乾燥の 適化
に関する研究

4,550,000 1,950,000 2,600,000

稲川　敬介 秋田県立大学 助教
消防広域化による救急車システム合併の効果の分析
と運用効率化のための研究

2,600,000 1,040,000 1,560,000

岡野　邦宏 秋田県立大学 助教
秋田県八郎湖におけるアオコ発生機構の解明に関す
る基礎的研究

4,550,000 3,380,000 1,170,000

佐々木　靖 秋田県立大学 その他
糖化残渣由来の木質資源を用いた新機能性を有する
混練型ＷＰＣの創製

1,560,000 1,170,000 390,000

小幡　昭彦 秋田県立大学 助教
サブストラクチャ擬似動的実験を用いた非線形弾性骨
組の残留変形に関する研究

3,770,000 1,950,000 1,820,000

石川　匡子 秋田県立大学 助教
塩の結晶粒径ならびににがり成分が食品の調理特性
に及ぼす影響

4,030,000 2,600,000 1,430,000

早川　敦 秋田県立大学 助教
硫黄高含有生態系における硫黄脱窒による窒素循環
と硫黄循環のリンク

4,550,000 2,600,000 1,950,000

矢野　哲也 秋田県立大学 助教
熱流体解析による補助循環システムの血液適合性評
価法の提案

3,900,000 2,600,000 1,300,000

山崎　直也 国際教養大学 助教
台湾における教育の多様化とその定着に関する研究
―教育改革の批判的再考の試みとして

3,510,000 1,430,000 2,080,000

伊藤　浩美 福島県立医科大学 助教 糖ペプチドライブラリーを活用した構造解析への応用 4,550,000 1,950,000 2,600,000

加藤　菜穂 福島県立医科大学 助教
下肢虚血再還流障害の病態解析～新たな治療法開
発を目指して～

3,640,000 650,000 2,990,000

樫村　省吾 福島県立医科大学 助教
食道癌センチネルリンパ節における樹状細胞活性化
動態とＴｈ１７／Ｔｒｅｇバランス

4,160,000 2,210,000 1,950,000

苅谷　慶喜 福島県立医科大学 助教
α６β４インテグリンによる癌の悪性形質発現機序の
解明

3,380,000 1,560,000 1,820,000

及川　雅啓 福島県立医科大学 研究員
慢性心不全に対する新たな治療戦略－ＰＤＥ３Ａ過剰
発現マウスによる検討－

4,290,000 2,340,000 1,950,000
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穴澤　貴行 福島県立医科大学 助教
細胞分離用酵素剤の 適化とイオンチャネル制御の
膵島移植への応用

4,160,000 2,080,000 2,080,000

荒井　斉祐 福島県立医科大学 助教
ホスホコリンシチジリルトランスフェラーゼの活性化制
御機構と分泌系機能調整の解析

4,160,000 2,210,000 1,950,000

今村　孝 福島県立医科大学 助教
慢性肺疾患発症予防への吸入ステロイド療法による
炎症性細胞とサイトカインとの関連

4,290,000 2,470,000 1,820,000

佐藤　秀三 福島県立医科大学 助教
ＮＰＳＬＥ及び自己免疫疾患の中枢神経病変における
抗ＴＰＩ抗体の研究と臨床応用

1,300,000 650,000 650,000

佐藤　崇匡 福島県立医科大学 助手
慢性心不全患者における心臓リハビリテーションの効
果

4,420,000 1,560,000 2,860,000

三坂　眞元 福島県立医科大学 助教
ナドロールを用いた薬物トランスポーターを介する薬
物相互作用のインビボ評価法の確立

4,290,000 2,210,000 2,080,000

山崎　幸子 福島県立医科大学 助教
高齢者の閉じこもりやうつを強化する家族特性の解
明：支援策検討のための地域縦断研究

1,950,000 1,170,000 780,000

小笠原　啓 福島県立医科大学 助教
臍帯血中ヒトグルココルチコイドレセプターの発現とス
テロイド抵抗性に関する検討

3,900,000 2,340,000 1,560,000

小島　彰 福島県立医科大学 助手 ５３２ｎｍ励起光を用いた眼底自発蛍光の定量的解析 2,990,000 2,340,000 650,000

小椋　正人 福島県立医科大学 助教
ミトコンドリア内ｃ－Ｓｒｃ活性制御に関わる新規相互作
用タンパク質の同定と機能解析

4,290,000 1,950,000 2,340,000

大島　謙吾 福島県立医科大学 助教
肺結核症における抗結核薬血中濃度測定の有用性
の検討

2,600,000 780,000 1,820,000

谷田部　淳一 福島県立医科大学 研究員
腎産生ＧＡＢＡの分泌調節が、高血圧の成因維持に果
たす役割の解明

4,030,000 1,560,000 2,470,000

谷田部　緑 福島県立医科大学 助手 腎臓のカルシウム輸送体の発現調節とリン代謝 2,080,000 1,040,000 1,040,000

町田　豪 福島県立医科大学 助教
補体セリンプロテアーゼＭＡＳＰ－１を標的としたルー
プス腎炎の新規治療戦略

4,420,000 2,080,000 2,340,000

野本　美香 福島県立医科大学 助手 自家軟骨細胞を用いた喉頭の軟骨欠損部の再生 3,900,000 1,560,000 2,340,000

鈴木　輝久 福島県立医科大学 助教 再生医療におけるハイブリッド３次元培養法の開発 4,030,000 1,950,000 2,080,000

鈴木　聡 福島県立医科大学 助教
心筋細胞傷害に対する新治療戦略：ＨＭＧＢ１マウス
を用いた検討

4,290,000 2,080,000 2,210,000

國井　泰人 福島県立医科大学 助教
統合失調症死後脳における異常タンパクの半網羅的
定量的プロファイル解析

3,900,000 1,560,000 2,340,000

小川　佳子 会津大学 准教授
月探査機かぐや／ＳＰスペクトルから鉱物情報を抽
出・可視化した新しいデータの作成

3,120,000 2,210,000 910,000

本田　親寿 会津大学 准教授
新しい月探査データを利用したクレーター生成率関数
の調査

3,250,000 1,950,000 1,300,000

滝澤　恵美 茨城県立医療大学 講師
直立二足歩行を行うヒトの股関節内転筋は内転作用
のために存在するのか？

4,030,000 2,600,000 1,430,000

津田　啓介 茨城県立医療大学 助教
核医学検査におけるがん病変の描出を 適化する分
割収集法による撮像技術の開発

4,160,000 3,640,000 1,300,000 520,000

梅澤　光政 茨城県立医療大学 助教
尿中バイオマーカーと循環器疾患リスクに関する疫学
研究

4,290,000 3,250,000 2,210,000 1,040,000
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堀田　和司 茨城県立医療大学 助教
老老介護世帯の在宅介護継続に向けた諸要因とコ
ミュニティとの関連

3,900,000 2,600,000 1,300,000

岩田　和之 高崎経済大学 講師
持続可能な都市政策：コンパクトシティの定量的総合
評価

2,470,000 1,430,000 1,040,000

石井　清輝 高崎経済大学 講師
街並み保存活動における地域的共同性と市民的公共
性：日台の比較社会学的研究

1,950,000 910,000 260,000 1,040,000

関村　オリエ 群馬県立女子大学 講師
都市郊外空間における住民の地域「参加」とジェン
ダー再編に関する研究

3,250,000 1,300,000 1,950,000

笹尾　久美子 埼玉県立大学 助教
義手を装着した切断肢の上肢機能評価バッテリーの
検討

2,860,000 1,560,000 1,300,000

新井　恵 埼玉県立大学 助教
特別養護老人ホームにおける介護職員と歯科衛生士
の口腔ケア連携体制に関する研究

2,470,000 1,560,000 910,000

石岡　俊之 埼玉県立大学 講師
内側前頭前野内の機能分化の解明と内側前頭前野
機能の評価法の開発

4,290,000 1,300,000 2,990,000

渡辺　朱理 埼玉県立大学 講師
歯科医療環境実態調査に基づく感染予防対策充実に
関する研究

4,290,000 1,820,000 2,470,000

平野　寛弥 埼玉県立大学 助教
公正な社会政策の実現に向けた総合的研究：「互酬
性」の観点から

2,340,000 1,170,000 1,170,000

平野　裕子 埼玉県立大学 助教
看取りケア充実に向けた死後の処置教育プログラム
の開発に関する研究

4,160,000 1,690,000 2,470,000

保科　寧子 埼玉県立大学 助教
複合的な生活課題をもつ在日外国人の生活課題の分
析とその支援方法の検討

1,560,000 650,000 910,000

竹下　安希子 千葉県立保健医療大学 助教
高齢者の認知機能に応じた地域活動プログラムの開
発

4,030,000 3,120,000 910,000

北川　良子 千葉県立保健医療大学 助教
出産・育児期にある助産師のキャリア発達促進のため
の基礎的研究

1,820,000 910,000 910,000

越　朋彦 首都大学東京 准教授 トマス・トラハーンと初期近代の手稿文化 1,690,000 910,000 780,000

河野　有理 首都大学東京 准教授 近代日本における再分配と社会的包摂の政治思想 3,120,000 1,430,000 1,690,000

岩本　宏之 首都大学東京 助教
多重壁構造におけるモードの局在化現象とその制御
応用

4,550,000 2,990,000 1,560,000

高橋　明子 首都大学東京 研究員
葉の被食防御物質を介した植物と植食性昆虫の相互
作用ネットワークの解明

3,770,000 2,860,000 910,000

高瀬　雅祥 首都大学東京 助教 特異な分極構造を有する新規π共役系化合物の創出 4,680,000 2,600,000 2,080,000

坂上　伸生 首都大学東京 研究員
森林土壌における菌核の空間分布特性の把握および
土壌炭素蓄積機能の評価

3,120,000 1,430,000 1,690,000

三島　正規 首都大学東京 准教授 チューブリンチロシンリガーゼの構造解析と応用 4,550,000 2,730,000 1,820,000

柴田　守 首都大学東京 助教
裁判員裁判の量刑判断に関する数量化モデルの基礎
的研究

4,030,000 1,820,000 2,210,000

酒井　高司 首都大学東京 助教
非平坦カラビ‐ヤウ多様体内の特殊ラグランジュ部分
多様体の研究

2,990,000 910,000 2,080,000

信太　奈美 首都大学東京 助教
障害者スポーツの社会的意義に基づいたマネジメント
モデルの提案

2,340,000 1,040,000 1,300,000
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新井　雅之 首都大学東京 助教
クリティカルエリアサンプリングによるＳｏＣの欠陥レベ
ル削減に関する研究

3,900,000 910,000 2,990,000

水越　康介 首都大学東京 准教授
ソーシャルメディアマーケティングに関する実践論的研
究

3,510,000 780,000 2,730,000

清水　準一 首都大学東京 准教授
訪問看護事業所の開示情報の活用及び調査方法の
改善等による在宅看護研究基盤の確立

1,820,000 1,040,000 780,000

西島　壮 首都大学東京 助教
運動が海馬機能を高める分子基盤の解明：細胞外プ
ロテアーゼに着目して

4,420,000 2,210,000 2,210,000

西藪　隆平 首都大学東京 助教
階層横断的自律構造を有する含ホウ素ソフト粒子の
合成と機能化開拓

4,550,000 2,210,000 2,340,000

石橋　良太 首都大学東京 助教
触覚受容器の動特性に着目した能動触センシングの
力学的解釈

4,420,000 2,470,000 1,950,000

赤穂　まなぶ 首都大学東京 助教
特異ラグランジュ部分多様体のフレアー理論における
モジュライの解析と代数構造の研究

3,900,000 1,170,000 2,730,000

川又　寛徳 首都大学東京 助教
健康な高齢者に対する作業療法プログラムの効果　ラ
ンダム化比較試験

2,730,000 2,080,000 650,000

倉田　陽平 首都大学東京 准教授
旅行者の写真撮影位置情報を利用した観光ポテン
シャルマップの構築と観光案内への応用

1,820,000 1,040,000 780,000

大野　健太郎 首都大学東京 助教
弾性波法を適用したコンクリート付着界面の損傷度評
価手法の開発

3,770,000 1,820,000 1,950,000

中嶋　吉弘 首都大学東京 助教
新規大気微量成分分析法を用いた植物より放出され
る揮発性有機化合物の計測

4,680,000 2,340,000 2,340,000

渡邉　英徳 首都大学東京 准教授
デジタル地球儀と拡張現実ソフトウェアを連携させた
デジタルアーカイブのデザイン手法

3,640,000 2,600,000 1,040,000

棟方　裕一 首都大学東京 助教
界面挙動の動的観察に基づく燃料電池用イオン液体
の設計

4,550,000 3,640,000 910,000

白井　直機 首都大学東京 助教
テイラーコーンを利用した大気圧コロナ放電の生成と
プラズマリアクタへの応用

4,160,000 2,340,000 1,820,000

北澤　武 首都大学東京 准教授
テスト観に基づくｍラーニング機能を構築したブレン
ディッドラーニングの開発と評価

4,160,000 1,560,000 2,600,000

堀田　周吾 首都大学東京 准教授
取調べの録音・録画制度のあり方および刑事司法に
及ぼす影響

1,170,000 910,000 260,000

矢部　直人 首都大学東京 助教
東京大都市圏における主婦の生活時間にインター
ネットの利用が与える影響

4,160,000 2,730,000 1,430,000

林　祐司 首都大学東京 准教授
大学新卒採用活動における「決めさせる選考」の実証
的検討

1,690,000 1,170,000 520,000

安村　和則 横浜市立大学 その他
口唇口蓋裂初回口唇形成術時の自己臍帯血由来間
葉系幹細胞移植による顎裂閉鎖の研究

4,290,000 3,640,000 650,000

遠藤　宏樹 横浜市立大学 助教
レプチンが大腸発がんに与える作用およびその分子メ
カニズムの解明

4,290,000 2,210,000 2,080,000

河越　龍方 横浜市立大学 その他 ベーチェット病の原因解明 4,290,000 2,860,000 1,430,000

吉見　竜介 横浜市立大学 その他
全身性エリテマトーデスにおける自己抗原ＴＲＩＭ２１の
治療標的としての可能性の検討

4,030,000 1,820,000 2,210,000

熊谷　研 横浜市立大学 助教
ＰＴＨによる骨折治癒促進効果と末梢血由来骨前駆細
胞関与のメカニズムに関する研究

3,640,000 1,950,000 1,690,000
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高橋　雅人 横浜市立大学 その他
相互作用解析による創薬スクリーニングのための微
量試料用差検出ＮＭＲプローブの開発

4,420,000 1,300,000 3,120,000

佐藤　隆 横浜市立大学 助教
微生物由来ＤＮＡを利用した吸入型炎症性肺疾患治
療薬の開発

4,290,000 3,510,000 520,000 780,000

山口　章 横浜市立大学 その他 ライソゾーム病における免疫異常の関与機構の解明 4,420,000 2,730,000 1,690,000

山口　由衣 横浜市立大学 助教 Ｐｅｒｉｏｓｔｉｎに着目した全身性強皮症の病態解析 4,290,000 2,210,000 2,080,000

市川　泰広 横浜市立大学 助手
血管リモデリング促進による未熟児動脈管開存症の
新規治療法開発

4,160,000 2,210,000 1,950,000

柴田　典子 横浜市立大学 准教授
ブランドの使用・所有行動を通した自己表現尺度の開
発

3,900,000 1,820,000 2,080,000

勝瀬　大海 横浜市立大学 助教
前頭側頭葉変性症の多様性についての臨床病理学
的研究

4,160,000 1,820,000 2,340,000

松尾　光祐 横浜市立大学 助教
ＰＴＰ１Ｂの薬剤誘発ＥＲストレスにおける役割の解明
と治療標的分子としての応用

4,030,000 2,470,000 1,560,000

松野　将宏 横浜市立大学 准教授
地域貢献型ベンチャーの創出に影響を及ぼす、起業
家による主観的要因の再検討

2,210,000 780,000 1,430,000

上野　康晴 横浜市立大学 助教
肝幹細胞における自己複製制御遺伝子群の探索と肝
発癌への寄与の検討

4,290,000 2,600,000 1,690,000

中村　元昭 横浜市立大学 その他
経頭蓋磁気刺激法の気分障害に対する治療プロト
コールの 適化と神経可塑性変化の検討

4,290,000 2,470,000 1,820,000

中村　昭伸 横浜市立大学 助教
臨床応用へ向けたグルコキナーゼ活性化薬の展望と
問題点

4,160,000 2,210,000 1,950,000

菱木　麻美 横浜市立大学 その他
ＤＮＡ損傷に応答してＰＣＮＡをユビキチン化するヒトＨ
ＬＴＦの構造生物学的研究

4,550,000 2,340,000 2,210,000

福村　英信 横浜市立大学 その他 新規磁性体を用いた温熱化学療法の開発 2,990,000 1,560,000 1,430,000

木村　弥生 横浜市立大学 その他
リン酸化によるプロテアソームの質的変動と機能調節
機構に関する研究

4,420,000 2,470,000 1,950,000

野崎　昭人 横浜市立大学 助教
新たなＣ型肝炎治療効果予測因子としてのインター
フェロンラムダ受容体発現の解析

2,340,000 910,000 1,430,000

立石　健祐 横浜市立大学 助教 内在性神経幹細胞の虚血後急性期応答解析 4,290,000 3,120,000 1,170,000

廣瀬　智威 横浜市立大学 助教
神経幹細胞の分裂モード制御における細胞極性制御
因子の機能解析

4,420,000 2,470,000 1,950,000

廣田　誠 横浜市立大学 准教授
骨組織誘導能を賦与したチタンファイバー綿製顎骨再
建材料の開発

4,290,000 3,250,000 1,040,000

渕上　壮太郎 横浜市立大学 助教
長時間全原子シミュレーションによるタンパク質揺らぎ
の解明

4,420,000 2,340,000 2,080,000

禹　哲漢 横浜市立大学 その他
ＫＲＡＳ変異・高増殖活性型肺腺癌の分子病理学的特
性の追求

3,900,000 2,340,000 1,560,000

丸山　幸恵
神奈川県立保健福祉大
学

助教
コンピテンシーに着目した実践的訪問看護能力の育
成に関する基礎的研究

2,470,000 910,000 1,560,000

五味　郁子
神奈川県立保健福祉大
学

講師
元ホームレス生活保護受給者の健康・栄養状態の実
態把握と食生活支援システムの開発

2,340,000 1,430,000 910,000
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石川　志麻
神奈川県立保健福祉大
学

助教
運動による介護予防事業委託の現状と市町村保健師
のマネジメント能力について

2,860,000 1,560,000 1,300,000

池田　恵
神奈川県立保健福祉大
学

助教
脂肪細胞分化スクリーニングによる食品由来のアディ
ポネクチン発現調節物質の探索

4,290,000 910,000 3,380,000

中村　英子
神奈川県立保健福祉大
学

助教
放射線治療を受ける頭頸部がん患者の口腔内セルフ
モニタリングシートの開発

1,690,000 1,040,000 650,000

片平　伸子 新潟県立看護大学 講師 小規模多機能型居宅介護における効果的な看護提供 2,210,000 910,000 1,300,000

櫻井　信人 新潟県立看護大学 助教
自死遺族支援グループを運営・継続するために必要
な要素

3,640,000 1,430,000 2,210,000

荒木　和華子
（高橋和華子

新潟県立大学 助教
奴隷解放期における教育と政治の社会史―米国南部
解放民学校と黒人議員の事例研究

1,690,000 780,000 910,000

渋倉　崇行 新潟県立大学 講師
部活動指導者を対象としたストレスマネジメントプログ
ラムの開発と評価

2,470,000 780,000 1,690,000

筒井　和美 新潟県立大学 助教
高温障害米の食味劣化に及ぼす米澱粉の物理化学
的特性の影響

4,420,000 650,000 3,770,000

伊藤　始 富山県立大学 准教授
アルカリ骨材反応により劣化したコンクリート構造物の
診断技術の開発

4,550,000 3,900,000 650,000

奥　直也 富山県立大学 助教 未着手微生物からの骨格新規薬物資源の開発 3,380,000 2,080,000 1,300,000

芹川　裕加 富山県立大学 研究員
インドネシアにおける金製錬所から多量に発生する水
銀の大気拡散と住民の暴露

3,770,000 2,600,000 1,170,000

竹井　敏 富山県立大学 准教授
天然原料を用いた水現像可能な環境配慮型電子線微
細加工用レジスト材料の創成

4,680,000 3,900,000 780,000

野村　泰治 富山県立大学 助教
チューリップ耐病性二次代謝産物の活性化に関わる
新規酵素系の解明

4,550,000 2,080,000 2,470,000

高尾　祥丈 福井県立大学 助教
日本海における陸源有機物分解者「ラビリンチュラ類」
の分布・多様性の解明

4,160,000 1,560,000 2,600,000

森　英樹 福井県立大学 講師 意味変化における語彙的観点と構文的観点 2,210,000 910,000 1,300,000

杉山　泰之 福井県立大学 講師
雇用の受け皿としての環境産業について－開放経済
下での分析－

2,600,000 1,300,000 1,300,000

伊藤　健次 山梨県立大学 講師
自立支援を実現する介護技術教育に関する実践的研
究

4,290,000 2,470,000 1,820,000

高岸　弘美 山梨県立大学 助教
がん患者に対するクライオセラピーの実態と口内炎の
予防・軽減効果に関する研究

4,160,000 1,820,000 2,340,000

山北　満哉 山梨県立大学 助教
思春期の骨量を増大させる具体的な生活習慣の解
明：前向きコホート研究

3,770,000 2,470,000 260,000 1,300,000

伊藤　郁恵 長野県看護大学 助教
集中ケアに携わる看護師の看護実践における臨床判
断の基盤となる倫理観の形成プロセス

2,210,000 1,300,000 910,000

松澤　有夏 長野県看護大学 助教
介護保険施設におけるせん妄発症予防に関するケア
プログラムの実証的検討

4,030,000 780,000 3,250,000

大脇　百合子 長野県看護大学 助教
慢性疾患をもつ子どもの家族と関わる外来看護師の
教育支援ニーズに関する研究

1,170,000 650,000 520,000

池上　千賀子
（曽根千賀子

長野県看護大学 助教
認知症高齢者をケアする看護師の倫理的ジレンマと
倫理的価値観に基づく教育プログラム

3,770,000 650,000 3,120,000
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田中　真木 長野県看護大学 助教
倫理問題への対処行動からみた看護学生のケアリン
グ倫理観に関する研究

