
基盤研究(A)

部局名 職名 氏名 研究課題名

人文社会科学系 教授 白石典之
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

自然科学系 教授 関島恒夫
ネオニコチノイド系農薬により引き起こされる生態系影響

および毒性の実態に迫る

自然科学系 教授 児玉竜也
太陽集熱利用型CO2‐H2O共熱分解サイクルによる合成ガ

ス製造

自然科学系 研究教授 早坂圭司 Belle II実験で探るタウレプトンフレーバ構造

医歯学系 教授 阿部理一郎
重症薬疹における特異的細胞死機序解明とバイオマーカー

探索

医歯学系 教授 五十嵐道弘
成長円錐のプロテオミクスで同定された分子の超解像観察

による神経成長の包括的解析

医歯学系 教授 山崎和久
統合オーミクス解析に基づく口腸連関の解明－歯周病をモ

デルとした関連解析ー

医歯学系 教授 長谷川功
サルの脳はどこまでヒトの脳の縮図か―誤信念と文字の認

知を担う脳回路の機能と可塑性

医歯学系 教授 南野徹 老化細胞を標的とした加齢関連疾患の治療開発

医歯学系 教授 日比野浩
先端遺伝子工学を駆使した変動性難聴モデル動物の確立と

その応用

医歯学系 准教授 奥田修二郎 がんゲノム医療実現化に向けた高次元データ解析基盤構築

脳研究所 教授 柿田明美
てんかん原性病巣の病態機序と制御：外科標本のイメージ

ングプラクティス

脳研究所 教授 小野寺理 脳の排泄経路の解明による加齢性脳疾患へのアプローチ

基盤研究(B)

部局名 職名 氏名 研究課題名

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

人文社会科学系 教授 佐藤亮一
レーダポーラリメトリによる広域河川氾濫領域の被災状況

把握および救助用陸路検出

人文社会科学系 教授 渡邊洋子
女性医療専門職におけるキャリアヒストリー理論の実践的

構築および適用に関する研究

人文社会科学系 教授 土佐幸子
日本式アクティブ・ラーニング型教授法開発・実践による

６大学物理教育イノベーション
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基盤研究(B)

部局名 職名 氏名 研究課題名

人文社会科学系 教授 鈴木恵
学びのプロセスと日本語書記史を統合する学習材・学習方

法・カリキュラムの開発と検証

人文社会科学系 教授 澤村明
大震災を経験した中山間地域における社会関係資本の長期

的動向－日本・台湾の比較から

人文社会科学系 研究教授 白井述
前庭機能の成熟に伴う視覚誘導性自己運動感覚（ベクショ

ン）の発達過程の解明

人文社会科学系 准教授 KimjoonYang
「アニメ中間素材」の分析・保存・活用モデルケースの学

祭的研究

人文社会科学系 准教授 世取山洋介
新教育基本法の比較教育法制研究をふまえた現代立憲主義

に基づく逐条解釈

人文社会科学系 准教授 天野達郎
運動に伴う汗腺機能の適応メカニズム解明と熱中症予防へ

の応用

自然科学系 教授 岡崎桂一
新規に開発した異種染色体置換部分解析ツールを用いたブ

ラシカ作物の春化機構の解析

自然科学系 教授 加藤大介
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

自然科学系 教授 宮崎勝己
カイヤドリウミグモ寄生によるアサリ漁業被害に関する研

究：効果的対策手法の提案

自然科学系 教授 原田直樹
無視できない灌漑水由来の放射性Cs：その水田内挙動と

イネへの移行メカニズムの解明

自然科学系 教授 高澤栄一
中央海嶺と沈み込み帯における上部マントルの変質作用の

実態解明

自然科学系 教授 山田寛喜
ライフサポートシステム実現のための高分解能ミリ波

MIMOイメージングアレー

自然科学系 教授 松原幸治
高効率太陽熱発電のための流動層式顕熱蓄熱／化学蓄熱シ

ステムの研究開発

自然科学系 教授 新田勇
広視野レーザ走査干渉計を用いたワンショット3次元ナノ

形状測定システム

自然科学系 教授 生駒忠昭 有機半導体キャリア動力学の磁気インピーダンス分光研究

自然科学系 教授 青木俊樹
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

自然科学系 教授 村松正吾 高次元信号復元のための構造化畳み込みネットワーク

自然科学系 教授 渡辺哲也
3Dプリンタを活用した視覚障害教育のための立体模型作

成ネットワークの構築

自然科学系 教授 馬場暁
金属微粒子ナノ格子構造複合プラズモン協働場の創製と有

機光・電子デバイスへの応用
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基盤研究(B)

