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学校法人名 学校名 主体となる研究組織名 事業番号 事業名 事業区分 分野

1 東日本学園 北海道医療大学 大学院歯学研究科 07H001 QOLの向上を目指した個体差口腔健康科学の創成 ハイテク 生物・医歯系

2 東日本学園 北海道医療大学 大学院看護福祉学研究科 07F001
認知症高齢者のトータルケアに関する学際的研究
－複雑系に属する認知症高齢者への直接的ケアの開発

フロンティア 生物・医歯系

3 岩手医科大学 岩手医科大学 先進歯科医療研究センター 07O001
難治性歯科疾患克服に向けたcell therapyの基盤構築
とdentistryの育成

オープン 生物・医歯系

4 東北学院 東北学院大学
大学院文学研究科ヨーロッパ
文化史専攻、ヨーロッパ文化
研究所

07O002
ヨーロピアン・グローバリゼーションと諸文化圏の変
容に関する研究

オープン 人文・社会系

5 東北芸術工科大学 東北芸術工科大学 東北文化研究センター
07O003
07O004
07O005

東北地方における環境・生業・技術に関する歴史動態
的総合研究
１．東北地方における環境・生業・技術に関する歴史
動態的研究
２．映像アーカイブの高度な活用に関する研究
３．チーム「あるく・みる・きく」による東北地方の
資料収集と地域研究

オープン 人文・社会系

6 東北芸術工科大学 東北芸術工科大学 デザイン哲学研究所 07O006
「デザインの意味と本質について意識変革を促す活動
とそのための基礎調査研究」

オープン 人文・社会系

7 智香寺学園 埼玉工業大学 先端科学研究所 07O007
循環型社会を支援する環境・エネルギーのイノベー
ション創出に関する研究

オープン 理工・情報系

8 千葉工業大学 千葉工業大学
創造性教育プログラム開発セ
ンター

07S001 地域産業における創造的人材育成プログラム開発 社会連携 人文・社会系

9 青山学院 青山学院大学 先端技術研究開発センター 07H002
材料科学の新展開：環境調和型機能性物質の創製を目
指して

ハイテク 理工・情報系

10 学習院 学習院大学 東洋文化研究所 07O008
「学習院大学東アジア学ナリッジセンター」プロジェ
クト

オープン 人文・社会系

11 北里研究所 北里大学 獣医畜産学研究科 07H003
比較生命科学を基盤とした獣医・畜産領域への先進生
命科学研究の応用プロジェクト

ハイテク 生物・医歯系

12 北里研究所 北里大学 薬学研究科 07H004
重要疾患に対するドラッガブル化合物ライブラリの構
築とリード化合物の創製・最適化のための戦略的創薬
科学センター

ハイテク 生物・医歯系

13 北里研究所 北里大学
動物医療応用高度画像解析
オープン・リサーチ・セン
ター

07O009
獣医学領域における高度画像解析技術の構築と応用お
よびその教育拠点形成

オープン 生物・医歯系

14 慶應義塾 慶應義塾大学 薬学研究科 07O010
薬物動態に影響を及ぼす因子の解析による効率的医薬
品開発と副作用軽減

オープン 生物・医歯系

15 慶應義塾 慶應義塾大学
論理学とフォーマルオントロ
ジー学際研究センター

07O011
文理融合型「論理学とフォーマルオントロジー」オー
プンリサーチセンター

オープン 人文・社会系

16 國學院大學 國學院大學 伝統文化リサーチセンター 07O012 モノと心に学ぶ伝統の知恵と実践 オープン 人文・社会系

17 芝浦工業大学 芝浦工業大学
ユビキタスRTシステム研究セ
ンター

07H005 ユビキタスRTシステム研究センター ハイテク 理工・情報系

18 順天堂 順天堂大学 スポートロジーセンター 07H006 ①メタボリックシンドローム予防プロジェクト ハイテク 生物・医歯系
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19 順天堂 順天堂大学 スポートロジーセンター 07H007 ②自立力保持プロジェクト ハイテク 生物・医歯系