2,080,000 780,000 1,300,000

梁　景岩 長野県看護大学 助教
ヘアレスラット褥瘡モデルを用いた、創傷治癒促進効
果におけるＭＭＰｓの役割の解明

4,160,000 2,210,000 1,950,000

井口　和弘 岐阜薬科大学 助教
腫瘍内部環境に適応したＬＮＣａＰ細胞亜株の性状解
析

3,640,000 1,040,000 2,600,000

宗宮　仁美 岐阜薬科大学 助教
発達障害モデル動物大脳皮質における細胞内シグナ
ル伝達異常とその病態形成への関与

4,160,000 2,600,000 1,560,000

神谷　哲朗 岐阜薬科大学 助教
平滑筋細胞増殖由来血管系レドックス恒常性破綻を
抑制する動脈硬化症予防薬の探索

4,420,000 2,470,000 1,950,000

平山　祐 岐阜薬科大学 助教
錯体化学から臨床へ～金属錯体のレドックス応答を
利用した低酸素ＭＲＩプローブの開発

4,680,000 2,860,000 1,820,000

伊藤　一頼 静岡県立大学 講師
国際経済法における立憲化概念の研究―規律の統
合性と分権性に関する分析視角として―

3,900,000 1,300,000 2,600,000

伊藤　圭祐 静岡県立大学 助教
う蝕リスク低減化食品素材探索へのグルカンスクラー
ゼ分子基盤

4,550,000 2,600,000 1,950,000

井上　和幸 静岡県立大学 講師
精神疾患の薬物治療を手助けする遺伝的マーカーの
探索と臨床応用

4,420,000 2,340,000 2,080,000

井川　貴詞 静岡県立大学 助教
ヘテロアラインの酸化還元変換による反応位置制御
法の開発

4,420,000 2,600,000 1,820,000

戸敷　浩介 静岡県立大学 助教
廃プラスチックの広域化処理における政策決定モデル
の構築に関する研究

2,210,000 650,000 1,560,000

轟木　堅一郎 静岡県立大学 准教授
ＦＦ　Ｈｙｂｒｉｄプローブを用いた遺伝子発現の高感度，
高精度，網羅的解析法の開発

4,420,000 2,600,000 1,820,000

勝又　里織 静岡県立大学 講師
人工妊娠中絶術を受ける女性と看護者のやりとりの
場面に焦点を当てた看護に関する研究

3,900,000 1,430,000 2,470,000

小西　英之 静岡県立大学 助教 共有結合を介する基質認識型新規触媒の創製 4,290,000 1,170,000 3,120,000

土肥　秀行 静岡文化芸術大学 講師
２０世紀前半イタリアにおける短詩形：異国趣味と前衛
のはざまで

3,770,000 1,430,000 2,340,000

木下　千花 静岡文化芸術大学 講師
妊娠映画――身体、視覚文化、リプロダクティヴ・ライ
ツ

3,900,000 1,300,000 2,600,000

井戸　聡 愛知県立大学 准教授
現代の地域社会における一時的定住民の社会的動
態についての調査研究

4,290,000 1,430,000 2,860,000

国井　由生子 愛知県立大学 助教
認知症高齢者家族による早期援助希求行動を促進す
る情報のあり方についての検討

2,470,000 1,040,000 1,430,000

吹田　麻耶 愛知県立大学 助教
クローン病患者への行動分析学的アプローチに基づく
食事指導プログラムの開発と検証

2,730,000 1,040,000 1,690,000

天木　伸子 愛知県立大学 助教 総合病院における認知症看護の質評価指標の開発 2,470,000 1,040,000 1,430,000

平野　明美 愛知県立大学 助教
認知症患者と介護者のレジャー活動への共同参加に
よる介護者の負担感の軽減方法の開発

4,290,000 2,730,000 1,560,000

安藤　亮介 名古屋市立大学 研究員
遺伝子多型別にみた個別の食事指導による前立腺が
ん一次予防法の開発

4,160,000 1,820,000 2,340,000

伊藤　由起 名古屋市立大学 助教
ナノ粒子を多く含むディーゼル排気ガスによる肝毒性
と粒子除去効果

4,290,000 2,210,000 2,080,000
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宇佐美　雅之 名古屋市立大学 研究員
新しい疾患関連遺伝子を用いた尿路結石の病態解明
と予防への基礎研究

4,160,000 2,210,000 1,950,000

宮原　一弘 名古屋市立大学 助教
発声データ解析によるｅラーニング学習者の心理状態
推定と個別適応支援

2,860,000 1,300,000 1,560,000

窪田　泰江 名古屋市立大学 講師
過活動膀胱における膀胱粘膜下微小循環の変化とＫＩ
Ｔ陽性間質細胞の役割

4,290,000 2,730,000 1,560,000

原　賢康 名古屋市立大学 助教
Ｂｅｖａｃｉｚｕｍａｂ耐性大腸癌に対するＩｔｒａｃｏｎａｚｏｌｅ併
用療法の有用性

4,160,000 1,950,000 2,210,000

広瀬　真仁 名古屋市立大学 研究員
腎尿細管細胞およびミトコンドリアの障害を介した尿路
結石形成機序の解明

4,160,000 2,210,000 1,950,000

高橋　二朗 名古屋市立大学 講師 減損会計の機能に関する包括的な実証分析 2,080,000 780,000 1,300,000

高後　友之 名古屋市立大学 助教
三次元ナノテクノロジーを応用した新規骨再生法の開
発

4,290,000 2,340,000 1,950,000

高田　麻沙 名古屋市立大学 研究員
皮膚寒冷刺激はいかにして尿意切迫感を誘発するか
―新規膀胱支配知覚神経回路の探求―

4,030,000 2,600,000 1,430,000

高野　博充 名古屋市立大学 助教
肝微小血管の電気生理学的検討：アナフィラキシー
ショックにおける血圧調節機構の解明

4,030,000 2,600,000 1,430,000

今井　優樹 名古屋市立大学 講師
セツキシマブを用いた口腔癌に対する免疫学的治療
法の開発

4,160,000 2,470,000 1,690,000

佐川　竜一 名古屋市立大学 助教
高齢がん患者の意思決定プロセスおよびがん患者の
怒り拒否と精神疾患の関連

2,860,000 910,000 1,950,000

三角　吉代 名古屋市立大学 助教
発生期の生理的低酸素での幹細胞から神経系への
分化誘導とその分化機構の解明

4,420,000 2,730,000 1,690,000

山村　寿男 名古屋市立大学 講師
血管平滑筋のカルシウムマイクロドメインを安定化さ
せる新規足場構造の同定

4,420,000 2,730,000 1,690,000

山本　珠生 名古屋市立大学 研究員
動物モデルを用いた妊娠高血圧症候群の重症化の機
序解明と治療に関する研究

3,900,000 1,560,000 2,340,000

山本　洋行 名古屋市立大学 助教
多剤耐性菌による腎瘻カテーテル関連感染予防のた
めの腎瘻ケアの開発

3,640,000 1,430,000 2,210,000

山野　耕嗣 名古屋市立大学 助教
ＨＳＶ１型、２型による顔面神経・内耳神経への感染動
態の評価とモデル動物の確立

4,160,000 2,340,000 1,820,000

水島　隆史 名古屋市立大学 助教
ＡＲＢはｃｏｌｉｔｉｃ　ｃａｎｃｅｒを予防するか？－ＩＢＤへの臨
床応用を目指して

4,290,000 2,470,000 1,820,000

杉浦　時雄 名古屋市立大学 助教 未熟児動脈管開存症のテーラーメード治療 4,290,000 2,990,000 1,300,000

杉山　良典 名古屋市立大学 研究員
ヒトｉＰＳ細胞から肝細胞への効率的な分化誘導法の
開発

4,420,000 1,820,000 2,600,000

太田　晴子 名古屋市立大学 その他
アルツハイマー型認知症患者に対する麻酔薬の安全
性の確立

4,160,000 1,820,000 2,340,000

大澤　匡弘 名古屋市立大学 准教授
グリア細胞の遠隔活性化に着目した慢性疼痛発現メ
カニズムの解明とその治療法の確立

4,420,000 2,860,000 1,560,000

田口　和己 名古屋市立大学 その他
マクロファージの持つ結晶貪食作用による尿路結石防
御機構の解明

4,160,000 1,950,000 2,210,000

田所　哲 名古屋市立大学 助教
細胞サイズのプロテオリポソームを用いた人工分泌細
胞の刺激―分泌連関

4,550,000 2,470,000 2,080,000
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藤田　政隆 名古屋市立大学 助教
カオリン水頭症モデルで見られる異所性アクアポリン１
の水頭症発症における役割の解明

4,160,000 2,080,000 2,080,000

内藤　格 名古屋市立大学 助教 自己免疫性膵炎診断における生検の有用性 4,160,000 2,210,000 1,950,000

内木　綾 名古屋市立大学 助教 肝細胞の障害とがん化機構に関する基礎的研究 4,420,000 2,730,000 1,690,000

日沖　敦子 名古屋市立大学 研究員
１６・１７世紀における縁起絵巻・掛幅絵の制作と民衆
信仰の在り方に関する研究

2,600,000 1,690,000 910,000

飯島　沙幸 名古屋市立大学 研究員 Ｃ型肝炎治療に関わるインターフェロンλの機能解析 4,290,000 2,730,000 1,560,000

尾崎　伊都子 名古屋市立大学 講師
インターネットの電子掲示板を活用した健康づくり支援
システムの開発

4,160,000 2,340,000 1,820,000

匹田　貴夫 名古屋市立大学 助教 新生ニューロンの移動メカニズムと細胞間接着構造 4,420,000 2,730,000 1,690,000

浜本　篤史 名古屋市立大学 准教授
ダム事業の社会的影響モデル――事業中止をめぐる
予定地住民の補償問題を中心として

4,160,000 1,560,000 2,600,000

牧野　利明 名古屋市立大学 准教授
甘草による偽アルドステロン症発症メカニズムの解明
とその予防のための検査方法の開発

4,160,000 2,860,000 1,300,000

木村　匡子 名古屋市立大学 講師 長期的な出生率推移の決定要因に関する研究 2,600,000 1,430,000 1,170,000

李　政樹 名古屋市立大学 助教
難治性リンパ系腫瘍の小胞体ストレス応答（ＸＢＰ１）を
標的にした分子標的療法の開発

3,640,000 1,300,000 2,340,000

脇本　寛子 名古屋市立大学 准教授
侵襲性新生児ＧＢＳ感染症予防のための母児ケアシ
ステムの開発

3,250,000 1,690,000 1,560,000

惠谷　俊紀 名古屋市立大学 研究員
磁性ナノ粒子を用いた温熱治療と光力学的治療を併
用した新しい治療法の開発

3,900,000 1,430,000 2,470,000

趙　娟 名古屋市立大学 助教
大豆イソフラボンの卵巣摘出による認知機能低下抑
制の分子機序の解明

4,030,000 1,950,000 2,080,000

前田　貴彦 三重県立看護大学 講師
小児医療領域への特定看護師導入に対する期待とそ
の課題に関する研究

3,120,000 1,560,000 1,560,000

田中　利枝 三重県立看護大学 助手
早産児の母親の母乳育児の過程における親役割獲
得に関する研究

1,300,000 650,000 650,000

佐野　光枝 滋賀県立大学 助教
ＱＰＲＴノックアウトマウスを用いた真正ナイアシン欠乏
症とその発症機構の解析

4,550,000 2,860,000 1,690,000

山田　逸成 滋賀県立大学 助教
カルコゲナイドガラスへのインプリント加工による高機
能赤外デバイス製作に関する研究

4,810,000 3,770,000 1,040,000

大浦　靖典 滋賀県立大学 助教
ディスクブレーキのパッドの剛性がもつ非線形な力学
特性に着目した鳴き低減対策の提案

4,420,000 2,730,000 1,690,000

大辻　裕子 滋賀県立大学 助手
脳卒中急性期患者に対する口腔の衛生・機能維持を
目的とした口腔ケアプログラムの開発

4,290,000 1,820,000 2,470,000

木村　裕 滋賀県立大学 助教
日豪比較を通した開発教育における教育評価の方法
論の構築と教育評価実践の探究

3,770,000 910,000 2,860,000

廣瀬　潤子 滋賀県立大学 助教
授乳中母子の食生活パターンが母の育児ストレスと
子の食行動発達に及ぼす影響

4,290,000 1,950,000 2,340,000

青木　加苗 京都市立芸術大学 その他
抽象化における「構成」概念の萌芽――シュトゥットガ
ルト美術アカデミーを中心に

2,340,000 1,040,000 1,300,000
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小林　ゆき子 京都府立大学 助手
卵黄の鉄吸収阻害能の評価と除鉄治療への応用可
能性の探索

4,160,000 2,470,000 1,690,000

松尾　充啓 京都府立大学 助教
蛍光標識法を用いた光合成ウミウシ体内における植
物由来オルガネラの動態解析

4,680,000 4,030,000 650,000

青井　渉 京都府立大学 助教
新規マイオカインＳｐａｒｃの大腸がん予防作用に関す
る検討

4,290,000 2,600,000 1,690,000

中根　成寿 京都府立大学 准教授
知的障害者地域生活支援のためのダイレクトペイメン
ト導入にむけた課題整理と検討

1,690,000 650,000 1,040,000

塚原　隆充 京都府立大学 講師
免疫学的・栄養学的要因から提案するわが国の養豚
生産システムに適した離乳時期

4,420,000 2,340,000 2,080,000

辻　元人 京都府立大学 講師
植物病原糸状菌の感染器官分化の制御に関する細
胞内分子ネットワークの解明

4,420,000 2,340,000 2,080,000

和田　小依里 京都府立大学 講師 日本酒ペプチドの腸炎改善成分に関する研究 3,510,000 1,560,000 1,950,000

一家　綱邦 京都府立医科大学 助教 病院内倫理委員会についての理論的・実践的研究 3,640,000 2,080,000 1,560,000

加藤　祐子 京都府立医科大学 研究員
心肺補助循環時の血小板減少症の機序解明と生理
活性物質による予防法・治療法の開発

4,290,000 3,120,000 1,170,000

吉田　直久 京都府立医科大学 講師
染色体異常解析を用いた膵臓癌における発癌原因遺
伝子の探索

4,160,000 2,340,000 1,820,000

橋本　壮志 京都府立医科大学 助教
上皮間葉相互移行を標的とした急性肺損傷後の上皮
修復メカニズムの解明と治療への応用

4,160,000 1,950,000 2,210,000

高坂　友和 京都府立医科大学 助教 複合的ＤＮＡ多型分析による個人識別法の確立 4,160,000 1,300,000 2,860,000

松島　成典 京都府立医科大学 助教
糖尿病の進行度が脳内アミロイド沈着及び糖代謝に
及ぼす影響―ＰＥＴによる検討―

4,290,000 2,730,000 1,560,000

森　泰輔 京都府立医科大学 助教
子宮内膜癌における新たなエストロゲン受容体伝達
調節機序の解明と内分泌治療への展開

4,290,000 3,510,000 780,000

深澤　まどか 京都府立医科大学 研究員
単球系細胞のＰＰＡＲγ活性化による敗血症病態の解
明と新しい治療法の開発

4,290,000 3,250,000 1,040,000

西尾　健志 京都府立医科大学 助教
喉頭における自律神経系受容体の時間特異的発現と
時計遺伝子による制御機構の解明

3,380,000 1,820,000 1,560,000

斉藤　敦志 京都府立医科大学 助教
筋萎縮性側索硬化症における嚥下障害の病態の解
明　－モデルマウスを用いて－

3,380,000 1,950,000 1,430,000

石井　博道 京都府立医科大学 助教
アクアポリン発現解析に基づく食道癌低浸透圧細胞破
壊療法の開発

4,290,000 2,340,000 1,950,000

浅井　純 京都府立医科大学 助教
自己末梢血由来培養マクロファージ移植による術後リ
ンパ浮腫治療に関する基礎研究

4,160,000 2,210,000 1,950,000

谷村　祐子 京都府立医科大学 研究員
運動が腸管免疫の変化に及ぼす影響～抗菌ペプチド
による検討～

3,510,000 1,300,000 2,210,000

長谷川　達央 京都府立医科大学 助教
傾斜視覚刺激の効果―重力方向撹乱刺激の影響と
適応戦略の検討―

3,250,000 1,820,000 1,430,000

長谷川　徹 京都府立医科大学 研究員
低周波・高周波混合の電気刺激が末梢神経に及ぼす
影響

2,340,000 1,690,000 650,000

天野　克也 京都府立医科大学 研究員
血管新生、糖代謝メカニズムにおける新規遺伝子ＭＵ
ＲＣの機能解明

4,290,000 2,730,000 1,560,000
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木村　泰典 京都府立医科大学 研究員
マウス片側尿管閉塞モデルを用いたＭＲＴＦ分子を介
する新しい腎間質線維化機構の解明