部局名 職名 氏名 研究課題名

自然科学系 教授 梅林泰宏
超濃厚電解質溶液および溶媒和イオン液体の熱力学と構

造・ダイナミクス

自然科学系 教授 八木政行
人工光合成を指向した酸素/過酸化水素生成のpH制御光ア

ノードの創製

自然科学系 教授 本田明治
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

自然科学系 教授 俣野善博
近赤外光に応答する新規アザポルフィリン増感剤の開発と

高機能化

自然科学系 教授 淺賀岳彦 暗黒物質から探る標準模型を超えた新物理

自然科学系 研究准教授 崔森悦
生体内3次元構造全体のナノ振動計測を指向した光断層撮

像システムの開発

自然科学系 准教授 奥西巧一
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

自然科学系 准教授 吉川夏樹
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

自然科学系 准教授 郷右近展之
高温太陽集熱による未利用炭素資源の流動層ソーラーガス

化水素製造システムの開発

自然科学系 准教授 佐々木進
高温超伝導発現の新事実：超高感度核スピン計測で実証す

る鎖構造が誘起する超伝導

自然科学系 准教授 佐々木朋裕 光音響学的手法による異材接合部の非破壊評価技術の開発

自然科学系 准教授 佐藤努
新型テルペン環化経路の発見を軸にした多様な未発見テル

ペン化合物群の開拓

自然科学系 准教授 斎藤豪
大幅な発生CO2削減が可能な高活性β-C2Sを主原料とし

た再生セメントの材料設計

自然科学系 准教授 森口喜成
比較ゲノム解析による主要ヒノキ科樹種のゲノム構造の解

明

自然科学系 准教授 大村彩子
ディラック半金属PdTe2における圧力誘起トポロジカル相

転移と超伝導特性

自然科学系 准教授 中馬吉郎
細胞膜自動透過性ＤＮＡアプタマーの分子基盤解明とポス

ト抗体医薬への展開

自然科学系 准教授 奈良間千之
天山山脈北部地域における氷河起源型岩石氷河の空間分布

と発達過程の解明

自然科学系 フェロー 内海利男
翻訳サイクルの広範に働くリボソームストーク蛋白質の多

彩な分子機能

医歯学系 教授 榎本隆之
正常子宮内膜ゲノム解析に基づいた子宮内膜症及び内膜症

関連卵巣癌の発症機序の解明
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基盤研究(B)

