
基盤研究（Ａ）

研究代表者 部局名 研究課題名

三ツ井敏明 自然科学系 高温・高CO2登熟耐性イネの開発

山崎和久 医歯学系
口腔-腸管連関を基盤としたペリオドンタルメディスン病因論の統合的解
明

白石典之 人文社会・教育科学系 モンゴル帝国成立基盤の解明を目指した考古学的研究

澁木克栄 脳研究所 図形認知を担うマウス高次視覚野の研究

小野寺理 脳研究所 脳小血管の動的機能に注目した脳血管性認知症克服への戦略

高澤栄一 自然科学系
オマーンオフィオライト陸上掘削による地殻－マントル境界の物性とモホ
面の実態解明

白石典之 人文社会・教育科学系 モンゴル高原史の「空白期」の解明を目指した異分野融合研究

佐伯竜彦 自然科学系 C-S-Hに基づくコンクリートの新しい材料・配合設計体系の構築

児玉竜也 自然科学系
低温反応活性セラミックによる太陽集熱水熱分解水素製造システムの開
発

大峡淳 医歯学系 分化機構解明による幹細胞の意図的誘導法の開発

基盤研究（Ｂ）

研究代表者 部局名 研究課題名

麓慎一 人文社会・教育科学系
帝政ロシアによる露領アメリカ経営と環太平洋における海洋秩序の変容
について

小池裕司 自然科学系
クォーク・グルーオン多体相関がもたらす新奇現象の解明と構造関数の
格子QCD計算

成田一衛 医歯学系 ホロゲノム解析によるIgA腎症の病態解析と治療ターゲット探索

染矢俊幸 医歯学系
「心の理論」の脳基盤を介した自閉症の病態解明およびサルの自閉症モ
デル動物の作成

魚島勝美 医歯学系 骨質（コラーゲン）が骨代謝に及ぼす影響とそのメカニズムを探る

佐藤孝 自然科学系
多様な学習歴を活かした工学系高度専門職業人養成カリキュラムの開
発

松本壮吉 医歯学系
潜在性結核の検出と、結核の発症予知技術の確立を目指した、ケニア国
における調査研究

寺尾豊 医歯学系
MRSAの薬剤耐性アンチバイオグラム進化パターンのグローバル調査解
析

小林昭三 人文社会・教育科学系
明治理数授業筆記の網羅的探索とその真相・価値を解明して現代的に
甦らせる包括的研究

土佐幸子 人文社会・教育科学系
日米６大学連携で能動的学習型へ教授法の質的転換を図る大学物理教
育イノベーション

原田健一 人文社会・教育科学系 「地域」映像の集合化による再帰的ソーシャル・デザインの研究

中島伸子 人文社会・教育科学系 病気やケガに関する子どもの理解・表現と大人の対応に関する研究
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基盤研究（Ｂ）

研究代表者 部局名 研究課題名

岡徹雄 自然科学系
無電解ニッケルめっき廃液からのニッケル回収のための磁気分離技術
の研究

岡崎桂一 自然科学系
ブラシカ作物の種子春化・緑体春化機構の解明と緑体春化型ハクサイの
育成

有田博之 自然科学系
現場知の体系化による農業農村分野における巨大地震災害対応マニュ
アルの構築

鈴木哲也 自然科学系 農業用パイプラインの非破壊損傷度診断法の開発

竹林浩秀 医歯学系 不随意運動の原因となる中枢神経回路の解析と症状改善の試み

藤井雅寛 医歯学系 ストレス顆粒とオートファジーの蛋白分解クロストークの分子機構

中村和利 医歯学系 加齢性運動器疾患の大規模分子疫学コホート研究５年後フォローアップ

中田光 医歯学総合病院 次世代シークエンサーによる肺胞蛋白症重症化の分子機構の解明

池内健 脳研究所 アルツハイマー病脳で生じるインスリン抵抗性に関する実証的研究

阿部理一郎 医歯学系 重症薬疹の発症病態解明に対する包括的検討

青山英史 医歯学系 脳放射線治療の個別最適化に向けた包括的研究

若井俊文 医歯学系
胆道癌・膵癌の転移能に関与する脂質メディエーター分子制御機構の解
明および臨床応用

野杁由一郎 医歯学系
小動物のマイクロエンドモデルの確立と新規根管治療法や根管治療薬
の開発に関する研究

瀬尾憲司 医歯学系 ヘッジホッグシグナル伝達系は末梢神経再生を誘導する

多部田康一 医歯学系
高付加価値型歯周炎ワクチン―DNAオリガミとイミダゾキノリンによるIgA
誘導―

葭原明弘 医歯学系
肥満・糖尿病・歯周疾患への遺伝的背景と環境・代謝要因の相互作用に
対する包括的解析

崔森悦 自然科学系 周波数可変広帯域光コムを用いた生体3次元断層振動撮像装置の開発

曽根博仁 医歯学系
地域の全世代保健/医療ビッグデータの統合解析による健康寿命延伸エ
ビデンスの創成

渡邊洋子 人文社会・教育科学系
女性医療専門職における生涯継続教育の方法論開発―キャリアヒスト
リー法の構築と活用

鈴木恵 人文社会・教育科学系
学びのプロセスと日本語書記史を統合する学習材・カリキュラムの開発と
検証

金子隆司 自然科学系
モノマー配列でプログラミングされたらせんキラルポリラジカル高次構造
と磁気光学機能

熊野英和 自然科学系
高秘匿通信のための量子ドット偏光相関２光子源：生成機構の解明と通
信波長帯展開

安部隆 自然科学系
しなやかさ・タフさ・機能性を有する機能性メタルベースMEMSのスマート
生産技術

牛木辰男 医歯学系
走査型イオン伝導顕微鏡を用いた細胞・組織の液中立体イメージング法
の確立

青木俊樹 自然科学系
SCATを活用した螺旋ポリマーよりの分子内孔含有２Ｄ高分子気体分子
篩自立膜の合成
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基盤研究（Ｂ）

研究代表者 部局名 研究課題名

大嶋拓也 自然科学系
広域環境騒音伝搬予測のための地表面音響特性時空間変動モデルの
確立

岡崎篤行 自然科学系
伝統文化継承装置としての花街建築および景観の全国的体系化とマネ
ジメント

郷右近展之 研究推進機構 高温太陽集熱による流動層ガス化水素製造システムの開発

崎村建司 脳研究所
多様な発想で研究可能なリソースとしての遺伝子改変マーモセット作製
法の開発

内海利男 自然科学系 翻訳リサイクルにおけるリボソームstalk蛋白質の機能解明

安東宏徳 自然科学系 体内時計と光、潮汐による生殖リズムの形成機構とその可塑性

一村義信 医歯学系 新規ストレス応答機構p62-Keap1-Nrf2システムの制御メカニズムの解明

松本壮吉 医歯学系 結核の潜在化機構の解析と、潜在化の維持による結核制圧戦略の構築

片貝智哉 医歯学系 リンパ節における自然－獲得免疫機能連携の時空間制御と組織基盤

吉羽邦彦 医歯学系
象牙質・歯髄複合体の創傷治癒・再生過程における幹細胞の誘導と分
化機構の解明

井上誠 医歯学系 摂食運動に関わる咀嚼と嚥下の機能連関

前田健康 医歯学系
歯の再生療法に向けた幹細胞分化制御機構の解明～毛との相同性、異
同性に着目して～

高木律男 医歯学系 p53遺伝子欠損コンソミックマウスを用いた口蓋裂発症メカニズム解析

中島貴子 医歯学系
歯周炎患者口腔細菌叢－腸内細菌叢連関を基盤とした全身疾患リスク
因子の同定

定方美恵子 医歯学系 看護と工学の協働による次世代型助産実践能力育成プログラムの開発

奈良間千之 自然科学系
天山山脈北部地域における短命氷河湖の環境条件の解明と減災対策
の構築

関尾史郎 人文社会・教育科学系 域圏論の視点による中国古代地域社会像の構築

赤澤宏平 医歯学総合病院
大規模疫学調査に基づく中国の食道癌発症リスクの同定と発症低減策
の費用対効果の分析

生駒忠昭 自然科学系 遷移状態制御による三重項ハーベスト

本田明治 自然科学系 寒冷渦が竜巻・突風現象発現の予測可能性に与える定量的評価

鈴木雄治 脳研究所
安静時超高磁場MRI時系列エントロピー解析による自閉症者情報処理メ
カニズムの解明

宮坂道夫 医歯学系
医療における物語論の新たな展開に哲学的基礎づけを与えるための研
究

逸見竜生 人文社会・教育科学系 『百科全書』の編集史的研究──知の生成と転位

矢田俊文 人文社会・教育科学系 前近代における巨大地震の家屋倒壊率と死亡者数の研究

奥西巧一 自然科学系
量子多体系のエネルギースケール制御機構とエンタングルメントくりこみ
群
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基盤研究（Ｂ）

