
若手研究（Ａ）

研究代表者 部局名 研究課題名

奥田修二郎 医歯学系 ヒトマイクロバイオームによる疾患因子プロファイリング

白井述 人文社会・教育科学系 光学的流動知覚の発達的変容が移動行動の成熟に及ぼす影響の解明

松井秀彰 研究推進機構 シナプス機能indicatorを用いたin vivo imagingの展開

永橋昌幸 医歯学系
脂質メディエーターを介した癌と宿主の相互作用による乳癌の浸潤・転移
機序の解明

任書晃 医歯学系
医工連携により創製する画期的光学測定系を駆使した内耳振動現象の
統合的解析

太田紘史 人文社会・教育科学系 バイアスから探る道徳的思考の不合理性と多元性

清水逸平 医歯学系 褐色脂肪由来物質を介した心筋代謝リモデリング機構の解明

吉原弘祐 医歯学系 融合遺伝子に注目した卵巣癌の病態解明と新しい治療戦略の構築

前川知樹 医歯学系 内因性Del-1分子に着目した炎症制御のメカニズム解析と応用研究

杉江淳 研究推進機構
前シナプスの神経細胞保護機能における活性帯構造変化の重要性の検
討

江畑冬生 人文社会・教育科学系
北東ユーラシアチュルク系諸言語の研究： 分岐と接触の歴史的過程の
解明

釜本健司 人文社会・教育科学系 日本の中等公民教育における政治的・社会的判断力育成の歴史的研究

上野将紀 脳研究所 脳障害による神経回路の再編メカニズムの解明

新熊悟 医歯学系
遺伝子編集した表皮水疱症患者由来iPS細胞を用いた多角的再生医療
の開発

若手研究（Ｂ）

研究代表者 部局名 研究課題名

中田豪 人文社会・教育科学系 複数の金融危機が併発する理論的枠組みの構築・政策の解明

劉雪峰 自然科学系 重調和微分作用素の高精度な固有値評価に関する研究

高地貴行 医歯学総合病院 NK細胞へのIL-21遺伝子導入： 新たな細胞療法の開発

酒匂宏樹 自然科学系 作用素環論を用いた距離空間の大規模構造に関する研究

小野映介 人文社会・教育科学系 弥生時代の沖積低地を対象としたジオアーケオロジー研究

大湊麗 医歯学総合病院
二段階口蓋形成法における早期硬口蓋閉鎖の有用性：音声言語と音響
特性による言語成績

吉武講平 脳研究所 マウス頭頂連合野の予測誤差検出機能の光学イメージング解析

甲斐義明 人文社会・教育科学系 1950年代日本におけるアマチュア写真文化と写真産業
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若手研究（Ｂ）