部局名 職名 氏名 研究課題名

医歯学系 教授 河内裕
脳腎連関：シナプス関連分子を標的とした新規蛋白尿抑制

治療薬の開発

医歯学系 教授 菊地利明
GM-CSF吸入療法の新たな効能：肺胞/間質性マクロ

ファージのバランスへの介入

医歯学系 教授 菊地利明
神経回路網アルゴリズムを用いた非結核性抗酸菌の統合的

オミックス解析と病態予測

医歯学系 教授 宮坂道夫
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

医歯学系 教授 魚島勝美
移植骨の骨細胞ネットワーク再構築と骨質に着目した自家

骨移植の至適条件探索

医歯学系 教授 近藤英作
ホーミングペプチドを基盤にした新規膵癌バイオマーカー

及び膵癌標的化抗体医薬の開発

医歯学系 教授 高橋直也
児童虐待に対応するための小児死後CTの至適条件、死後

変化、診断の標準化の検討

医歯学系 教授 山村健介 介護予防促進のための「むせる」を予測するシステム開発

医歯学系 教授 寺井崇二
NASHを反映する改良型MC4RKOマウスでの線維化改善治

療開発と発癌機構の解明

医歯学系 教授 寺尾豊
薬剤耐性肺炎球菌のin vivo MS解析とキューブ型DNA抗菌

薬の開発研究

医歯学系 教授 住吉智子
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

医歯学系 教授 小野高裕 咀嚼行動変容による高齢者の高次脳機能の維持・改善

医歯学系 教授 小林公一 下肢関節力学モデルの構築に関する研究

医歯学系 教授 松本壮吉
天然変性ヒストン様蛋白質による、結核菌の個性の創出と

多様性獲得の分子機構

医歯学系 教授 瀬尾憲司
脱分化脂肪細胞由来の細胞抽出物による末梢神経損傷の新

たな治療法開発

医歯学系 教授 成田一衛 腎性老化現象における粘膜免疫の役割

医歯学系 教授 西條康夫 異種動物間キメラを用いた多能性幹細胞による肺臓器創出

医歯学系 教授 泉健次
足場材の硬さの違いを利用した上皮角化・非角化様式解明

と培養口腔粘膜作成法への応用

医歯学系 教授 染矢俊幸
神経細胞・ミクログリア共培養系の形態マルチパラメータ

解析を用いた自閉症の病態解明
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基盤研究(B)

部局名 職名 氏名 研究課題名

医歯学系 教授 前田健康
DNA修復機構に着目した顎顔面領域における先天異常発生

メカニズムの解明

医歯学系 教授 曽根博仁
地域に集積した保健医療ビッグデータの統合解析による健

康寿命延伸とQOL向上の実現

医歯学系 教授 多部田康一
フレイルとAMRの課題に対応する食品由来機能ペプチドを

素材とした歯周病医薬開発

医歯学系 教授 竹林浩秀
動物モデルを用いたジストニアの発生機序の解明と症状回

復の試み

医歯学系 教授 中村和利
加齢性運動器疾患の大規模分子疫学コホート研究10年後

フォローアップ

医歯学系 教授 藤井雅寛 アグリソームによる神経病原性蛋白質の不活化機構

医歯学系 教授 内山美枝子
抗がん剤脱毛時の頭皮悪化が予測できるウィッグ装着型

ウェアラブル端末の開発

医歯学系 教授 馬場洋
なぜ神経障害性疼痛は傷害された末梢神経の支配領域を超

えて広がるのか？

医歯学系 教授 有森直子
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

医歯学系 教授 葭原明弘
歯周組織および口蓋扁桃の病態からみた慢性腎臓病に対す

る多角的発症メカニズムの解明

医歯学系 研究教授 前川知樹
内因性抗炎症Del-1分子の誘導による炎症性骨破壊の新規

治療戦略

医歯学系 准教授 サトウ恵 環境ＤＮＡを用いたタイ肝吸虫の感染リスク評価

医歯学系 准教授 加来賢 歯根膜組織幹細胞の運命経路と制御因子の解明

医歯学系 准教授 紙谷義孝
神経障害性疼痛における脊髄・脳連関の生理学的解析およ

びグリア細胞活性化機構の解明

医歯学系 准教授 杉山清佳
経験による大脳抑制性ニューロンの形態形成と機能分化メ

カニズムの解析

医歯学系 准教授 中津史
PI(4)P依存的な小胞体-細胞膜接触部位による細胞運動制

御機構の解明

医歯学系 准教授 中津史 オルガネラ間脂質交換輸送の再構成

医歯学系 准教授 田中美央
重度障害児・者と親のレジリエンスを支える地域共生育児

支援プログラムの開発と検証

医歯学系 准教授 任書晃
難聴モデル動物の病態解明を志向した内耳ナノ振動の新規

計測プラットフォームの構築
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基盤研究(B)

