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北海学園 8,925,000 北海学園大学 8,925,000 特定図書 ジャパンタイムズアーカイブズ
東日本学園 3,600,000 北海道医療大学 3,600,000 特別設備 遺伝子改変動物用飼育装置
電子開発学園 1,597,000 北海道情報大学 1,597,000 特定図書 メディアデザインコレクション
浅井学園 669,000 北翔大学 669,000 特定図書 現代心理学映像資料コレクション
八戸工業大学 4,973,000 八戸工業大学 4,973,000 特別設備 クロマトグラフィーシステム
富士大学 720,000 富士大学 720,000 特定図書 週刊東洋経済デジタルアーカイブズ
朴沢学園 5,320,000 仙台大学 5,320,000 特別設備 有酸素系トレーニングシステム
茨城キリスト教学園 4,704,000 茨城キリスト教大学 4,704,000 特別設備 医療関連感染の原因菌検体調査研

究設備
足利工業大学 3,314,000 足利工業大学 3,314,000 特別設備 小型超強力磁石装置
国際医療福祉大学 3,600,000 国際医療福祉大学 3,600,000 特別設備 両眼開放型視機能スクリーニング検

査の測定精度の検討
明海大学 19,554,000 明海大学 19,554,000 特別設備 セルソーター
埼玉医科大学 5,162,000 埼玉医科大学 5,162,000 特別設備 ChemiDoc Touch MP イメージングシ

ステム
獨協大学 1,568,000 特定図書 英国国立公文書館所蔵　外交・政治

コレクション
獨協医科大学 6,372,000 特別設備 細胞外フラックスアナライザー

秀明学園 4,970,000 秀明大学 4,970,000 特別設備 正立型電動蛍光顕微鏡システム
千葉学園 1,404,000 千葉商科大学 1,404,000 特定図書 ＮＥＥＤＳ日経財務データＤＶＤ版

7,200,000 戦略研究設備 卓上形疲労・耐久性試験システム
4,855,000 特別設備 精密万能試験機

亜細亜学園 1,368,000 亜細亜大学 1,368,000 特定図書 JKBooks 週刊東洋経済デジタル
アーカイブズ 第２期　（1946～2015）

青山学院 4,588,000 青山学院大学 4,588,000 特別設備 ビッグデータ分析用高密度並列計算
サーバシステム

桜美林学園 1,841,000 桜美林大学 1,841,000 特定図書 万博関連貴重書コレクション
5,022,000 ブランディング研究設備 エピジェネティック解析システム
3,348,000 特別設備 分光用EMCCD　一式

北里研究所 6,602,000 北里大学 6,602,000 特別設備 Amersham Typhoon scanner RPGシ
ステム

杏林学園 4,242,000 杏林大学 4,242,000 特別設備 リアルタイムPCRシステム
五島育英会 49,680,000 東京都市大学 49,680,000 特別設備 走査電子顕微鏡システム
國學院大學 4,340,000 國學院大學 4,340,000 特別設備 ３次元レーザスキャナー
駒澤大学 7,251,000 駒澤大学 7,251,000 特定図書 米国議会資料　シリアルセット・デジ

タルコレクション 1789 - 1969【５年ア
クセス保障・バックアップ付】

慈恵大学 5,299,000 東京慈恵会医科大学 5,299,000 特別設備 液体シンチレーションカウンター
実践女子学園 6,926,000 実践女子大学 6,926,000 特別設備 KES風合い計測試験機
芝浦工業大学 4,525,000 芝浦工業大学 4,525,000 特別設備 紫外可視近赤外分光光度計
順天堂 13,543,000 順天堂大学 13,543,000 特別設備 3500ジェネティックアナライザ

5,000,000 戦略研究設備 ImagEM-1Kカメラセット
9,918,000 戦略研究設備 超深度マルチアングルレンズマイク

ロスコープ
4,320,000 戦略研究設備 ウエアラブル光トポグラフィー
3,362,000 ブランディング研究設備 反重力トレッドミル AlterG M320
5,076,000 ブランディング研究設備 呼気ガス代謝モニター　メータマック

ス3B
3,433,000 ブランディング研究設備 能動型回転運動装置
3,564,000 ブランディング研究設備 StepOnePlus リアルタイムPCRシス

