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浅井学園 3,880,000 北翔大学 3,880,000 戦略特別設備 モバイル型アイマークレコーダー

8,942,000 戦略特別設備 リアルタイム細胞アナライザー

21,880,000 戦略特別設備 超高感度等温滴定型カロリメーター

13,701,000 戦略特別設備 正立型共焦点レーザー顕微鏡システム

5,943,000 戦略特別設備 擦過行動リアルタイム定量化システム

3,669,000 戦略特別設備 全自動磁気細胞分離装置

57,368,000 教育基盤設備 メディアセンターにおけるメディア関連教育設備

16,318,000 教育基盤設備 教育学部心理学専攻における教育基盤設備

4,733,000 戦略特別設備 高温強度評価試験設備

3,866,000 戦略特別設備 ミクロ組織観察装置

8,000,000 戦略特別設備 移動型視線計測行動解析システム

3,300,000 戦略特別設備 シンチレーションカウンター

19,800,000 戦略特別設備 核磁気共鳴装置

5,594,000 戦略特別設備 ガス循環精製装置付きパージ式グローブ
ボックス

11,152,000 戦略特別設備 超高圧プレス用ガイドブロック

5,491,000 戦略特別設備 サンプリング機器

15,120,000 戦略特別設備 卓上顕微鏡分析システム

8,876,000 戦略特別設備 ピコ秒蛍光寿命測定装置

8,640,000 戦略特別設備 紫外光パラメトリック発生器

12,640,000 戦略特別設備 光トポグラフィー装置（24CH)

3,427,000 戦略特別設備 防音キャビン一式

5,304,000 戦略特別設備 高速数値計算機

9,288,000 戦略特別設備 質量分析装置一式（amaZon SL・窒素ガス発
生装置システム）

16,653,000 戦略特別設備 インキュベータ蛍光顕微鏡

8,586,000 戦略特別設備 超高速度型赤外線放射温度計

9,331,000 戦略特別設備 X線回折装置

3,463,000 戦略特別設備 細胞培養関連設備

芝浦工業大学 9,058,000 芝浦工業大学 9,058,000 戦略特別設備 10kWモータ評価ベンチ

15,010,000 戦略特別設備 DKH ３次元動作解析/床反力計測システム

7,165,000 戦略特別設備 メラ遠心血液ポンプ装置（HAS-CFP）

18,837,000 戦略特別設備 実験動物飼育システム一式

12,735,000 戦略特別設備 iPS・体細胞バンク用システム

19,460,000 戦略特別設備 先端的疾患遺伝子解析システム

3,855,000 戦略特別設備 Accuri C6フローサイトメーター

3,906,000 戦略特別設備 オールインワン蛍光顕微鏡

4,746,000 戦略特別設備 ネットワークアナライザ

4,960,000 戦略特別設備 門型自動クレーン

5,133,000 戦略特別設備 近赤外線励起光源システム

13,333,000 戦略特別設備 卓上型マスクレス・リソグラフィ装置

12,943,000 戦略特別設備 リアクティブイオンエッチング装置

10,000,000 戦略特別設備 デスクトップ型次世代シーケンサー

13,333,000 戦略特別設備 全反射エバネッセント顕微鏡

12,380,000 戦略特別設備 全反射蛍光顕微鏡

24,600,000 戦略特別設備 マススペクトル解析装置

私立大学等研究設備等整備費補助金（私立大学等研究設備等整備等）
平成27年度交付実績一覧

東北薬科大学54,135,000東北薬科大学

工学院大学38,033,000工学院大学

慶應義塾 30,659,000 慶應義塾大学

学習院大学

白鷗大学73,686,000白鷗大学

青山学院大学11,300,000青山学院

千葉工業大学8,599,000千葉工業大学

東京医科大学

74,673,000学習院

昭和大学 27,221,000 昭和大学

順天堂大学53,747,000順天堂

36,980,000東京医科大学

東海大学 54,742,000 東海大学

帝京大学9,706,000帝京大学
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11,817,000 戦略特別設備 自然災害観測システム