部局名 職名 氏名 研究課題名

医歯学系 准教授 矢野真人
脊髄運動ニューロン固有のRNA制御プログラムとALS病態

の関連

医歯学系 研究准教授 竹中彰治
リスクアセスメントとオーラルリテラシーを向上する誤嚥

性肺炎の危険予知システム開発

医歯学系 助教 周ケイリョウ
肺臓器移植を目指した異種間胚盤胞補完法による肺臓器創

出と肺欠損大型モデルの開発

医歯学系 特任講師 緒方元気
オーダーメイド治療に貢献するポータブル血中「薬物」濃

度測定器の創出

医歯学系 特任助教 井上敬一 マイトファジー制御による筋萎縮の遺伝子治療法の開発

医歯学総合研究科 特任教授 斎藤亮彦
メガリンをターゲットとした慢性腎臓病および急性腎障害

の診断・予防・治療法の開発

医歯学総合研究科 特任准教授 清水逸平
心不全、動脈硬化性疾患における老化促進代謝物質の病的

意義の解明

医歯学総合病院 研究准教授 永橋昌幸
乳癌免疫微小環境における脂質メディエーター分子の役割

解明と治療応用を目指した研究

脳研究所 教授 五十嵐博中
化学交換飽和移動MRIを用いたアルツハイマー病における

認知予備能評価法の開発

脳研究所 教授 笹岡俊邦
Ｄ１/Ｄ２ドーパミン受容体発現操作マウスによる運動制

御と学習記憶機構の理解

脳研究所 教授 三國貴康 長期記憶における新規合成タンパク質の動態と役割

脳研究所 教授 池内健
ミクログリアの本質的機能の破綻を基盤とした

HDLS/ALSPの分子病態の解明

脳研究所 教授 田井中一貴 ヒト脳組織特異的染色による先進的3D神経病理学の確立

脳研究所 准教授 内ヶ島基政
線条体中型有棘ニューロンにおけるドーパミン伝達の時空

間的統合過程の理解

脳研究所 准教授 鈴木雄治
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

脳研究所 特任准教授 北浦弘樹
ヒト手術標本を用いたてんかん原性ネットワークのイメー

ジング解析と制御

危機管理本部 教授 鳥谷部真一
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

教育・学生支援機構 准教授 後藤康志
VR授業ポートフォリオによるメタ認知的活動を組み入れ

た教師教育プログラムの開発

研究推進機構 准教授 松井秀彰 異所性のミトコンドリアDNAがもたらす神経変性
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基盤研究(B)

部局名 職名 氏名 研究課題名

研究推進機構 助教 新屋啓文
大型境界層風洞を用いた吹雪や砂嵐の侵食・堆積過程と輸

送構造の高時空間分解能解析

佐渡自然共生科学セン

ター
教授 安東宏徳

半月周性産卵リズムの形成機構：潮汐を伝える体内時計の

関わりと分子基盤の解明

災害・復興科学研究所 准教授 片岡香子
隠された小規模噴火と火山泥流の高時間分解能履歴解明:

噴火頻度と災害範囲の再評価

基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

人文社会科学系 教授 相庭和彦
グローバル人材育成に向けた協働型国際交流プログラムの

成果検証と評価方法の再検討

人文社会科学系 教授 飯野由香利
ライフステージ毎に必要なリスクマネジメントとESDを学

ぶ住教育体制の構築

人文社会科学系 教授 石田美紀
1990年代東アジア・東南アジアへのアニメ輸出における

音声の現地化の比較研究

人文社会科学系 教授 伊藤克美 汎関数くりこみ群とゲージ対称性

人文社会科学系 教授 神村栄一
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

人文社会科学系 教授 上山泰
欠格条項廃止に伴う会社法と成年後見法の理論的交錯の解

決を目指す民商法共同研究

人文社会科学系 教授 木全晃
海外展開に伴う環境経営の移転メカニズムの解明―制度、

文化、技術からのアプローチ

人文社会科学系 教授 桑原聡
「死者との対話」－ケルト文化から見たH.ブロッホ『誘惑

者』の文学と政治

人文社会科学系 教授 小林日出至郎 ホメロスの運動文化思想に関する研究

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

人文社会科学系 教授 佐藤靖
データ重視の時代の政策形成システム－EBPM及びリスク

対応の分野横断的比較研究

人文社会科学系 教授 柴田透 社会科教育の価値学習における新手法開発の研究

人文社会科学系 教授 朱継征 動詞分類における学習および研究のコーパスの構築

人文社会科学系 教授 鈴木正美
サンクト・ペテルブルクにおけるロック文化の研究－－セ

ルゲイ・クリョーヒンを軸に
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基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

