
挑戦的萌芽研究

研究代表者 部局名 研究課題名

半藤逸樹 自然科学系 地球環境問題解決に向けた「善意のシステム化」の考究

栗原隆 人文社会・教育科学系
感興に基づく即興の機序の解析、並びに機知や機転の成り立ちを考察
する試み

藤巻一男 人文社会・教育科学系
消費税の計算構造に基因する転嫁困難性の実証分析と中小事業者特
例制度の研究

岸保行 人文社会・教育科学系 日本酒のグローバル展開に関する複眼的研究－現場発の理論創造－

印南信宏 自然科学系 非対称距離空間の測地線の幾何学的研究

宮田等 自然科学系 高感度有機半導体放射線検出器の開発

俣野善博 自然科学系
複素環縮環型および環拡大型ジアザポルフィリンを母核とするｎ型半導
体の開発

大嶋拓也 自然科学系
パッシブ音響トモグラフィによる協調動作型都市環境センサネットワーク
の基礎研究

玉田篤史 医歯学総合研究科
形態形成の全自動数値解析法の開発と神経細胞のキラル構造形成とら
せん運動への適用

長谷川英夫 自然科学系
農業環境・情報工学と眼科学を融合した農作業に係る紫外線のエビデン
ス把握手法の開発

菊地利明 医歯学系 ヒト誘導性細気管支前駆細胞（ｉＢＰ細胞）の創製

中田光 医歯学総合病院 肺胞蛋白症の発症機序を説明する数学モデルの構築とその検証

池内健 脳研究所
血漿中アミノ酸プロファイルに着目したアルツハイマー病の血液マーカー
探索

永橋昌幸 医歯学総合病院
メタボローム解析による乳癌代謝動態に関与する脂質メディエーター分
子機構の解明

高橋昌 医歯学総合研究科
放射光位相差Ｘ線ＣＴ法による血管退縮関連疾患群の異常血管の構造
解析に関する研究

林孝文 医歯学系 舌エコーで舌初期癌の治療戦略を変える

加来賢 医歯学系 幹細胞の分化制御を指向した高架橋コラーゲン･スキャフォールドの開発

吉江弘正 医歯学系 リウマチ併発歯周炎患者のJAK分子標的･抗菌療法と機能検証

中村勝 医歯学系 精神障害者家族の孤立化を防止する社会的自立支援モデルの開発

赤澤宏平 医歯学総合病院
臨床試験で競合リスクに相関がある場合の新たな治療効果判定方法の
開発

小柳充 農学部 トキが舞う佐渡島に鳥インフルエンザのモニタリングシステムの構築

土佐幸子 人文社会・教育科学系
探究的指導法を軸として高校物理授業の課題点を明らかにする４カ国比
較研究

片岡香子 災害・復興科学研究所
冠雪活火山における火山-雪氷相互作用による突発的土砂輸送：噴火直
前期の準備研究

高木律男 医歯学系 fNIRSを用いて口蓋裂言語を光脳機能学的に解析する

宮坂道夫 医歯学系 討議倫理によって原子力発電の倫理的基盤を構築するための研究
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挑戦的萌芽研究