20 順天堂 順天堂大学 スポートロジーセンター 07H008 ③健脳プロジェクト ハイテク 生物・医歯系

21 昭和大学 昭和大学 腫瘍分子生物学研究所 07H009
悪性腫瘍の分子的理解に基づいた個別的診断・治療戦
略の構築

ハイテク 生物・医歯系

22 昭和薬科大学 昭和薬科大学 大学院薬学研究科 07H010 動脈硬化性疾患の分子病態解析と創薬基盤研究 ハイテク 生物・医歯系

23 上智学院 上智大学 理工学研究科 07O013 人間情報科学研究プロジェクト オープン 理工・情報系

24 専修大学 専修大学
社会知性開発研究センター
（東アジア世界史研究セン
ター）

07O015 古代東アジア世界史と留学生 オープン 人文・社会系

25 東海大学 東海大学 医学研究科再生医学センター 07F002
幹細胞・ニッチの老化制御を利用した難治性疾患の予
防と治療法の開発

フロンティア 生物・医歯系

26 東京医科大学 東京医科大学 医学研究科 07S002 サイトカインおよび修飾抗原による免疫制御法の開発 社会連携 生物・医歯系

27 東京女子医科大学 東京女子医科大学 大学院医学研究科 07H011 産学連携・医工連携による先端医科学研究 ハイテク 生物・医歯系

28 東京電機大学 東京電機大学 先端工学研究所 07H012
情報環境と人間との間の神経生理学的および行動学的
関係の統合的研究

ハイテク 理工・情報系

29 東京理科大学 東京理科大学
キラルマテリアル研究セン
ター

07H013 ソフト・ハードマテリアル研究グループ ハイテク 理工・情報系

30 東洋大学 東洋大学 大学院工学研究科 07O016
学校建築を主軸とした「木・共生学」の社会システム
の構築と実践

オープン 理工・情報系

31 東洋大学 東洋大学
大学院福祉社会デザイン研究
科

07O017

福祉社会開発の方法とその実践過程に関する総合的研
究
１．自治体福祉・保健計画と地域における福祉社会の
形成

オープン 人文・社会系

32 東洋大学 東洋大学
大学院福祉社会デザイン研究
科

07O018

福祉社会開発の方法とその実践過程に関する総合的研
究
２．中山間地域の振興に関する調査研究‐中越地震の
被災地・長岡市山古志地区の復興計画の事例に即して
‐

オープン 人文・社会系

33 日本大学 日本大学
日本大学松戸歯学部口腔科学
研究所

07F003
歯周病による動脈硬化，糖尿病，低体重児出産の誘発
機序の解明とその制御

フロンティア 生物・医歯系

34 日本大学 日本大学 日本大学大学院薬学研究科 07H014
メタボリックシンドロームの予防ならびに治療に対す
る生体リズムを基盤としたアプローチ

ハイテク 生物・医歯系

35 日本大学 日本大学
日本大学生物資源科学部生命
科学研究所

07H015
ゲノム科学的アプローチによる生命共同体の包括的理
解と制御法への応用

ハイテク 生物・医歯系

36 日本大学 日本大学 日本大学大学院歯学研究科 07F004 顎顔面口腔における難治性神経疾患研究の拠点形成 フロンティア 生物・医歯系

37 日本医科大学 日本医科大学 大学院医学研究科 07S003 認知症の街ぐるみプロジェクト 社会連携 生物・医歯系
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38 星薬科大学 星薬科大学 星薬科大学大学院薬学研究科 07O019
血管新生治療戦略におけるターゲット・バリデーショ
ンと先端的創薬研究