3,985,000 戦略特別設備 自然災害要素多点同時計測システム(試験
運用機）

東京電機大学 4,010,000 東京電機大学 4,010,000 戦略特別設備 ウェアラブル光トポグラフィ

6,662,000 戦略特別設備 情報解析装置

23,333,000 戦略特別設備 新型高速シーケンサー

5,643,000 戦略特別設備 可視高感度カメラ

5,173,000 戦略特別設備 近赤外高解像度カメラ

3,798,000 戦略特別設備 小動物用代謝計測システム

3,934,000 戦略特別設備 遺伝子導入動物の行動及び運動量測定シ
ステム

14,846,000 戦略特別設備 生体－マテリアル相互作用解析システム

7,999,000 戦略特別設備 自動ペプチド合成機

3,585,000 戦略特別設備 フロア型超遠心機

3,989,000 戦略特別設備 超遠心機システム

6,652,000 戦略特別設備 ハイエンドフローサイトメーター Gallios

11,419,000 戦略特別設備 高速アミノ酸分析計

18,144,000 戦略特別設備 ベクトンデッキンソン社製 FACS AriaII セル
ソーター

11,649,000 戦略特別設備 キーエンスオールインワン蛍光顕微鏡

3,300,000 戦略特定図書 整版丹緑本『曽我物語』

3,312,000 戦略特定図書 写本『千蟲譜』

1,013,000 戦略特定図書 ジュネーブ軍縮委員会記録文書集 1962～
1984年 米連邦軍備管理・軍縮庁所蔵文書

9,681,000 戦略特別設備 解析用サーバー一式

12,800,000 戦略特別設備 Illumina次世代シークエンサー(NGS)解析装
置MiSeq

4,037,000 戦略特別設備 BioRad Bio-Plex MAGPIXシステム

5,328,000 戦略特別設備 固体表面実験用ビームライン

6,660,000 戦略特別設備 ファブリーペロー干渉計

3,966,000 戦略特別設備 余剰次元探索装置（２）

3,672,000 戦略特別設備 肺運動負荷モニタリングシステム

11,662,000 戦略特別設備 心臓リハビリシステム

5,688,000 戦略特別設備 シールドルーム

3,373,000 戦略特別設備 携帯型肺運動負荷モニタリングシステム

7,527,000 戦略特別設備 リアルタイムＰＣＲシステム

4,774,000 戦略特別設備 全自動ELISAマイクロプレートプロセッサ

3,807,000 戦略特別設備 AKTA pure 25 L1（組換えタンパク質精製シ
ステム）

神奈川大学 7,517,000 神奈川大学 7,517,000 戦略特別設備 ゲル濾過・多角光散乱分子量測定装置

総持学園 6,000,000 鶴見大学 6,000,000 戦略特別設備 タンパク質画像解析システム

幾徳学園 26,496,000 神奈川工科大学 26,496,000 戦略特別設備 インキュベータ蛍光顕微鏡

新潟工科大学 5,126,000 新潟工科大学 5,126,000 戦略特別設備 焼結式３Dプリンター

北都健勝学園 3,384,000 新潟リハビリテーション大学 3,384,000 戦略特別設備 光イメージング脳機能測定装置（functional
NIRS装置）

金沢学院大学 3,346,000 金沢学院大学 3,346,000 戦略特別設備 筋電位測定装置

岐阜済美学院 6,660,000 中部学院大学 6,660,000 戦略特別設備 研究用ポータブル光脳機能イメージング装置

名城大学 16,666,000 名城大学 16,666,000 戦略特別設備 質量分析器

31,968,000 戦略特別設備 デジタル核磁気共鳴装置

9,331,000 戦略特別設備 全自動元素分析装置

8,330,000 戦略特別設備 フーリエ変換型赤外分光装置

東京農業大学29,995,000東京農業大学

東京工芸大学 15,802,000 東京工芸大学

東京理科大学33,394,000東京理科大学

星薬科大学 29,793,000 星薬科大学

日本大学18,071,000日本大学

帝京平成大学8,581,000帝京平成大学

早稲田大学 31,922,000 早稲田大学

東京薬科大学15,573,000東京薬科大学

明治大学 10,694,000 明治大学

武蔵野美術大学6,612,000武蔵野美術大学

立教大学15,954,000立教学院

明治薬科大学16,837,000明治薬科大学

豊田工業大学94,873,000トヨタ学園
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14,666,000 戦略特別設備 ナノ欠陥イメージング装置