研究代表者 部局名 研究課題名

逸見竜生 人文社会・教育科学系
『百科全書』本文批判 における基礎的校訂方 法論の確立とその学術 的
応用

山田陽子 人文社会・教育科学系
地域活性型異文化コミュニケーション教育プログラムの構築―新潟モデ
ルの提案―

麓慎一 人文社会・教育科学系
水産業の国際的展開と地域社会の変容ー世界と東アジアをつなぐ日
本ー

家富洋 自然科学系 多者間ネッティングの数理的基盤の構築とその応用

鈴木光太郎 人文社会・教育科学系 未検討資料を通してアヴェロンの野生児の実像を明らかにする試み

安部隆 自然科学系 マイクロ・ナノ流体回路融合発振回路式化学演算チップの開発

馬場暁 自然科学系 フレキシブルプラズモニックセンサーシートの開発

児玉竜也 自然科学系 ソーラー試験による熱－光ハイブリット活性水分解デバイスの創製

新田勇 自然科学系
広視野レーザ走査方式によるLED用サファイア基板のナノレベル欠陥検
出技術

福井聡 自然科学系 高温超伝導コイルを利用した高速アルミ溶解技術の研究

柿田明美 脳研究所
3D神経病理学へのフィージビリティー研究：透明化試薬を用いたてんか
ん病巣の解析

松井秀彰 研究推進機構
実験動物アフリカメダカ：老化が抑制されないその魚は自然にパーキンソ
ン病を発症する

桑野良三 脳研究所 アルツハイマー病脳病巣に関連するmiRNAエディティングの証明

酒井晶子 医歯学総合研究科
発達期の脳の細胞種特異的クロマチン動態から解明する神経回路可塑
性のメカニズム

佐藤努 自然科学系
既知イソペンテニル二リン酸異性化酵素ホモログが関与しない生合成経
路の解明と利用

鈴木哲也 自然科学系
コンクリートプレキャストパネルを活用した腐食鋼矢板水路の保全・再生
工法の開発

関島恒夫 自然科学系 シマリス脳の初代培養系を用いた冬眠特異的タンパク質の機能評価

田井中一貴 脳研究所
細胞機能の変容により曝露物質の毒性を評価する新規安全性試験技術
の開発

竹林浩秀 医歯学系 グリア細胞死に起因する脳内炎症の制御による脳機能改善

近藤英作 医歯学系 iPS細胞マーカーTRA-1-60はがん難治性の指標か？

片貝智哉 医歯学系
リンパ節転移癌細胞とストローマ細胞の相互作用による転移支援微小環
境形成

遊佐洋右 自然科学系 新型光検出器を用いたSPECT用高分解能γ線源位置検出器の開発

大坪隆 自然科学系 高速時間検出器を用いたTOF-PET用検出器開発

寺井崇二 医歯学系 遺伝子改変メダカを用いたNASH環境下での新規肝発癌モデルの開発

小野寺理 脳研究所
孤発性タウオパチーに相関するタウ遺伝子多型の生化学的意義のゲノ
ム編集を用いた解明
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挑戦的萌芽研究

研究代表者 部局名 研究課題名

藤井雅寛 医歯学系 ストレス顆粒による新規の活性酸素制御機構の解明

染矢俊幸 医歯学系
神経発達障害のシナプス病態解明 -シグナル伝達経路異常の網羅的・
定量的解析-

五十嵐博中 脳研究所
化学交換飽和移動MRIを用いた無侵襲な脳内薬剤濃度画像化技術開発
と疾病応用

若井俊文 医歯学系
胆道疾患における脂質メディエーターと胆汁酸とによる新しい細胞情報
伝達機構の解明

鈴木雄治 脳研究所
水分子の動態解析による特発性正常圧水頭症の病態解明及び画像診
断

長谷川功 医歯学系
笑い発作に伴うてんかん性脳症の動物モデル―光遺伝学を用いた異常
波伝搬経路の検証

前田健康 医歯学系 分子解析による赤唇発生機構の解明～再生に向けた展開研究～

寺尾豊 医歯学系 コメ由来プロテアーゼ阻害剤を用いた誤嚥性肺炎重症化制御法の検索

小野高裕 医歯学系 咀嚼・嚥下機能に基づく要介護者用食品の物性評価

多部田康一 医歯学系
コメ由来ペプチド素材を用いた口腔ケアアプリケーションと歯周病ペプチ
ド医薬の開発

有森直子 医歯学系
ポストゲノム時代の遺伝看護コンピテンシー尺度開発と信頼性・妥当性
の検討

挑戦的研究（開拓）

研究代表者 部局名 研究課題名

大峡淳 医歯学系 「生体完結型再生療法」開発への挑戦

挑戦的研究（萌芽）

研究代表者 部局名 研究課題名

原田健一 人文社会・教育科学系 地域データ統合による地域映像メディアの実態研究

矢田俊文 人文社会・教育科学系
16世紀末から18世紀前半の内陸地震研究ー天正地震・信濃小谷地震を
中心に―

小林昭三 人文社会・教育科学系
明治150年理数工授業筆記等で究明する能動学習法的源流とその今日
的再構成と創新法

渡邊洋子 人文社会・教育科学系
初年次専門（職）教育と生涯キャリアデザインとの接合点の構築に関する
実践開発的研究

白井述 人文社会・教育科学系
子どもは拡張現実（AR）技術による「本物らしさ」をどのように認識してい
るのか？

青木俊樹 自然科学系
円偏光を不斉源とするキラル増幅らせん選択重合による絶対不斉高分
子合成

由井樹人 自然科学系 化学反応コンデンサ　～概念確立に向けた研究～
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挑戦的研究（萌芽）

研究代表者 部局名 研究課題名

岡崎桂一 自然科学系 超劣性形質である植物栄養器官肥大（シンク化）機構の遺伝解析

安東宏徳 自然科学系 月周時計の実体解明への挑戦：月周産卵フグを用いた分子基盤の確立

上野将紀 脳研究所 神経細胞種間を結ぶ脳内機能モジュールの解析手法の開発

崎村建司 脳研究所 生体内動態解析を可能とする網羅的タンパク質分子標識法の開発

清水逸平 医歯学総合研究科
線維化促進分泌型タンパクを介した、非アルコール性脂肪性肝炎の新た
な発症機序の解明

前川知樹 医歯学系
大規模菌叢解析データを用いた歯周病治療法の最適化クリティカルパス
の開発

照沼美穂 医歯学系 神経伝達物質を起点とした癌根治療法の創出

中村和利 医歯学系 尿メタボロミクス解析による認知症予測バイオマーカーの網羅的探索

清野由美子 医歯学系
精神科における誤嚥性肺炎予防のための連携型摂食嚥下障害ケアプロ
グラムの開発
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