オープン 生物・医歯系

39 明治大学 明治大学 バイオ資源化学研究所 07F005 次世代機能材料「漆」の高度利用に関する学術的研究 フロンティア 理工・情報系

40 明治大学 明治大学 明治大学経営品質科学研究所 07O020
クォリティ志向型人材育成とスマート・ビジネス・コ
ラボレーション‐経営品質科学に関する研究‐

オープン 人文・社会系

41 明治大学 明治大学 明治大学経営品質科学研究所 07O021
クォリティ志向型人材育成とスマート・ビジネス・コ
ラボレーション‐経営品質科学に関する研究‐

オープン 理工・情報系

42 立教学院 立教大学 立教大学ESD研究センター 07O022
「持続可能な開のための教育（ESD）」における実践
研究と教育企画の開発

オープン 人文・社会系

43 早稲田大学 早稲田大学 大学院先進理工学研究科 07H016

医・理・工融合生命研究センター
（１）システム生命科学による医・理・工学の先端研
究
（２）病態解明・診断・治療に向けた医・理・工学の
融合研究

ハイテク 生物・医歯系

44 早稲田大学 早稲田大学
理工学術院・基幹理工学研究
科

07H017

材料・デバイス・システム連携開発研究センター
（１）数値シュミレーションに関する数理的研究
（２）高信頼超並列ソフトウェア基盤研究
（３）環境志向型材料創製研究
（４）高機能材料デバイスとシステム開発研究

ハイテク 理工・情報系

45 早稲田大学 早稲田大学 国際情報通信研究センター 07S004 ネットワークを利用しての先端映像統合製作事業 社会連携 人文・社会系

46 片柳学園 東京工科大学

ソフトウェアエンジニアリン
グ教育・研究センター
（Software Engineering
Education and research
center:SEED)

07O023 タンジブル・ソフトウェア教育の研究 オープン 理工・情報系

47 幾徳学園 神奈川工科大学
太陽エネルギーシステム研究
開発センター

07H018
環境対応型太陽光・熱エネルギー利用のための革新的
システムの研究

ハイテク 理工・情報系

48 金沢工業大学 金沢工業大学 感動デザイン工学研究所 07O024

感動プロダクトのための創出技術とクリエイティブ人
材養成システムの開発
１．感動の測定・評価システムの開発
２．感動共有技術開発による新たな”ものづくり”の
提案
３．感動共有技術の応用と支援手法の開発

オープン 理工・情報系

49 金沢医科大学 金沢医科大学
総合医学研究所ハイテクリ
サーチセンター

07H019

新しい分析技術を用いての難治性疾患の病態解析‐が
ん・生活習慣病の克服をめざして‐
１．がん・生活習慣病の原因ならびに関連遺伝子の探
索とその臨床応用

ハイテク 生物・医歯系

50 金沢医科大学 金沢医科大学
総合医学研究所ハイテクリ
サーチセンター

07H019

新しい分析技術を用いての難治性疾患の病態解析‐が
ん・生活習慣病の克服をめざして‐
２．プロテオーム解析技術を用いてのがん・生活習慣
病の診断法ならびに治療法の開発

ハイテク 生物・医歯系

51 金沢医科大学 金沢医科大学
総合医学研究所ハイテクリ
サーチセンター

07H019

新しい分析技術を用いての難治性疾患の病態解析‐が
ん・生活習慣病の克服をめざして‐
３．生体イメージング法によるがん・生活習慣病発症
にかかわる諸因子の解析

ハイテク 生物・医歯系

52 金城学院 金城学院大学 消費生活科学研究所 07O025 脂質栄養と性差に関するオープン・リサーチ オープン 生物・医歯系

53 南山学園 南山大学
数理情報研究科　数理情報研
究センター

07O026
都市の持続可能な繁栄のためのインフラストラク
チャーの最適運用計画の策定と普及

オープン 理工・情報系

54 名城大学 名城大学
高度制震実験・解析研究セン
ター

07H020
制震構造化等の新しい概念による構造物の耐震性能向
上プロジェクト

ハイテク 理工・情報系

55 名城大学 名城大学 比較認知科学研究所 07F006
脳とこころの発達における神経科学的・心理的アプ
ローチ

フロンティア 生物・医歯系

56 トヨタ学園 豊田工業大学
大学院工学研究科（先端知能
システム・デバイス統合研究
センター）

07H021
１．人間の身体能力・知能・感覚を強化支援する統合
知能情報システム
２．画像・光センサーデバイス高度化技術

ハイテク 理工・情報系
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57 同志社 同志社大学 複合材料研究センター 07H022 先進複合材料の開発とその応用 ハイテク 理工・情報系