テム
7,128,000 ブランディング研究設備 小動物用超音波イメージング装置

Prospect3.0 マウス仕様
4,959,000 特別設備 Simple Western System (Wes

System)
昭和女子大学 19,009,000 昭和女子大学 19,009,000 特別設備 微生物菌叢解析装置

千葉工業大学

獨協学園 7,940,000

千葉工業大学 12,055,000

昭和大学 46,760,000 昭和大学

学習院 8,370,000 学習院大学

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28年度交付実績一覧
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5,162,000 ブランディング研究設備 ワイエスアイ・ナノテック　超音波ﾄﾞｯ
ﾌﾟﾗｰ流向流速＆水底地形探索装置

4,746,000 ブランディング研究設備 レーザ回折式粒子径分布測定装置
6,580,000 ブランディング研究設備 植物サンプルおよび天然物解析ユ

ニット
6,748,000 ブランディング研究設備 遺伝子解析ユニット
3,333,000 ブランディング研究設備 バイオレメディエーションユニット
6,985,000 特定図書 アフリカ地域研究文献集成

女子美術大学 6,732,000 女子美術大学 6,732,000 特別設備 天然顔料等分析用高性能マイクロス
コープ

白百合学園 1,018,000 仙台白百合女子大学 1,018,000 特定図書 心理学関連文献コレクション
聖心女子学院 2,631,000 聖心女子大学 2,631,000 特定図書 オンライン版18世紀英国・英語圏刊

行物集成
The Eighteenth Century Collections
Online (ECCO)

清泉女子大学 1,900,000 清泉女子大学 1,900,000 特定図書 　狩野文庫マイクロ版集成
専修大学 1,751,000 専修大学 1,751,000 特定図書 黒人解放運動　The Black Power

Movement.
多摩美術大学 7,200,000 多摩美術大学 7,200,000 特別設備 無製版プリントシステム
津田塾大学 1,885,000 津田塾大学 1,885,000 特定図書 Chatham House Online Archive：

Module2
帝京大学 3,800,000 帝京大学 3,800,000 特別設備 微生物情報取得システム

11,308,000 戦略研究設備 細胞蛍光動態解析システム
4,933,000 戦略研究設備 小動物用呼吸機能測定設備

11,277,000 ブランディング研究設備 X-Band（Terra/Aqua/NPP/JPSS/）
受信解析システム

3,744,000 特別設備 Agilent 4200 TapeStation
11,740,000 戦略研究設備 生細胞イメージングシステム
4,380,000 戦略研究設備 網羅的遺伝子発現解析装置
4,140,000 戦略研究設備 デジタルPCRシステム

東京歯科大学 3,518,000 東京歯科大学 3,518,000 特別設備 オールインワン蛍光顕微鏡システム
3,998,000 戦略研究設備 天井内設備・非構造部材損傷度診

断装置
11,846,000 戦略研究設備 自然災害要素多点同時計測システ
4,804,000 ブランディング研究設備 PhaseOne デジタルカメラシステム

東京神学大学 797,000 東京神学大学 797,000 特定図書 東京神学大学図書館オンラインデー
タベース

東京電機大学 3,335,000 東京電機大学 3,335,000 戦略研究設備 3次元リアルタイム解析システム
東京理科大学 3,761,000 東京理科大学 3,761,000 特別設備 クリオスタット

7,569,000 戦略研究設備 ジャーファーメンター
6,418,000 戦略研究設備 蛍光顕微鏡システム

日本工業大学 3,744,000 日本工業大学 3,744,000 特別設備 プローブラマン分光顕微分析装置
9,500,000 ブランディング研究設備 BD LSRFortessa X-20 フローサイト

メーター
1,900,000 ブランディング研究設備 サクラファインテック 凍結組織切片

作製装置 ティシュー・テック POLAR-
DM

9,400,000 ブランディング研究設備 GEヘルスケア Delta Vision Elite
1,700,000 ブランディング研究設備 アプライド QuantStudio 3 リアルタイ