人文社会科学系 教授 鈴木賢治 二重露光法によるＸ線応力測定法の確立

人文社会科学系 教授 高木幸子 これからの教師の成長を支える要件の抽出

人文社会科学系 教授 高橋秀樹
古代東地中海沿岸域における民主政型言論文化と王政型言

論文化の往還とその中継文化

人文社会科学系 教授 田中伸至
現役世代急減期の地理的医療アクセスの確保に関する比較

法研究－日本とドイツ

人文社会科学系 教授 辻照彦
『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

人文社会科学系 教授 中村潔
恩寵の桎梏：現代バリ社会における場所への帰属と共同体

を再考する

人文社会科学系 教授 長谷川敬三
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

人文社会科学系 教授
Ｇ．Ｓ

Ｈａｄｌｅｙ

Discovering Effective Extensive Reading Strategies for

Japanese Students of English: A Data-Driven and Empirically-

Grounded Investigation

人文社会科学系 教授 張間忠人 完全交叉環のレフシェッツ性問題に関する研究

人文社会科学系 教授 番場俊
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

人文社会科学系 教授 藤巻一男
消費税の軽減税率等が事業者に及ぼす影響の分析と人件費

アプローチによる対応策の検討

人文社会科学系 教授 細田あや子
宗教言語の共在性と創造性：古代メソポタミアの祈祷と中

世日本の祭文の比較研究

人文社会科学系 教授 松井克浩
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

人文社会科学系 教授 松井賢二
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

人文社会科学系 教授 南島和久
国立研究開発法人における組織マネジメントと評価のあり

方に関する研究

人文社会科学系 教授 宮薗衛
グローバル時代の異文化間コミュニケーション力育成のた

めの東アジア共同研究体制構築

人文社会科学系 教授 吉田治代
エルンスト・ブロッホにおける「世俗＝世界的批評」―日

独比較対照の視座からの研究

人文社会科学系 教授 李健泳
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

人文社会科学系 教授 渡邊登
『ポストフクイチ社会』に向けた原発立地県における地域

公共圏構築の可能性と課題
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基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

人文社会科学系 准教授 青柳かおる
イスラームにおける出生前診断の総合的研究：選択的中絶

と障害者をめぐる議論を中心に

人文社会科学系 准教授 阿部好貴
リテラシーを視座とする学校数学における出口の課題：数

学的活動から数学的リテラシー

人文社会科学系 准教授 石畝剛士 医療保険・介護保険制度に内在する契約法理の探求

人文社会科学系 准教授 磯貝淳一
注釈・論議資料の用字法と文章構造に着目した仏教漢文書

記史の研究

人文社会科学系 准教授 一柳智紀
協働学習において学習者が抱く困難・不安と教師による授

業内外の支援に関する研究

人文社会科学系 准教授 入山満恵子
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

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

人文社会科学系 准教授 大庭昌昭
子どもを溺水事故から守る小学校水泳教育プログロムの開

発

人文社会科学系 准教授 太田紘史 自由の一人称的経験を探る：認知哲学的アプローチ

人文社会科学系 准教授 岡田祥平
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

人文社会科学系 准教授 加賀谷真梨 農山村集落の老いを支える営みに関する比較民俗学的研究

人文社会科学系 准教授 笠原哲也
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

人文社会科学系 准教授 笠巻純一
学生の食生活改善を促す新規支援的環境要因の解明―シ

ミュレーション解析を用いた検証

人文社会科学系 准教授 片桐昭彦 災害記録としての活用に向けた年代記の研究

人文社会科学系 准教授 神田豊隆
戦後日本の革新勢力とアジアにおける社会党ネットワーク

――1950～70年代

人文社会科学系 准教授 岸保行 日本酒の海外市場での浸透メカニズム

人文社会科学系 准教授 工藤起来 アシナガバチが行う個体認識についての包括的検討

人文社会科学系 准教授 栗田佳泰
学校における宗教的出自の多様な子どもの信教の自由に関

する日加比較研究

人文社会科学系 准教授 小泉明子 権力性の観点からみた夫婦同氏制度
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基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