4,160,000 2,210,000 1,950,000

友杉　充宏 京都府立医科大学 研究員 癌の「ｍｉｃｒｏＲＮＡ調節予防法」の開発 4,290,000 2,210,000 2,080,000

与五沢　真吾 京都府立医科大学 助教
発癌二大シグナル伝達経路を標的とした食品成分に
よる分子標的癌予防法の開発

4,290,000 2,210,000 2,080,000

井口　太郎 大阪市立大学 講師
前立腺がん発癌プロモーションにおける酸化ストレス
関連遺伝子の役割と多型の解析

4,290,000 2,730,000 1,560,000

加藤　隆幸 大阪市立大学 講師 ＡＴＰ及びＳＴＡＴ３によるヒト白血球の負の制御機構 4,420,000 2,340,000 2,080,000

亀尾　肇 大阪市立大学 その他
新規ピンサー型金属錯体の合成とアンモニアを用いた
触媒反応への応用

4,680,000 1,690,000 2,990,000

久保　彰宏 大阪市立大学 その他
アジアの中央銀行における国際的マクロ経済ショック
への対応と為替介入

2,600,000 1,170,000 1,430,000

宮脇　大 大阪市立大学 講師 高機能広汎性発達障害児の感覚異常 2,730,000 1,820,000 910,000

橋本　祐介 大阪市立大学 講師
発生学的アプローチによる関節内構成体（靭帯、半月
板）再建方法の開発

4,160,000 1,950,000 2,210,000

近藤　正基 大阪市立大学 准教授 戦後の日独福祉国家に関する比較政治分析 1,820,000 1,040,000 780,000

栗谷　豪 大阪市立大学 准教授 停滞スラブの化学的分化の実証的解明 4,290,000 2,600,000 1,690,000

元山　宏華 大阪市立大学 研究員
メタボリックシンドロームにおけるマクロファージサブ
セット制御機構の解明

4,160,000 2,210,000 1,950,000

甲斐　理武 大阪市立大学 その他
Ｗｎｔ／平面細胞極性経路のコア分子によるアクチン
細胞骨格および細胞接着の制御機構

4,550,000 2,470,000 2,080,000

佐久間　康富 大阪市立大学 助教
地域型ＮＰＯの活動領域間のつながりに着目した地域
空間マネジメントの見える化

2,470,000 910,000 1,560,000

佐藤　洋平 大阪市立大学 研究員
変分法による非線形楕円型方程式の摂動問題の研
究

4,290,000 1,430,000 2,860,000

山野　恵美 大阪市立大学 その他
脳機能イメージングを用いた気質・性格とストレス反応
に関する研究

4,290,000 2,470,000 1,820,000

須貝　祐子 大阪市立大学 その他
光合成再構成膜における色素タンパク複合体の超分
子配列とエネルギー移動との相関

4,550,000 1,690,000 2,860,000

石井　聡 大阪市立大学 その他 疲労認知に関わる「ミラーシステム」の研究 4,290,000 2,340,000 1,950,000

石川　博行 大阪市立大学 教授
日本企業の配当政策が利益調整行動および株式市
場に与える影響に関する実証研究

4,420,000 1,950,000 2,470,000

曽我　康一 大阪市立大学 准教授
どのようなシグナル変換・伝達過程を経て植物は重力
に対抗できる体を構築しているのか

4,420,000 2,470,000 1,950,000

倉方　俊輔 大阪市立大学 准教授 対馬の近代建築に関する調査研究 4,420,000 2,600,000 1,820,000

大隈　智尚 大阪市立大学 研究員
ラジオ凝固療法＋免疫賦活化因子局所注入併用によ
り局所制御と遠隔制御も可能か？

4,290,000 2,730,000 1,560,000

滝沢　潤 大阪市立大学 准教授
言語マイノリティの第一言語教育保障における学校の
自律性に関する研究

2,340,000 1,040,000 1,300,000

740



（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

竹内　敦司 大阪市立大学 准教授
飛躍型確率過程に対するマリアヴァン解析と密度関
数についての研究

4,290,000 1,170,000 3,120,000

中西　猛 大阪市立大学 講師
天然リガンドを起点とした高効率機能抗体作製法の開
発

4,290,000 2,730,000 1,560,000

中富　康仁 大阪市立大学 その他
ＰＥＴ分子イメージングを用いた慢性疲労症候群にお
ける脳内免疫異常の解明

4,030,000 1,690,000 2,340,000

渡邊　席子 大阪市立大学 准教授
エビデンスベース評価の影と向き合う：教育の質評価
に関するシミュレーション研究

1,820,000 650,000 1,170,000

藤井　英樹 大阪市立大学 研究員
脂肪肝炎を基盤とした肝発癌におけるマクロファージ
スカベンジャー受容体の役割

4,290,000 2,600,000 1,690,000

板崎　真澄 大阪市立大学 講師
鉄触媒を用いた脱水素カップリングによる１４族元素
－ホウ素結合生成反応の創製

4,680,000 2,600,000 2,080,000

北川　眞也 大阪市立大学 研究員
都市のシティズンシップに関する地理学的研究―ミラ
ノ・社会センターの空間的実践―

3,640,000 1,170,000 2,470,000

立石　千晴 大阪市立大学 その他
表皮角化細胞での細胞‐細胞接着と細胞‐細胞外マト
リクス接着との動的相互作用の解明

4,160,000 2,600,000 1,560,000

櫻田　和也 大阪市立大学 その他 オペライズモの理論形成と世界的受容の調査研究 4,160,000 1,300,000 2,860,000

井上　征則 大阪府立大学 助教
電機子鎖交磁束に同期した座標上での高効率広範囲
可変速運転のための制御法の構築

4,160,000 3,120,000 1,040,000

弓場　英司 大阪府立大学 助教
蛋白質・遺伝子の同時送達により免疫反応を精密制
御できるナノワクチンキャリアの開発

4,030,000 2,730,000 1,300,000

原田　直樹 大阪府立大学 助教
インスリン分泌における男性ホルモンと食品因子の機
能解析

4,550,000 2,730,000 1,820,000

根来　佐由美 大阪府立大学 助教
水中運動実施者の皮膚機能・性状の実態と弱酸性水
による予防的ケアの効果

1,820,000 1,170,000 650,000

砂田　充 大阪府立大学 准教授
プラットフォームビジネスにおける企業戦略と市場競
争に関する実証的研究

4,160,000 1,300,000 2,860,000

阪本　康弘 大阪府立大学 講師
四面体 密充填構造を持つシリカ／水／界面活性剤
系メソ構造体の秩序形成

4,550,000 2,600,000 1,950,000

三柴　啓一郎 大阪府立大学 助教 種特異的な外来遺伝子発現抑制機構の解明 4,420,000 1,430,000 2,990,000

山内　加絵 大阪府立大学 助教
施設入所高齢者の健康管理のためのアセスメント指
標の開発

1,950,000 650,000 1,300,000

秋吉　秀保 大阪府立大学 助教
犬の悪性リンパ腫における新規分子標的治療薬の開
発

4,420,000 1,430,000 2,990,000

小山　長規 大阪府立大学 助教
ＣＯ２レーザによる光ファイバの微細加工と光ファイバ
センサへの応用に関する研究

3,380,000 2,730,000 650,000

小野　俊雄 大阪府立大学 准教授
籠目格子反強磁性体におけるスピンの固体ー液体量
子相転移

4,290,000 2,860,000 1,430,000

小野木　伯薫 大阪府立大学 助教
透明な規則配列ナノ多孔質薄膜による新機能性材料
の創製

4,550,000 3,250,000 1,300,000

松村　篤 大阪府立大学 助教
緑肥分解に伴うＮ２Ｏの発生ならびに土壌微生物相の
変化からみた作物の生育と養分吸収

4,550,000 2,990,000 1,560,000

森木　ゆう子 大阪府立大学 助教
救急患者の家族に対する援助の困難さを克服するた
めの教育プログラムの構築

3,770,000 1,040,000 2,730,000
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清水　純一郎 大阪府立大学 助教
新規疾患モデルを用いた脊髄軟化症におけるフリーラ
ジカルの影響の検証

4,420,000 1,300,000 3,120,000

川西　優喜 大阪府立大学 助教
ほ乳類培養細胞を用いたナノ素材の遺伝毒性機構解
明

4,420,000 2,340,000 2,080,000

川部　哲也 大阪府立大学 講師
自伝的記憶の想起体験における主観的側面の探索
的研究

1,950,000 650,000 1,300,000

前川　泰子 大阪府立大学 助教
看護ケアにおける腰部負荷の定量分析とその可視化
に関する研究

3,120,000 2,210,000 910,000

大川　聡子 大阪府立大学 講師
１０代で出産した母親のライフプラン構築を支援する包
括的プログラムの開発と評価

4,550,000 1,950,000 2,600,000

大野　朋子 大阪府立大学 助教
東南アジアのタケ類をモデルとした人文景観の形成に
関する研究

4,550,000 2,080,000 2,470,000

大藏　将史 大阪府立大学 助教
マルチエージェントによる家庭内エネルギー消費の再
現と太陽エネルギー利用影響の分析

1,560,000 910,000 650,000

谷　修治 大阪府立大学 助教
糸状菌セルラーゼ遺伝子発現を誘導する新奇転写調
節因子の同定と機能解析

4,550,000 2,600,000 1,950,000

谷川　陽祐 大阪府立大学 助教
大容量かつ多種別なフロー伝送を実現する大規模無
線アクセス網の構成法

4,290,000 1,430,000 2,860,000

東　泰孝 大阪府立大学 准教授
炎症性腸疾患病態発症におけるインターロイキン－１
９による新規免疫調節機能の解明

4,550,000 2,600,000 1,950,000

藤原　亮正 大阪府立大学 助教
温度とサイズを規定した帯電液滴中での生体関連分
子の構造と反応性の研究

4,810,000 2,990,000 1,820,000

樋口　友紀 大阪府立大学 講師 時系列解析とその応用 3,120,000 1,950,000 1,170,000

米津　亮 大阪府立大学 助教
脳性まひ児の体幹－下肢協調性を促進する運動発達
プログラムの開発

4,290,000 3,770,000 650,000 520,000

木下　卓也 大阪府立大学 助教
生体ステルス性金磁性複合ナノ粒子のＭＲＩ造影剤へ
の応用

4,550,000 2,730,000 1,820,000

林　海 大阪府立大学 助教
ワイドバンド通信システムにおけるＩ／Ｑインバランス
のブラインド補正に関する研究

4,290,000 1,430,000 2,860,000

岩尾　一史 神戸市外国語大学 研究員
古チベット語史料による古代チベット帝国の統治体制
の研究―税制と土地制を中心に

4,160,000 1,560,000 2,600,000

江阪　太郎 神戸市外国語大学 准教授
為替制度選択と経済パフォーマンス：ミクロ計量分析
による実証研究

3,250,000 1,430,000 1,820,000

林　範彦 神戸市外国語大学 准教授
中国・ラオス・ミャンマー国境地域におけるチベット・ビ
ルマ諸語の言語動態の解明

3,770,000 1,690,000 2,080,000

鯵坂　由紀 神戸市看護大学 助教
リフレクティブジャーナル活用による学生－教員の相
互成長教育モデル試案の開発

1,560,000 1,040,000 520,000

益　加代子 神戸市看護大学 助教
インドネシア人看護師候補者のキャリアを活用した就
労支援ストラテジーの開発

2,080,000 910,000 1,170,000

清水　昌美 神戸市看護大学 助教
施設利用をする高齢者の家族が介護を継続する中で
抱く思いに関する研究

910,000 650,000 260,000

辻　佐恵子 神戸市看護大学 助教
子ども虐待のケアにおいて生じる看護職の感情のコン
トロールに関する研究

1,170,000 650,000 520,000

永安　聖 兵庫県立大学 講師
区分的に滑らかな係数を持つ偏微分方程式の解の更
なる解析，及び逆問題への応用

2,470,000 910,000 1,560,000
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下權谷　祐児 兵庫県立大学 助教
脳動脈瘤血管内治療の術前力学シミュレーション技術
の開発と実症例モデルへの応用

4,030,000 1,300,000 2,730,000

加藤　太一郎 兵庫県立大学 助教
ホタルルシフェラーゼの補酵素Ａ結合部位の探索と立
体選択性発現理由の解明

4,680,000 2,600,000 2,080,000

菊池　丈幸 兵庫県立大学 助教
錯体重合法を用いた難合成ヘキサフェライトの単相合
成と電気磁気効果の評価

4,420,000 3,250,000 1,170,000

菊池　祐介 兵庫県立大学 准教授
ダブルプラズマガンを用いたプラズマ対向壁の蒸気遮
蔽効果の解明

4,290,000 2,470,000 1,820,000

御前　智則 兵庫県立大学 助教
新規キラル有機塩基触媒の開発及び直接的不斉アル
ドール反応への応用

4,810,000 3,510,000 1,300,000

荒木　望 兵庫県立大学 助教
表面筋電信号を用いた関節角度推定型筋電義手の
開発

4,290,000 3,120,000 1,170,000

高田　忠雄 兵庫県立大学 助教
ＤＮＡ上の疎水空間配列を用いた機能分子集積法の
開発

4,680,000 2,080,000 2,600,000

黒瀧　安紀子 兵庫県立大学 講師
災害時の外部支援受け入れに影響する要因について
の研究

3,640,000 650,000 2,990,000

三崎　秀央 兵庫県立大学 教授 組織の公平性に関する体系的研究 3,120,000 1,040,000 2,080,000

三田村　哲哉 兵庫県立大学 准教授
モロッコにおけるアンリ・プロストの都市計画とアール・
デコの建築に関する統合的研究

4,420,000 1,820,000 2,600,000

小山　岳秀 兵庫県立大学 助教
イッテルビウム化合物における新規４ｆ電子物性の研
究

4,160,000 2,470,000 1,690,000

松井　学洋 兵庫県立大学 助教
重症心身障害児における睡眠障害と自律神経活動評
価に関する研究

3,380,000 2,080,000 1,300,000

新居　学 兵庫県立大学 助教
看工連携による看護ケアテキスト自動評価及び評価
根拠の可視化

3,510,000 1,950,000 1,560,000

新田　陽子 兵庫県立大学 助教
果物・野菜による食物アレルギーと唾液中の生理活性
物質との関連性の研究

4,290,000 1,300,000 2,990,000

神田　健介 兵庫県立大学 助教 ＰＺＴ／ＰＺＴ薄膜バイモルフ構造の評価と応用 4,550,000 2,730,000 1,820,000

盛谷　浩右 兵庫県立大学 准教授
アルゴンクラスターイオンビームによる高分子表面の
化学結合選択スパッタリング

4,550,000 3,640,000 910,000

静　弘生 兵庫県立大学 助教
ニオブ酸リチウムのマイクロエンドミル溝加工による新
規ＳＡＷデバイスの作製

4,550,000 3,640,000 910,000

多田　和也 兵庫県立大学 准教授
電気泳動堆積法による導電性高分子複合膜の作製と
光電変換素子への応用

4,550,000 3,250,000 1,300,000

中嶋　誠二 兵庫県立大学 助教
ビスマスフェライトにおける新規ドメイン構造に起因す
る物性の解明

4,160,000 2,990,000 1,170,000

朝熊　裕介 兵庫県立大学 准教授
マイクロ波照射による核化誘導現象の解明～核生成
理論の新展開～

4,290,000 1,560,000 2,730,000

木村　玲欧 兵庫県立大学 准教授
新学習指導要領における「生きる力」を育むための防
災教育プログラム・教材の開発

4,550,000 2,470,000 2,080,000

木田　祐一郎 兵庫県立大学 助教 哺乳類小胞体トランスロコンの機能解析 4,550,000 2,340,000 2,210,000

野田　大二 兵庫県立大学 助教
熱酸化による光ナノインプリント用超微細透明金型の
創成

4,550,000 3,380,000 1,170,000
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柳澤　幸子 兵庫県立大学 助教
チトクロム酸化酵素反応機構全容の解明を目指す反
応中間体の吸収スペクトルの決定

4,680,000 2,080,000 2,600,000

岡山　悟志 奈良県立医科大学 助教 心臓ＭＲＩによるミトコンドリア心筋症の病態解明 4,290,000 1,300,000 2,990,000

吉原　誠一 奈良県立医科大学 助教
成体新生嗅球介在ニューロンの神経活動依存的発達
機構の解析

4,420,000 2,730,000 1,690,000

玉置　盛浩 奈良県立医科大学 研究員
口腔がんに対するＭＩＣＡ遺伝子に関連した新規ペプ
チドワクチンの同定

4,290,000 2,730,000 1,560,000

工藤　利彩 奈良県立医科大学 助教
アルコールに起因する心血管イベントに対する新たな
指標としてのＴＲＰチャネルの役割

4,420,000 3,640,000 780,000

坂部　正英 奈良県立医科大学 助教
心臓形態形成における選択的細胞分化誘導とそれに
関わる不均一シグナル伝達機構の解明

4,420,000 2,470,000 1,950,000

山下　哲範 奈良県立医科大学 助教
骨導超音波補聴器の実用化に向けた語音聴力の検
討

3,770,000 1,430,000 2,340,000

山川　延宏 奈良県立医科大学 助教
口腔がんにおけるｍｉｃｒｏＲＮＡの抗がん剤抵抗性への
関与の検討

4,290,000 2,340,000 1,950,000

山内　崇平 奈良県立医科大学 助教
統合失調症モデルとしてのオリゴデンドロサイト障害マ
ウスの検討

3,250,000 1,820,000 1,430,000

松井　淑恵 奈良県立医科大学 研究員
時系列の聴覚表象に頑健性を与える知覚属性間の交
互作用に関する心理物理的研究

2,080,000 1,430,000 650,000

松平　崇 奈良県立医科大学 助教 クモの糸の紫外線による特異的劣化機構の解明研究 3,120,000 1,300,000 1,820,000

上田　順宏 奈良県立医科大学 研究員
Ｔｒｋｓを標的とした口腔癌の抗血管新生・リンパ管新生
療法の試み

4,290,000 2,860,000 1,430,000

清水　直樹 奈良県立医科大学 助教
視運動性眼球運動に関与する神経機構の解明－遺
伝子工学的アプローチ－

4,290,000 2,600,000 1,690,000

西村　忠己 奈良県立医科大学 助教 軟骨伝導を用いた新しい補聴器の開発 4,160,000 1,560,000 2,600,000

鳥塚　通弘 奈良県立医科大学 助教
人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）を用いた培養系精神疾
患モデルの確立

4,290,000 2,990,000 1,300,000

冨岡　公子 奈良県立医科大学 助教
芳香族アミン曝露作業者の発癌リスクに関する歴史的
コホート研究

4,420,000 2,080,000 2,340,000

林　寿来 奈良県立医科大学 助教
細胞移植による血管新生・組織再生における転写調
節機構の研究

4,420,000 3,120,000 1,300,000

古山　周太郎 奈良県立大学 講師
地域自立支援協議会における障害者の居住支援活
動と福祉コミュニティの形成

2,600,000 1,040,000 1,560,000

城戸　英樹 奈良県立大学 講師
政党ルートが財政移転改革に及ぼす影響に関する日
加比較研究

2,990,000 1,430,000 1,560,000

羽場　政法 和歌山県立医科大学 助教
低酸素に暴露された肺上皮細胞に対するニコランジ
ルの影響

4,160,000 1,430,000 2,730,000

花岡　伸佳 和歌山県立医科大学 助教
特発性造血障害におけるＮＫＧ２Ｄ免疫の臨床的意義
の確立

4,290,000 2,730,000 1,560,000

岩原　昭彦 和歌山県立医科大学 准教授
高齢者の知的活動と認知機能の低下防止との関連に
関する老年神経心理学的研究

3,900,000 2,080,000 1,820,000

吉村　聖子 和歌山県立医科大学 助教
アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬による腹腔内癒着
予防に関する研究

2,470,000 1,300,000 1,170,000
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久岡　朋子 和歌山県立医科大学 助教
脊髄損傷におけるＴＲＯＹの役割の解明と中枢神経再
生治療への応用

4,160,000 2,210,000 1,950,000

宮澤　基樹 和歌山県立医科大学 その他
Ｒｅｇｕｌａｔｏｒｙ　Ｔ細胞制御を基盤とした癌ワクチン療法
の新展開

3,640,000 2,080,000 1,560,000

戸川　寛子 和歌山県立医科大学 助教
上皮間葉移行（ＥＭＴ）に着目した多発性嚢胞腎の病
態特異的治療の開発

4,160,000 1,820,000 2,340,000

小森　忠祐 和歌山県立医科大学 助教
レプチンにより誘導される新規遺伝子の肥満・レプチ
ン抵抗性に対する役割の検討

4,290,000 2,080,000 2,210,000

小林　悠佳 和歌山県立医科大学 助教
神経障害性疼痛におけるマクロファージとＴ細胞間ク
ロストーク機構の解明

3,510,000 1,950,000 1,560,000

上野　ゆみ 和歌山県立医科大学 その他
肺炎球菌とインフルエンザ菌の混合感染時のフェース
変化と急性中耳炎難治化の研究

3,510,000 2,080,000 1,430,000

深井　順也 和歌山県立医科大学 助教
がん幹細胞と血管内皮前駆細胞に照準を定めた悪性
脳腫瘍に対する分子標的治療法の探索

2,210,000 1,170,000 1,040,000

正山　勝 和歌山県立医科大学 助教
嗅覚・アセチルコリン系障害仮説で探るＤＵＰ（精神病
未治療期間）

4,160,000 3,250,000 910,000

生駒　顕 和歌山県立医科大学 その他
溶解型ゼラチンスポンジの抗癌剤キャリアとしての有
用性の検討

2,210,000 1,690,000 520,000 520,000

池田　高治 和歌山県立医科大学 助教
膠原病の難治性皮疹に対するヒドロキシクロロキンの
作用機序の解明

4,160,000 1,560,000 2,600,000

中井　祥子 和歌山県立医科大学 助教
女性ＳＬＥ患者が抱くボディイメージの認識とその構造
化

3,250,000 910,000 2,340,000

辻　俊明 和歌山県立医科大学 その他
がん幹細胞抑制型腫瘍溶解性ウイルスを用いた抗癌
化学併用療法の開発

2,600,000 1,430,000 1,170,000

渡邉　高士 和歌山県立医科大学 その他
壊死性腸炎発症におけるｍａｔｅｒｎａｌ　ｍｉｃｒｏｃｈｉｍｅｒｉｓ
ｍの影響

1,820,000 650,000 1,170,000

尾島　敏康 和歌山県立医科大学 その他
ＣＥＡ遺伝子導入ＥＳ細胞由来樹状細胞を用いた癌ワ
クチン療法

2,990,000 1,950,000 1,040,000

豊澤　聖子 和歌山県立医科大学 その他
遺伝子変異ラットを用いた毛包脂腺系の活性化機序
の解明

4,160,000 2,080,000 2,080,000

北野　愛 和歌山県立医科大学 その他
ＴＳＡおよびＡｃーＳＤＫＰの眼科線維化疾患の治療効
果の実験的検討

4,030,000 1,300,000 2,730,000

林　正樹 和歌山県立医科大学 助教
扁桃病巣疾患におけるＴｈ１７／制御性Ｔ細胞サブセッ
トの役割に関する研究

3,510,000 2,080,000 1,430,000

小林　明子 島根県立大学 講師
留学生のキャリア形成における日本語学習の意義づ
けとその変容に関する研究

1,430,000 390,000 1,040,000

熊澤　貴之 岡山県立大学 講師
合意形成構造に基づく住民参加の景観デザイン審査
会の有効性

4,420,000 1,820,000 2,600,000

山崎　大河 岡山県立大学 助教
身体的・動力学的拘束下における運動の冗長性と変
動性

4,160,000 2,730,000 1,430,000

神代　充 岡山県立大学 准教授
画像処理と３次元モデルを併用したカメラ位置認識手
法によるヒューマンインタフェース

1,820,000 910,000 910,000

川上　祐生 岡山県立大学 助教
１２／１５－リポキシゲナーゼ阻害をターゲットとした食
品による動脈硬化症予防の研究

4,290,000 2,080,000 2,210,000

中田　和江 岡山県立大学 助教
腸管マクロファージにおける腸管病原細菌に対する応
答性の解析

4,290,000 1,690,000 2,600,000
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島崎　康弘 岡山県立大学 助教
人体温熱快適性に及ぼす環境６要素の非定常・非一
様性の影響評価