研究代表者 部局名 研究課題名

佐藤峰夫 自然科学系
マルチ発光中心を有する単一母結晶蛍光体の材料設計とLED用蛍光体
への展開

加藤景三 自然科学系
金属グレーティング上ナノ構造制御有機薄膜の表面プラズモン透過光と
高感度センサ応用

山田寛喜 自然科学系
ミリ波モーションセンシングMIMOレーダによる人物の動きの検出・同定に
関する研究

西森健太郎 自然科学系
Massive MIMOを用いた双方向アナログビームスケジューリングに関する
研究

加藤大介 自然科学系
ＲＣ造袖壁付き柱の最大耐力後の安定した挙動を導入した新しい荷重変
形関係のモデル化

戸田健司 自然科学系 気相単結晶育成による白色LED用新規窒化物蛍光体材料の探索

高橋均 脳研究所
アストロサイトを侵すタウオパチー：タウの病理多様性とアストロサイト多
様性の関係

近藤英作 医歯学系
新規グリオブラストーマ・ホーミングペプチドによる低侵襲性先進医療技
術の開発研究

神吉智丈 医歯学系 オートファジーによるミトコンドリア選択・分解機構

酒井達也 自然科学系 タンパク質リン酸化修飾を介した光屈性制御機構の解明

門脇基二 自然科学系 米胚乳・米糠タンパク質の多様な新規機能性の探索と機構解析

吉川夏樹 自然科学系
魚類縦断探索システムを用いた農業水路系生態系配慮施設の戦略的整
備手法の構築

藤村忍 自然科学系
栄養処理による食肉の高品質化:メタボローム及び遺伝子発現による代
謝調節の解析

那波宏之 脳研究所
ストレス感受性・抵抗性におけるモノアミン神経相互作用とその機能的意
義

住吉智子 医歯学系
感覚モダリティ変換を応用した小児がん患児の食意欲の心理量測定ツー
ルの開発

石川卓 医歯学総合病院
個別化医療における悪性腫瘍補助療法に対する費用対効果モデルの確
立

鳥谷部真一 危機管理本部
自然言語処理技術とディープラーニング手法を用いた有害事象検出方法
の確立

南野徹 医歯学系 細胞内代謝を標的とした生活習慣病の診断・治療法の開発

齋藤昭彦 医歯学系 ヒトパレコウイルス3型に対する有効な治療の検討

小林隆 医歯学総合病院 膵島細胞症様変化に着目した糖尿病に対する次世代細胞療法の創成

榎本隆之 医歯学系
進化論モデルを用いた単一起源細胞から子宮癌肉腫への発生機序解明
と治療法の開発

大島勇人 医歯学系
プロテオミクス解析を応用した歯髄前駆細胞／静的幹細胞の恒常性維
持と活性化の解明

寺尾豊 医歯学系
好中球免疫を利用した肺炎球菌の肺炎重症化メカニズムと制御法の分
子検索

照沼美穂 医歯学系 食欲中枢の制御機構と破綻の分子基盤の解明

小野高裕 医歯学系
口腔健康の悪化はメタボリックシンドロームのリスク因子となるか？ー吹
田研究
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基盤研究（Ｂ）

研究代表者 部局名 研究課題名

泉健次 医歯学系
細胞運動能を指標とした再生医療向け非侵襲的口腔粘膜上皮細胞評価
システムの開発

齊藤一誠 医歯学系 乳歯歯髄細胞由来iPS細胞からのインスリン分泌β細胞の再生

有森直子 医歯学系
産科医療施設における倫理的葛藤を低減する共有意思決定教育プログ
ラムの介入研究

中津史 医歯学系 オルガネラ間脂質輸送の再構成

基盤研究（Ｃ）

研究代表者 部局名 研究課題名

杉澤武俊 人文社会・教育科学系 心理学研究における統計的検定手法の見直しと改善

吉川博之 医歯学総合病院 舌神経断裂後の味覚受容機構の回復過程の解析

村田享香 経営戦略本部
ジェンダー視点を取り入れた大学院生の科学コミュニケーション教育プロ
グラムの開発

高宮浩司 人文社会・教育科学系 マッチングマーケットデザインの基礎とその拡張

加井久雄 人文社会・教育科学系
利害調整機能と情報提供機能の数理モデル分析：連単の関係はどうあ
るべきか

有川宏幸 人文社会・教育科学系
合理的配慮の提供に活かす就学前後の支援情報の機能的翻訳に関す
る研究

西亮一 自然科学系 位置天文衛星を用いたオリオン領域の大質量星形成過程の研究

成田美和子 医歯学系
新しい方法による標的mRNA切断を応用した新規抗腫瘍核酸医薬の開
発

道上真有 人文社会・教育科学系
現代ロシアの都市住宅動向とその特殊性の研究：家計の住宅保有・住替
動向を中心に

青戸等人 自然科学系 書き換えシステムの基底合流性自動証明の研究

伏木忠義 人文社会・教育科学系 調査不能バイアスの調整に有用な変数に関する研究

三河賢治 学術情報基盤機構 専用ハードウェアに負けない高性能パケットフィルタの実現

古賀豊 人文社会・教育科学系
「沈黙の螺旋」=「閾値」モデルにおける全体状況の認知過程に関する研
究

櫻井典子 教育・学生支援機構
持続的住環境形成に資する地域と大学の協働活動のプログラムと運営
手法の研究

山口智子 人文社会・教育科学系 コメ離れに対応する海藻つなぎ米粉麺の製造と特性評価

伊藤紀美子 自然科学系
BE三重突然変異による超高アミロース・コメデンプンの開発とデンプン利
用特性の研究

藤林紀枝 人文社会・教育科学系 古海底火山を用いた理科教育・災害科学教育

後藤康志 教育・学生支援機構
批判的思考ルーブリックによるメタ認知的活動を組み入れた思考力育成
プログラムの開発
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基盤研究（Ｃ）