ムPCRシステム
3,600,000 ブランディング研究設備 オリンパスインテリジェント顕微鏡シ

ステム BX63
13,900,000 ブランディング研究設備 カールツァイス　共焦点レーザース

キャン顕微鏡LSM880
41,686,000 特別設備 共焦点レーザースキャン顕微鏡シス

テム
東洋大学 2,263,000 東洋大学 2,263,000 特定図書 オンライン版　企業史料統合データ

ベース
文化学園 4,491,000 文化学園大学 4,491,000 特別設備 視線計測による加圧型ウェア評価シ

ステム
日本歯科大学 6,492,000 日本歯科大学 6,492,000 特別設備 オールインワン蛍光顕微鏡
日本女子大学 2,585,000 日本女子大学 2,585,000 特定図書 マイクロフィッシュ版　明治期刊行物

集成　文学・言語編　ユニット85-94

上智学院 33,554,000 上智大学

東海大学 31,262,000 東海大学

東京医科大学 20,260,000 東京医科大学

東京工芸大学 20,648,000 東京工芸大学

東京薬科大学 13,987,000 東京薬科大学

東邦大学 81,686,000 東邦大学
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法政大学 3,432,000 法政大学 3,432,000 特別設備 高速度現象可視化用高速度カメラシ
ステム

星薬科大学 3,708,000 星薬科大学 3,708,000 特別設備 電子薬歴システム一式
武蔵野大学 6,492,000 武蔵野大学 6,492,000 特別設備 オールインワン蛍光顕微鏡

3,312,000 戦略研究設備 写本『衆蟲写真譜』
1,883,000 特定図書 博物学関連古書

明治学院 4,651,000 明治学院大学 4,651,000 特定図書 オンライン版 『近代中国と帝国主義
研究コレクション』

4,999,000 戦略研究設備 解析用サーバー一式
20,573,000 ブランディング研究設備 共有メモリ計算サーバ一式

明治薬科大学 3,333,000 明治薬科大学 3,333,000 特別設備 UHPLCシステム
3,966,000 戦略研究設備 余剰次元探索装置（３）
3,863,000 特定図書 THE HISTORY OF MASS TOURISM

マスツーリズムの歴史を辿るデータ
ベース

立正大学学園 1,440,000 立正大学 1,440,000 特定図書 週刊東洋経済デジタルアーカイブス
早稲田大学 8,233,000 早稲田大学 8,233,000 特別設備 超高感度－大容量注入　ＧＣ／ＭＳ

システム
渡辺学園 4,030,000 東京家政大学 4,030,000 特定図書 ガゼット・デュ・ボン・トン
自治医科大学 26,568,000 自治医科大学 26,568,000 特別設備 メタボローム解析装置一式
東洋英和女学院 2,473,000 東洋英和女学院大学 2,473,000 特定図書 Chatham House Online Archive

（パート2）
東京聖徳学園 6,484,000 聖徳大学 6,484,000 特別設備 味認識装置
江戸川学園 5,952,000 江戸川大学 5,952,000 特別設備 睡眠実験用生体情報測定システム
城西大学 4,605,000 城西大学 4,605,000 特別設備 紫外可視近赤外分光光度計
尚美学園 8,553,000 尚美学園大学 8,553,000 特別設備 研究用映像分析・編集機材
早稲田医療学園 3,733,000 人間総合科学大学 3,733,000 特別設備 非観血式連続血圧計
東京聖栄大学 7,594,000 東京聖栄大学 7,594,000 特別設備 高速液体クロマトグラフ質量分析計
帝京平成大学 6,894,000 帝京平成大学 6,894,000 特別設備 研究用ポータブル光脳機能イメージ

ング装置
花田学園 3,888,000 東京有明医療大学 3,888,000 特別設備 超音波画像観察装置
日本教育研究団 3,231,000 事業構想大学院大学 3,231,000 特定図書 新事業創出基盤データベース
麻布獣医学園 4,795,000 麻布大学 4,795,000 特別設備 PTD次世代テレメトリーシステム
神奈川大学 25,999,000 神奈川大学 25,999,000 特別設備 蛍光X線分析システム
関東学院 6,624,000 関東学院大学 6,624,000 特別設備 粘弾性測定装置MCR302/Kシステム
湘南工科大学 4,170,000 湘南工科大学 4,170,000 特別設備 運動負荷用心電図測定装置一式
総持学園 5,484,000 鶴見大学 5,484,000 特別設備 高速液体クロマトグラフ
聖マリアンナ医科大学 4,168,000 聖マリアンナ医科大学 4,168,000 特別設備 オールインワン蛍光顕微鏡
フェリス女学院 1,486,000 フェリス女学院大学 1,486,000 特定図書 The Times Literary Supplement