3,510,000 1,690,000 1,820,000

谷川　一哉 広島市立大学 助教
様々な公開鍵暗号方式を高速に実行できるプロセッ
サの研究

3,900,000 2,470,000 1,430,000

田村　慶一 広島市立大学 講師
時空間文書ストリーム上における文書データからの知
識発見に関する研究

3,770,000 1,430,000 2,340,000

疋田　真一 広島市立大学 助教 日常生活で使える視線インタフェース 4,290,000 1,950,000 2,340,000

越智　あゆみ 県立広島大学 助教
福祉アクセシビリティを鍵概念としたソーシャルワーク
実践方法と体制整備に関する研究

3,250,000 1,170,000 2,080,000

下岡　友加 県立広島大学 准教授
ポストコロニアル台湾の日本語表象―黄霊芝文学を
中心に―

2,860,000 1,040,000 1,820,000

橋本　温 県立広島大学 准教授
嫌気性芽胞菌の毒素遺伝子および生化学的性状によ
る分類とより高度な指標としての利用

4,030,000 1,560,000 2,470,000

金井　秀作 県立広島大学 教授
砂浜歩行の健康増進効果－特徴的な足趾・足部負荷
に着目して－

1,820,000 1,170,000 650,000

重丸　伸二 県立広島大学 講師
大規模動的システムの分散適応ロバスト可変構造制
御に関する研究

1,430,000 780,000 650,000

西田　由香 県立広島大学 准教授 時間栄養学を基盤とした新しい栄養療法の開拓 4,290,000 1,170,000 3,120,000

斉藤　靖和 県立広島大学 助教
加齢に伴うアスコルビン酸レベル低下機構と加齢性機
能変化の関連性解明とその制御

4,420,000 3,120,000 1,300,000

船橋　眞子 県立広島大学 助手
外来化学療法を継続する進行肺がん患者の希望を支
える看護介入モデルの開発と評価

1,950,000 650,000 1,300,000

浅野　雅樹 下関市立大学 講師
語彙を中心とした中国語中級教材作成についての研
究

2,600,000 1,300,000 1,300,000

梶原　理絵 愛媛県立医療技術大学 助教
手に刺激を与えた背面開放端座位が覚醒度に及ぼす
影響

3,250,000 2,470,000 780,000

南　貴子 愛媛県立医療技術大学 講師 提供精子による人工授精を巡る政策課題について 2,340,000 1,690,000 650,000

井上　正隆 高知県立大学 助教
状況再現シミュレーションを用いたケアデザインの獲
得を目的とした教育法の開発

4,160,000 2,210,000 1,950,000

首藤　ひとみ 高知県立大学 助教
「医療的ケアの必要な子どもの親になる」プロセスを支
援する看護介入の開発

3,900,000 2,210,000 1,690,000

小澤　若菜 高知県立大学 助教
地域全体へ生活習慣病予防の動機づけを波及する保
健師活動プログラムの開発

1,170,000 910,000 260,000

上白木　悦子 高知県立大学 講師
判断能力を欠く在宅患者の終末期医療：関係者の治
療方針についての意識の分析

4,290,000 2,600,000 1,690,000

新藤　こずえ 高知県立大学 助教
知的障害のある「若者」の離家と家族形成に関する研
究

3,900,000 1,430,000 2,470,000

石川　麻衣 高知県立大学 講師 行政保健師の健康増進計画推進活動モデルの開発 2,340,000 1,040,000 1,300,000

大坂　京子 高知県立大学 助教
ＢＰＳＤを有する認知症高齢者の「つながり感」の測定
道具の開発と実践への活用

1,690,000 910,000 780,000

永原　三博 高知工科大学 助手
地方部における高齢ドライバーのための同乗者による
事故発生率低減効果の検証

3,510,000 1,690,000 1,820,000
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春田　正和 高知工科大学 助教
ナノ欠陥を導入した希土類系高温超伝導薄膜のキャ
リア密度制御による高性能化

2,470,000 1,430,000 1,040,000

田島　充士 高知工科大学 講師
大学生の「分かったつもり」を解消する支援：学校イン
ターンシップを中心に

3,900,000 2,470,000 1,430,000

密山　幸男 高知工科大学 講師
再構成可能アーキテクチャによるバックアップ機構を
有する高信頼システム

3,770,000 1,820,000 1,950,000

姜　銀来 高知工科大学 助教
断片的視覚情報の認知メカニズムとその神経学的基
盤の解明および応用

3,250,000 1,690,000 1,560,000

安岡　匡也 北九州市立大学 准教授
若年世代の所得格差が存在する下での老年世代へ
の年金給付の分析

2,210,000 780,000 1,430,000

葛西　宏信 北九州市立大学 准教授 非制限関係節への新たなアプローチ 1,560,000 910,000 650,000

後藤　宇生 北九州市立大学 准教授
個別社会的乗数の推定と応用：企業のカルテル形成
と環境規範形成の実証分析

1,950,000 910,000 1,040,000

光藤　雄一 北九州市立大学 助教 中空にタグを生成する技術の開発 4,290,000 2,600,000 260,000 1,690,000

深谷　裕 北九州市立大学 准教授
犯罪加害者家族に関する総合的研究：心理・社会的
支援の必要性と可能性

4,290,000 1,950,000 2,340,000

西　香織 北九州市立大学 准教授
外国語環境下の中国語学習者に見られる語用論的転
移研究―応答表現を中心に―

2,730,000 1,040,000 1,690,000

内田　若希 北九州市立大学 准教授
障害のあるトップアスリートにおける自己変容プロセス
の因果モデルの構築

4,030,000 1,430,000 2,600,000

北　美幸 北九州市立大学 准教授 米国公民権運動における「多様性」：ユダヤ系の場合 3,770,000 1,430,000 2,340,000

沖永　敏則 九州歯科大学 助教
心血管系疾患に影響を及ぼす歯周病原性細菌のクオ
ラムセンシング機構解析

4,030,000 2,210,000 1,820,000

岩永　賢二郎 九州歯科大学 助教
ナノバブルと超音波を用いた顎顔面口腔領域の難治
性疾患における特異的分子標的治療法

2,990,000 1,170,000 1,820,000

鬼頭　慎司 九州歯科大学 助教
悪性腫瘍の核内蛋白ダイナミクスと核医学の戦略的
融合

3,640,000 1,300,000 2,340,000

吉田　充広 九州歯科大学 助教
顔面部難治性疼痛の分子機構解明とその治療法の
確立

3,380,000 1,300,000 2,080,000

山本　哲彰 九州歯科大学 助教
ナノフラーレンの口腔癌に対する光線力学療法への
応用に関する基礎研究

4,030,000 2,080,000 1,950,000

土生　学 九州歯科大学 助教
ナノバブルを用いた新しい顎関節内遺伝子導入療法
の開発

4,160,000 1,430,000 2,730,000

尾崎　由衛 九州歯科大学 助教
口腔機能評価を目的とした客観的舌運動範囲測定法
に関する研究

3,120,000 1,690,000 1,430,000

槙原　絵理 九州歯科大学 助教
閉塞型睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置治療にお
ける適正治療顎位の検討

4,030,000 1,170,000 2,860,000

兒玉　正明 九州歯科大学 助教
電気化学的テロメラーゼ活性測定法を用いた口腔癌
診断システムの開発

2,860,000 1,560,000 1,300,000

一階　千絵 福岡女子大学 助教
九州地方における民俗芸能としての女相撲と女相撲
興行の関係に関する研究

2,600,000 1,040,000 1,560,000

橋本　直幸 福岡女子大学 講師
日本語教育における「表現文型」の概念整理と総合文
型索引の作成

1,560,000 910,000 650,000
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奥村　賢一 福岡県立大学 講師
スクール（学校）ソーシャルワーク現場実習プログラム
の構築に向けた基礎研究

1,820,000 650,000 1,170,000

吉田　静 福岡県立大学 助教
東アジアにおける子どもを喪失した夫婦の悲嘆過程と
ケアの検討

3,510,000 1,040,000 2,470,000

渕野　由夏 福岡県立大学 講師
示範の提示方向の違いによる看護技術教育効果に関
する研究

1,560,000 910,000 650,000

ポンサピタック
サンテ　ピ

長崎県立大学 講師
アジアのテレビ広告におけるジェンダー役割・家族像・
外国イメージの国際比較研究

4,030,000 1,690,000 2,340,000

奥山　忠裕 長崎県立大学 講師
パンデミックを想定した感染症リスクと観光経済政策
の有効性の検証

3,250,000 1,820,000 1,430,000

山口　範晃 長崎県立大学 助教
脂肪組織のビタミンＡ代謝およびその肥満抑制効果に
関する研究

3,380,000 1,560,000 1,820,000

松尾　晋一 長崎県立大学 准教授
ロシア問題による江戸幕府対外政策の動揺と境界領
域社会

2,860,000 1,300,000 1,560,000

中村　和敏 長崎県立大学 准教授
途上国における賃金形態と内生的制度変化：個票
データの行動経済分析

3,250,000 1,430,000 1,820,000

福島　涼史 長崎県立大学 講師
憲法改正論議のための憲法制定権力論―その神学
的淵源の意義と限界―

1,690,000 910,000 780,000

實原　隆志 長崎県立大学 講師
高度情報社会において国民の個人情報を公権力が扱
う場合の憲法上の問題

2,210,000 650,000 1,560,000

賀　ビョウ 大分県立看護科学大学 研究員
黄砂のスギ花粉症増悪作用を明らかにするためのカ
ビ標品を用いた検証研究

3,380,000 2,080,000 1,300,000

吉田　成一 大分県立看護科学大学 准教授
大気中浮遊粒子状物質の次世代免疫系への影響と
そのメカニズム解明に関する研究

4,290,000 2,600,000 1,690,000

高波　利恵 大分県立看護科学大学 助教
生産的・健康的な社会文化的環境づくりを通した中小
企業の産業保健活動支援の検討

2,210,000 520,000 1,690,000

秦　さと子（小
野さと子）

大分県立看護科学大学 助教
唐辛子添加食品による加齢性の嚥下機能低下予防
法の検証

2,470,000 1,690,000 780,000

上山　典子 沖縄県立芸術大学 助教
リストと彼の一派による「新ヴァイマル協会」―未来音
楽、新ドイツ派との関連性

2,340,000 1,430,000 910,000

佐藤　美希 札幌大学 准教授
翻訳研究（トランスレーション・スタディーズ）のアプ
ローチによる英米文学受容研究

2,080,000 780,000 1,300,000

束原　文郎 札幌大学 講師 ＜体育会系＞就職の変遷――戦後から現在まで―― 3,640,000 910,000 2,730,000

坂東　雄介 札幌学院大学 講師
在留制度と家族関係の維持―考慮されるべき利益と
正当化根拠の探究

3,900,000 1,430,000 2,470,000

木下　武徳 北星学園大学 准教授
公的扶助ケースワーカーの組織環境に関する日米瑞
の国際比較研究

4,160,000 1,300,000 2,860,000

湯川　恵子 北海道工業大学 准教授
工作機械産業における熟練技能の技術への置換によ
る人材育成システムの提案

2,730,000 650,000 2,080,000

金高　有里 酪農学園大学 講師
胎児期の葉酸欠乏と過剰摂取による生活習慣病への
影響

4,160,000 1,430,000 2,730,000

石原　加奈子 酪農学園大学 講師
獣医療におけるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌の保菌
と予防に関する疫学研究

4,420,000 1,690,000 2,730,000

松岡　紘史 北海道医療大学 助教
舌痛症に対する短期的認知行動療法プログラムに関
する研究

4,160,000 1,300,000 2,860,000
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設楽　彰子 北海道医療大学 助教 唾液腺導管細胞における極性輸送機構の解明 4,160,000 2,210,000 1,950,000

倉重　圭史 北海道医療大学 講師
乳歯歯髄由来ＳＰ細胞とマラッセ上皮遺残細胞による
機能的な歯牙の再生

4,030,000 1,820,000 2,210,000

長野　二三 北海道医療大学 助教 チタン表面改質による抗菌性インプラント材料の開発 4,420,000 3,120,000 1,300,000

湯浅　壽大 北海道医療大学 助手 ゾル‐ゲル法を利用した矯正用金属材料の表面改質 3,770,000 2,080,000 1,690,000

日野　純 北海道医療大学 助手
超音波部分溶解析出ＨＡｐ／ＢＭＰ－２複合物による
骨膜上誘導骨の移植実験

3,380,000 1,820,000 1,560,000

大島　直樹 北海道情報大学 准教授
入院患児が病院に抱くマイナスイメージを香り刺激で
軽減する方策探求

4,680,000 4,160,000 520,000

寺本　敬 千歳科学技術大学 准教授 計算ホモロジーの医療画像診断への応用 3,380,000 1,430,000 1,950,000

柊　和佑 稚内北星学園大学 講師 地域情報資源を核とするディジタルアーカイブの研究 3,250,000 1,950,000 1,300,000

石塚　ゆかり 青森大学 講師
日韓の苦情とクレームに関する社会言語学研究－ビ
ジネス現場と医療機関を中心に－

4,160,000 2,080,000 2,080,000

安部　信行 八戸工業大学 講師 視覚障害者の聴覚錯誤のメカニズムに関する研究 4,160,000 1,300,000 2,860,000

迫井　裕樹 八戸工業大学 講師
水分移動及び表層劣化の影響を考慮した凍結融解環
境における塩化物イオン浸透予測

1,690,000 910,000 780,000

小川　幸裕 弘前学院大学 講師
独立型社会福祉士におけるビジネスモデルに関する
実証的研究

1,820,000 910,000 910,000

本郷　亮 弘前学院大学 講師
ピグー財政論の研究：　理論と政策、および厚生経済
学との関係

3,510,000 1,170,000 2,340,000

齊藤　綾美 八戸大学 講師
インドネシア人看護師・介護士に関する研究―インド
ネシア側の視点を中心に

4,290,000 1,690,000 2,600,000

鈴木　直子 弘前医療福祉大学 講師 高年齢者の健康観と就業の意味に関する研究 4,160,000 2,340,000 1,820,000

伊東　俊太郎 岩手医科大学 その他
Ｆｕｓｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｎｕｃｌｅａｔｕｍ由来硫化水素の産生
性と歯周病態形成

4,160,000 1,820,000 650,000 2,340,000

丸尾　勝一郎 岩手医科大学 助教
Ｔｈ１７が抜歯窩の治癒およびオッセオインテグレー
ションに与える影響

4,160,000 1,820,000 2,340,000

吉野　直人 岩手医科大学 講師
ポリミキシン系抗生物質による新規粘膜アジュバント
開発のための基礎的研究

4,160,000 2,340,000 1,820,000

玉田　邦房 岩手医科大学 助教
水晶体上皮細胞の上皮間葉系移行および細胞収縮
におけるスタチンの影響

4,030,000 2,340,000 1,690,000

古屋　純一 岩手医科大学 准教授
咀嚼障害に対する補綴歯科治療が咽頭の嚥下機能
に与える影響

4,160,000 1,820,000 2,340,000

高橋　学 岩手医科大学 助教
蛋白添加前処理法を用いたＥＳＰによる血漿エンドトキ
シン測定法の開発

3,900,000 2,080,000 1,820,000

高田　彰 岩手医科大学 助教
新生児低容量血液浄化器の安全性の確立：ブラジキ
ニン、サイトカインの除去

1,820,000 780,000 1,040,000

高田　亮 岩手医科大学 講師
膀胱癌に特異的に発現する分子を用いた新規尿バイ
オマーカーの確立

2,210,000 1,170,000 1,040,000
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黒田　敬 岩手医科大学 助教
ケロイドの線維芽細胞の細胞内情報伝達機構の解
明；プリン受容体を中心に

2,470,000 1,300,000 1,170,000

佐々木　かお
り

岩手医科大学 助教
口腔組織再生誘導のためのＤＤＳ徐放性コラーゲンス
ポンジの調製と機能評価

3,900,000 2,080,000 1,820,000

三枝　聖 岩手医科大学 講師
死後経過時間推定精度向上のためのヒト死体早期入
植双翅目の入植時間帯に関する研究

4,290,000 2,080,000 2,210,000

三上　修 岩手医科大学 助教
日本独自の都市景観が作る生物多様性維持機構：鳥
類生息環境としての神社と寺の異質性

3,640,000 1,300,000 2,340,000

秋冨　慎司 岩手医科大学 助教
血液検査の妥当性と未知の診断項目発見のための
遺伝子プロファイル活用

4,030,000 3,120,000 910,000

小原　航 岩手医科大学 講師
腎癌、膀胱癌に対するペプチドワクチン療法の抗腫瘍
効果の解明と臨床試験

3,900,000 1,300,000 2,600,000

小西　康弘 岩手医科大学 助教
エピジェネティックセラピー確立に向けたｍｕｌｔｉｐｌｏｉｄ大
腸癌のメチル化解析

2,080,000 1,040,000 1,040,000

小林　琢也 岩手医科大学 講師
ヒトにおける咀嚼機能障害が高次脳機能に及ぼす影
響

4,420,000 3,120,000 1,300,000

千葉　健史 岩手医科大学 助教
妊婦・授乳婦への薬物投与可否のスクリーニングに関
する検討

1,690,000 910,000 780,000

丹治　貴博 岩手医科大学 助教
腸細胞オルガネラの動態を制御する栄養・飢餓シグナ
ルとその伝達経路の解析

4,290,000 780,000 3,510,000

長尾　宗朝 岩手医科大学 助教
“ケロイド体質”を考えるーＦｉｂｒｏｃｙｔｅとケロイド病態と
の関連性の探求ー

4,160,000 1,950,000 2,210,000

田邉　憲昌 岩手医科大学 助教
２４時間の筋電図記録から日常行動とブラキシズムの
関係を可視化する

3,640,000 2,210,000 1,430,000

田邉　千晶 岩手医科大学 助教
ＥＲストレス応答機構ＥＲＡＤによるＲｅｒ１分解を介した
Ａβ産生制御

2,600,000 1,430,000 1,170,000

藤田　倫寛 岩手医科大学 その他 肝細胞癌に対するｓｏｒａｆｅｎｉｂ併用抗癌剤の決定 4,290,000 2,210,000 2,080,000

米澤　正 岩手医科大学 助教
腎疾患尿細管に見られる蓄積脂質をターゲットとする
新規治療の確立を目指した基礎研究

2,600,000 1,820,000 780,000

毛塚　雄一郎 岩手医科大学 助教
Ｆｕｓｏｂａｃｔｅｒｉｕｍにおける硫化水素産生機構の分子
構造基盤の確立

4,290,000 2,470,000 1,820,000

リン　イーシェ
ン

仙台大学 講師
在日台湾系華人とメディア：文化、言語、アイデンティ
ティの形成と変容をめぐる考察

2,470,000 910,000 1,560,000

稲垣　忠 東北学院大学 准教授
情報活用型授業を実践するための指導方略モデルと
教員研修プログラムの開発

4,420,000 2,600,000 1,820,000

遠藤　隆幸 東北学院大学 准教授 親子面接交渉紛争における当事者支法制の研究 1,040,000 390,000 650,000

岡崎　勘造 東北学院大学 講師
活発な子どもを育むネットワーク支援策の開発に向け
た研究

3,510,000 2,600,000 910,000 910,000

加藤　幸治 東北学院大学 講師 日本における銅人形製作の医学史・工芸史の研究 3,380,000 1,690,000 1,690,000

金　義鎭 東北学院大学 准教授
次世代向け韓国語電子教科書の開発とその有効性の
検証による韓国語教育環境の確立

3,640,000 1,430,000 260,000 2,210,000

熊谷　正朗 東北学院大学 准教授
実用性能を有する高出力球面誘導モータの開発と一
球車輪型全方向移動車いすへの応用

4,420,000 2,470,000 1,950,000
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高橋　信二 東北学院大学 准教授
運動教室の実施形態を考慮したＱＯＬ向上に対する運
動の効果

4,160,000 2,730,000 1,430,000

倉田　洋 東北学院大学 准教授 サービス産業における企業立地・直接投資と政策 3,770,000 1,430,000 2,340,000

大坪　和香子 東北学院大学 研究員
畜産廃棄物堆肥中の亜酸化窒素還元除去能を有す
る脱窒細菌の生態解明

3,900,000 2,730,000 1,170,000

下山田　鮎美 東北福祉大学 講師
看護学生の首尾一貫感覚と心理社会的汎抵抗資源
の因果関係の解明

780,000 390,000 390,000

吉田　綾乃 東北福祉大学 講師
社会的感情の制御基盤としてのワーキングメモリキャ
パシティ

3,250,000 2,080,000 1,170,000

佐藤　英仁 東北福祉大学 講師 看護職員の離職に関する研究 3,120,000 1,430,000 1,690,000

千葉　伸彦 東北福祉大学 助教
重症心身障害児をもつ母親の社会的支援ネットワーク
に関する研究

1,820,000 650,000 1,170,000

渡部　芳彦 東北福祉大学 准教授 歯科衛生士が主体となる口腔ケア地域連携の研究 3,900,000 1,560,000 2,340,000

佐々木　崇光 東北薬科大学 助手
ｉＰＳ細胞を用いた肝幹細胞の単離及び成人型肝細胞
への効率的な分化手法の確立

4,290,000 2,210,000 2,080,000

小田　彰史 東北薬科大学 助教
多目的 適化と対話型 適化を利用した蛋白質－リ
ガンドドッキングプログラムの開発

4,290,000 1,690,000 2,600,000

渡邉　一弘 東北薬科大学 講師
抗がん活性を有するアステロラウリン類の合成とその
応用に関する研究

4,290,000 1,690,000 2,600,000

名取　良浩 東北薬科大学 助手
アノマー位アルキル置換イミノ糖の不斉触媒的合成と
その生物活性評価

2,600,000 1,300,000 1,300,000

澤邉　裕子 宮城学院女子大学 准教授
協働学習場面におけるブレインストーミング促進用
カードゲーム教材の活用とその効果

1,170,000 650,000 520,000

大沼　正寛 東北文化学園大学 准教授
北上川流域における天然スレート民家の建築歴史地
理

2,730,000 1,300,000 1,430,000

栗原　由紀子 尚絅学院大学 准教授 契約関係にない第三者の契約責任に関する研究 1,950,000 650,000 1,300,000

池田　和浩 尚絅学院大学 講師
転換的語り直しによる侵入思考および記憶の過度な
一般化への介入効果の検証

4,420,000 2,470,000 1,950,000

鎌田　剛 東北公益文科大学 講師 地域医療連携の成熟モデルの構築 3,380,000 1,430,000 1,950,000

小地沢　将之 東北公益文科大学 講師
地域コミュニティにおける資産所有・管理・利用と当事
者意識の関係

3,250,000 1,690,000 1,560,000

竹原　幸太 東北公益文科大学 助教
菊池俊諦の児童保護事業職員養成における「児童の
権利」擁護認識に関する研究

1,690,000 1,040,000 650,000

垣花　真一郎 郡山女子大学 講師
歌・リズム遊びを用いたかな文字特殊表記の習得支
援法の開発

3,770,000 1,430,000 2,340,000

菅野　道生 東日本国際大学 准教授
「限界コミュニティ」における小地域福祉活動実践に関
する実証的研究

2,990,000 1,690,000 1,300,000

三澤　文紀 茨城キリスト教大学 准教授
働く人による心の健康増進活動へのリフレクティング・
プロセスの応用に関する基礎研究

3,640,000 1,170,000 2,470,000

松澤　明美 茨城キリスト教大学 講師
在宅障害児の家族のユーザーフレンドリーなサービス
利用体制の構築に向けた実証研究

3,770,000 910,000 2,860,000
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岡本　紀明 流通経済大学 准教授 公正価値会計の普及に関する批判的・社会学的研究 1,690,000 780,000 910,000