研究代表者 部局名 研究課題名

中本真人 人文社会・教育科学系 平安・鎌倉期の大嘗祭芸能と宮廷の御神楽の基礎的研究

小林繁子 人文社会・教育科学系 近世的支配形成のダイナミクス―魔女迫害と近世国家

左近幸村 研究推進機構 オデッサとウラジオストクから見る末期のロシア帝国

栗田佳康 人文社会・教育科学系 学校における子どもの信教の自由の保障と判断過程審査の日加比較

長尾雅信 人文社会・教育科学系 地域間連携による地域ブランド・マネジメントの研究

一柳智紀 人文社会・教育科学系 小グループでの学習に関する教師の実践知の検討

古田和久 人文社会・教育科学系 教育と職業の日本的特徴に関する実証的研究

山本征法 自然科学系 空間非局所な作用素をもつ拡散方程式の解の漸近挙動について

三本啓輔 自然科学系 超音波によるシリコン原子空孔がもつ四極子歪み結合の解明

大江一弘 自然科学系 超重元素ラザホージウムのキレート錯形成反応の研究

櫻井篤 自然科学系 メタマテリアルによる熱ふく射制御と太陽熱光起電力発電への展開

大竹雄 自然科学系
統一評価理論に基づく洪水および地震ハザードを考慮した河川堤防の
総合的な信頼性解析

古澤慎一 自然科学系 農村における社会的起業家精神に関する比較研究

梅原隼人 医歯学系
NPYとヒスタミン神経系との相互作用による食餌性リズムの制御機構の
解明

八木原伸江 医歯学総合病院
難治性不整脈症候群におけるゲノム上の非翻訳領域の役割と機序の解
明

忰田亮平 医歯学総合病院
新しい心腎連関機序：メガリンの発現抑制による腎保護を介した動脈硬
化軽減作用の検証

金澤雅人 医歯学総合病院 慢性期脳梗塞治療戦略としてのミクログリア細胞移植療法の確立

牛木隆志 医歯学総合病院
SOCS1/3欠失マウスで増加する特異なT細胞分画が移植片対宿主病に
及ぼす役割

佐藤弘恵 保健管理・環境安全本部 関節リウマチにおけるhepcidinの動態と骨粗鬆症に関する臨床的解析

山田剛史 医歯学総合病院
シクロスポリン腎症の病態解明と早期診断を目的としたバイオマーカー
の開発

藤川大基 医歯学系 毛髪の角化機構の解明

棚邊哲史 医歯学総合病院
拡張不確かさ解析を用いたセットアップマージン評価モデル及び照合
データベースの開発

平石哲也 医歯学総合病院
てんかん焦点同定のための高精度術前評価法の開発-高密度脳波での
高周波律動の解析－

石黒竜也 医歯学総合病院 卵巣がん・子宮体がん幹細胞のがん腫特異的制御機構の解明

親松宏 医歯学総合病院 ホールマウント標本による末梢神経再生の観察
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若手研究（Ｂ）