Historical Archive
幾徳学園 24,750,000 神奈川工科大学 24,750,000 戦略研究設備 分子間相互作用解析装置
桐蔭学園 13,253,000 桐蔭横浜大学 13,253,000 特別設備 次世代ＤＮＡシーケンサシステム
都築第一学園 9,760,000 横浜薬科大学 9,760,000 特別設備 スキャナータイプ画像解析装置
金沢医科大学 6,422,000 金沢医科大学 6,422,000 特別設備 オールインワン蛍光顕微鏡　BZ-

X700
北陸大学 6,660,000 北陸大学 6,660,000 特別設備 自動マイクロ波固相ペプチド合成装

置
朝日大学 763,000 朝日大学 763,000 特定図書 Maruzen eBook Library有斐閣法学

研究書コレクション
梅村学園 12,729,000 中京大学 12,729,000 特別設備 フォースプレート
金城学院 3,585,000 金城学院大学 3,585,000 特別設備 卓上走査電子顕微鏡
南山学園 2,989,000 南山大学 2,989,000 特定図書 サビン　南北アメリカ関連文献コレク

ション　補遺版 2010,　2012,　2013
藤田学園 12,964,000 藤田保健衛生大学 12,964,000 特別設備 脳内生理活性物質測定装置
日本福祉大学 839,000 日本福祉大学 839,000 特定図書 Maruzen eBook Library 看護学研究

書コレクション
中部大学 14,760,000 中部大学 14,760,000 特別設備 X線元素分析装置
名城大学 9,936,000 名城大学 9,936,000 戦略研究設備 深紫外・可視・近赤外分光光度計
愛知医科大学 18,662,000 愛知医科大学 18,662,000 特別設備 統合的遺伝子発現解析システム
トヨタ学園 13,276,000 豊田工業大学 13,276,000 戦略研究設備 薄膜製造装置
中西学園 5,287,000 名古屋学芸大学 5,287,000 特別設備 微生物蛍光カウントシステム
藤ノ花学園 5,119,000 豊橋創造大学 5,119,000 特別設備 高度胸部診察シミュレーションシステ

ム

立教学院 7,829,000 立教大学

武蔵野美術大学 5,195,000 武蔵野美術大学

明治大学 25,572,000 明治大学
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鈴鹿医療科学大学 4,968,000 鈴鹿医療科学大学 4,968,000 特別設備 GE Amersham Imager 600 RGBシス
テム

4,813,000 戦略研究設備 アレイスポッターシステム
5,478,000 特別設備 ミニセックシステム

京都学園 3,670,000 京都学園大学 3,670,000 特別設備 オールインワン蛍光顕微鏡
京都女子学園 8,835,000 京都女子大学 8,835,000 特別設備 生化学パラメータ分析システム
京都橘学園 760,000 京都橘大学 760,000 特定図書 マイクロフィルム版　婦人世界　自創

刊号（明治39年）至28巻5号（昭和8
年）終刊迄

真宗大谷学園 855,000 大谷大学 855,000 特定図書 JKBooks 『人物叢書』（フルセット
270冊）

ノートルダム女学院 955,000 京都ノートルダム女子大学 955,000 特定図書 　「子どものための学習絵本コレク
ション」

5,322,000 戦略研究設備 オールインワン蛍光顕微鏡
4,799,000 戦略研究設備 再生水利活用緑化実験設備
6,134,000 戦略研究設備 同時通訳機器
5,000,000 戦略研究設備 マルチアレイ装置
8,000,000 戦略研究設備 Illmina社　次世代シーケンサー
1,333,000 戦略研究設備 美術・工芸・風俗関係図書資料