尹　敬勲 流通経済大学 講師
日韓の若者の職業教育現状と起業家精神の形成（若
者の意識調査に基づき）

2,730,000 1,170,000 1,560,000

鈴木　辰一 常磐大学 助教
１９世紀末、２０世紀初頭のシェイクスピア歴史劇再話
物語と歴史教育

2,080,000 780,000 1,300,000

伊藤　智 自治医科大学 助教
移植片拒絶応答におけるインターロイキン１７の機能
解析

4,030,000 2,080,000 1,950,000

横山　孝二 自治医科大学 助教
Ｃ型肝炎ウイルスの変異及び免疫複合体が母子感染
に与える影響についての検討

4,290,000 1,950,000 2,340,000

久徳　康史 自治医科大学 研究員 主観的食ＱｏＬ向上の為の認知構造モデル構築 4,290,000 1,690,000 2,600,000

小高　淳 自治医科大学 助教
プロテオミクス分析による小児特発性微小変化型ネフ
ローゼ症候群発症原因蛋白質の同定

4,160,000 3,120,000 1,040,000

小川　真規 自治医科大学 講師
アルミニウム作業者における尿中アルミニウムを用い
た生体影響評価

2,600,000 1,300,000 1,300,000

松原　大祐 自治医科大学 助教
肺腺癌の上皮間葉系転換におけるクロマチンリモデリ
ング分子の機能異常の関与

4,420,000 2,470,000 1,950,000

赤井　研樹 自治医科大学 研究員
稼動年齢層の社会的孤立のメカニズムの解明と孤立
抑止のためのセイフティネット設計

4,160,000 1,040,000 3,120,000

川上　勝 自治医科大学 講師
転倒・転落事故予防策実施時の介護看護職員の行動
解析ー安全システム構築を目指してー

1,950,000 1,300,000 650,000

増田　茂夫 自治医科大学 講師 ヒト臍帯血造血幹細胞の真に安全な新規増幅法開発 4,160,000 2,210,000 1,950,000

檀　はるか 自治医科大学 研究員 食品テクスチャーを表す擬音・擬態語の脳内表現解析 4,030,000 1,170,000 2,860,000

竹島　太郎 自治医科大学 助教
プライマリ・ケア診療における診断の質を高めるため
の研究

4,290,000 1,820,000 2,470,000

長嶋　茂雄 自治医科大学 講師
Ｅ型肝炎ウイルスの粒子表面に存在する細胞由来膜
成分の同定と獲得機序に関する研究

4,290,000 2,730,000 1,560,000

塚田　岳大 自治医科大学 助教
下垂体前葉細胞を用いた３次元培養法の開発とその
応用

4,290,000 2,210,000 2,080,000

矢嶋　浩 自治医科大学 講師 脊索動物一次感覚神経の進化機構の解明 4,420,000 2,600,000 1,820,000

和田　妙子 自治医科大学 研究員
染色体転座におけるヒストン脱メチル化酵素の役割：
ダイナミックな染色体構造の改変

4,160,000 2,210,000 1,950,000

眞田　幸弘 自治医科大学 助教 胆道閉鎖症の肝組織におけるテロメア長の解析 4,290,000 1,950,000 2,340,000

荻野　和仁 獨協医科大学 助教
脊髄ニューロンの定量的評価を用いた神経移行術の
実験的研究

2,080,000 1,300,000 780,000

上田　祐司 獨協医科大学 助教
抗ＭＨＣ―ＩＩ抗体を用いたドナー樹状細胞の移植前除
去による新規免疫抑制法の開発

4,420,000 2,600,000 1,820,000

青山　智英子 獨協医科大学 助教 新規リゾホスホリパーゼＤの活性調節機構 2,600,000 1,560,000 1,040,000

倉冨　剛 獨協医科大学 助教
まれな遺伝性疾患との併発家族例を手がかりとした統
合失調症候補遺伝子の機能解析

4,160,000 1,560,000 2,600,000
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福島　央之 獨協医科大学 助教 蛍光標識を用いた脳脊髄間の痛覚調節機構の解明 4,420,000 1,820,000 2,600,000

野中　里佐 獨協医科大学 助教
プラスミドが介する養殖環境からヒトへの多剤耐性伝
達リスク

4,940,000 3,640,000 1,300,000

岡田　順太 白鴎大学 准教授
関係性の憲法理論―社会関係資本（ソーシャル・キャ
ピタル）の憲法的価値

2,080,000 1,300,000 780,000

平山　真理 白鴎大学 准教授
性犯罪と裁判員裁判の研究―裁判における課題と量
刑・処遇・対策へのインパクト

3,510,000 1,430,000 2,080,000

勝平　純司 国際医療福祉大学 講師
腰部疾患者の負担軽減を目的とした体幹装具Ｔｒｕｎｋ
Ｓｏｌｕｔｉｏｎの開発と評価

3,900,000 2,600,000 1,300,000

小市　理恵子 国際医療福祉大学 講師
地域で生活している精神障害者の社会参加満足度尺
度の開発

2,600,000 390,000 2,210,000

菅野　康夫 国際医療福祉大学 講師
血管石灰化におけるマトリックスＧｌａ蛋白の役割につ
いての研究

4,160,000 1,560,000 2,600,000

大場　美穂 国際医療福祉大学 講師
糖尿病性腎症により透析導入した患者の足病変リス
クのアセスメント方法の開発

4,290,000 3,120,000 1,170,000

石坂　友司 関東学園大学 講師
長野オリンピックの遺産と地域に与えた影響に関する
社会学的研究

3,380,000 1,170,000 2,210,000

佐藤　憲一 共愛学園前橋国際大学 講師
合衆国建国期における自然誌と文化的独立の展開：
アメリカ学術協会機関誌を中心に

3,770,000 1,300,000 2,470,000

竹内　愛 共愛学園前橋国際大学 助教 児童の異文化理解能力測定テストの開発 2,210,000 1,040,000 1,170,000

荒牧　美佐子 東京福祉大学 講師
就学前の家庭における教育的かかわりが就学後の子
どもの適応と学力に与える影響

3,380,000 910,000 2,470,000

齋藤　瞳 東京福祉大学 講師
心理特性・動機の程度に基づく心身の健康増進を目
指した行動変容プログラムの策定

3,900,000 910,000 2,990,000

岡本　健吾 高崎健康福祉大学 講師
ヒストン脱メチル化酵素ＰＨＦ２の発現量変化と癌の悪
性化との関連についての解析

4,420,000 2,730,000 1,690,000

児玉　直樹 高崎健康福祉大学 准教授
健忘型軽度認知障害からアルツハイマー型認知症へ
の進行予測に関する研究

2,210,000 910,000 1,300,000

松田　幸子 高崎健康福祉大学 講師
スコットランド・バラッド・オペラによる「スコットランドらし
さ」の創出に関する研究

1,560,000 910,000 650,000

田中　祐司 高崎健康福祉大学 助教
ヒストン脱メチル酵素ＫＤＭ２Ａによる飢餓応答の分子
機構の解明

4,550,000 2,340,000 2,210,000

山下　奨 跡見学園女子大学 助教
キャッシュフローの配分計算としての会計上の利益計
算と企業結合会計における測定問題

3,380,000 1,690,000 1,690,000

長野　基 跡見学園女子大学 講師
基礎自治体における係争的施策領域への無作為抽
出型市民参加手法の適用に関する研究

1,040,000 520,000 520,000

禿　あや美 跡見学園女子大学 准教授
小売業における職務分析・職務評価手法を用いた
データによる実現可能な均等待遇の検証

2,340,000 520,000 1,820,000

上代　圭子 東京国際大学 講師
女性アスリートのキャリアトランジションに関する研究
－彼女たちは結婚しないのか？－

2,080,000 1,430,000 650,000

瀧井　貞行 東京国際大学 准教授
世界化が途上国にもたらす影響の統計分析とそのた
めのデータベースの構築

3,380,000 1,040,000 2,340,000

岩田　直洋 城西大学 助手
糖尿病と一過性脳虚血併発における脳梗塞悪化に対
する機能性食品の改善効果

4,290,000 2,600,000 1,690,000
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浅井　義裕 城西大学 助教
保険需要構造の分析‐ファイナンス理論の実証的検証
‐

3,900,000 1,300,000 2,600,000

春日　祐太 明海大学 助教
臨床応用を目指したフッ素系軟質裏装材における長
期粘弾性と生物学的安全性の検討

4,160,000 1,690,000 2,470,000

小貫　裕之 明海大学 助教
圧縮せん断法新規Ｔｉ／ＨＡ合金インプラント材としての
臨床応用に関する基礎研究

4,030,000 2,990,000 1,040,000

小川　唯 明海大学 講師 民国前期中国の人格教育思想 3,770,000 1,950,000 1,820,000

大西　英知 明海大学 助教
表面プラズモン共鳴を用いた歯周病診断システムの
開発

2,600,000 1,300,000 1,300,000

木村　貴幸 日本工業大学 助教
カオスニューラルネットワークを用いた太陽光発電
適動作点追尾アルゴリズムの開発

4,290,000 3,120,000 1,170,000

井上　勉 埼玉医科大学 講師 慢性腎臓病を対象とした機能的ＭＲＩ法の開発 4,160,000 1,690,000 2,470,000

加藤　剛平 埼玉医科大学 助教
障がい高齢者らの社会的つながりの形成を支援する
環境整備モデルの構築

2,210,000 1,430,000 780,000

宮崎　利明 埼玉医科大学 研究員
泌尿器がんにおけるＥＢＡＧ９発現がもたらす微小環
境変化と腫瘍増殖メカニズムの関係

4,160,000 2,210,000 1,950,000

荒木　靖人 埼玉医科大学 助教
ＣＤ８陽性Ｔ細胞におけるヒストン修飾による機能及び
分化制御の解明

4,420,000 2,730,000 1,690,000

若山　俊隆 埼玉医科大学 講師 多次元内視鏡の開発 4,550,000 2,730,000 1,820,000

水野　洋介 埼玉医科大学 助教
マイクロＲＮＡによる骨髄間葉系幹細胞の分化の運命
付けに関する統合的研究

4,160,000 1,950,000 2,210,000

瀬尾　誠 埼玉医科大学 助教
いんげん豆類摂取による脂質・糖質代謝異常改善効
果の検証

2,730,000 1,560,000 1,170,000

中本　紀道 埼玉医科大学 助教
Ｔ細胞介在性口腔炎症性疾患におけるＴｈ１７細胞及
びコリン性抗炎症機構の関与の検討

2,990,000 910,000 2,080,000

平間　崇 埼玉医科大学 助教
ヒト細胞標準化Ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ　ＰＣＲ法での肺炎起炎菌
診断と網羅的病態解析

4,290,000 2,470,000 1,820,000

鈴木　元晴 埼玉医科大学 助教
癌細胞傷害活性と免疫賦活効果を示すＮＫＴ細胞を応
用した新規・卵巣癌免疫療法の開発

4,160,000 2,210,000 1,950,000

吉松　梓 駿河台大学 助教
悩みを抱える青少年の長期冒険キャンプにおける「内
的体験としての身体」の意味を探る

2,990,000 1,300,000 1,690,000

松永　典子 駿河台大学 助教
英国大戦間期の主体構築研究――女性作家による
戦争自伝伝記文学作品の考察

1,950,000 1,300,000 650,000

國本　千裕 駿河台大学 その他
患者会面接調査による、レイ・エキスパートの概念とそ
の医療情報取得・探索過程の解明

4,160,000 1,690,000 2,470,000

檜皮　貴子 駿河台大学 講師
高齢者が「とっさの一歩」で転倒を予防するための体
操試案

1,300,000 650,000 650,000

田中　佳 聖学院大学 講師
美術館におけるナショナル・アイデンティティの創出―
アンシァン・レジームから革命へ

4,420,000 1,950,000 2,470,000

黒澤　也生子 文京学院大学 助手 脳損傷者の行動評価表の開発 1,560,000 650,000 910,000

勝谷　紀子 文京学院大学 その他
軽中度難聴者のストレス対処プログラムの開発と効果
の検討

2,860,000 1,040,000 1,820,000
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中山　亜紀 文京学院大学 助手
尿中アルブミン漏出の新規機序に対応した尿細管機
能予測マーカーの探索

4,290,000 2,600,000 1,690,000

高橋　稔 目白大学 准教授
不安や恐怖に対するエクスポージャー体験中の言語
が不快経験の軽減へ与える影響

4,420,000 2,860,000 1,560,000

黒臼　恵子 目白大学 講師
高齢者アクティビティケアを促進する看護基礎教育プ
ログラムの開発と評価

2,730,000 780,000 1,950,000

山口　晋 目白大学 講師 地方都市の「余暇空間」の若者にみる場所感覚 2,600,000 1,300,000 1,300,000

大久保　麻矢 目白大学 助教 障がい児をもつ母親のレジリエンスについて 2,470,000 1,430,000 1,040,000

掛野　剛史 埼玉学園大学 准教授
文壇と出版メディアによる戦時体制の編成と展開に関
する研究

1,690,000 1,040,000 650,000

高城　徳子 日本薬科大学 講師
脂質過酸化反応における脂質ラジカルと生体内分子
の反応産物の検討

4,030,000 1,560,000 2,470,000

熊坂　隆行 日本保健医療大学 准教授
看護師が日常的に使用している患者評価方法を用い
た動物介在プログラムの構築

5,460,000 1,430,000 4,030,000

藤田　佳子 日本保健医療大学 講師
高齢女性がん患者の背部マッサージによる倦怠感緩
和効果の検証

4,290,000 2,600,000 1,690,000

伊藤　奈津子 淑徳大学 助手
乳児期の母親に対する『携帯メール』を用いた育児支
援プログラムの構築

2,730,000 910,000 1,820,000

関　弘和 千葉工業大学 准教授
実用的な前腕用筋電義手制御システムの設計に関す
る研究

3,900,000 2,210,000 260,000 1,690,000

軍司　圭一 千葉工業大学 助教 保型形式の構成および、その数論的性質の研究 4,160,000 1,170,000 2,990,000

瀬戸　文美 千葉工業大学 研究員
人間機械共存・協調系の運動制御のための非線形な
人工ポテンシャル場の動的設計論

4,550,000 3,250,000 1,300,000

太田　祐介 千葉工業大学 准教授
Ｔｗｉｎ－Ｆｒａｍｅ型移動システムにおける多様的移動
形態の獲得

4,420,000 2,210,000 2,210,000

望月　悦子 千葉工業大学 准教授
分光と輝度の分布を考慮した視環境評価メカニズム
の解明

4,550,000 4,030,000 520,000 520,000

野田　雅史 千葉工業大学 研究員
剛性と成形性を向上させたマグネシウム合金複合材
の開発

4,680,000 3,770,000 910,000

岩間　一弘 千葉商科大学 准教授
中華圏における日本式消費文化のグローカル化―上
海社会史研究および上海との比較研究

2,860,000 1,560,000 1,300,000

湯之上　英雄 千葉商科大学 講師 地方自治体における行政評価に関する計量分析 2,860,000 1,170,000 1,690,000

田村　謙次 中央学院大学 講師
異なる解探索を行う種による共進化型進化計算に関
する研究

1,820,000 1,040,000 780,000

山口　綾乃
（山口綾乃）

麗澤大学 講師 Ｈｅａｌｔｈ　ａｎｄ　Ｓｕｉｃｉｄｅ－Ｒｅｌａｔｅｄ　Ａｔｔｉｔｕｄｅｓ 4,550,000 2,600,000 650,000 1,950,000

野瀬　昌彦 麗澤大学 助教
パプアニューギニアのマダン州で話される言語におけ
る時制と時間表現

3,770,000 1,430,000 2,340,000

岡本　由希 和洋女子大学 准教授
デンプン及びデンプン性食品の老化度のリアルタイム
測定法の開発

3,900,000 3,250,000 650,000

大神　優子 和洋女子大学 講師
幼児期の身振り表現の発達における形態・文脈・他者
視点の影響

3,510,000 1,820,000 1,690,000

755



（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

森本　容介 放送大学 准教授
教育・学習コンテンツの再利用を促進する環境の構築
と評価

4,030,000 1,430,000 2,600,000

小林　直木 帝京平成大学 助教
赤血球・血小板におけるスフィンゴシン１リン酸輸送機
構の解明

4,290,000 2,210,000 2,080,000

斉藤　琴子 帝京平成大学 講師 聴覚リズムを用いた歩行能力向上プログラムの確立 3,770,000 2,470,000 1,300,000

田谷　幸子 帝京平成大学 講師
児童養護施設における家庭的支援と自立についての
再検討

2,340,000 1,170,000 1,170,000

藤原　丈史 東京情報大学 講師
データ解析システムにおけるビジュアルプログラミング
環境の研究と開発

3,120,000 1,430,000 1,690,000

高野　聡子 聖徳大学 講師
障害者自立支援制度下における知的障害者のひきこ
もり状態の実態と支援モデルの構築

4,160,000 1,040,000 3,120,000

吉永　明弘 江戸川大学 その他 「都市の環境倫理」の構築に向けた基礎研究 2,860,000 1,300,000 1,560,000

木村　文香 江戸川大学 講師
学校不適応者のウェルネスと自然体験活動のグルー
プダイナミクス効果に関する研究

2,080,000 780,000 1,300,000

小澤　実香 城西国際大学 助手
ステロイド薬投与量決定マーカー候補リポカリン２の細
胞内外ステロイド濃度調節機能

4,420,000 3,120,000 1,300,000

島田　弥生 城西国際大学 研究員
抗－ヒストンＨ１ミモトープ抗体は免疫寛容を誘導する
医薬品になるか？

4,290,000 2,210,000 2,080,000

光川　眞壽 東洋学園大学 講師
筋腱動態からみた筋疲労に対する協働筋の機能的役
割：様々な負荷強度での検討

1,950,000 1,300,000 650,000

羽鳥　健司 東京成徳大学 助教
ポジティブ心理学モデルによる筆記を用いた抑うつの
予防的心理教育プログラムの開発

2,860,000 1,170,000 1,690,000

金子　雅幸 千葉科学大学 講師
ユビキチンリガーゼＨＲＤ１の不溶化によるアルツハイ
マー病発症機構

4,290,000 1,690,000 2,600,000

多田　昌代 植草学園大学 准教授
幼稚園における包括的行動支援システムの導入とそ
の効果

910,000 650,000 260,000

伊藤　一成 青山学院大学 准教授
スマートフォン及びタブレットを用いたピクトグラム利活
用に関する研究

3,770,000 1,430,000 2,340,000

井上　剛志 青山学院大学 助教
３次元輻射磁気自己重力流体シミュレーションによる
星形成の初期条件の解明

4,420,000 1,300,000 3,120,000

遠藤　俊典 青山学院大学 助教
疾走能力向上のための「オーダーメイド型走技術ト
レーニング」の開発と実践

3,250,000 2,340,000 910,000

河合　重和 青山学院大学 助手
高速熱消色型フォトクロミックポリマーによる光分子ス
イッチの創製

4,680,000 3,640,000 1,040,000

久保山　力也 青山学院大学 助手
地域法教育サービスモデルの創造―「田川プロジェク
ト」

3,380,000 2,080,000 1,300,000

久保田　剛史 青山学院大学 准教授
モンテーニュにおける宗教・哲学思想の変貌―トリエ
ント公会議を背景に―

1,170,000 520,000 650,000

幸地　茂 青山学院大学 准教授
日本の対南米レアメタル獲得戦略－国際交渉と経済
協力－

2,730,000 1,430,000 1,300,000

高木　亜希子 青山学院大学 准教授
英語科教員養成における電子ティーチング・ポートフォ
リオの活用

2,730,000 910,000 1,820,000

山下　勝 青山学院大学 准教授
プロデューサーシップの発達プロセスに関する研究―
日米比較を通じて

4,160,000 1,950,000 2,210,000
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松浦　峻 青山学院大学 助教 多次元確率分布の主要点に関する研究 2,470,000 910,000 1,560,000