研究代表者 部局名 研究課題名

阿部達也 医歯学総合病院 口腔扁平上皮癌の浸潤界面における細胞競合現象のプロテオーム解析

長澤麻沙子 医歯学系 骨髄細胞の機能を介した局所の破骨細胞分化制御機構の探索

小川信 医歯学総合病院 培養骨膜細胞による骨代謝活性促進効果の臨床的有効性の検証

金丸博子（塚田博子） 医歯学総合病院 血管内皮増殖因子は末梢神経損傷後の神経再生に関与するか

野中由香莉 医歯学総合病院
歯周病原細菌感染に対するビタミンＤによる新規の予防・治療効果の検
討

大竹正紀 医歯学総合病院 加齢に伴う三叉神経領域における異常疼痛の発現機序の解明

皆川久美子 医歯学総合病院 メタボリックシンドローム有病者における歯周病と認知症の関連

清水詩子 医歯学系 透析看護の実践能力評価尺度の開発

成田太一 医歯学系 精神科デイケアにおけるリカバリー志向型支援モデルの開発

榎本洸一郎 自然科学系 UAVを用いた海洋環境モニタリングのための環境推定手法

天野達郎 人文社会・教育科学系
運動トレーニングに伴う発汗機能の改善メカニズムの解明：神経伝達物
質に着目して

川西裕也 人文社会・教育科学系 朝鮮中近世における古文書の伝来論的研究

前田洋介 人文社会・教育科学系 コミュニティ・ガバナンスの制度と空間構造に関する日英比較研究

大島梨沙 人文社会・教育科学系
同性カップルによる共同生活契約の法的課題の検討―フランスのパクス
との比較から

稲吉晃 人文社会・教育科学系 近代日本の都市政治と新聞

張雲 教育・学生支援機構
日中関係おける誤認知の構造的なメカニズムに関する理論的・実証的研
究

並川努 教育・学生支援機構 IRTを用いた自尊感情測定に関する基礎的研究

田中誠二 人文社会・教育科学系 戦後復興期の衛生教育に関する実証的研究

清水文博 人文社会・教育科学系
手書き文字の字形と学習者の主体性に関する研究－大正期から昭和初
期を中心として

應和宏樹 自然科学系 1次元2×2保存則方程式系のエントロピー解

椎野勇太 自然科学系 ジグザグ縫合面を持つオルティス類の形態機能と適応放散様式

平尾篤利 人文社会・教育科学系
放電環境制御によるマイクロ部品の形状創成と高精細表面改質法に関
する研究

有波裕貴 自然科学系
マルチレーザー粒子画像流速測定手法を用いた実大空間の定量的可視
化測定法の開発

松井大輔 自然科学系
景観保全の視点から捉えたNIMBY施設に対する土地利用・景観規制の
全国的実態

三上貴司 自然科学系 冷却晶析操作の新規概念に基づく単分散結晶の製造

3 / 7 ページ



若手研究（Ｂ）

研究代表者 部局名 研究課題名

小松博幸 自然科学系
地産地消型バイオガス利用に向けたハイドレートスラリー流動型ガス分
離プロセスの構築

石川亮佑 自然科学系 有機-無機ハイブリッドタンデム太陽電池のためのグラフェン電極の開発

岸本圭子 研究推進機構 雑食性外来生物アメリカザリガニが希少種に与える直接的影響の評価

古川健太郎 医歯学総合研究科 ストレス応答キナーゼを介したマイトファジー制御機構の解明と人工制御

宇都宮悟 医歯学系
機械学習を用いた強度変調放射線治療の故障モード自動判別システム
の開発

小田切崇 医歯学系
新規4価ワクチン導入後のB型インフルエンザウイルスの進化・伝播経路
の解明

佐藤裕樹 医歯学総合研究科
内視鏡的食道筋層生検法による好酸球性食道筋炎の疾患概念確立と
病態解明

横尾健 医歯学総合研究科
マトリックス分解酵素(MMP13)を用いた肝硬変に対する抗線維化治療の
開発

周ケイリョウ 医歯学系
生体由来気管スキャフォールドとiPS細胞を用いた気管再生技術の研究
開発

福住好恭 医歯学系
腎糸球体上皮細胞スリット膜の形成、維持におけるEphrin-B1の役割の
解明

青木信将 医歯学総合病院
薬剤性腎障害の新規治療戦略：メガリンを標的とした予防・検査法の開
発

桑原頌治 医歯学総合研究科
近位尿細管におけるメガリンを介したリン代謝調節機構とリン関連腎障
害機序の解明

酒巻裕一 医歯学総合病院
糸球体腎炎・腎臓病の発症進展における銅含有酵素を介した酸化ストレ
スの影響

張エイ 医歯学系
次世代シーケンサー解析によるネフローゼ症候群の新規治療標的分子
の探索

佐治越爾 医歯学総合病院 視神経脊髄炎におけるインフラマソームを介した自然免疫機構の解明

吉田陽子 医歯学総合研究科 血液凝固因子による全身の代謝不全発症機序の解明

折目真理 医歯学系 ヒト毛盤の形態学的基盤の確立

湯川尊行 医歯学総合研究科
統合失調症患者における脳内コンドロイチン硫酸鎖とペリニューロナル
ネットの変化

井桁裕文 医歯学総合研究科
近親婚の両親を持つ統合失調症罹患同胞のエクソーム解析に基づくリス
ク遺伝子の確定

常山暢人 医歯学総合病院 性腺機能が精神疾患の難治化に及ぼす影響

土田純子 医歯学総合病院
乳癌の浸潤・転移における癌間質液中スフィンゴシン-1-リン酸の役割と
臨床的意義

大橋宣子 医歯学総合病院
アセトアミノフェンの脊髄後角における鎮痛機序解明と新規投与経路の
開発

山本豪 医歯学総合病院 シグマ1受容体の脊髄後角における鎮痛作用機序の解明

倉部美起 医歯学総合病院 神経障害性痛における脊髄グリシンニューロンの役割の解明

佐々木美佳 医歯学総合病院
オピオイドによる痒みの細胞内シグナル及びTRPA1－痒みシグナル連
関の解明
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若手研究（Ｂ）

研究代表者 部局名 研究課題名

茅原誠 医歯学総合病院 ステイロド投与がNR3C1発現上昇無精子症の造精機能に与える影響

磯部真倫 医歯学総合病院
子宮体がんにおける蛍光法を併用した腹腔鏡下センチネルリンパ節生
検

若槻華子 医歯学総合病院
マウス腕神経叢神経移行術モデルを用いた末梢神経再生経路全体の三
次元的解析

大倉直人 医歯学総合病院
歯髄創傷治癒におけるプロスタグランジンE2の役割：輸送担体発現と受
容体の機能解析

大墨竜也 医歯学系 抗菌成分のストレス応答による複合バイオフィルム形成亢進機構の解明

辻光順 医歯学総合病院 舌咽神経誘発嚥下を標的とした咀嚼嚥下メカニズム解明

ＲｏｓａｌｅｓＭａｒｃｅｌｏ 医歯学系
Role of intra and extracellular miRNAs in stem cell-based bone
regeneration