666,000 戦略研究設備 美術・工芸・風俗関係図書資料
12,240,000 ブランディング研究設備 光イメージング脳機能測定装置
4,881,000 ブランディング研究設備 サーマルディジプレートシステム
6,516,000 ブランディング研究設備 グラフェンCVD装置
3,350,000 ブランディング研究設備 電気化学アナライザー

10,632,000 ブランディング研究設備 オールインワン共焦点顕微鏡
龍谷大学 4,376,000 龍谷大学 4,376,000 特定図書 東アジアの政治と経済研究コレク
島津学園 4,919,000 京都医療科学大学 4,919,000 特別設備 侵襲的検査と非侵襲的検査の病変

付き人体模型
大阪医科大学 6,771,000 特別設備 蛋白解析迅速化システム
大阪薬科大学 5,916,000 特別設備 イメージアナライザー

大阪経済大学 2,133,000 大阪経済大学 2,133,000 特定図書 東京大学経済学図書館所蔵資料マ
イクロフィルム版　山一證券株式会
社第一期第一集・第十二集

大手前学園 950,000 大手前大学 950,000 特定図書 Web版 群書類従（正・続・続々）
11,520,000 ブランディング研究設備 全反射エバネッセント顕微鏡
9,360,000 ブランディング研究設備 多目的ペプチド合成機
7,452,000 ブランディング研究設備 DMD式露光装置
3,607,000 ブランディング研究設備 ハイスピードマイクロスコープ
5,297,000 ブランディング研究設備 生体信号計測収録システム
3,384,000 特別設備 高精度高分解能蛍光X線分析装置

関西医科大学 10,170,000 関西医科大学 10,170,000 特別設備 3DプリンターシステムEDEN260VS
関西外国語大学 2,600,000 関西外国語大学 2,600,000 特定図書 Doctoral Dissertations on

Japanology, 2016
近畿大学 6,614,000 近畿大学 6,614,000 特別設備 ナノ粒子解析システム NanoSight
相愛学園 4,590,000 相愛大学 4,590,000 特別設備 食品用テクスチャー測定装置(2軸物

性試験システム)
帝塚山学院 4,284,000 帝塚山学院大学 4,284,000 特別設備 オールインワン蛍光顕微鏡
桃山学院 802,000 桃山学院大学 802,000 特定図書 社会科学文献データベース　The

Making of the Modern World：Part
Ⅱ：1851-1914 (MOMW-Ⅱ)

大阪成蹊学園 1,994,000 大阪成蹊大学 1,994,000 特定図書 Maruzen　e-book Library 「観光ビジ
ネス関連コレクション（電子書籍版）」

平成医療学園 2,067,000 宝塚医療大学 2,067,000 特定図書 解剖生理学コレクション
4,665,000 戦略研究設備 行動記録解析システム
9,998,000 戦略研究設備 眼球運動-脳波連動解析システム
6,624,000 戦略研究設備 微量生体試料分析システム
4,475,000 特定図書 19世紀コレクション「世界の地図と旅

行記」 Nineteenth Century
Collections Online (NCCO).
Archive 11: Mapping the World: Maps
and Travel Literature

甲南学園 9,704,000 甲南大学 9,704,000 特別設備 セルソーターシステム一式

関西大学 40,620,000 関西大学

関西学院 25,762,000 関西学院大学

立命館 68,873,000 立命館大学

大阪医科薬科大学 12,687,000

関西文理総合学園 10,291,000 長浜バイオ大学
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（法人計）（円）
学校名 交付額（円） 区分 事業名等

神戸学院 28,908,000 神戸学院大学 28,908,000 特別設備 高分解能MALDI-TOF 質量分析シス
テム

神戸薬科大学 4,608,000 神戸薬科大学 4,608,000 特別設備 日立卓上電子顕微鏡
松蔭女子学院 2,952,000 神戸松蔭女子学院大学 2,952,000 特定図書 ファッション雑誌「ジュールナル・デ・

ダーム・エ・デ・モード」コレクション
武庫川学院 11,120,000 武庫川女子大学 11,120,000 特別設備 ＬＣ／ＭＳ高速アミノ酸分析設備
兵庫医科大学 4,128,000 兵庫医療大学 4,128,000 特別設備 高速液体クロマトグラフシステム
高野山学園 3,744,000 高野山大学 3,744,000 ブランディング研究設備 ブックスキャナー