森田　充 青山学院大学 助教
アナリスト予想に基づく株式リターン・リスクの時系列
モデルへの適用

2,470,000 2,080,000 390,000

浅野　裕俊 青山学院大学 助手
非侵襲脳活動測定による高齢者の生活支援を目的と
した意思伝達用インタフェースの開発

4,550,000 3,770,000 780,000

村田　実貴生 青山学院大学 助教 微分方程式の超離散解析 4,160,000 1,430,000 2,730,000

大原　剛三 青山学院大学 准教授
大規模社会ネットワークにおける情報伝搬履歴に基づ
く多重コミュニティ抽出

4,160,000 1,430,000 2,730,000

大内　紀知 青山学院大学 准教授 製品・サービスの普及に対する 適投資戦略の研究 4,160,000 1,430,000 2,730,000

内田　ゆず 青山学院大学 助手
感情情報を含んだオノマトペデータベースの構築に関
する研究

1,690,000 650,000 1,040,000

和田　洋典 青山学院大学 助教 金融市場統合と金融規制監督レジームの非公式性 1,950,000 910,000 1,040,000

和嶋　雄一郎 青山学院大学 助手
言語コーパスを用いた「確率的規則からの逸脱予測シ
ステム」の構築

2,730,000 1,170,000 1,560,000

加藤　一彦 亜細亜大学 准教授
越境汚染下の混合寡占市場の均衡分析と環境規制
手段間の比較

1,430,000 780,000 650,000

和田　琢磨 亜細亜大学 講師
神田本を中心とした『太平記』の生成と表現世界に関
する研究

3,770,000 1,430,000 2,340,000

柴田　邦臣 大妻女子大学 准教授
利用者の・支援者による・当事者のための「福祉ライフ
ログシステム」の実証研究

4,290,000 1,040,000 3,250,000

白澤　多一 大妻女子大学 助教
流れの構造解析に基づく街区空間の換気通風設計に
関する基礎的検討

4,290,000 2,600,000 1,690,000

芳原　智恵子 大妻女子大学 助手
超微粒子ＤＮＡ複合体による抗腫瘍免疫の惹起とその
抗癌効果およびメカニズムの解析

4,160,000 1,430,000 2,730,000

榮　光子 大妻女子大学 助手
フェアトレード製品の公正性を探る－開発途上国の産
業階層別労働者の不公正構造の解明

4,290,000 1,560,000 2,730,000

山口　裕貴 桜美林大学 講師
「体ほぐし」の知的教材化に資する哲学的「気づきこと
ば」の案出と具体的授業案の創成

2,340,000 910,000 1,430,000

横山　久芳 学習院大学 教授 著作権法と表現の自由に関する総合的研究 4,030,000 1,300,000 2,730,000

近藤　祐介 学習院大学 助教 修験道組織の形成と地域的展開に関する研究 1,430,000 780,000 650,000

桂　法称 学習院大学 講師 強相関電子系への代数的アプローチ 2,730,000 1,040,000 1,690,000

元田　結花 学習院大学 教授
多元的政策スキームとガバナンス：ＰＲＳＰ体制とＨＩＶ
／ＡＩＤＳ対策の交錯

3,900,000 1,300,000 2,600,000

森　大輔 学習院大学 助教
Ａサイト秩序型ペロブスカイト酸化物の高圧合成およ
び新規磁性高誘電性材料の探索

2,860,000 1,820,000 1,040,000

斉藤　涼子 学習院大学 研究員
現代韓国の労働運動とキリスト教；１９６５－１９７０年
を中心に

2,600,000 910,000 1,690,000

鏑木　崇史 学習院大学 助教
無限要素を持つノンパラメトリックベイズモデルによる
生命情報予測アルゴリズム研究

2,860,000 1,950,000 910,000
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東條　賢 学習院大学 助教
２成分ボーズ凝縮体の対向超流動による界面不安定
性発生

4,420,000 2,470,000 1,950,000

藤田　玄 学習院大学 助教
トーラス束によるリーマン・ロッホ数の局所化の研究と
その応用

2,990,000 1,170,000 1,820,000

福島　恵 学習院大学 研究員
隋唐期における墓誌史料の研究基盤情報の整理と分
析

4,030,000 1,430,000 2,600,000

安元　剛 北里大学 講師
海洋細菌の石灰化機構に関わる低分子化合物の探
索

4,030,000 2,080,000 1,950,000

伊藤　雅洋 北里大学 助教
乳酸桿菌による自然免疫賦活化作用に関与する菌体
因子の解明

4,420,000 2,210,000 2,210,000

伊藤　直樹 北里大学 研究員
香蘇散の抗うつ様作用メカニズムにおけるオレキシン
神経系制御の役割

4,160,000 3,120,000 1,040,000 1,040,000

井上　浄 北里大学 助教
Ｃｙｃｌｏｏｘｙｇｅｎａｓｅ－２発現細胞を標的にした腫瘍免
疫の制御

4,420,000 2,730,000 1,690,000

一戸　昌明 北里大学 講師
進行胃癌に対する術前化学療法の治療効果関連因
子の解明と治療効果予測システムの確立

4,160,000 2,210,000 1,950,000

遠藤　真理 北里大学 研究員
漢方薬によるマウス大腸炎の治療効果を評価できる１
３Ｃ酪酸注腸呼気試験の確立

2,210,000 1,300,000 910,000

吉川　泰永 北里大学 助教
イヌ乳腺腫瘍原因遺伝子ＢＲＣＡ２を利用した乳腺腫
瘍発症リスク診断法の確立

4,420,000 2,080,000 2,340,000

桑江　朝臣 北里大学 講師
ボルデテラ属細菌の産生するネクローシス誘導因子Ｂ
ｏｐＣの作用機序の解析

4,290,000 2,210,000 2,080,000

後関　利明 北里大学 助教
眼位異常のスクリーニングのための質問票の開発と
有効性の検証

1,040,000 390,000 650,000

高橋　哲史 北里大学 助教
ヘリコバクター・ハイルマニイ感染による胃ＭＡＬＴリン
パ腫形成機構の解明と治療効果

4,290,000 2,210,000 2,080,000

根本　徹 北里大学 助教 高選択的高活性δオピオイド受容体作動薬の合成 4,420,000 1,820,000 2,600,000

佐藤　龍洋 北里大学 助教
新規ｍＴＯＲ活性制御因子およびシグナル伝達因子
のプロテオーム解析

4,420,000 1,950,000 2,470,000

細野　加奈子 北里大学 助教
腫瘍リンパ管新生を増強するプロスタグランジン受容
体の解明とがん転移治療への応用

4,420,000 2,210,000 2,210,000

小坂　康晴 北里大学 助教
心肺停止蘇生後の肝虚血再灌流障害におけるロイコ
トリエンＢ４シグナリングの役割

4,290,000 2,470,000 1,820,000

小山　信裕 北里大学 助教
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌に有効な微生物由来耐
性克服剤の創製

4,420,000 2,600,000 1,820,000

小松　護 北里大学 助教
放線菌大規模染色体欠失株を宿主とした有用物質生
産

2,990,000 1,560,000 1,430,000

小島　佐恵子 北里大学 講師
現代米国高等教育における学生支援に関する実証的
研究―「協同モデル」のインパクト

4,030,000 1,690,000 2,340,000

小林　こず恵 北里大学 助教
網羅的遺伝子発現解析とＰＥＥＰ模擬伸展刺激による
人工呼吸関連肺障害の解明

4,160,000 2,340,000 1,820,000

小檜山　篤志 北里大学 准教授 渦鞭毛藻における増殖の分子機構に関する研究 4,550,000 2,860,000 1,690,000

松浦　晶央 北里大学 講師
日本在来馬の動物介在活動・療法・教育への利活用
に関する研究

4,550,000 2,990,000 1,560,000
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植松　崇之 北里大学 研究員
インフルエンザウイルス感染におけるＩＴＡＭ受容体ー
ＣＡＲＤ９シグナルの役割の解明

4,290,000 2,210,000 2,080,000

深谷　昌弘 北里大学 講師
興奮性シナプス後部に局在するＩＱーＡｒｆＧＥＦの機能
的役割の解明

4,420,000 2,730,000 1,690,000

神谷　健太郎 北里大学 その他
慢性心不全患者に対する入院早期からの神経筋電気
刺激の効果と安全性に関する研究

2,340,000 1,040,000 1,300,000

川上　文貴 北里大学 助教
消化管粘膜防御機構からみた神経細胞における新規
プロテインキナーゼＬＲＲＫ２の役割

2,860,000 1,560,000 1,300,000

川島　麗 北里大学 助教
チモーゲン顆粒膜タンパク質が作動する細胞内物流
システムの解明

4,160,000 2,340,000 1,820,000

太田　悦朗 北里大学 助教
パーキンソン病原因分子ＬＲＲＫ２のドミナントネガティ
ブによる細胞死機構の解明

3,900,000 2,080,000 1,820,000

大久保　直 北里大学 講師
咽頭弓分節化に伴い周期的に発現変動する遺伝子
の分子計時機構解明

4,030,000 1,170,000 2,860,000

大極　光太 北里大学 助教
量子化学計算を利用した大学初年次化学教育用教材
の作成

2,340,000 1,040,000 1,300,000

大多和　正樹 北里大学 助教
Ｃｏｍｐｌｅｘ２選択的阻害剤ａｔｐｅｎｉｎＡ５を基盤とする新
規抗寄生虫薬の創製

3,510,000 1,950,000 1,560,000

池田　大介 北里大学 講師
魚類ミオシン重鎖遺伝子の進化を探る－無顎類から
肉鰭類まで－

4,550,000 2,860,000 1,690,000

長井　賢一郎 北里大学 助教 カルピナクタムを基盤とした新規抗結核薬の開発 4,420,000 2,990,000 1,430,000

美間　健彦 北里大学 助教
新規マトリックス・アンカー探索のための細菌性コラー
ゲンセンサーとアドヘジンの解析

4,290,000 1,430,000 2,860,000

和田　耕治 北里大学 講師
市民の新興感染症予防に関する知識、態度、行動の
現状と不安との関連に関する疫学研究

2,470,000 1,430,000 1,040,000

井上　信一 杏林大学 助教
マラリアにおける造血系撹乱とその制御メカニズムを
探る

4,420,000 2,600,000 1,820,000

荒井　将志 杏林大学 講師
グローバル合理化段階における多国籍企業の国際的
業際標準化と新市場形成の研究

3,900,000 1,040,000 2,860,000

小笠原　準悦 杏林大学 助教
運動は白色脂肪細胞から褐色脂肪細胞への分化を
誘導するか

4,290,000 1,690,000 2,600,000

増田　正次 杏林大学 助教
蝸牛内完全埋込み型人工コルチ器作製へむけた人工
シナプス形成を確立するための研究

4,680,000 2,600,000 2,080,000

田中　雅樹 杏林大学 助教
悪性神経膠腫におけるＩＤＨ遺伝子異常の生物学的意
義の解明

4,290,000 1,820,000 2,470,000

渡辺　雅人 杏林大学 助教
細菌性肺炎で抗Ｇ―ＣＳＦ自己抗体が好中球機能を
制御するメカニズムの解析

4,290,000 1,690,000 2,600,000

福冨　俊之 杏林大学 助教
新規尿酸排泄トランスポーターＮＰＴ４のＰＤＺＫ１によ
る尿酸輸送制御機構の解明

3,770,000 1,950,000 1,820,000

片岡　雅晴 杏林大学 助教
個別化医療を目指した難治性循環器疾患である肺動
脈性肺高血圧症の遺伝子解析

4,420,000 2,470,000 1,950,000

木村　徹 杏林大学 助教
妊娠高血圧症候群および多胎妊娠時に併発する高尿
酸血症の発症メカニズム解明

4,160,000 1,560,000 2,600,000

安岡　秀剛 慶應義塾大学 助教 線維化における単球の役割 4,290,000 2,340,000 1,950,000
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安居　孝純 慶應義塾大学 研究員
ヒト歯髄幹細胞特異マーカーによる予期的分離と性状
解析

4,160,000 2,210,000 1,950,000

安水　洋太 慶應義塾大学 助教
難治性前立腺癌の進展に着目したＡＫＴ－ＭＴＯＲシ
グナル経路制御による新規治療戦略

4,160,000 2,210,000 1,950,000

安西　淳 慶應義塾大学 助教
心筋梗塞後創傷治癒過程における骨髄由来樹状細
胞の役割

4,290,000 2,990,000 1,300,000

安倍　晋也 慶應義塾大学 助教
外科的侵襲後の敗血症性急性肺損傷モデルにおける
ＨＭＧＢ１の動態と治療法の開発

4,030,000 2,080,000 1,950,000

伊澤　栄一 慶應義塾大学 准教授 鳥類を用いた関係性認知の進化的起源に関する研究 4,420,000 3,120,000 1,300,000

井上　櫻子 慶應義塾大学 助教
１８世紀フランスにおける博物学の興隆と描写詩―
ビュフォン受容の問題を中心に

3,510,000 1,560,000 1,950,000

井端　啓二 慶應義塾大学 助教
シナプス小胞融合の可視化による小脳顆粒細胞のプ
レシナプス活性の解析

4,290,000 1,690,000 2,600,000

羽生　昇 慶應義塾大学 助教
頭頸部癌における上皮間葉移行の癌幹細胞調節機
構

3,770,000 1,950,000 1,820,000

越智　ゑみ 慶應義塾大学 助教
さまざまな臓器からの培養線維芽細胞による毛包誘
導

4,160,000 2,210,000 1,950,000

塩濱　愛子 慶應義塾大学 助教
アトピー性皮膚炎原因候補遺伝子ｍａ１の機能解析と
皮膚炎発症の分子機構解明

4,290,000 2,730,000 1,560,000

奥井　将之 慶應義塾大学 助教 凍結療法における新規凍結端子の開発 4,160,000 2,080,000 2,080,000

奥田　隆志 慶應義塾大学 講師
新規のコリン作動性神経賦活薬の開発と作用機序の
解明

4,420,000 1,820,000 2,600,000

横森　剛 慶應義塾大学 講師
共添加型蛍光微粒子をトレーサとする燃焼反応場の
温度・速度二次元非接触同時測定法

4,420,000 2,600,000 1,820,000

加茂　具樹 慶應義塾大学 准教授
現代中国の政治参加に関する研究：体制内の合法的
な政治参加と政治社会の安定

3,900,000 1,300,000 2,600,000

河村　佳見 慶應義塾大学 助教
間葉系幹細胞の生体内における局在・動態・生理学
的機能の解明

4,290,000 2,340,000 1,950,000

角山　寛規 慶應義塾大学 その他
サイズと組成を制御した複合金属クラスター触媒の精
密合成法の開発

4,550,000 2,730,000 1,820,000

葛巻　直子 慶應義塾大学 その他
オピオイドのがん細胞増殖ならびに幹細胞分化に及
ぼす影響

3,380,000 1,820,000 1,560,000

関谷　高史 慶應義塾大学 助教
制御性Ｔ細胞の機能のダイナミズムを制御する分子メ
カニズムの解明

4,420,000 2,470,000 1,950,000

岸　憲幸 慶應義塾大学 助教
レット症候群病態におけるＮＦーｋＢシグナル関与の解
析

4,420,000 2,340,000 2,080,000

岩下　誠 慶應義塾大学 助教
アイルランド公教育制度の成立過程とその影響に関
する歴史的研究

4,030,000 1,690,000 2,340,000

吉岡　興一 慶應義塾大学 准教授
ニュートリノ力学を礎とする新しい物理の探究とその検
証

4,290,000 1,950,000 2,340,000

吉岡　範幸 慶應義塾大学 助教
化学物質評価のためのヒト型Ｐ４５０を持つメダカの作
製

4,290,000 2,210,000 2,080,000

吉峰　俊輔 慶應義塾大学 助教
バフィロマイシンを用いた表在性・浸潤性膀胱癌細胞
に対する治療戦略の確立

4,290,000 2,340,000 1,950,000

760



（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

久住呂　友紀 慶應義塾大学 助教
アルツハイマー病における細胞老化因子Ｅｃｒｇ４の解
析ー受容体同定から創薬に向けて

4,290,000 2,730,000 1,560,000

久保　健一郎 慶應義塾大学 助教 大脳皮質形成を制御する分子メカニズムの解明 4,290,000 1,560,000 2,730,000

宮下　和季 慶應義塾大学 講師
心血管ホルモンによるミトコンドリアを介した酸素利用
制御の病態生理学的意義の解明

4,290,000 2,730,000 1,560,000

宮本　憲一 慶應義塾大学 助教
ダウン症モデルマウスを用いた新規心奇形原因遺伝
子の同定

4,290,000 2,340,000 1,950,000

牛山　潤一 慶應義塾大学 助教
脳波筋電図コヒーレンスのメカニズムを筋感覚フィード
バックの視点から解明する

4,420,000 3,120,000 1,300,000

巨勢　典子 慶應義塾大学 研究員
エズリンによる胎盤機能維持分子機構と胎児発育不
全予防の新戦略

4,420,000 2,730,000 1,690,000

金子　祐子 慶應義塾大学 助教
関節リウマチにおける関節破壊予測因子の同定と
テーラーメイド治療の実現

3,640,000 1,300,000 2,340,000

金谷　繁明 慶應義塾大学 助教
排他的に発現する分子を、協調的に発現している抑
制性神経細胞の由来特定

4,420,000 2,080,000 2,340,000

栗田　昭宏 慶應義塾大学 その他
顔面神経麻痺に対する臨床応用が可能な遺伝子治
療の開発

3,380,000 2,080,000 1,300,000

桑子　賢一郎 慶應義塾大学 助教
神経軸索伸展期からシナプス形成期への移行を司る
遺伝子発現制御プログラムの解析

4,420,000 2,470,000 1,950,000

古谷　正敬 慶應義塾大学 助教
ヒト子宮内膜の生理機能および病態形成における上
皮間葉転換の関与

4,290,000 1,690,000 2,600,000

向野　雅彦 慶應義塾大学 助教
ラット脊髄損傷モデルにおける運動負荷の効果メカニ
ズム検討

3,250,000 1,950,000 1,300,000

荒巻　道彦 慶應義塾大学 助教
脳室下帯特異的発現遺伝子の大脳新皮質形成にお
ける役割の解明

3,770,000 2,210,000 1,560,000

行武　良哲 慶應義塾大学 助教
アストロサイト容積調節機構における酸素依存的アク
アポリン４の機能制御機構

4,290,000 2,340,000 1,950,000

高橋　令子 慶應義塾大学 助教 自己免疫疾患における制御性Ｔ細胞の可塑性の意義 4,160,000 2,210,000 1,950,000

高田　伊知郎 慶應義塾大学 講師
間葉系幹細胞におけるＢＭＰ２／ＰＰＡＲγシグナルク
ロストークの解析

4,290,000 2,730,000 1,560,000

高田　康成 慶應義塾大学 講師
転写因子Ｆｒａ－１による骨形成の解明とその４次元的
解析

4,030,000 1,170,000 2,860,000

黒田　浩章 慶應義塾大学 助教
マウス肺癌に対する凍結融解壊死療法は他部位転移
巣にも発育抑制効果を及ぼす

3,380,000 2,080,000 1,300,000

黒田　有希子 慶應義塾大学 助教
カルシウムオシレーション非依存的破骨細胞分化を担
う分子群の探索と同定

4,420,000 2,730,000 1,690,000

佐々木　史織 慶應義塾大学 講師
４Ｄ世界地図システムによる地域文化の意味的・時空
間的分析・検索・可視化環境の実現

4,420,000 2,990,000 1,430,000

斎藤　菜摘 慶應義塾大学 講師
代謝制御の理解に向けた試験管内代謝経路の構築と
動態解析

4,810,000 3,510,000 1,300,000

細川　崇洋 慶應義塾大学 助教
周産期出血における子宮動脈ＮＢＣＡ　リピオドール塞
栓術の基礎研究

4,030,000 1,300,000 2,730,000

坂下　玄哲 慶應義塾大学 准教授
小売店舗ブランドイメージの形成要因とその効果に関
する実証研究

3,640,000 1,300,000 2,340,000
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坂川　博宣 慶應義塾大学 講師 確率界面モデルの漸近挙動の研究 2,210,000 910,000 1,300,000

坂本　好昭 慶應義塾大学 助教 肥厚性瘢痕モデルにおけるＴ細胞の機能 4,030,000 1,170,000 2,860,000

三浦　智明 慶應義塾大学 助教
有機色素ナノ粒子の光エレクトロニクス物性と電子移
動

4,550,000 2,860,000 1,690,000

三上　修治 慶應義塾大学 助教
ＥＭＴ誘導因子をターゲットとした腎細胞癌の分子標的
治療

4,420,000 2,210,000 2,210,000

三谷　智香子 慶應義塾大学 助教
爪のケアが困難な高齢者の実態と看護技術教育の課
題

780,000 130,000 650,000

山上　淳 慶應義塾大学 助教
ファージ提示法を基礎技術とした天疱瘡における自己
抗体の解析

4,160,000 2,210,000 1,950,000

山田　浩史 慶應義塾大学 助教 ＯＳカーネル障害からの早期回復手法に関する研究 3,900,000 2,600,000 1,300,000

寺澤　悠理 慶應義塾大学 講師 信念の形成における内受容感覚の役割 4,290,000 3,120,000 390,000 1,170,000

篠田　和伸 慶應義塾大学 助教
脳死腎移植臨床応用へ向けた生体内制御性樹状細
胞誘導による免疫寛容誘導法の検討

4,290,000 2,990,000 1,300,000

小黒　草太 慶應義塾大学 助教
内分泌臓器に対する凍結療法の凍結解凍サイクルと
至適プロトコールの検討

4,030,000 1,170,000 2,860,000

小野　晃典 慶應義塾大学 教授 マス・カスタマイゼーションと成分ブランディング 4,290,000 2,210,000 2,080,000

松浦　寿幸 慶應義塾大学 講師
国際工程間分業と企業の異質性を考慮した直接投資
モデルの構築、および実証分析

4,290,000 1,300,000 2,990,000

松浦　壮 慶應義塾大学 講師 数値計算で探る超対称ゲージ理論の非摂動構造 4,030,000 1,560,000 2,470,000

松島　将史 慶應義塾大学 助教
リポソーム法を用いたＩＬ－２１・１５遺伝子導入の併用
による再発予防に関する研究

4,160,000 2,080,000 2,080,000

松本　一宏 慶應義塾大学 助教
ＰＴＥＮ遺伝子導入による膀胱癌の浸潤転移予防につ
いての同所性モデルを用いた検討

4,030,000 1,560,000 2,470,000

沼澤　洋平 慶應義塾大学 助教
アンギオテンシン受容体阻害薬による活性化ヒト間葉
系幹細胞による心臓再生医療

4,420,000 2,600,000 1,820,000

上崎　千 慶應義塾大学 講師
草月アートセンターの網羅的な資料体編成に向けた
「アーカイヴ型」研究

4,290,000 1,300,000 2,990,000

城武　卓 慶應義塾大学 助教
前立腺癌の進展におけるケモカインと腫瘍関連マクロ
ファージの機能解析と発現制御

3,770,000 2,340,000 1,430,000

新田　宗土 慶應義塾大学 准教授 場の理論と物性論における位相的ソリトン 4,550,000 2,990,000 1,560,000

新藤　恵一郎 慶應義塾大学 助教
経頭蓋直流電気刺激による脳卒中患者への脳可塑
性の誘導

3,380,000 2,730,000 650,000

森川　暁 慶應義塾大学 助教
癌発生に並行する周囲間質細胞悪性転化メカニズム
の解明

4,290,000 2,600,000 1,690,000

深田　淳一 慶應義塾大学 助教
悪性膠芽腫における放射線感受性の予測法開発と
適な線量分割法の基礎的検討

2,860,000 1,690,000 1,170,000

神武　直彦 慶應義塾大学 准教授
異種測位方式協調機構の構築による屋内外シームレ
ス測位性能の向上

4,420,000 2,860,000 1,560,000
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杉原　英志 慶應義塾大学 助教
白血病幹細胞のＣＤ４４による代謝制御メカニズムの
解析