多田紗弥夏 医歯学系
歯列欠損拡大のリスク因子の解明と予後予測モデルの構築：多施設共
同研究

上松晃也 医歯学総合病院 培養骨膜シートの新規骨再生経路の分子基盤の解明

勝見祐二 医歯学系 インプラント手術における口底部静脈のリスク評価と動脈走行の予測

齋藤太郎 医歯学総合病院
骨髄由来間葉系幹細胞の局所投与によるBRONJに対する新規治療法
の効果検証

川崎勝盛 医歯学系 エナメル質形成におけるprimary ciliaの役割

宮沢春菜 医歯学総合病院 歯周病原細菌は腸管透過性亢進に関与するか？

堀田かおり 医歯学系
フォトボイスを用いた男性高齢者の地域コミュニティ形成支援プログラム
の開発

田島陽介 医歯学総合病院
ヨーグルトの抗菌-整腸作用に着目した術後難治性炎症病態に対する新
規治療法の開拓

足立雄哉 医歯学系
大脳皮質大域的ネットワークの時空構造操作による自己－外界間因果
の主観的判断の改変

中村元 人文社会・教育科学系 1930・40年代日本の露店商集団に関する実証的研究

穂苅諭 医歯学総合研究科 術前スクリーニングによる周術期呼吸リハビリ体制の確立

江川純 医歯学総合研究科 シナプスシグナリングの網羅的・定量的解析による自閉症の病態解明

望月翔太 自然科学系 人口減少社会における農地景観の変化と獣害リスクの予測

澤邉潤 人文社会・教育科学系
教員養成と教員育成との有機的接続を促す教育プログラム開発とその
体系化

羽鳥隆英 人文社会・教育科学系 戦後期「新国劇」と映画・テレビ・ラジオの相関性の研究

田春娟 現代社会文化研究科 「士大夫」阪口五峰からみる明治漢詩

村上正和 人文社会・教育科学系 18-19世紀の北京における貧困問題と救貧体制

神田豊隆 人文社会・教育科学系
曽祢益の足跡とその外交思想――日本社会党右派・民社党の外交路線
に関する歴史的研究
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若手研究（Ｂ）