研究代表者 部局名 研究課題名

藤井規孝 医歯学系 歯科治療「力」体感教育システムの開発

前田義信 自然科学系 マルチプレイ型人工学級ゲームシステムの開発

飯島淳彦 自然科学系
超高精細映像がヒトに高臨場感をもたらす仕組みの視覚神経生理学的
検討

木村慎二 医歯学総合病院 ピエゾセンサーを用いた嚥下機能評価の臨床応用

石垣健二 人文社会・教育科学系 体育学独自の研究方法としての「間身体的アプローチ」の構想

山崎健 人文社会・教育科学系
長距離ランニング中のエネルギー供給系とスキル系の連関モデルの検
討

大庭昌昭 人文社会・教育科学系 グレーディング能力を基にした平泳ぎの泳動作分析

笠巻純一 人文社会・教育科学系
大学生の健康行動変容に環境要因はいかに影響するか：3ヵ年の縦断的
調査から

青柳かおる 人文社会・教育科学系 イスラームの生命倫理における生殖補助医療の総合的研究

廣部俊也 人文社会・教育科学系
戯作としての黄表紙を構成する「趣向」の分析と、それによる「戯作」概念
の再検討

鈴木正美 人文社会・教育科学系
1980年代ソ連のグローカル・アヴァンギャルド――地方都市の前衛芸術
に関する研究

藤石貴代 人文社会・教育科学系
1940年代前半期朝鮮における金鍾漢の二重言語創作と「国民文学」の
展開

藤田益子 教育・学生支援機構
近代漢語のｳﾞｫｲｽを表す構文に相互作用する述語動詞の複合構造の変
性に関する研究

磯貝淳一 人文社会・教育科学系 注釈・論義資料の発掘及び文体記述に基づく仏教漢文書記史の研究

大竹芳夫 人文社会・教育科学系
日英語の文連結現象において指示表現と名詞節化形式が果たす役割に
関する総合的研究

本間伸輔 人文社会・教育科学系
英語・日本語数量詞句の作用域決定を司る統語的・意味的要因に関す
る理論的研究

加藤茂夫 人文社会・教育科学系
Siriを利用した英語音読評価ソフトの開発と英語習熟度測定への活用可
能性の探求

芳井研一 人文社会・教育科学系 日本･東北アジアの戦後体制形成と地域社会変容をめぐる研究

原直史 人文社会・教育科学系 支配錯綜地帯における藩地域論の展開―越後国新発田藩を中心に―

蓮田隆志 現代社会文化研究科 近世ベトナムにおける地方氏族：ゲアン地方における統治と対外交易

鷲見英司 人文社会・教育科学系
地方財政健全化法と地方自治体の公共サービス供給の効率性に関する
研究

世取山洋介 人文社会・教育科学系
福祉国家型教育財政構想の制度化の歴史的展開と現代立憲主義によ
る正当化に関する研究

小久保美子 人文社会・教育科学系
機能的磁気共鳴画像法による主体的な読書活動の学習効果に関する実
証的研究

柴田透 人文社会・教育科学系 公民・経済分野における理論的対立の歴史的分析及び教育方法の研究

岡寿樹 自然科学系
ナノアンテナ構造を用いた時空間制御された紫外域周波数もつれパルス
生成の理論
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基盤研究（Ｃ）

研究代表者 部局名 研究課題名

大平泰生 自然科学系
物質移動型ナノ液晶システムにおける光輸送ネットワーク形成に関する
研究

張間忠人 人文社会・教育科学系 完全交叉のレフシェッツ性問題に関する研究

吉原久夫 自然科学系 代数多様体のガロワ埋め込みの総合的研究

泉池敬司 自然科学系 有界解析関数の研究とその解析関数空間上の作用素論への応用

斎藤吉助 自然科学系 バナッハ空間の幾何構造の研究とその応用

三浦毅 自然科学系 Banach環上のある種のスペクトル保存写像とその摂動の安定性

山田修司 自然科学系
逆凸制約を持つ2次計画問題に対するKKT点列挙法を用いた大域的最
適化手法の開発

谷本盛光 自然科学系 LHC時代に切り拓くクォーク・レプトンのフレーバー物理の新展開

大原謙一 自然科学系
適応データ解析による重力波探査システムの開発とデータ解析ライブラ
リの整備

鈴木宜之 自然科学系 酸素16生成の鍵-炭素12+α閾値近傍状態の構造研究-

中野智仁 自然科学系
希土類化合物における価数揺らぎを媒介とした新規超伝導と 異常電子
状態の研究

石川文洋 自然科学系
一次元伝導性を持つプラセオ系銅酸化物の単結晶育成と圧力下におけ
る異方的伝導性

丸山健二 自然科学系
液体カルコゲン系の金属化に伴う「鎖形態のゆらぎ」と「空隙形成の動的
過程」

宮下純夫 自然科学系 海嶺下における熱水循環システムと海嶺セグメント構造

松岡篤 自然科学系 形と機能から探る放散虫の系統進化学的研究

三浦智明 自然科学系
非イオン性二分子膜の光磁気機能材料化へ向けた界面電子移動の研
究

松岡史郎 自然科学系 河川水中に存在するマンガンの溶存状態

中馬吉郎 自然科学系 酵素-基質複合体誘導によるSer/Thrホスファターゼ基質同定法の開発

古川貢 研究推進機構
光誘起伝導性物質の電流検出型電子スピン共鳴法による機能性メカニ
ズム解明

平元和彦 自然科学系
制御仕様を過不足なく満たすパッシブ，アクティブ，セミアクティブ要素の
系統的決定法

紅露一寛 自然科学系
軌道剛性急変箇所を対象とした道床沈下解析法の開発と沈下メカニズ
ムの解明

西村伸也 自然科学系
小中一貫校における居場所形成の構造化に関する研究‐空間選択の多
様性とその仕組み‐

木村勇雄 自然科学系
チタン上でのリン酸カルシウム系化合物の生成に及ぼす溶液組成および
流動の影響

田口佳成 自然科学系
異種界面活性剤吸着層を持つ共連続エマルションを利用した多孔性微
粒子の孔径分布制御

渡辺啓介 医歯学系 恐怖反応を制御する神経回路形成の分子機構の解明
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基盤研究（Ｃ）