4,420,000 2,340,000 2,080,000

杉山　由希子 慶應義塾大学 講師 日本語ピッチアクセントのスペクトル情報の解明 3,250,000 1,820,000 1,430,000

菅田　浩司 慶應義塾大学 助教 血液脳関門の防御機構を司る分子メカニズムの解明 4,420,000 2,470,000 1,950,000

星野　剛 慶應義塾大学 助教
間葉系幹細胞／肝細胞を融合したスフェア移植による
新しい重症肝障害の治療戦略

4,030,000 910,000 3,120,000

清水　唯一朗 慶應義塾大学 准教授
政権交代と政官関係の変容―政策形成過程をめぐる
比較歴史研究

3,250,000 1,560,000 1,690,000

西　弘二 慶應義塾大学 講師
抗癌剤の奏効率向上を目指した膵癌新規治療標的へ
のアプローチ

4,420,000 2,470,000 1,950,000

西山　亮 慶應義塾大学 助教
ＨＭＧＢ－１制御による小腸虚血再灌流障害の抑制法
の開発と小腸移植への応用

4,160,000 1,950,000 2,210,000

西田　知訓 慶應義塾大学 助教
ショウジョウバエｐｉＲＮＡ生合成経路におけるＴｕｄｏｒの
機能解析

4,550,000 2,470,000 2,080,000

西本　祥仁 慶應義塾大学 助教
筋萎縮性側索硬化症におけるＬＩＮ２８の細胞生存寄
与に関する研究

4,160,000 2,210,000 1,950,000

赤江　雄一 慶應義塾大学 助教 中世ヨーロッパにおける説教形式の進化の研究 2,860,000 2,470,000 1,040,000 390,000

前田　千尋 慶應義塾大学 助教
カルバゾール骨格を有する巨大共役系ポルフィリノイ
ドの開発

4,810,000 3,640,000 1,170,000

倉林　修一 慶應義塾大学 講師
Ｗｅｂ動画像・音楽メディアを対象とした感性自動分
析・個人化・配信システムの実現

4,420,000 2,860,000 1,560,000

相澤　義泰 慶應義塾大学 助教
次世代シークエンサーを用いた家族性心房細動の原
因遺伝子検索

4,160,000 2,210,000 1,950,000

増田　豪 慶應義塾大学 研究員
高感度細胞表面抗原マーカー検出に向けたエピトー
プ領域の網羅的同定

4,550,000 1,690,000 2,860,000

村上　功 慶應義塾大学 助教
エピジェネティックスな調節に基づく子宮頸部腫瘍の
病態解明アプローチ

4,160,000 2,210,000 1,950,000

村上　裕太郎 慶應義塾大学 准教授
会計利益と課税所得の一致の程度と価値関連性に関
する研究

4,030,000 1,690,000 2,340,000

多胡　めぐみ 慶應義塾大学 講師
ＳＴＡＴ５標的遺伝子による真性赤血球増加症発症機
構の解析

4,420,000 2,470,000 1,950,000

大橋　俊夫 慶應義塾大学 講師 シード線源を用いた化学小線源療法の開発 2,600,000 1,560,000 1,040,000

大津　貴子 慶應義塾大学 助教
マウス皮膚創傷治癒において好中球エラスターゼが
及ぼす効果の解析

4,160,000 2,210,000 1,950,000

大塚　崇 慶應義塾大学 助教
一酸化炭素とアデノシン受容体の相互作用による肺
移植後拒絶反応軽減の基礎的研究

3,900,000 2,730,000 650,000 1,170,000

大野　洋平 慶應義塾大学 助教
誘導多能性幹細胞由来心筋細胞の機能解析および
質の検討

4,160,000 2,080,000 2,080,000

谷口　智憲 慶應義塾大学 助教
悪性黒色腫で特異的に発現するＨｉｓｔａｔｉｎ－１の機能
解析、診断、治療への応用

4,160,000 2,210,000 1,950,000

中西　美和 慶應義塾大学 講師
「好奇心」を誘発するプロダクト・サービスのデザイン
手法開発

4,680,000 3,900,000 780,000
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中澤　英夫 慶應義塾大学 助教
両生類における新規の副嗅覚系（嗅陥凹上皮）の形
態と機能

3,770,000 2,470,000 1,300,000

猪狩　敦子 慶應義塾大学 研究員
ＴＴＰ患者における抗ＡＤＡＭＴＳ１３自己抗体高感度定
量測定系の開発

4,420,000 2,730,000 1,690,000

津川　仁 慶應義塾大学 助教
ピロリ菌の持続感染力と薬剤耐性に関わる鉄獲得シ
ステム依存的抗酸化能発現機序

4,290,000 2,340,000 1,950,000

杜　ぶん林 慶應義塾大学 助教
ヒト肝癌転移モデルを用いた分子標的治療薬の機能
解明

4,420,000 2,210,000 2,210,000

登美　斉俊 慶應義塾大学 講師
胎盤内分泌機能と協調する薬物の胎盤関門透過性制
御の分子基盤

4,420,000 2,600,000 1,820,000

土井　知光 慶應義塾大学 助教 消化管炎症におけるＤＮＡ損傷の役割の解析 4,290,000 2,730,000 1,560,000

楠本　大 慶應義塾大学 助教
特発性／遺伝性肺動脈性肺高血圧症の疾患特異的ｉ
ＰＳ細胞の樹立および解析

4,030,000 2,080,000 1,950,000

馬渕　春菜 慶應義塾大学 研究員 光障害に対するルテインの網膜保護効果の解析 4,290,000 2,990,000 1,300,000

馬渕　洋 慶應義塾大学 助教
単一間葉系幹細胞の分裂機能制御と老化機構の解
明

4,160,000 2,210,000 1,950,000

萩原　啓 慶應義塾大学 助教
対数幾何学における代数的Ｋ理論の類似物の研究と
その数論幾何・代数幾何への応用

3,510,000 1,170,000 2,340,000

萩原　正幸 慶應義塾大学 助教
膀胱癌発癌モデルを用いた血管新生の依存度に応じ
た新規治療戦略の確立

4,160,000 2,210,000 1,950,000

浜本　純子 慶應義塾大学 助教
ｍｉｃｒｏＲＮＡを指標とした肺癌診断マーカーの開発及
び発癌メカニズムの解明

4,160,000 2,210,000 1,950,000

武田　朗子 慶應義塾大学 講師
統計的学習理論のポートフォリオ 適化問題への適
用

4,420,000 910,000 3,510,000

平沢　学 慶應義塾大学 助教 加齢黄斑変性におけるＡｎｇｐｔｌ２の関与 4,290,000 2,730,000 1,560,000

平田　賢郎 慶應義塾大学 助教
ピロリ菌感染時における十二指腸上皮細胞の鉄吸収
異常と鉄毒性に関する検討

4,290,000 2,210,000 2,080,000

片山　和浩 慶應義塾大学 助教
ＡＢＣ輸送体活性・発現制御機構の解明と創薬基盤の
構築

4,290,000 2,210,000 2,080,000

本間　康一郎 慶應義塾大学 助教
ヒトＥＳ・ｉＰＳ内皮細胞誘導技術を用いた新規ＣＫＤ病
態メカニズムの解明

4,160,000 2,210,000 1,950,000

茂田　浩平 慶應義塾大学 助教
大腸癌細胞膜表面ＥＧＦＲ検出によるＣｅｔｕｘｉｍａｂ感
受性予測法の開発

4,160,000 2,210,000 1,950,000

木村　彰宏 慶應義塾大学 助教
ダイオキシン受容体とその関連因子による自然免疫
応答およびＴｈ１７分化の制御

4,290,000 2,210,000 2,080,000

木村　徳宏 慶應義塾大学 助教
軟骨細胞の遊走能に着目したヒト変形性関節症の病
態解析

4,420,000 2,080,000 2,340,000

野村　弘行 慶應義塾大学 助教 一塩基多型解析による子宮体癌幹細胞の個性診断 4,160,000 1,820,000 2,340,000

矢澤　真樹 慶應義塾大学 講師
脂肪誘導機能付加生体材料による組織欠損補填療
法の開発

4,160,000 2,210,000 1,950,000

友松　克允 慶應義塾大学 助教
真菌成分によるＴｈ２型自然免疫応答と遷延性気道炎
症の病態解明

4,290,000 2,340,000 1,950,000
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有馬　好美 慶應義塾大学 助教
乳癌の再発・転移における乳癌幹細胞および上皮間
葉転換（ＥＭＴ）シグナルの解析

4,290,000 2,340,000 1,950,000

楊　浩 慶應義塾大学 助教
プリオンタンパクの小胞輸送に関与するＲＡＢ１１およ
びＳＧＳＭファミリーの機能解析

4,420,000 2,470,000 1,950,000

葉　季久雄 慶應義塾大学 研究員
外科侵襲下における褐色脂肪細胞分化機構の解明と
代謝亢進状態改善の試み

4,030,000 1,300,000 2,730,000

林田　哲 慶應義塾大学 助教
乳癌個別化治療を目指したＨＯＸＢ９によるＥＭＴ誘導
とＤＮＡ修復メカニズムの解明

4,290,000 2,340,000 1,950,000

和佐野　浩一
郎

慶應義塾大学 助教
鼓膜全面の振動解析法確立に向けたレーザードップ
ラープローブの開発

3,900,000 2,470,000 1,430,000

廣瀬　康生 慶應義塾大学 准教授
非線形性と定常状態の変化を考慮したＤＳＧＥモデル
の構築

4,290,000 1,690,000 2,600,000

廣田　ゆき 慶應義塾大学 助教
マウス大脳皮質形成において皮質深部で発現する
リーリン蛋白質の機能解析

4,420,000 2,470,000 1,950,000

藪　友良 慶應義塾大学 准教授 為替介入効果の検証 4,160,000 1,820,000 2,340,000

關　智史 慶應義塾大学 助教
膵癌の分子標的治療薬・放射線併用療法の基礎的研
究

4,160,000 1,820,000 2,340,000

阿相　英孝 工学院大学 准教授
微粒子マスクを用いた構造転写技術によるアルミニウ
ム表面の微細加工とその応用

4,290,000 1,950,000 2,340,000

見崎　大悟 工学院大学 講師
ダイナミック特性を考慮したハイブリッド型顕微作業シ
ステムに関する研究

4,030,000 2,730,000 1,300,000

幸村　孝由 工学院大学 准教授 超高感度・大面積Ｘ線ＣＣＤの研究開発 4,420,000 2,600,000 1,820,000

赤松　憲樹 工学院大学 助教
界面の水のミクロ構造に着目した水処理用ファウリン
グ抑制膜の開発

4,420,000 2,600,000 1,820,000

家入　博徳 國學院大學 講師
未調査仮名自筆資料の分析による文字・表記意識の
通時的研究

3,640,000 1,560,000 2,080,000

甘利　航司 國學院大學 講師 新たな刑事制裁としての電子監視の総合的研究 3,900,000 1,560,000 2,340,000

林　貢一郎 國學院大學 准教授
エストロゲン合成に係わる遺伝子多型と身体活動によ
る動脈硬化抑制効果の関係

4,420,000 2,600,000 1,820,000

寺田　佳代 国際基督教大学 講師 馬術競技におけるライダーの脊柱・骨盤の動作研究 4,420,000 3,250,000 1,170,000

大澤　広晃 国際基督教大学 研究員 「先住民保護の精神」とイギリス帝国 4,160,000 1,560,000 2,600,000

遠藤　孝治 国士舘大学 研究員
古代エジプト新王国時代からプトレマイオス王朝時代
の石切り場研究

2,080,000 1,430,000 650,000

田岡　絵理子 国士舘大学 講師 代理人の忠実義務規範の明確化 1,950,000 1,040,000 910,000

和田　匡史 国士舘大学 准教授
ストレスタンパク質発現による疲労回復効果の解明と
効率的な筋力発揮の可能性

3,640,000 1,820,000 1,820,000

奥村　公輔 駒澤大学 講師 立法手続法の体系化 1,690,000 1,040,000 650,000

岸田　隆行 駒澤大学 准教授 予算管理の運用方法とその効果に関する実証研究 910,000 390,000 520,000
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松本　典子 駒澤大学 講師
日本における労働統合型社会的企業モデル構築のた
めの国際比較研究

2,990,000 1,300,000 1,690,000

中野　香織 駒澤大学 講師
「符号化変動性仮説」に基づく複数メディアによる相乗
効果の検討

4,160,000 1,300,000 2,860,000

田中　靖 駒澤大学 准教授
航空機レーザー計測データを用いたプロセスベース型
地形シミュレーションモデルの構築

3,770,000 1,040,000 2,730,000

北口　りえ 駒澤大学 講師 未実現利益への課税がもたらす課税所得概念の変容 2,080,000 780,000 1,300,000

原田　謙 実践女子大学 准教授
パネル調査に基づく中高年期における配偶関係の変
化と精神的健康に関する研究

1,820,000 1,040,000 780,000

松下　慶太 実践女子大学 講師
社会人の「学び」におけるサードプレイスと社会ネット
ワークが果たす機能

1,170,000 520,000 650,000

竹内　光悦 実践女子大学 准教授
問題解決力育成を目指す統計教育の授業運営と評価
の枠組み

4,160,000 1,560,000 2,600,000

稲村　雄大 芝浦工業大学 准教授
経営現地化と現地法人パフォーマンスとの関係につい
ての研究

1,950,000 650,000 1,300,000

三好　匠 芝浦工業大学 准教授 自律分散型Ｐ２Ｐトラヒック制御システム 4,420,000 2,080,000 2,340,000

前田　健吾 芝浦工業大学 准教授
ゲージ重力対応における空間的非一様性効果の基礎
的研究

2,990,000 1,430,000 1,560,000

丹下　学 芝浦工業大学 助教
ＭＥＭＳ技術を用いたマイクロチャネル内沸騰流の圧
力分布と気泡動的挙動の同時計測

4,550,000 3,250,000 1,300,000

福田　浩章 芝浦工業大学 准教授 ＲＩＡ開発に適したアスペクト指向言語に関する研究 2,990,000 1,820,000 1,170,000

木戸脇　匡俊 芝浦工業大学 助教
超高速応答可能な液晶性環動ゲルアクチュエータの
開発

4,680,000 2,600,000 2,080,000

櫻木　新 芝浦工業大学 准教授 日本語における記憶表現の研究 1,820,000 520,000 1,300,000

伊藤　伸 順天堂大学 助教
頭頸部扁平上皮癌の多段階発癌におけるＮｉｂａｎ遺伝
子の発現

4,160,000 2,600,000 1,560,000

羽場　香織 順天堂大学 助教
末期がん療養者の在宅移行準備期における訪問看
護師による支援の確立

1,430,000 780,000 650,000

河村　剛光 順天堂大学 助教
打撃能力と動体視力向上のためのトレーニングに関
する研究‐球速・球種に着目して‐

2,340,000 1,040,000 1,300,000

角　由佳 順天堂大学 准教授
全身性炎症反応症候群（ＳＩＲＳ）のトリガーとしてのア
デノシン３リン酸（ＡＴＰ）

4,290,000 2,470,000 1,820,000

梶原　直樹 順天堂大学 研究員 アレルギー疾患におけるＩＬ－１６の抑制機能の解明 4,160,000 2,210,000 1,950,000

関根　紀子 順天堂大学 研究員
機械的人工換気システムを用いた横隔膜の筋萎縮メ
カニズムの解明

4,290,000 2,080,000 2,210,000

久田　研 順天堂大学 助教
早産児に対する 適かつ効果的なプロバイオティクス
投与方法の確立

3,900,000 1,690,000 2,210,000

金　孟奎 順天堂大学 その他 心筋細胞内の脂質蓄積の生理学的メカニズムの解明 4,030,000 2,340,000 1,690,000

窪田　敦之 順天堂大学 その他
血流制限下で行う他動的膝関節伸展・屈曲運動によ
る筋肥大および筋力増強効果

4,290,000 1,820,000 2,470,000
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原　厚子 順天堂大学 助教
高齢者手術における術後せん妄発生と炎症の関連に
ついて

3,640,000 1,560,000 2,080,000

鯉川　なつえ 順天堂大学 准教授
エリートランナーの出産前後のトレーニングプログラム
の提案

2,990,000 910,000 2,080,000

黒河　千恵 順天堂大学 助教 熱蛍光薄膜体による３次元線量分布測定 2,990,000 1,430,000 1,560,000

今居　譲 順天堂大学 准教授
若年性パーキンソン病原因遺伝子産物がミトコンドリ
アを維持する分子メカニズムの解析

4,290,000 2,080,000 2,210,000

佐藤　匡 順天堂大学 助教
慢性閉塞性肺疾患の病態におけるマイクロＲＮＡの役
割の解明と治療への応用

4,290,000 1,820,000 2,470,000

佐藤　弥生 順天堂大学 その他
骨髄由来細胞動員による動脈硬化進展と組織再生機
構の解明

4,160,000 2,080,000 2,080,000

砂堀　毅彦 順天堂大学 助教
低酸素負荷に対するヒアルロン酸４糖の細胞保護効
果の検討

4,290,000 2,210,000 2,080,000

三瓶　舞紀子 順天堂大学 助教
自殺未遂経験のあるうつ病外来患者に熟練外来精神
科看護師が行う看護行為の理論化

2,600,000 1,300,000 1,300,000

山崎　由花 順天堂大学 助教
認知症発症予防にペットは活用できるのか―コホート
研究による検討

4,290,000 1,560,000 2,730,000

志村　絵理 順天堂大学 研究員 表皮ｇｄＴ細胞の解析ツールの開発および機能解析 4,160,000 1,430,000 2,730,000

舟木　俊成 順天堂大学 准教授
角膜移植後における内皮細胞死とミトコンドリアの動
態

4,290,000 2,600,000 1,690,000

小宮　尚 順天堂大学 講師
換気チューブを利用した鼓膜直接加振型補聴器の開
発

4,160,000 2,600,000 1,560,000

小見山　博光 順天堂大学 助教
各種プロテアーゼ活性による炎症性腸疾患の病態制
御機構の解明

4,290,000 2,470,000 1,820,000

小池　正人 順天堂大学 准教授 リソソームカテプシン群の基質の探索 4,290,000 2,080,000 2,210,000

松下　訓 順天堂大学 助手
新素材のハイドロゲルを用いた心筋梗塞に対する心
筋幹細胞治療

4,290,000 2,080,000 2,210,000

松山　毅 順天堂大学 准教授
「公共性」に関する歴史研究～イギリス「慈善信託法
（１６０１）」を手がかりに～

2,600,000 1,170,000 1,430,000

松本　文彦 順天堂大学 准教授
頭頸部癌におけるｃＳｒｃと放射線治療との臨床的関係
および機能の解析

4,160,000 2,600,000 1,560,000

上窪　裕二 順天堂大学 助教
アデノシン受容体による代謝型グルタミン酸受容体の
機能調節と運動学習の制御

4,290,000 2,340,000 1,950,000

神谷　和作 順天堂大学 講師 蝸牛線維細胞を標的とした遺伝性難聴治療法の開発 4,290,000 2,600,000 1,690,000

杉本　聡 順天堂大学 助教
ボルツマン方程式を用いた放射線治療用吸収線量計
算法・治療計画システムの開発

4,030,000 2,210,000 1,820,000

西岡　笑子 順天堂大学 助教
母体の化学物質曝露が妊娠・分娩および新生児に及
ぼす影響

2,340,000 1,690,000 650,000

相澤　昌史 順天堂大学 助教 ＩｇＡ腎症における樹状細胞の役割 4,290,000 2,730,000 1,560,000

池田　恵 順天堂大学 講師
病院感染対策の実施状況と規定要因に関する日英比
較研究

5,460,000 3,250,000 2,210,000
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池田　真一 順天堂大学 その他
運動によるインスリン感受性亢進における筋ーマクロ
ファージ間コミュニケーション