18,433,000 ブランディング研究設備 X線CTスキャナー
4,716,000 ブランディング研究設備 ３Dレーザースキャナー
8,496,000 ブランディング研究設備 カソードルミネッセンス分光システム
4,968,000 ブランディング研究設備 電子スピン共鳴測定装置用マイクロ

波ユニットおよびPCデータシステム
川崎医科大学 5,198,000 特別設備 静的動的細胞機能解析システム
川崎医療福祉大学 8,856,000 特別設備 光イメージング脳機能測定装置

美作学園 3,852,000 美作大学 3,852,000 特別設備 オールインワン蛍光顕微鏡
就実学園 11,130,000 就実大学 11,130,000 特別設備 生体試料分離解析システム

吉備国際大学 5,200,000 特別設備 頭部外傷モデルラット作成治療評価
システム一式

九州保健福祉大学 4,733,000 特別設備 紫外可視分光蛍光光度計システム
石田学園 1,440,000 広島経済大学 1,440,000 特定図書 週刊東洋経済デジタルアーカイブズ

第Ⅱ期(Maruzen eBook Library版）
福山大学 5,549,000 福山大学 5,549,000 特別設備 ガスクロマトグラフGC2010Plus シス

テム
香川学園 841,000 宇部フロンティア大学 841,000 特定図書 心理医療関連コレクション（電子書籍

版）
四国大学 3,348,000 四国大学 3,348,000 特別設備 生化学自動分析装置　ドライケムア

ナライザー　FDC7000Z
村崎学園 4,968,000 徳島文理大学 4,968,000 特別設備 ナノ材料励起光源システム
久留米大学 26,460,000 久留米大学 26,460,000 特別設備 電磁刺激  幹細胞誘導培養システム
西南学院 1,521,000 西南学院大学 1,521,000 特定図書 Early English Books Online
中村学園 867,000 中村学園大学 867,000 特定図書 Maruzen eBook Library版　精選・流

通経済マーケティングコレクション
福岡大学 3,805,000 福岡大学 3,805,000 特別設備 オージェ電子分光機能付き低速電子

線回析装置一式
福岡工業大学 5,245,000 福岡工業大学 5,245,000 戦略研究設備 発電デバイス評価用負荷装置
久留米工業大学 5,112,000 久留米工業大学 5,112,000 特別設備 ナノテクノロジ環境評価システム
筑紫女学園 2,304,000 筑紫女学園大学 2,304,000 特定図書 聖語蔵経巻（第三期）神護景雲二年

御願経（三）　聖語蔵経巻（第四期）
甲種写経

福岡女学院大学 1,531,000 特定図書 貴重音源コレクション 岡田コレクショ
ンⅠ音源ファイルＤＶＤ版

福岡女学院看護大学 743,000 特定図書 Maruzen eBook Library版　看護実習
コレクション

九州文化学園 3,340,000 長崎国際大学 3,340,000 特別設備 ウェスタンブロッティング発光シグナ
ル検出装置

長崎学院 1,000,000 長崎外国語大学 1,000,000 特定図書 幕末維新長崎古写真コレクション
君が淵学園 5,821,000 崇城大学 5,821,000 特別設備 全自動マイクロウェーブペプチド合成

装置
7,920,000 戦略研究設備 ３レーダー細胞解析機

(MACSQuant Analyser 10,ミニサンプ
ラ付)

6,516,000 戦略研究設備 電気泳動・画像解析システム
3,667,000 戦略研究設備 光脳機能イメージングシステム

10,496,000 ブランディング研究設備 3Dスキャニングレーザーシステム一
式

3,493,000 ブランディング研究設備 3Dプリンター
3,364,000 ブランディング研究設備 ハンドベルド蛍光X線分析計

21,312,000 ブランディング研究設備 工業用Ｘ線スキャン装置
志學館学園 730,000 志學館大学 730,000 特定図書 Maruzen eBook Library 民法学研究

電子書籍コレクション

福岡女学院 2,274,000

別府大学 56,768,000 別府大学

川崎学園

加計学園 36,613,000 岡山理科大学

順正学園 9,933,000

14,054,000

5 / 5 ページ