研究代表者 部局名 研究課題名

北浦弘樹 脳研究所 海馬硬化症のてんかん原性：神経活動異常と3次元的形態異常の関連

清水宏 脳研究所
多系統萎縮症：乏突起膠細胞の鉄代謝異常と酸化ストレス亢進の病的
意義の解明

野住素広 医歯学系 神経成長円錐のアクチン再編を伴う小胞輸送機構

本多敦子 医歯学総合研究科 脂質ラフトにおける神経極性決定シグナル伝達制御機構の解明

辻田実加 脳研究所 VWM型白質脳症の病態決定因子の探索

伊東孝祐 自然科学系
リボソーム触手様タンパク質とアミノアシルtRNA合成酵素の相互作用の
構造基盤解明

長束俊治 自然科学系
糖鎖アトラス作成のための網羅的な糖鎖解析技術の開発とデータの収
集および公開

井筒ゆみ 自然科学系
動物の組織リモデリングに働く抗原タンパク質と獲得免疫系の分子間相
互作用の解明

中津史 医歯学系 細胞膜PI4P制御機構とその生理的役割の解明

中野優 自然科学系 ホトトギス属植物における花序形成分子メカニズムの解明

渡邉剛志 自然科学系
細菌キチナーゼによるプロセッシブな結晶性キチン分解機構解明の新展
開

阿部晴恵 自然科学系
島からの再移入仮説に基づくフォッサマグナ要素植物の形成と適応進化
プロセス

紙谷智彦 自然科学系
豪雪中山間地域に分布する再生ブナ林の生態的構造と林業的利用の可
能性

中田誠 自然科学系 多雪地域における木製グライド防止工を用いた防雪林造成法の確立

長島寛 医歯学系 頸部およびそれに関わる解剖学的諸構造の比較、実験発生学的解析

難波寿明 脳研究所
ErbBシグナルを介する皮質高頻度発火型GABA神経の機能成熟調節作
用

齋藤憲 医歯学系
ミトコンドリア機能型ｐ14ペプチドによる新たな基盤情報の獲得と制がん
技術の開発

土屋淳紀 医歯学総合病院
肝幹前駆細胞マーカー陽性肝細胞癌の生物学的悪性度を規定する因子
の解明

山際訓 医歯学系
肝内免疫監視不全の回復と抗体関連型拒絶反応を応用した肝癌に対す
る新規治療法の開発

池主雅臣 医歯学系
神経電気刺激法による腎動脈アブレーションの至適通電部位同定と術中
焼灼効果の評価

和泉大輔 医歯学総合病院
生理的凝固阻止因子および炎症・老化の抗凝固療法に与える影響の解
明

小澤拓也 医歯学系
体外増幅自己赤芽球移植と自己骨髄単核細胞移植による血管新生治
療の比較試験

須田将吉 医歯学総合病院 新規血管老化関連分子による老化制御メカニズムの解明

渡部聡 医歯学総合病院
化学療法後の免疫再構成を利用した進行期肺癌に対する新規免疫療法
の開発

山本卓 医歯学総合病院
蛋白結合尿毒素物質のHDL機能への作用と治療―腎臓病による動脈硬
化を予防する―

8 / 21 ページ



基盤研究（Ｃ）

研究代表者 部局名 研究課題名

後藤眞 医歯学系 新規遺伝子変異によるIgA腎症病態モデル解析

小屋俊之 医歯学系
気管支喘息モデルにおけるshRNA導入樹状細胞を用いた免疫療法の開
発

長崎啓祐 医歯学総合病院
小児バセドウ病に対するコレステロール吸収阻害剤併用療法の多施設ラ
ンダム化比較試験

今村勝 医歯学系
免疫チェックポイント分子を標的とするキメラ抗原受容体遺伝子導入T細
胞の新規開発

布川綾子 医歯学総合研究科
統合失調症多発罹患家系エクソーム解析を起点とするリスク遺伝子確定
と死後脳発現解析

北村秀明 医歯学総合研究科 注意欠如・多動症の脳磁図研究―病態解明から臨床検査へ

小山諭 医歯学系
周術期の脂肪乳剤投与による血清カルニチン動態およびL-カルニチン
製剤投与の効果

桑原一彦 医歯学系
非遺伝性散発性乳癌の発症、悪性進展におけるTREX2複合体因子の機
能解析

羽入隆晃 医歯学総合病院
胃癌の浸潤・転移能に関与する脂質メディエーター分子制御機構の解明
および臨床的意義

島田能史 医歯学系
大腸癌薬物療法抵抗性の分子機構における転写メディエーターMED12
異常発現の解明

土田正則 医歯学系 オートファジーによる胸部外科疾患の病態の理解と制御

吉村淳一 医歯学総合病院
小児脳幹グリオーマの新規治療法開発:ラットモデルによる脳幹部への
CED法の研究

生越章 医歯学総合病院 CDK4を標的とした骨軟部腫瘍の新規治療法の開発

石井秀明 医歯学総合病院 エダラボンによる脊髄損傷の新規治療法の開発

古谷健太 医歯学系 リドカイン代謝産物の鎮痛機序の解明と鎮痛薬としての可能性

山口雅幸 医歯学総合病院
ミュラー管由来類内膜腺癌の分子生物学的特徴解明と発生起源鑑別法
の確立

高橋邦行 医歯学系 安全、確実な側頭骨手術のための高精度３D側頭骨モデルの開発

相澤直孝 医歯学総合病院 カテゴリー知覚を用いた聴覚時間分解能検査器の開発

福地健郎 医歯学系 緑内障患者の視覚的QOL維持のための形態・機能解析と個別化治療

山崎学 医歯学系
同種アポトーシス細胞貪食によって誘導される口腔扁平上皮癌の細胞活
性化機序

丸山智 医歯学総合病院
唾液腺腫瘍の低酸素レベル細胞外環境におけるエネルギー代謝調節機
構

石崎裕子 医歯学総合病院
高齢者における非生理的咬耗の治療基準策定のための象牙質損耗量
の測定と治療予後評価

佐藤直子（五十嵐直子） 医歯学系
体幹角度と食事姿勢が咀嚼時下顎・頭部運動に及ぼす影響－高齢者の
快適な食事のために

堀一浩 医歯学系
レトロネーザルを応用した咽頭残留の定量評価～咽頭残留に影響する
因子～

片桐渉 医歯学系 iPS細胞由来液性パラクライン因子による骨再生医療の開発
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基盤研究（Ｃ）

研究代表者 部局名 研究課題名

児玉泰光 医歯学総合病院
p53ノックアウトマウス人工授精凍結胚を用いた口蓋裂発生メカニズムの
解析

長谷部大地 医歯学総合病院 上顎骨移動術が鼻腔形態ならびに鼻腔通気度に及ぼす影響を解明する

小山貴寛 医歯学系 より均一な口腔粘膜上皮前駆／幹細胞による凍結培養粘膜の開発

北村信隆 医歯学総合病院 mTOR阻害剤による口内炎の発症機序の解明

久保田健彦 医歯学総合病院 歯周炎組織中におけるアルツハイマー病原因分子のネットワーク解析

伊藤晴江 医歯学系 新規サイトカインIL-17Cから歯周炎病態形成メカニズムを探る

杉田典子 医歯学系
エネルギー代謝調節遺伝子ＵＣＰの閉経後女性歯周炎・糖尿病・肥満・
骨粗鬆症への関与

山賀孝之 医歯学総合病院
補綴物を含めた咬合が冠動脈性心疾患・脳血管疾患の発症および原因
死に与える影響

宮崎秀夫 医歯学系
口腔機能改善と平衡機能を含む運動器機能改善に関する無作為化比較
試験

西方真弓 医歯学系
母体胎児集中治療室入院妊婦のＱＯＬ向上と母親役割獲得に向けた看
護ケアモデルの構築

小笠原映子 医歯学系
病院・在宅におけるケア情報共有のICT化-患者専用ケア手順書作成
ツールの開発-

田中美央 医歯学系 在宅重症心身障害児の地域育児支援プログラムの開発

岩佐有華（秦有華） 医歯学系
原発災害により超長期に応急仮設住宅に避難する被災者の特徴と支援
プログラムの構築

山城秀昭 自然科学系 被災雄牛における継世代影響評価系の構築と解析

藤田憲 人文社会・教育科学系
R・トリフィンと「埋め込まれた自由主義」―「フラン圏の欧州化」構想との
同期性―

蛭川潤一 自然科学系 大規模金融データに対する局所定常時系列因子モデルの理論と応用

岩城護 自然科学系
音声・環境音を早期から識別できる手法の開発による音環境認知支援シ
ステムの実現

中村隆志 人文社会・教育科学系
2010年代における外国人留学生のメディア利用と異文化適応について
の研究

後藤淳 研究推進機構 放射性セシウム沈着量の高位置分解能測定技術開発とマップ作成

サトウ恵 医歯学系
マダニ生息分布調査と次世代シーケンシングによる保有病原体の網羅
的検出

狩野直樹 自然科学系 環境にやさしいリンおよび重金属の高効率回収法の構築

佐藤亮一 人文社会・教育科学系
レーダポーラリメトリによる自然災害発生時の被災住宅群識別および緊
急救助用陸路検出

七里佳代 保健管理・環境安全本部 精神機能と免疫機能の相関研究

川嵜圭祐 医歯学系 階層的なカテゴリ認識の神経基盤

宮崎裕助 人文社会・教育科学系
友敵感情論を基軸とした「共通感覚」の倫理学の構築：シンパシーからテ
レパシーへ
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研究代表者 部局名 研究課題名

鈴木孝庸 人文社会・教育科学系 平曲伝承資料の基礎的研究

桑原聡 人文社会・教育科学系
コトバの形而上学－ヘルマン・ブロッホ『ウェルギリウスの死』の文化史的
研究－

吉田治代 人文社会・教育科学系
〈希望と遺産継承の思想〉―ランダウアーからブロッホに至るアナーキズ
ムの射程

番場俊 人文社会・教育科学系
顔と身体の統御――ロシアにおける記号論の二つのパラダイムに関する
研究

Ｇ．ＳＨａｄｌｅｙ 人文社会・教育科学系
Data-Driven Learning for English Language Beginners: An Empirically-
Grounded and Evidence-Based Investigation