4,420,000 2,340,000 2,080,000

中澤　麻美 順天堂大学 助手 騒音下に於ける音楽聴取時の外耳道音圧計測 4,160,000 2,600,000 1,560,000

田中　奈々 順天堂大学 助教
新しいヒルシュスプルング病モデルマウスを用いた基
礎研究：神経提細胞移植を目指して

3,770,000 1,950,000 1,820,000

渡辺　俊 順天堂大学 研究員
疼痛における生体膜糖脂質の機能と鎮痛への応用の
ための基礎的研究

4,420,000 1,820,000 2,600,000

内山　明 順天堂大学 助教
脂肪性肝炎の病態形成におけるリピドラフトの役割の
解明

3,900,000 2,470,000 1,430,000

内田　豊義 順天堂大学 助教
膵β細胞におけるオートファジー標的分子の同定・解
析

4,290,000 2,470,000 1,820,000

日高　輝夫 順天堂大学 その他
足細胞におけるポドシンのエンドサイトーシスを誘導す
る蛋白質と阻害物質の解明

4,290,000 2,080,000 2,210,000

波田野　琢 順天堂大学 助教 ＤＪ－１の膜輸送への役割に関する研究 4,420,000 2,340,000 2,080,000

馬場　猛 順天堂大学 准教授
心臓における解糖系酵素ＧＡＰＤＨを介した新規インス
リンシグナル伝達経路

2,730,000 1,560,000 1,170,000

飯塚　崇 順天堂大学 助教
低侵襲蝸牛内投与による難聴モデルマウスの聴力獲
得

4,160,000 2,600,000 1,560,000

樋野　恵子 順天堂大学 助教
明治初期における医療の近代化―家庭と病院：看護
の分化過程―

1,300,000 650,000 650,000

豊福　優希子 順天堂大学 その他
妊娠期の膵β細胞増殖におけるセロトニンシグナル
の役割の解明

4,160,000 2,080,000 2,080,000

名取　悠平 順天堂大学 助手
皮弁、植皮術における知覚再生メカニズム及びタクロ
リムス外用の新たな可能性について

4,290,000 3,380,000 910,000

李　元哲 順天堂大学 その他
血族婚のあるパーキンソン病におけるオート接合性
マッピング

4,290,000 2,600,000 1,690,000

立石　彩美 順天堂大学 助教
看護師のストレスを低減するマインドフルネスプログラ
ムの作成と有効性の検討

1,690,000 910,000 780,000

淺沼　悦子 順天堂大学 助教
ポドサイト障害とオートファジーからみた糸球体硬化の
メカニズムの解明

4,160,000 1,820,000 2,340,000

澤井　直 順天堂大学 助教
近代初期の解剖学と植物学における命名法と分類法
についての比較研究

2,860,000 1,820,000 1,040,000

ＹＡＭＡＧＵＣＨ
Ｉ　Ａ・

上智大学 助教
英国移民政策と在英ブラジル人の生活戦略の基礎的
調査研究

3,770,000 910,000 2,860,000

河野　至恩 上智大学 准教授
日本近代文学の欧米語翻訳黎明期の総合的研究～
明治・大正時代を中心に～

2,730,000 910,000 1,820,000

宮武　昌史 上智大学 准教授
鉄道における車両・ダイヤ・運転の 適化による統合
的省エネルギー化の進展

4,420,000 2,860,000 1,560,000

近藤　次郎 上智大学 助教
抗生物質に対する耐性メカニズムの分子構造論的研
究と創薬への応用

4,420,000 2,730,000 1,690,000

高橋　圭 上智大学 研究員
２０世紀前半エジプトにおけるスーフィー教団とパン＝
イスラーム主義

2,080,000 1,430,000 650,000

小西　祥文 上智大学 助教 水質取引の可能性に関する理論・実証研究 2,470,000 1,560,000 910,000
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福武　慎太郎 上智大学 准教授 東ティモールの国民文化に関する歴史人類学的研究 2,990,000 1,560,000 1,430,000

堀越　智 上智大学 准教授
光触媒におけるマイクロ波特殊効果の直接因子の解
明

4,680,000 2,860,000 1,820,000

鈴木　江津子 上智大学 研究員
海馬シナプス可塑性を誘導する内因性メカニズムに
関する生理心理学的研究

1,560,000 650,000 910,000

伊達　貴和子 昭和大学 助教
口腔扁平上皮癌のエピジェネティックな変化を指標と
した新規治療標的の検索

4,290,000 2,600,000 1,690,000

臼井　通彦 昭和大学 助教 歯肉上皮組織におけるＲＡＮＫＬの発現・機能解明 4,160,000 2,210,000 1,950,000

榎本　明子 昭和大学 その他 咀嚼変化が脳内老化に及ぼす影響について 3,900,000 1,820,000 2,080,000

奥山　淡紅子 昭和大学 助教 インプラントの初期咬合接触状態の解析 2,340,000 1,300,000 1,040,000

亀井　大輔 昭和大学 助教
顔面神経麻痺の重症化における膜結合型プロスタグ
ランジンＥ合成酵素の関与の解析

4,290,000 2,210,000 2,080,000

宮園　あがさ 昭和大学 助教
細胞外マトリックスタンパク質ＰＯＥＭの発現制御なら
びに骨形成における機能解析

4,290,000 2,340,000 1,950,000

金山　朱里 昭和大学 講師
接着斑分子Ｈｉｃ－５欠損血小板を用いたインテグリン
活性化の分子機構の解明

4,030,000 1,170,000 2,860,000

窪田　豊 昭和大学 助教
糖部４’位に置換基を有するヌクレオシド誘導体の新
規合成法の開発と生物活性評価

4,290,000 2,210,000 2,080,000

古川　匡恵 昭和大学 助教 オフィスブリーチ剤の歯肉為害性について 4,290,000 2,340,000 1,950,000

高場　雅之 昭和大学 助教
ＱＯＬを指標とした補綴装置の違いによる治療効果の
研究

2,080,000 1,430,000 650,000

佐藤　敦 昭和大学 助教
脊髄損傷後の炎症モニタリングおよび骨髄間葉系幹
細胞を用いた救済戦略の構築

4,030,000 1,170,000 2,860,000

佐藤　友紀 昭和大学 助教
炭酸ガス及び多血小板血漿（ＰＲＰ）は矯正学的歯の
移動を迅速化する

4,290,000 2,340,000 1,950,000

山口　智広 昭和大学 准教授
細胞内脂肪滴の生理機能：ステロイドホルモン産生を
中心に

4,290,000 1,560,000 2,730,000

山口　怜子 昭和大学 助教 残根上義歯とカンジダ症との検討 1,820,000 1,040,000 780,000

山本　剛 昭和大学 講師
口腔扁平上皮癌の浸潤におけるＨＰＩＰタンパク質の役
割の解明

4,030,000 1,820,000 2,210,000

森崎　弘史 昭和大学 講師
薬剤耐性遺伝子伝播の抑制法開発に関する基礎研
究

2,990,000 1,560,000 1,430,000

西村　晶子 昭和大学 助教
咀嚼における下顎と表情筋の協調運動に関与する神
経回路の解析

4,160,000 1,950,000 2,210,000

石川　文博 昭和大学 助教
ミトコンドリア呼吸鎖活性に依存したアノイキス誘導機
構とがん化による破綻

4,420,000 2,730,000 1,690,000

田中　幹大 昭和大学 講師 バイリンガルの文産出に関する認知心理言語的研究 1,820,000 1,040,000 780,000

田中　玲奈 昭和大学 助教
エナメル質の潜在的石灰化能向上による初期齲蝕再
生法

4,290,000 2,600,000 1,690,000
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渡辺　仁資 昭和大学 助教 口腔扁平上皮癌治療の次世代標的戦略 4,290,000 2,470,000 1,820,000

南雲　達人 昭和大学 助教
口腔扁平上皮癌におけるＨＩＦ２－α関連脱分化誘導
機構の解明と分子標的治療への応用

4,160,000 2,210,000 1,950,000

畑　春実 昭和大学 助教
アネキシンＡ８の脱メチル化を指標とした膵癌発生・進
展促進因子の網羅的探索

4,290,000 1,690,000 2,600,000

飯泉　恭一 昭和大学 助教
飲酒によるＲＡＥ－１の発現が抗腫瘍免疫の低下に与
える役割

4,030,000 1,690,000 2,340,000

片岡　有 昭和大学 助教
エキシマレーザを用いたチタン製インプラント表面処理
の開発

4,290,000 2,990,000 1,300,000

有本　隆文 昭和大学 助教
病原性リポ蛋白質制御酵素を標的とした新たな齲蝕
細菌感染症治療・予防法の開発

4,290,000 2,470,000 1,820,000

鈴木　一成 昭和大学 助教
動脈硬化症を引き起こす酸化ＬＤＬの歯周組織に対す
る影響の解明

4,160,000 2,080,000 2,080,000

齋藤　雄太 昭和大学 助教
未熟児網膜症に対する抗ＶＥＧＦ抗体の新たな投与法
の効果と安全性を検討する研究

4,030,000 1,820,000 2,210,000

阿部　美香 昭和女子大学 その他
中世東国宗教と文芸伝承の綜合的研究―唱導、縁
起、物語を視座として

3,640,000 1,170,000 2,470,000

内田　敦子 昭和女子大学 助教
まちづくりにおける持続可能なイベントについての研
究

4,420,000 2,600,000 1,820,000

清水　万紀子 昭和薬科大学 助教
成長に伴う薬物酸化酵素の個人間および個人内変動
の解明

4,420,000 2,860,000 1,560,000

茂木　輝順 女子栄養大学 研究員
戦後日本における思春期男子への性教育実践の実
態と課題に関する研究

2,730,000 1,430,000 1,300,000

栗原　陽介 成蹊大学 助教
屋内環境における無拘束生体情報センシング・システ
ムの開発

4,420,000 2,600,000 1,820,000

山本　晶 成蹊大学 准教授 クチコミの経済的価値に関する研究 3,510,000 1,040,000 2,470,000

野島　美保 成蹊大学 准教授 電子化がコンテンツ価格に与える影響 4,420,000 520,000 3,900,000

李　林静 成蹊大学 講師
ホジェン語の音声・映像資料による電子コーパスの構
築及びそれに基く記述研究

4,290,000 1,950,000 2,340,000

齋藤　龍一 成城大学 研究員 中国南北朝時代における「道教」礼拝像の形成と展開 2,470,000 1,690,000 780,000

角田　秋 聖路加看護大学 助教
訪問看護師による精神疾患を有する人への電話相談
の効果評価

1,690,000 1,040,000 650,000

五十嵐　ゆか
り

聖路加看護大学 助教
多文化共生社会に望まれる外国人ケアを習得するた
めの周産期看護者教育プログラム

3,640,000 1,820,000 1,820,000

大橋　久美子 聖路加看護大学 助教
看護師の行うモーニングケアの実態調査：術後回復を
促すモーニングケアの導入にむけて

4,160,000 2,990,000 1,170,000

蜂ヶ崎　令子 聖路加看護大学 助教 点滴スタンド提供方法に関するモデルの提案 2,730,000 650,000 2,080,000

奥瀬　喜之 専修大学 准教授
価格提示方法が参照価格に及ぼす影響に関する実
証研究

1,300,000 650,000 650,000

渡辺　英次 専修大学 准教授
ジュニアスポーツ選手の運動能力と発育・発達に関す
る縦断的研究

4,420,000 2,600,000 1,820,000
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望月　俊男 専修大学 講師
多声的な授業を構想する力を育成するテーブルトップ
授業シミュレーションの開発と評価

4,290,000 2,470,000 1,820,000

野村　亮 専修大学 講師
確率構造が未知のセンサネットワークにおける高信頼
符号化に関する研究

2,340,000 1,040,000 1,300,000

犬塚　美輪 大正大学 講師
論理的な言語力を促進する言語活動の開発とその効
果の検討

4,030,000 2,730,000 1,300,000

江島　尚俊 大正大学 研究員
近代日本の「宗門系大学」における僧侶養成と学術研
究に関する実証研究

1,560,000 910,000 650,000

香川　秀太 大正大学 講師
社会人基礎力を効果的に育成するための学校イン
ターンシップの改善と学習過程調査

4,420,000 2,080,000 2,340,000

中垣　恒太郎 大東文化大学 准教授
アメリカ初期映画におけるリアリティの創出――ドキュ
メンタリー表現の黎明

2,730,000 1,170,000 1,560,000

金杉　武司 高千穂大学 准教授 合理的・実践的観点からの自己知論の可能性 1,430,000 780,000 650,000

長　友昭 拓殖大学 助教
中国土地所有権制度改革の下で顕在化する農地争
奪問題の法的分析

4,160,000 1,950,000 390,000 2,210,000

榎本　一紀 玉川大学 研究員
中脳ドーパミン系による長期的な将来報酬価値の脳
内計算機構

3,770,000 2,340,000 1,430,000

横山　修 玉川大学 研究員
内生的な好みに基づく意思決定における前頭前野と
大脳基底核の働きの解明

3,900,000 1,820,000 2,080,000

加藤　康広 玉川大学 研究員 サル用ガイド管型ＥＣｏＧ電極の開発 4,420,000 2,470,000 1,950,000

宮崎　美智子 玉川大学 研究員
異種感覚統合としての自己身体表象の発達メカニズ
ムの解明

4,420,000 2,860,000 1,560,000

高橋　英之 玉川大学 研究員
ロボットを利用した発達障害児療育の有効性の認知
科学的評価

4,420,000 2,730,000 1,690,000

臼井　敬太郎 多摩美術大学 助手
モダニズムの形成に関わるイタリア逓信省の建築デ
ザインについての研究

2,600,000 1,560,000 1,040,000

中村　寛 多摩美術大学 講師
アメリカ合衆国の社会・文化的「周縁」における暴力や
痛みに関する文化人類学的研究

2,990,000 1,040,000 1,950,000

奥田　賢治 中央大学 助教
植物オルガネラゲノム情報を維持するＲＮＡ編集機構
の解明

4,550,000 2,600,000 1,950,000

久保　知一 中央大学 准教授
小売業態イノベーションにおける小売サービスと組織
能力の研究

4,160,000 2,080,000 2,080,000

後藤　順哉 中央大学 准教授
ファクターモデルを用いた下方リスク制御のための罰
則付き 適化アプローチ

4,420,000 1,430,000 2,990,000

鯉渕　賢 中央大学 准教授
大規模金融機関破綻処理の経済へのインパクト：日本
の金融危機の再検討

3,510,000 1,690,000 1,820,000

荒井　紀一郎 中央大学 助教
社会的ジレンマを克服する政治制度の構築：民主主
義が機能する政治心理学的基盤の探求

4,290,000 2,730,000 390,000 1,560,000

山下　和香代 中央大学 研究員
３次元物体の形状に着目したカテゴリカル知覚の発達
とその脳機能に関する実験的研究

2,080,000 650,000 1,430,000

赤沼　元気 中央大学 助教
リパーゼ超誘導制御機構の解明と高界面活性作用蛋
白質の機能解析

4,290,000 1,430,000 2,860,000

千葉　謙悟 中央大学 助教 欧文資料による近代中国語音韻史研究 3,120,000 1,040,000 2,080,000
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中村　太郎 中央大学 准教授
可変粘弾性関節を有するゴム人工筋マニピュレータの
開発と制御

3,900,000 2,730,000 780,000 1,170,000

辻　泉 中央大学 准教授
新たなライフスタイル探求のための、男性性の文化変
容に関する国際比較社会学的研究

4,550,000 1,560,000 2,990,000

鶴原　亜紀 中央大学 研究員
三次元空間の知覚における情報の統合について：発
達研究の視点から

2,860,000 1,690,000 1,170,000

土肥　徹次 中央大学 助教
高分解能ＭＲＩ画像計測のための高感度な折り畳み式
マイクロコイルの研究

4,550,000 3,250,000 1,300,000

北村　裕介 中央大学 助教
発光性希土類金属錯体の鋳型特異的形成を利用した
酵素フリー高感度遺伝子解析法の開発

4,680,000 3,380,000 1,300,000

浜　由樹子 津田塾大学 研究員
戦間期地域主義思想の比較研究－汎ヨーロッパ構
想、アジア主義、ユーラシア主義

3,120,000 1,170,000 1,950,000

眞城　百華 津田塾大学 研究員
エリトリアにおける国民国家形成の史的展開：連邦制
（１９５２－６１）の経験

4,420,000 1,820,000 2,600,000

井上　まり子 帝京大学 助教
雇用形態多様化の生活習慣病への影響を検証するコ
ホート研究

4,160,000 1,170,000 2,990,000

熊谷　有紗 帝京大学 その他
液状処理検体法とＣＩＳＨ法を組み合わせた肉腫の新
しい細胞学的診断法の構築

4,420,000 1,690,000 2,730,000

古徳　純一 帝京大学 講師
フォトンカウンティングを利用した医療用小型スペクト
ロメータの開発

4,420,000 3,250,000 1,170,000

高橋　芳久 帝京大学 准教授
非アルコール性脂肪性肝炎モデルマウスに対する漢
方薬の効果

2,860,000 2,470,000 390,000

高田　直子 帝京大学 講師
褥瘡の予後予測に関する基礎研究－生体高分子マー
カーを活用したツール開発に向けて－

4,030,000 1,560,000 2,470,000

高野　真史 帝京大学 助教
ＶＤＲリガンド結合領域との相互作用を制御する作用
選択薬の創製

2,860,000 1,560,000 1,300,000

坂本　英俊 帝京大学 講師 敗血症性脳症の病態におけるＨＭＧＢ１の役割の解明 4,160,000 2,080,000 2,080,000

小山　俊樹 帝京大学 講師 近代日本における機密費の基礎的研究 1,430,000 780,000 650,000

草山　太一 帝京大学 講師 比較認知科学研究による自己意識の機能的理解 4,420,000 3,120,000 1,300,000

村田　聡一郎 帝京大学 講師
脂肪酸合成酵素阻害剤による新しい大腸癌肝転移治
療法の開発

4,290,000 2,080,000 2,210,000

中山　京子 帝京大学 准教授
ポストコロニアルの視点にたった太平洋地域学習の教
材開発

4,160,000 1,950,000 2,210,000

渡辺　彰吾 帝京大学 助教
呼吸筋群の誘発筋音図を用いた新しい呼吸機能検査
法の開発

4,030,000 2,600,000 1,430,000

安田　伸 東海大学 講師 食品由来硫酸化代謝物の機能性に関する研究 4,550,000 2,340,000 2,210,000

伊藤　建 東海大学 講師
無機－有機ハイブリッド層状結晶による次世代型リチ
ウムイオン伝導体の創製

4,680,000 2,860,000 1,820,000

伊藤　美保 東海大学 助教 神経因性疼痛におけるＤセリンの作用 4,160,000 1,560,000 2,600,000

井上　茂亮 東海大学 講師
新たな免疫強化療法としてのＩＬ－１５の可能性～高齢
者敗血症の治療法を探る～

4,290,000 2,860,000 1,430,000
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前倒し交付額

未交付額

稲岡　斉彦 東海大学 助教 突然死発症における喫煙の影響 4,420,000 2,730,000 1,690,000

遠藤　整 東海大学 助教
Ｎｒｆ２－Ｋｅａｐ１を介した癌の新規浸潤調節機序と予防
医学的意義の解明

4,290,000 1,300,000 2,990,000

樺山　一哉 東海大学 准教授
新規光学技術を用いた糖脂質と膜受容体の相互作用
解析

4,160,000 2,340,000 1,820,000

近藤　朱音 東海大学 講師
新生仔低酸素脳症の治療法としての大気圧プラズマ
の有用性

4,160,000 1,560,000 2,600,000

駒場　大峰 東海大学 助教
臨床疫学及び医療経済学に基づく二次性副甲状腺機
能亢進症の治療戦略確立

3,900,000 2,340,000 1,560,000

月岡　透 東海大学 講師
スケール付き極小モデル理論を用いた高次元ファノ多
様体の研究

3,900,000 910,000 2,990,000

山口　浩 東海大学 講師
酵素固定化マイクロリアクターを用いる高分子の精密
合成技術

4,680,000 3,120,000 1,560,000

山際　武志 東海大学 助教
シアン化合物中毒に対する新たな全合成解毒剤に関
する研究

2,990,000 2,340,000 650,000

山崎　奈々絵 東海大学 助教
戦後日本の教員養成における一般教養の位置づけに
関する歴史的研究

4,290,000 1,170,000 3,120,000

小久保　舞美 東海大学 その他 細胞シートによる関節軟骨損傷治癒法の開発 4,160,000 1,690,000 2,470,000

小野　林太郎 東海大学 講師
ウォーラシア海域における海洋適応、移住戦略、資源
利用の人類史

4,290,000 1,560,000 2,730,000

松原　沙織 東海大学 講師
国際財務報告基準へのコンバージェンス，アドプション
と包括利益概念を巡る研究

2,210,000 1,170,000 1,040,000

菅沼　栄介 東海大学 助教 川崎病の冠動脈病変と酸化ストレス 3,640,000 1,560,000 2,080,000

青柳　由香 東海大学 講師
国家と市場の役割の変容と市民社会：市場化する社
会保障への競争法適用と非経済的価値

4,290,000 1,430,000 2,860,000

石井　英里子 東海大学 講師
英語学習者の異文化に対する積極的な態度の育成
－教育手法の開発とその教育効果の実証

1,560,000 650,000 910,000

大塚　正人 東海大学 講師
独自のｉｎ　ｖｉｖｏ部位特異的遺伝子導入法による、コン
ディショナル発現系の開発

4,290,000 2,210,000 2,080,000

谷口　唯成 東海大学 講師
直観的・効果的な制御を実現する区分的双線形モデ
ル予測制御手法の開発

4,030,000 1,690,000 2,340,000

谷江　陽介 東海大学 講師
更新拒絶法理と締約強制論－－契約締結の自由とそ
の限界

1,820,000 650,000 1,170,000

那須　弘和 東海大学 講師 高次元代数多様体上の曲線の変形および障害 1,430,000 780,000 650,000

梅津　信二郎 東海大学 助教
マイクロバイオデジタルファブリケーション技術による
三次元状細胞組織の作製

4,550,000 3,250,000 1,300,000

米重　あづさ 東海大学 その他
プロサポシンタンパク質の構造解析とマウス胚発生に
おける機能解明

3,120,000 1,690,000 1,430,000

堀越　洋輔 東海大学 その他
極性制御因子の機能変化を基盤とした病態発生の分
子機構の解析

4,420,000 1,820,000 2,600,000

網野　真理 東海大学 講師
重粒子線を用いた致死性心室性不整脈の新規治療
開発

4,160,000 1,950,000 2,210,000
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