研究代表者 部局名 研究課題名

田中恒彦 人文社会・教育科学系 ペリネイタル・ロスによる心理的問題の実態調査と支援プログラムの開発

宮北和之 学術情報基盤機構 情報の種類に応じて連携・調整を行う情報フローティングの開発

吉岡望 研究推進機構
意思決定の習慣化を司る脳神経回路：皮質線条体路を起点とした脳内
ネットワークの解明

内田仁司 脳研究所 神経障害性疼痛におけるRNA編集の役割解明

飯田和泉（渡辺和泉） 脳研究所 GluK3含有カイニン酸受容体による不安行動制御の解明

松本吉史 医歯学総合病院 肺扁平上皮癌におけるグルタミンを標的とする治療法の開発

山下俊一 医歯学系
オートファジーによるミトコンドリアDNA分解の分子機構と生理的意義の
解析

水谷祐輔 医歯学系
細胞頂上膜面の細胞質突起３次元ダイナミクス -SICMによる新しい解析
法の確立-

備前典久 医歯学系 ミエリン形成における転写-ＲＮＡ代謝カップリング機構の分子基盤解明

河本啓介 医歯学総合病院
顆粒球肉腫の臨床病理学的検討と髄外腫瘤形成に関わる分子生物学
的背景の解明

大嶋康義 医歯学系
慢性呼吸不全に抗ミトコンドリア抗体の及ぼす影響～陽圧呼吸からの離
脱を目指して～

蒲澤佳子 医歯学総合研究科 大規模コホートによる慢性腎臓病の生活習慣リスク因子の解明

藤本篤 医歯学総合病院 常染色体優性遺伝性縮毛症および乏毛症の分子病態解明

三上剛明 医歯学総合研究科 新規抗精神病薬の胃排出能への影響の有無の解明

保谷智史 医歯学総合研究科
統合失調症罹患二卵性双生児家系のエクソーム解析を起点としたリスク
遺伝子の追究

杉本篤言 医歯学総合研究科
脳磁図(MEG)による自閉スペクトラム症の反復常同性とその制御機構の
解明

井上絵美子 医歯学系 成長関連タンパク43（GAP43）の神経発達障害への影響

岡村拓磨 医歯学総合病院
蛍光免疫組織化学を用いた胃pSM癌における簇出の生物学的悪性度評
価及びその意義

杉本愛 医歯学総合病院
エピジェネティック修飾から見た慢性右心不全の重症度と可逆性の新た
な指標

阿部英明 脳研究所
IDH変異型神経膠腫における2HGによるミトコンドリア機能異常と新規治
療展開

棗田学 脳研究所 IDH変異型グリオーマにおける表面抗原を標的とした術中療法の開発

大橋正幸 医歯学総合病院 活性酸素による興奮毒性をターゲットとした新規脊髄損傷治療法の開発

渡部達範 医歯学総合病院
フラビン蛋白蛍光イメージング法による神経ブロック後に生じる反跳痛の
機序解明

清野豊 医歯学総合病院 βアラニンの脊髄後角における鎮痛作用機序の解明

安達聡介 医歯学総合病院 子宮内膜症発症及び癌化におけるIL1Aの意義
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佐々木崇暢 医歯学総合病院 一側性嗅覚検査によるアルツハイマー病早期診断法の確立

馬場洋徳 医歯学総合病院 フラビン蛋白イメージングを用いたマウス大脳味覚野の機能解明

斎藤浩太郎 医歯学系
SIBLINGタンパクを介した修復象牙質形成機構の解明と誘導法確立への
展開

江口香里 医歯学総合病院 IGFBP-3による骨代謝制御機構の解明と新規骨増生法開発への応用

藤原茂弘 医歯学系
舌圧測定と電磁アーティキュログラフを用いた包括的舌機能定量評価シ
ステムの構築

塩見晶 医歯学総合研究科
結合組織乳頭構造をもつ培養口腔粘膜の開発と義歯装着インビトロ加
齢モデルへの応用

今井秀明 医歯学総合病院 人工培養骨：骨膜シートがもたらす骨再生現象の経時的解析

堀水慎 医歯学総合病院
自己濃縮血小板の白血球分画がBMP徐放性と骨芽細胞分化に及ぼす
影響

金丸祥平 医歯学総合病院 口腔がんにおける血液循環がん細胞の存在意義

黒澤美絵 医歯学系 A群レンサ球菌による小児咽頭炎重症化機構の分子解析

村上智哉 医歯学総合病院 乳歯歯髄細胞由来iPS細胞からのLEF-1陽性幹細胞の単離

高橋功次朗 医歯学総合病院 口唇閉鎖機能の定量化による新治療目標への臨床応用

米澤大輔 医歯学系
就労世代における歯周病罹患と全身疾患との関連解析および歯科保健
プログラムの構築

諏訪間加奈 医歯学系
アルコール摂取が歯周病に与える影響および他栄養素を含む包括的環
境要因の解明

久保田悠 医歯学総合病院
カンボジアにおける妊産婦期からの口腔保健指導が乳歯う蝕予防に与
える影響

菊永淳 医歯学系
ナラティヴ分析を用いた緩和ケア実習における看護系大学生の認識と成
長プロセスの解明

ＯＮｅａｌＧｅｏｒｇｅ 教育・学生支援機構 Mutual intelligibility among non-native speakers

塚本佳広 脳研究所
再発膠芽腫の新規治療法：EUrd-CED法のラット脳幹部腫瘍モデルでの
検討

澤村晴志朗 医歯学系 内耳蝸牛の特殊電気的環境を規定するイオン輸送の分子実体の解明

寒川雅之 自然科学系 単一MEMSセンサによる視感・触感・温冷感を含む質感のアクティブ計測

長谷川晃 医歯学系 心臓カテーテル撮影における動画倍速駆動処理技術の開発

岡田正康 医歯学総合病院
膠芽腫における神経成長関連タンパク質-43kDa(GAP-43)のリン酸化の
解析

杉本華幸 自然科学系
基質をスライドさせて連続反応を行う結晶性多糖分解酵素・キチナーゼ
の作動機構の解明
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