足立祐子 教育・学生支援機構
教師研修プログラムの開発とその評価－入門クラスの授業実践力をめざ
して－

今本啓介 人文社会・教育科学系 地方自治の本旨に根ざした自治体破綻法制の構築

田中伸至 人文社会・教育科学系
医療の質の向上に役だつ医療保険制度のあり方に関する基礎的研究―
日本とドイツを例に

濱田弘潤 人文社会・教育科学系 行動経済学の知見を踏まえた望ましい国際経済援助の理論研究

北條雅一 人文社会・教育科学系
児童生徒および教員の観点からみた適正学校規模に関する経済学的研
究

咲川孝 人文社会・教育科学系 国際的戦略的人的資源管理の研究－収斂的視点対拡散的視点－

伊藤龍史 人文社会・教育科学系
「オフショア化されたサービスに対して日本の顧客が有する態度と心情」
に関する研究

佐藤康行 人文社会・教育科学系 タイ農村における地域福祉組織の形成に関する研究

松井克浩 人文社会・教育科学系 原発避難計画への対応を契機とした地域コミュニティの問い直し

福島治 人文社会・教育科学系 自己と他者の特性情報集合の連合に関する研究

岡野勉 人文社会・教育科学系
国定算術教科書の改訂過程に関する研究：教育実践研究との関連を基
本的観点として

五島譲司 教育・学生支援機構 自律的学習に資する履修計画支援プログラムの開発及び効果検証

松井賢二 人文社会・教育科学系
大学生のキャリア成熟の変容を考慮に入れた包括的キャリア支援プログ
ラムの開発研究

齊藤健二 自然科学系 遷移金属リン化物の非古典的単一機構成長

鈴木孝昌 自然科学系
超音波駆動波長走査光源とウェーブレット変換処理を用いた実時間フル
フィールドＯＣＴ

高橋剛 自然科学系 準ガロワ点理論の展開-超曲面のデリケートな性質を扱うために-

長谷川敬三 人文社会・教育科学系 等質および局所等質多様体上の複素幾何構造についての研究

羽鳥理 自然科学系 バナッハ環上の保存問題とジャイロ構造の研究

鈴木有祐 自然科学系 閉曲面上のグラフの極大1-交差埋め込みに関する研究

林隆史 自然科学系 多次元化と構造化による新規系列の生成法とその数理と応用
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基盤研究（Ｃ）

研究代表者 部局名 研究課題名

武田直也 自然科学系 純良極微小試料による超伝導の精密物性

大村彩子 研究推進機構
Bi系層状ラシュバ物質群における圧力誘起超伝導および構造相転移の
研究

吉森明 自然科学系 Stokes抵抗の微視的な理論

高清水康博 人文社会・教育科学系 リアス式海岸や海成段丘から津波堆積物を認定する手法の構築

大鳥範和 自然科学系 多様な液体に対する輸送係数の包括的定式化

長谷川英悦 自然科学系 光活性化に基づく新規スーパー有機ドナー試薬の開発と触媒化

岩本啓 自然科学系
カテナン分子の機能探索を拓く、フルオラスタグを利用したカテナンライブ
ラリーの構築

寺口昌宏 自然科学系
光を不斉源とするSCATおよび不斉増幅反応を利用したキラルらせんポ
リマーの合成

小林公一 医歯学系
インビボキネマティクスと接触解析に基づく関節軟骨の力学特性変化予
測モデルの構築

大木基史 自然科学系
計装化押込み試験による多孔質コーティング材料の弾性係数測定手法
の確立

坂本秀一 自然科学系 バイオマスを利用した吸音材料の実験的・理論的研究

小川純 自然科学系
高温超伝導ケーブル内の各層に生じる交流損失に基づく損失低減のた
めの設計法の開発

石井望 自然科学系
送信ループアンテナ係数を利用した液剤中ループアンテナによる近傍磁
界強度推定

菊池久和 自然科学系
レティネクスの自動化による悪条件監視映像の視認性向上に関する研
究

中野敬介 自然科学系 移動体の行動変化を考慮したダイナミック情報フローティングの研究

斎藤豪 自然科学系
遅延エトリンガイト生成によるセメント硬化体の膨張に及ぼす共存物質及
び水分の影響

多島秀男 自然科学系 メタンプルームの新規回収法開発のための疑似プルーム挙動解析

谷口正之 自然科学系
カチオン性コメペプチドの多彩な生理活性と作用機構の解明および健康
機能素材への応用

籏町剛 工学部 高熱伝導性蓄熱体を備えたソーラー天然ガス改質反応システムの開発

他田真理 脳研究所
ミクログリアの異常がなぜ白質変性をきたすのか：疾患脳とモデルマウス
の解析から

外山英和 脳研究所 中脳ドパミン神経の活動様式と精神疾患関連社会性行動障害との関係

武井延之 脳研究所 神経発達に伴う細胞サイズ制御機構の解明と病態モデルの確立

矢野真人 医歯学系 Elavl12による脳内翻訳制御機構の解析

前野貢 自然科学系
両生類で発見された新たな胚体起源に由来する骨髄球の性状と発生意
義

西川周一 自然科学系 シロイヌナズナ有性生殖過程の核膜融合機構の解析
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基盤研究（Ｃ）

研究代表者 部局名 研究課題名

高橋正道 自然科学系
大型シンクロトロンによる白亜紀の被子植物初期進化群の花化石の解
明

深井英吾 自然科学系 植物の生殖細胞系列におけるレトロトランスポゾンの転移機構の研究

児島清秀 自然科学系 植物ホルモンの網羅的分析によるアスパラガスの休眠生理の解明

鈴木一史 自然科学系
Small RNAによるキチン分解利用遺伝子群の連動的発現制御ネットワー
クの解明

中井博之 自然科学系
メタゲノミクスを活用したオリゴ糖合成酵素の網羅的探索及び機能性オリ
ゴ糖の創出

清野誠喜 自然科学系 JAにおける青果物営業担当者の人材育成に関する研究

山田宜永 自然科学系
ブタの増体に影響する暑熱耐性の改良のためのDNA育種用分子マー
カーの開発

西海理之 自然科学系 高圧下および高圧処理後の筋肉内デコリン分子構造変化の解析

目黒玲子 医歯学系 クラスター型プロトカドヘリンの神経終末における新たな機能の解明

尾関百合子 医歯学系
結核菌の新しいヒト免疫抑制機構の解明とその解除による新規制御法
の開発

瀧澤淳 医歯学系
CLL希少地域である日本からの挑戦～確実な鑑別診断法の確立と分子
病態の解明～

齋藤正敏 医歯学系 簡便かつ安価なDual-Energy CT用電子密度校正ファントムの開発

李鎔範 医歯学系 乳児股関節の超音波画像診断支援システムの開発

渡邊裕美 医歯学系 尿プロテオ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

和田雅樹 医歯学総合病院 新生児蘇生記録システムの開発と応用

橋本哲 医歯学総合病院
生体吸収性ハイドロゲルシートを用いた内視鏡的粘膜下層剥離術後食
道狭窄予防法の開発

横山純二 医歯学総合病院 小腸絨毛基底膜の「窓」の解析と小腸吸収評価システムの開発

松田康伸 医歯学系
エクソソーム分泌機構に着目した肝がん薬剤耐性機構の解明および克
服

竹内学 医歯学総合研究科
デジタル実体顕微鏡蛍光イメージングによる食道癌3D微細血管診断法
の確立

田中孔明 医歯学系
左室収縮能が保持された心不全患者におけるアディポネクチンの病態生
理学的意義の解明

尾崎和幸 医歯学系 メタボロミクスを用いた心肺血管疾患における代謝リモデリングの解析

飯嶋賢一 医歯学総合病院
心室細動の発症・再発に関わる解剖学的因子を標的とした新たな心室
細動治療戦略の開発

齋藤修 医歯学系
Bipolarアブレーション治療を安全・効果的に臨床導入するための通電指
標構築

高田俊範 医歯学総合病院
サイトカインパネル解析を用いた急速進行性性間質性肺疾患の難治化
機序の解明

赤坂圭一 医歯学総合研究科
サイトカインパネル解析を用いた自己免疫性肺胞蛋白症の病態変化機
序の解明
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基盤研究（Ｃ）