5,306,000 戦略特別設備 グローブボックス

25,272,000 戦略特別設備 半導体エッチング装置

11,599,000 戦略特別設備 DNAシーケンシング解析システム

3,556,000 戦略特別設備 高速液体クロマトグラフィーシステム

5,202,000 戦略特別設備 キャピラリー電気泳動システム

7,095,000 戦略特別設備 高温高圧調理器

15,840,000 戦略特別設備 次世代シークエンスデータ解析システム

13,333,000 戦略特別設備 赤外線検出器(Eng.級）

3,564,000 戦略特別設備 米国プロメガ社製　GloMax Discovery
System一式

3,414,000 戦略特別設備 マルチ分取HPLCシステム

23,760,000 戦略特別設備 共焦点レーザ顕微鏡システム

3,996,000 戦略特別設備 エレクトロスピニング装置

6,000,000 戦略特別設備 小型射出成形機

13,333,000 戦略特別設備 超音波イメージングシステム

5,630,000 戦略特別設備 ルミノイメージアナライザー

12,256,000 戦略特別設備 ドライビングシミュレータ

1,200,000 戦略特定図書 美術・工芸関係図書資料（舞台意匠控帳）

800,000 戦略特定図書 美術・工芸関係図書資料（絵入百人一首）

13,333,000 戦略特別設備 パッチクランプ装置

4,000,000 戦略特別設備 DiNa-MD（多次元オートインジェクションシス
テム）

3,997,000 戦略特別設備 蛍光顕微鏡

4,672,000 戦略特別設備 サブボトムプロファイラー

3,362,000 戦略特別設備 モーションキャプチャーシステム

3,600,000 戦略特別設備 3Dプリンタ

3,600,000 戦略特別設備 水中位置探査装置

6,266,000 戦略特別設備 ３次元Ｌ字型２面ＶＲシステム

5,040,000 戦略特別設備 心エコー

10,399,000 戦略特別設備 高速液体クロマトグラフ質量分析計

3,942,000 戦略特別設備 通訳システム一式（学而館研究会室）

龍谷大学 10,684,000 龍谷大学 10,684,000 戦略特別設備 MiSeqシステム

6,666,000 戦略特別設備 ナノインプリント装置

4,320,000 戦略特別設備 接触式表面プロファイラ

8,000,000 戦略特別設備 プロテインシーケンサー　島津PPSQ-31Bシ
ステム一式

11,160,000 戦略特別設備 波長可変レーザーシステム

14,630,000 戦略特別設備 円偏光ルミネッセンス測定システム

3,391,000 戦略特別設備 オプトデジタルマイクロスコープ

6,599,000 戦略特別設備 蛍光寿命測定機能付　蛍光分光光度計

5,191,000 戦略特別設備 高速GPCシステム

6,665,000 戦略特別設備 ポジティブ感情喚起システム

6,661,000 戦略特別設備 眼球運動解析システム

9,966,000 戦略特別設備 ニューロン活動記録・解析システム

26,640,000 戦略特別設備 超高分解能質量分析計システム

13,200,000 戦略特別設備 高出力フェムト秒レーザーシステム

6,549,000 戦略特別設備 歩行運動・機構解析システム

3,967,000 戦略特別設備 高精細３Ｄプリンタ

10,986,000関西大学

京都薬科大学

京都産業大学

京都学園大学

長浜バイオ大学

京都薬科大学

京都産業大学

京都学園

関西文理総合学園

6,978,000

29,173,000

12,297,000

15,155,000

立命館大学64,211,000立命館

同志社 64,975,000 同志社大学

関西学院大学73,648,000関西学院

近畿大学 48,971,000 近畿大学

関西大学
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行吉学園 3,300,000 神戸女子大学 3,300,000 戦略特定図書 けいせい七堂伽藍　一冊

兵庫医科大学 6,172,000 兵庫医科大学 6,172,000 戦略特別設備 兵庫医科大学CPC環境及び機器モニタリン
グシステム

鶴学園 16,560,000 広島工業大学 16,560,000 戦略特別設備 核磁気共鳴装置

久留米大学 6,634,000 久留米大学 6,634,000 戦略特別設備 生細胞代謝解析システム

9,973,000 戦略特別設備 オールインワン蛍光顕微鏡一式

11,654,000 戦略特別設備 Applied Biosystems３５００ジェネティックアナ
ライザ一式

22,995,000 戦略特別設備 小角X線散乱装置

11,880,000 戦略特別設備 動的粘弾性測定装置

8,000,000 戦略特別設備 オフセットパラボラアンテナアレイ

12,117,000 戦略特別設備 匂いかぎ付ガスクロ質量分析GC/MSシステム

7,183,000 戦略特別設備 プロテインシーケンサ

3,693,000 戦略特別設備 糖及びアミノ酸分析システム

福岡大学21,627,000福岡大学

別府大学 22,993,000 別府大学

福岡工業大学42,875,000福岡工業大学
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