人文社会科学系 准教授 杉原名穂子
個人化社会におけるジェンダー公共圏の現状と変容―世代

別年代別の実証分析

人文社会科学系 准教授 高清水康博 巨大地震津波は北海道西部太平洋岸を繰り返し襲うか？

人文社会科学系 准教授 高宮浩司 マッチング理論の価格理論的基礎

人文社会科学系 准教授 田中誠二
戦後日本の公衆衛生と組織活動に関する研究：住民の主体

形成に着目する

人文社会科学系 准教授 津森圭一 プルーストの「庭園美学」

人文社会科学系 准教授 寺尾仁
フランスにおける荒廃区分所有の回復と居住者の住生活の

回復の関連に関する研究

人文社会科学系 准教授 土橋善仁 統語構造の線形化と音韻的解釈

人文社会科学系 准教授 中島伸子 身体的痛みの理解と表現の生涯発達過程

人文社会科学系 准教授 中田豪
大規模な金融危機に関する理論的および実証的研究と政策

の解明

人文社会科学系 准教授 永吉秀司 ローコスト支持体を活用した弘長寺本殿壁画の再現

人文社会科学系 准教授 長尾雅信
地域連携プラットフォームのライフサイクルの把握とマネ

ジメント・モデルの構築

人文社会科学系 准教授 濱田弘潤 AIの普及が国際貿易に与える影響に関する理論研究

人文社会科学系 准教授 平尾篤利
極間雰囲気が微小径深穴加工用電極工具の成形精度へおよ

ぼす影響の解明

人文社会科学系 准教授 広川佐保
近代内モンゴルにおける盟旗制度の変革と継承：「属人

的」支配から「近代的」統治へ

人文社会科学系 准教授 福田学
教育学と脳科学の関係を自律性の観点から明らかにする現

象学研究

人文社会科学系 准教授 古田和久 社会階層構造と教育機会の格差に関する実証的研究

人文社会科学系 准教授 堀籠崇
地域包括ケアシステムの機能分化・統合と連携に関する実

態調査と類型化への試み

人文社会科学系 准教授 本間伸輔
英語・日本語における数量詞作用域の決定に関わる統語的

要因についての理論的研究

人文社会科学系 准教授 前田洋介
現代日本のボランタリー組織の空間的特徴：都市・社会・

政治経済の変化に着目して
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基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

人文社会科学系 准教授 宮崎裕助
共通感覚の公共的機能の再解釈を基盤とした「テレパシー

倫理学」の構築

人文社会科学系 准教授 山内民博
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―

人文社会科学系 准教授 山田陽子
人口減少地域における異文化接触の実態と地域活性型教育

プログラムに関する研究

人文社会科学系 准教授 鷲見英司 地方財政健全化法と地方自治体の将来負担に関する研究

人文社会科学系 准教授 渡邉流理也
脳の酸素消費状態の評価に基づいた重度脳障害児の表出行

動に伴う活動負荷の解明

人文社会科学系 准教授 渡邊道之
シュレーディンガー方程式および波動方程式の非線形性同

定逆問題の研究

人文社会科学系 講師 檜皮貴子 転倒回避動作を伴う「とっさの一歩」誘発装置の開発

人文社会科学系 名誉教授 鈴木孝庸 平曲伝承資料の基礎的研究

人文社会科学系 名誉教授 高橋正平
ピューリタン革命期における王党派説教家による断食説教

研究

人文社会科学系 名誉教授 錦仁
東北地方諸藩の歌枕（俳枕を含む）の名所化とその表現史

との関係を解明する新研究

人文社会科学系 フェロー 矢田俊文
前近代の台風による被害数の基礎的研究ー正徳4年台風・

安政3年台風を中心にー

自然科学系 教授 青戸等人
条件付き項書き換えシステムにおける帰納的定理と基底合

流性に関する研究

自然科学系 教授 赤林伸一
自然風の非定常性により生じる自然換気性状の定量的評価

に関する研究

自然科学系 教授 阿部和久
鉄道軌道構造における不確実性を考慮したロングレール座

屈温度の確率論的評価

自然科学系 教授 家富洋 有向ネットワークにおける流れ構造の階層性と循環性

自然科学系 教授 井筒ゆみ
上皮組織リモデリングにおける自己抗原タンパク質を介し

たT細胞の分子認識機構

自然科学系 教授 大河正志
プレート型地震に伴う津波発生検知を目的とした小型・高

感度微気圧センサの開発

自然科学系 教授 大鳥範和 回転拡散係数の分子論的定式化とその応用

自然科学系 教授 木南莉莉
都市農業における社会的企業家精神の分析：ソーシャルビ

ジネスによる共有価値の創造
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基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