研究代表者 部局名 研究課題名

矢尾板永信 医歯学系 糸球体構造維持に関わるポドサイト細胞間接着分子の同定

金子佳賢 医歯学系
腎糸球体メサンギウム細胞とIgA1の相互作用および関連分子による修
飾機構

春日健作 脳研究所
Aβ依存性の神経活動亢進によるアルツハイマ－病の病態促進機序の
解明

他田正義 脳研究所 重合体形成阻害を標的としたポリグルタミン病の新規治療法開発

小澤鉄太郎 医歯学総合病院 シヌクレイノパチー患者における腸内細菌バイオマーカーの解析

齋藤孔良 医歯学系 血液細胞特異的な新規RasGAPによるRasシグナルの制御機構

森山雅人 医歯学系 ヘパリン親和性エリスロポエチンの組織保護・再生効果の検討

増子正義 医歯学総合病院
骨髄グリコサミノグリカン糖鎖異常が造血細胞移植後の造血分化と
GVHDに与える影響

今井千速 医歯学系
難治がん克服を目指したNKp44-キメラ型受容体と新規NK細胞増幅法の
開発

大塚岳人 医歯学系 肺炎球菌の選択的除菌を目的としたアンチセンス療法の開発

渡部雄一郎 医歯学総合病院
統合失調症発端者・両親のエクソーム解析に基づくリスク遺伝子確定と
死後脳発現解析

澁谷雅子 医歯学系
自閉スペクトラム症の複数罹患同胞家系エクソーム解析を基盤としたリ
スク遺伝子確定

市川寛 医歯学系
食道癌のリンパ行性進展に関与する脂質メディエーター分子機構の解明
および臨床的意義

坂田純 医歯学系
肝細胞癌発癌過程におけるオートファジーを介した分子制御機構の解明
および臨床的意義

長澤綾子 医歯学総合病院 大動脈疾患における老化シグナルを介した血管リモデリング機構の解明

小池輝元 医歯学系
酸化ストレスマーカーはドナー肺常温生体外還流中の肺機能評価マー
カーとなり得るか

橋本毅久 医歯学総合病院
腫瘍特異的遺伝子異常による肺癌再発予測バイオマーカーの開発と補
助化学療法の効果

浦川貴朗 医歯学総合病院
圧迫性頚髄症を対象とした3DAC法による脊髄神経路変性の評価と歩行
機能の対比

堀田哲夫 医歯学総合病院 骨軟部肉腫における血中循環腫瘍細胞の新規検出法による予後予測

遠藤直人 医歯学系
骨折ゼロ・寝たきりゼロをめざした高齢者脆弱性大腿骨近位部骨折の病
態解明研究

加嶋克則 医歯学総合病院
進化論モデルを用いた内膜症から卵巣類内膜癌への進展メカニズムの
解明

関根正幸 医歯学系
BRCAを含む19遺伝子解析による卵巣癌個別化治療と発症ハイリスクグ
ループの同定

荒井勇樹 医歯学総合病院
肝芽腫におけるmTOR細胞内シグナル発現機構の解明とラパマイシン治
療法の開発

窪田正幸 医歯学系
家兎気管大欠損モデルにおける自然修復機構の組織生化学的解析と自
然修復調節法の確立

土門久哲 医歯学系 誤嚥性肺炎における肺組織傷害・重症化メカニズムの解明
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研究代表者 部局名 研究課題名