58 立命館 立命館大学 総合理工学研究機構 07F007
「表面・界面ナノ構造の形成と制御‐新奇現象の発現
とその機構解明」

フロンティア 理工・情報系

59 立命館 立命館大学 総合理工学研究機構 07S005 ロボティクスが創成する新しいライフスタイル 社会連携 理工・情報系

60 立命館 立命館大学 総合理工学研究機構 07O027 放射光ソフトマテリアルアナリシスと環境応用 オープン 理工・情報系

61 大阪産業大学 大阪産業大学 新産業研究開発センター 07S006
新たな残留性有機汚染物質のリスク低減をめざした地
域環境の創生とゼロエミッション処理技術の開発

社会連携 理工・情報系

62 大阪歯科大学 大阪歯科大学
大阪歯科大学大学院歯学研究
科

07H023

歯周病に対する戦略的研究
１．歯周病とメタボリックシンドロームとの双方向性
発症の解明
２．歯周組織の再生を促進する分子・細胞学的解明

ハイテク 生物・医歯系

63 大阪薬科大学 大阪薬科大学
創薬基盤科学技術研究セン
ター

07H024
生活習慣病を標的とする分子構造と分子間相互作用の
情報に基づく合理的創薬システムの開発

ハイテク 生物・医歯系

64 関西大学 関西大学
知能システムと感性情報処理
研究ユニット

07F008
安心・安全・快適な社会構築のための知能・感性・情
報通信技術の応用

フロンティア 理工・情報系

65 関西大学 関西大学
高度環境化学技術研究ユニッ
ト

07H025
ナノ材料にもとづいた高度環境化学技術の開発プロ
ジェクト

ハイテク 理工・情報系

66 近畿大学 近畿大学 総合理工学研究科 07F009 1億枚／秒の超高速度ビデオカメラの開発 フロンティア 理工・情報系

67 近畿大学 近畿大学 生物理工学研究科 07F010 高圧力を利用する蛋白質の動態解析 フロンティア 生物・医歯系

68 近畿大学 近畿大学 総合理工学研究科 07O028 量子コンピュータの実現を目指した学際的基礎研究 オープン 理工・情報系

69 近畿大学 近畿大学 薬学総合研究所・薬学研究科 07H026
補完代替理療素材の科学的評価とその機能性成分を
シーズとする難治性疾患治療薬の創製

ハイテク 生物・医歯系

70 関西学院 関西学院大学
生体分子システムの物理科学
研究センター

07O029
生体分子システムを対象とした物理的計測・解析手段
の開発

オープン 生物・医歯系

71 関西学院 関西学院大学
ナノ界面創生・評価サイクル
研究センター

07O030
ナノ薄膜・表面・界面構造の創生と、迅速・超精密構
造評価からなる生のサイクル・システムの構築

オープン 理工・情報系

72 武庫川学院 武庫川女子大学
武庫川女子大学発達支援学術
研究センター

07O031
健康な心理・神経発達の阻害要因の解明および支援方
法の開発に関する前方視的研究

オープン 人文・社会系

73 順正学園 吉備国際大学 保健福祉研究所 07O032 健康寿命を延伸するリハビリテーション先端科学研究 オープン 生物・医歯系

74 福山大学 福山大学
福山大学社会連携研究推進セ
ンター

07S007
健全なこころとからだに支えられたまちづくりプロ
ジェクト

社会連携 人文・社会系

75 久留米大学 久留米大学 久留米大学比較文化研究所 07S008
筑後川流域園における産学官民協働と地域コミュニ
ティ開発に関する研究～健康生きがいのあるまちづく
り中心に～

社会連携 人文・社会系
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