自然科学系 教授 清野誠喜
中小食品製造企業における営業担当者の人材育成に関する

研究

自然科学系 教授 小池裕司
QCD高次ツイスト効果を起源とする謎現象の解明とハドロ

ン構造の新側面の開拓

自然科学系 教授 紅露一寛
軌道曲線部におけるバラスト道床の変状発生・進展メカニ

ズムの解明

自然科学系 教授 佐々木重信
エネルギーハーベスティングを用いた異種無線センサネッ

トワークの数理モデルの構築

自然科学系 教授 杉山稔恵
イリシンとオステオカルシンのクロストーク機構を応用し

た家禽の強健な骨格構築

自然科学系 教授 鈴木一史
細菌sRNAにおける標的RNAの切り替えと安定性制御に関

する研究

自然科学系 教授 鈴木敏夫
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

自然科学系 教授 摂待力生
定荷重圧力装置を用いたドハース振動観測装置の開発と強

相関電子系のフェルミ面の研究

自然科学系 教授 中野優
ホトトギス属植物の花被における無秩序な斑点形成に関す

る分子メカニズムの解明

自然科学系 教授 長束俊治
脊椎動物の胚から分泌される希少糖6-デオキシアルトロー

スを含む糖ペプチドの研究

自然科学系 教授 西川周一
LINC複合体によるシロイヌナズナ有性生殖過程の核融合

の制御機構

自然科学系 教授 長谷川英悦
電子移動とプロトン・水素原子移動ではたらく新規な有機

光試薬と有機光触媒の開発

自然科学系 教授 羽鳥理 バナッハ環における保存問題とジャイロ構造に関する研究

自然科学系 教授 平元和彦
地震波形伝送ネットワークとAIを用いた波形未来値予測に

よる高性能な構造振動制御

自然科学系 教授 副島浩一
分子二重スリット実験で調べる量子エンタングル状態生成

の時間・空間依存性

自然科学系 教授 福井聡
高温超伝導アルミ高速溶解装置のための高安定・高信頼

HTSコイル技術の基礎研究

自然科学系 教授 藤沢延行
流れ加速型腐食によるプラント配管減肉の安全管理技術の

高度化

自然科学系 教授 松尾正之
原子核密度汎関数理論で記述するr過程元素合成と中性子

星物性

自然科学系 教授 松岡篤
「化石種はどのように定義すべきか」パンタネリウム属

（放散虫）による挑戦
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基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

自然科学系 教授 三浦毅 Banach空間上のスペクトル保存写像とその応用

自然科学系 教授 山田宜永
ウシ脂肪交雑形成に関連する遺伝子発現変動の原因変異の

同定

自然科学系 教授 山田修司
大規模標準DC2次計画問題に対する大域的最適化アルゴリ

ズムの高速化

自然科学系 教授 吉森明 Stokes抵抗の微視的な理論

自然科学系 准教授 淺賀岳彦 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

自然科学系 准教授 阿部貴志
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

自然科学系 准教授 石井望
高損失液剤中動作ダイポールアンテナを用いた電界強度推

定法の100kHz帯への拡張

自然科学系 准教授 伊東孝祐
真核生物停滞リボソーム上におけるぺプチジルtRNA分解

のメカニズム解明

自然科学系 准教授 池内桃子
傷口の組織治癒を制御するWOX転写因子とペプチドホル

モンの機能解析

自然科学系 准教授 今村孝
鉄道車両へのシームレスな乗降を実現する，車椅子装着型

手動踏破装置の開発

自然科学系 准教授 大平泰生
ナノ流体ネットワーク構造の光操作と光ニューロン回路に

関する研究

自然科学系 准教授 岡寿樹
量子ナノ構造による高速エネルギー移動理論と量子ナノア

ンテナへの応用

自然科学系 准教授 黒野弘靖
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

自然科学系 准教授 後藤真一
超重元素Rf塩化物の吸着エンタルピー測定と12～15族元素

の気相化学研究への応用

自然科学系 准教授 坂田寧代
豪雪中山間地のwell-beingにむけたコミュニティ再編手法

の確立

自然科学系 准教授 坂本秀一 軽量で微細な粉体による革新的な吸音機構の解明

自然科学系 准教授 齊藤健二 d0電子金属酸化物多孔結晶触媒の開発

自然科学系 准教授 櫻井篤 非周期的メタマテリアルによる熱ふく射スペクトル制御

自然科学系 准教授 佐野義孝 ウイルスに付随する寄生性分子の病理学的動態解析
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基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