吉羽永子 医歯学総合病院
α-SMA陽性に転化した細胞の動態から歯髄組織修復・再生メカニズム
の解明に挑む

ＳｔｅｇａｒｏｉｕＲｏｘａｎａ 医歯学系
インプラント検討症例の残存歯咬合力を用いたヒト生体骨梁モデルの３
次元有限要素解析

白石成 医歯学系
マルチチャンネルレコーディングシステムを利用した摂食嚥下機能時の
大脳皮質活動記録

岡本圭一郎 医歯学系 ストレスが顎関節痛を増強させる脳神経メカニズム

池田順行 医歯学系
顎関節滑膜組織内での疼痛伝達機序の解明-滑膜表層細胞と神経ペプ
チドに着目して-

倉田行伸 医歯学系
下歯槽神経の神経障害性疼痛における神経虚血の関与‐MRAとNIRSで
の血流検索‐

佐藤由美子 医歯学総合病院
口の痛みと意欲低下の関連―動物実験系の確立とエピジェネティクス修
飾の可能性―

原田史子 医歯学総合研究科 遺伝子改変マウスを用いた歯誘導メカニズムの網羅的解析

早崎治明 医歯学系 小児の口唇閉鎖力を改善すると咀嚼運動は改善できる

高橋直紀 医歯学総合研究科
歯周炎病態形成におけるTRPチャネルを介した神経－骨代謝ネットワー
クの解明

濃野要 医歯学総合病院 縦断研究による高齢者の唾液流量に関する回帰モデルの作成

渡邊賢礼 医歯学系 末梢複合刺激がもたらす嚥下機能変調効果

坂井さゆり 医歯学系 ナラティヴ・ア－カイブを活用した臨床倫理教育の構築

小山千加代 医歯学系 介護老人福祉施設における『より良い看取り』実現への取り組み

横野知江（西澤知江） 医歯学系 皮膚・排泄ケア認定看護師の在宅褥瘡管理コンピテンシーリストの開発

小林恵子 医歯学系
子ども虐待のケアの質向上をめざす多職種連携による協働（IPW)促進モ
デルの開発

林貴宏 自然科学系 要部観察に基づく類似ベクタ画像検索システムの研究開発

伊藤浩介 脳研究所 聴覚の時間窓の進化： 事象関連電位による比較研究

阿部貴志 自然科学系 水平伝播遺伝子予測システムの開発と環境適応と共進化過程の解明

豊田光世 研究推進機構 環境の統合的ガバナンスの正当性をめぐる環境倫理学的分析

小杉伸一 医歯学総合病院 消化器外科手術後の包括的嚥下機能評価に関する研究

興治文子 人文社会・教育科学系
科学筆記が呈する明治期教育改革の国際的関連　－科学と科学教育の
関係性に着目して

小田陽平 医歯学系
web公開型電子ポートフォリオを中心とした歯科臨床実習コンピテンシー
の実証

奥村暢旦 医歯学総合病院
歯科臨床経験の差を科学する モーションキャプチャが明らかにする印象
採得の勘所

牧野秀夫 自然科学系 視覚障碍者のための屋内ナビゲーション装置の開発研究

15 / 21 ページ



基盤研究（Ｃ）

研究代表者 部局名 研究課題名

小林日出至郎 人文社会・教育科学系 ホメロスの運動文化思想に関する研究

落合秋人 自然科学系 多機能性タンパク質を用いた歯周病治療法の開発に向けた基盤構築

阿部学 脳研究所
一世代コンディショナル変異導入法を用いた神経疾患原因遺伝子の生
理機能解析

ＫｉｍＪｏｏｎＹａｎｇ 人文社会・教育科学系 渡部コレクションに基づくアニメ制作過程の実態研究

錦仁 人文社会・教育科学系 近世期日本の「国家像」形成に果たした和歌の思想を解明する新研究

辻照彦 人文社会・教育科学系 『リア王』第一・四つ折り本のシステマチックな編集に関する研究

津森圭一 人文社会・教育科学系 プルーストの「庭園美学」

岡田祥平 人文社会・教育科学系
現代日本語に観察される書体の多様性に関する社会言語学的，音声学
的研究

土橋善仁 人文社会・教育科学系 統語音韻非対称性：統語対象物の解釈と派生

山内民博 人文社会・教育科学系 朝鮮北部地域社会史研究―19～20世紀初戸籍史料からの接近―

内田千秋 人文社会・教育科学系 自由職業と会社法の交錯ーフランス法の検討からー

武藤秀太郎 人文社会・教育科学系 近代中国における経済学の受容と日本知識人

笠原哲也 人文社会・教育科学系
経済主体間の協調の失敗に対する内生的経済政策の効果の理論的・数
値的分析による解明

木全晃 人文社会・教育科学系 環境と経済の両立のための組織インターフェイスの探求

小浦方格 地域創生推進機構
フォロワーの視点から見る広域連携イノベーションネットワーク形成要因
の解明

大串葉子 人文社会・教育科学系 企業の海外進出事業計画と管理会計に関する研究

李健泳 人文社会・教育科学系 中小企業に適した普及型ビジネス・プロセス管理モデルに関する研究

渡邊登 人文社会・教育科学系
「ポストフクイチ社会」に向けた原発立地県における地域公共圏構築につ
いての研究

神村栄一 人文社会・教育科学系
児童・思春期に受けた認知行動療法についての成人青年を調査対象と
した後ろ向き研究

佐藤哲夫 人文社会・教育科学系 ペアでの美術鑑賞による「他者性の対話」の研究

足立幸子 人文社会・教育科学系
エビデンスに基づいた読書の認知的・非認知的側面の評価手法の開発
と評価ガイドの提案

西條秀俊 教育・学生支援機構
インターンシップにおける教育的効果の促進・阻害要因に関する実証的
研究

入山満恵子 人文社会・教育科学系 認知特性の偏りを包括した学童期英語指導の体系化に関する研究

小島秀雄 自然科学系 開代数曲面と正規代数曲面の研究

淺賀岳彦 自然科学系 地上実験による宇宙暗黒物質と宇宙バリオン数の起源解明
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松尾正之 自然科学系 中性子星内殻と中性子過剰原子核の対相関ダイナミックス

赤津光洋 自然科学系
静水圧下超音波計測によるマルチバンド超伝導体の超伝導の発現機構
の解明

大野義章 自然科学系 多バンド系の励起子相におけるFFLO状態と新奇超伝導の理論

瀧本哲也 自然科学系
高い自由度を持つ強相関電子系におけるトポロジカルな現象の理論的
研究

栗原敏之 自然科学系
中・古生代放散虫生層序とU-Pb年代の統合：年代尺度としての確立と応
用

鈴木敏夫 自然科学系
4級不斉炭素を含む多環性縮環骨格の立体選択的構築法の開発と天然
物合成への応用

鈴木賢治 人文社会・教育科学系 X線応力測定法の粗大粒および微小領域への拡張

プラムディタジョナス 自然科学系 橈骨遠位端骨折の生体力学的要因の解明に向けた統合的研究

月山陽介 自然科学系 表面テクスチャリングによる安定かつ高摩擦な表面創製

新保一成 自然科学系
モスアイ構造を用いた大表面積化による高感度長距離伝搬表面プラズ
モンバイオセンサ

阿部和久 自然科学系 走行列車から軌道の力学状態を推定する手法の理論的検討

中村孝也 自然科学系
軸力再配分ならびに連続する巨大地震を考慮した鉄筋コンクリート建物
の崩壊性状評価

棒田恵 自然科学系
中国福建省のミン南型四合院住宅における近代的住環境への移行に関
する研究

黒野弘靖 自然科学系 雁木空間の持続と再生を支える住居・屋敷・街区の居住システムの解明

清水忠明 自然科学系 カルシウムルーピングCO2分離プロセス再生器内燃焼の高度化

田中孝明 自然科学系
モノリス型混合作用吸着材料の開発とタンパク質・ペプチド精製プロセス
への応用

松平雄策 工学部
マイクロターボシャフトエンジン燃焼安定化のための旋廻・急加速型燃焼
法の研究

塚野浩明 脳研究所 音声コミュニケーションに寄与するマウス大脳聴覚野機能の解明

佐藤英世 医歯学系
がん細胞の浸潤・転移におけるシスチン・グルタミン酸トランスポーターの
機能の解明

福田智行 医歯学系 TOR複合体が刺激に応答して細胞増殖を制御する仕組みの解明

葛城美徳 医歯学系 リソソームアミノ酸輸送体Spns1によるmTORC1およびオートファジー制御

林八寿子 自然科学系 植物細胞内における余剰なリピッドボディの消失調節機構の解析

北橋隆史 自然科学系
光害による魚類生殖システムへの影響：脳深部神経に発現する光受容
体から

永田尚志 研究推進機構 トキの個性の維持機構とその適応的意義

木南莉莉 自然科学系
農業のアメニティの向上を通じた都市の創造性に関する研究-日本と中
国の比較分析-
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杉山稔恵 自然科学系 家禽の強固な骨格構築を目指した骨と筋のクロストーク機構の解明

三亀啓吾 自然科学系
木材の腐朽過程をミミックした機能性リグニン分解化合物の高効率生成
と高機能化

江田岳誉 医歯学総合病院
mTORシグナルを標的とした悪性グリオーマに対する新規化学療法の基
盤構築

味岡洋一 医歯学系 大腸de novo癌の発生分子メカニズムの解明

飯岡英和 医歯学系
大腸癌の進展における基質接着性スイッチ分子としてのCrumbs3の機能
解析

西山晃史 医歯学系
細菌における天然変性蛋白質のヒストンコード機構による形質制御の証
明

奥田明子（田所明子） 医歯学系
サイトゾル移行型ドラッグデリバリーを用いた生体治療（心筋梗塞モデル
での検証）

富山智香子 医歯学系
脂質代謝と肝樹状細胞を組合せた自己免疫性肝炎の早期診断法の開
発

柴崎康彦 医歯学総合病院
AML/MDSへの免疫チェックポイント阻害薬の応用に向けた腫瘍免疫評
価法の確立

大久保真樹 医歯学系
ＣＴ画像の空間分解能および結節の特徴に基づいたバーチャル３Ｄ肺が
ん像生成法の開発

土屋康雄 医歯学総合研究科
胆嚢がん発症要因としての胆汁中微生物のメタゲノム解析と感染履歴の
検証

加藤公則 医歯学総合研究科
体力測定結果を含む人間ドックデータと骨密度の横断的並びに縦断的
関連の検討

能仲太郎 医歯学総合病院
妊娠高血圧症候群の発症予防を目的とした解毒酵素遺伝子と嗜好品摂
取との相互作用解析

北村香織 医歯学系
大規模コホートによる認知症の環境リスク要因および遺伝要因との相互
作用の解明

上村顕也 医歯学系
肝臓特異的ハイドロダイナミック法による核酸医薬送達と肝癌遺伝子治
療法への応用

川合弘一 医歯学総合病院
7,8-ジヒドロキシフラボンのNASHにおける病態改善メカニズムの解明と
治療応用

柏村健 医歯学総合研究科 心拍変動時の左室収縮力変化とリバースリモデリングとの関係の検討

柳川貴央 医歯学総合病院
重症下肢虚血におけるメタボローム解析を用いた病態および治療マー
カーの解明

大橋和政 医歯学総合病院
急速進行性間質性肺疾患に対するポリミキシンB吸着カラム療法の作用
機序の解明

細島康宏 医歯学総合研究科
肥満・メタボリックシンドローム関連腎障害の病態にリンクした尿中メガリ
ン排泄の意義

横関明男 医歯学総合研究科
ジペプチドリピート蛋白による核内小体の異常に着目した運動神経細胞
死の解明

石原智彦 脳研究所
TDP-43選択的スプライシングによる ALS病態機序とバイオマーカー利用
の検討

須貝章弘 医歯学総合病院
TDP-43量制御の脆弱性に着目した、核酸医薬によるALS治療戦略の検
証

野崎洋明 医歯学系 HTRA1関連脳小血管病の罹患者数を推計する試み

河内泉 医歯学総合病院
中枢神経系自己免疫疾患におけるマクロファージの動態と生物学的意
義の解析
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高橋雅彦 医歯学系 プロテアソーム阻害薬に対する感受性を抑制する新しい分子機構の解明

黒田毅 保健管理・環境安全本部 AAアミロイドの重合と組織沈着機構の解明

和田庸子 医歯学系
関節リウマチの関節病変、骨粗鬆症および筋肉減弱症におけるミオスタ
チンの関与

茂呂寛 医歯学総合病院
敗血症急性期において鉄調節因子ヘプシジンが果たす役割～新規治療
法の開発に向けて

山田謙一 脳研究所
7T MRIを用いたプラダー・ウィリ症候群における行動発達特性の脳基盤
解明

鈴木雄太郎 医歯学総合病院
HPG・HPA系相互作用とホルモン補充療法反応性を用いた難治性精神
疾患の病態解明

小野信 医歯学総合研究科
クロザピン誘発性無顆粒球症・耐糖能異常のメカニズム解明と発現率低
下についての検討

石川浩志 医歯学総合病院 定量的画像解析に基づく小型肺腺癌のＣＴ画像評価法の確立

五十嵐麻由子 医歯学総合病院
乳癌ホルモン療法耐性機序における脂質メディエーター分子機構の解明
および臨床的意義

油座築 医歯学総合病院
胃癌におけるアクチビン受容体変異による新規シグナル伝達機構の解
明及び臨床的意義

滝沢一泰 医歯学総合病院
胃癌におけるBRCA1/2遺伝子変異解析およびタンパク質発現とその臨
床的意義

亀山仁史 医歯学系
潰瘍性大腸炎関連大腸癌における脂質メディエーターを介した新たな発
癌機構の解明

中野麻恵 医歯学総合病院
大腸癌肝転移における抗酸化ストレス蛋白質発現の臨床的意義と抗癌
剤耐性機序の解明

高野可赴 医歯学系
腫瘍関連マクロファージを介した膵癌の腫瘍微小環境形成機序の解明
および臨床的意義

石川博補 医歯学総合病院
早期DNA損傷修復機構に基づく胆管生検試料における確証的な良悪性
判定評価法の確立

中島真人 医歯学総合病院
脂質メディエーター産生酵素の膵癌微小環境形成における役割と臨床的
意義

白石修一 医歯学総合病院 位相差X線CTと数値流体解析による小児肺静脈狭窄病変の病態解明

大石誠 脳研究所
神経組織活動の内因性蛍光反応を応用したヒト大脳皮質活動領域の術
中可視法の確立

藤井幸彦 脳研究所
7T-MRIを用いた「MRI陰性新皮質てんかん」の焦点可視化に関する学際
的検討

渡邊慶 医歯学総合病院
脊髄損傷後の軸索再生におけるGAP-43の機能解明と新規脊髄保護療
法の開発

川島寛之 医歯学系 原発性骨腫瘍における骨破壊発生機序の解明

馬場洋 医歯学系
両側後根付き脊髄スライスを用いた高速画像解析法による神経障害性
疼痛発生機序の解明

田崎正行 医歯学総合病院
糖鎖アレイを利用したABO不適合腎移植における抗体関連型拒絶反応
予測検査法の開発

森田由香 医歯学総合病院 加齢性難聴が認知機能障害に与える影響に関する研究

大島伸介 医歯学総合病院
フラビン蛋白蛍光イメージングを用いたマウス大脳皮質前庭領野同定と
その可塑性の解析
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田中惠子 脳研究所 抗MOG 抗体が介在する自己免疫性視神経炎の病態解析

松田健 医歯学系 顔面神経麻痺後の病的共同運動に対する新たな外科的治療法の開発

柿原嘉人 医歯学系 骨芽細胞の一次繊毛を介したメカニカルストレス応答の分子機構解明

勝良剛詞 医歯学総合病院
重粒子線３次元線量分布への歯科用合金の影響解明と分布に影響しな
いマウスピース開発

坂井幸子（林幸子） 医歯学総合病院
画像定量解析による永久歯および乳歯のミネラル密度ゴールドスタン
ダードの確立

秋葉奈美 医歯学総合病院
長期骨量維持を目指したプライミング細胞カクテル移植による多面的骨
再生療法の開発

辻村恭憲 医歯学系 口腔と咽頭をつなぐ三叉神経傍核が咀嚼嚥下に果たす役割

大川成剛 医歯学系 無機有機融合体による機能的歯科材料の創製とその表面特性

青柳裕仁 医歯学系 SiC繊維強化型歯科用高分子複合材料の開発

奥田一博 医歯学系
インプラント周囲炎の治療予後に影響を与える組織特異的幹細胞傷害
の可能性を探る

大貫尚志 医歯学総合病院 低酸素代謝リプログラミングを応用した培養口腔粘膜の品質向上

星名秀行 医歯学総合病院
RGD配列に富む細胞高親和性リコンビナントペプチドからなる骨再生足
場素材の開発

川崎真依子 医歯学系 口蓋突起誘導メカニズムの解明

田中裕 医歯学総合病院
病的情動変容が惹起する口腔顔面領域心因性疼痛の行動生理学的解
明

新美奏恵 医歯学総合病院
新たな凍結保存歯移植法の開発‐骨髄間葉系幹細胞培養上清を応用す
る‐

齋藤功 医歯学系
ジェネレーティブデザインを応用した顎偏位形態予測と顎偏位軽減治療
システムの確立

福井忠雄 医歯学系 舌圧と顎顔面筋活動を指標とした開咬症の機能的診断法の確立

大島邦子 医歯学総合病院 歯胚移植を応用した歯根膜静的幹細胞の恒常性維持機構の解明

石田陽子 医歯学総合研究科 口蓋裂発症へのエピジェネティクスの関与の解明

澤味規 医歯学総合研究科
初期胚特異抗原SSEA-1が高未分化iPS細胞を特定するマーカーである
ことの証明

齊藤陽子 医歯学系 過剰歯から考える歯種決定のメカニズム

小林哲夫 医歯学総合病院
新たな歯周炎・リウマチ関連機序の解明－NET誘導性カルバミル化ペプ
チドの関与－

両角俊哉 医歯学総合病院
スケーリング後菌血症に対する高齢者生体応答の解析と光治療による
予防法の確立

佐藤拓一 医歯学系
高齢者の気管支液フローラの構成と機能、口腔との関連：メタゲノム、メタ
ボローム解析

小野和宏 医歯学系 加齢に伴う摂食関連機能と形態変化ならびにその関係
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竹山雅規 医歯学総合病院
矯正－呼吸器内科連携による閉塞性睡眠時無呼吸発症・重症化リスク
予測システムの開発

船山さおり 医歯学総合病院 自発性異常味覚の診断に関わる5因子の検討

加藤寛子 医歯学系 口腔粘膜上皮-小唾液腺ユニットを標的とした口腔乾燥治療の創薬応用

大内章嗣 医歯学系
介護保険施設の経口摂取・口腔衛生管理のトータルコスト・ベネフィットに
関する研究

高橋秀樹 人文社会・教育科学系
対話による意思決定と政治社会的体制：古代ギリシア民主制と古代エジ
プト王制の比較
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