自然科学系 准教授 酒匂宏樹 作用素環論を用いた量子ウォークの研究

自然科学系 准教授 杉本健吉
栓球細胞の放出する細胞外小胞が係わる止血制御機構の解

明

自然科学系 准教授 鈴木有祐 閉曲面上のグラフの生成定理と局所変形理論の融合的研究

自然科学系 准教授 寒川雅之
圧覚・振動覚・温冷覚を包含したマイクロ触覚センサチッ

プの開発

自然科学系 准教授 高橋剛 代数関数体の内部構造の研究　－ガロア点の視点から－

自然科学系 准教授 田山英治
非配位性アニオン・キラル四炭素置換ボレートによるカチ

オン種の不斉認識

自然科学系 准教授 中井博之
糖資化性改変大腸菌を用いた新規酵素特化型スクリーニン

グ

自然科学系 准教授 中野博章 ヒッグス質量が示唆する大統一理論と陽子崩壊の研究

自然科学系 准教授 中村孝也
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

自然科学系 准教授 林八寿子
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

自然科学系 准教授 原崇
熱殺菌した乳酸菌による排便促進効果の検証と腸管セロト

ニン産生亢進機序の解明

自然科学系 准教授 平泉光一 農業生産指標の標準設定の手法開発と実態解明

自然科学系 准教授 蛭川潤一
局所定常単位根周辺過程を用いた大規模金融データにおけ

るバブル期の経済構造の調査

自然科学系 准教授 深井英吾
植物の生殖細胞系列におけるトランスポゾン抑制機構の研

究

自然科学系 准教授 星明考 不分岐コホモロジー群と不変体の有理性問題

自然科学系 准教授 三亀啓吾
土壌中における機能を模倣した生理活性発現に適したリグ

ニンの分子設計

自然科学系 准教授 村上拓彦
落葉期／着葉期UAV空撮データを用いた広葉樹林の樹冠抽

出と樹種分類

自然科学系 准教授 元永佳孝
追熟を有する果実の適期収穫を支援するクラウドシステム

の構築

自然科学系 准教授 山城秀昭
異種の生殖器官および生殖細胞をマウスで再生する技術の

開発
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基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

自然科学系 准教授 山本征法 発展方程式の形状と解の時空間構造の相関について

自然科学系 准教授 山家清之 新たなプラズマ温度計測手法の開発研究

自然科学系 准教授 劉雪峰
3次元領域におけるナビエ・ストークス方程式の解の計算

機援用証明

自然科学系 助教 伊藤亮司
コメ産業のシステム間国際競争：バリューチェーンの一部

としての国内農業の市場対応

自然科学系 助教 牛田晃臣
紐状ミセル界面活性剤水溶液の急縮小急拡大流れにおける

流動特性と流動誘起構造の解明

自然科学系 助教 寺口昌宏
円偏光を不斉源とするらせん選択重合および選択的分解反

応を経由する絶対不斉合成

自然科学系 助教 古澤慎一
サステイナブルな農業・食料システムに資する社会的企業

のイノベーションの分析

自然科学系 助教 三浦智明
分光・電気伝導同時実時間観測による有機半導体薄膜光物

性の解明

自然科学系 助教 山縣貴幸
歳差回転運動を用いた遊星式攪拌の混合性能向上に関する

研究

自然科学系 特任准教授

ZAHRANZAKI･

NABEIH･

AHMED

Understanding and development of highly efficient water

splitting catalysts with core-shell structures for solar-hydrogen

production

自然科学系 特任助教 角井宏行
花粉数を制御する遺伝子ネットワークの解明と作物への応

用

自然科学系 フェロー 田島慎一 非孤立特異点の代数解析と計算複素解析アルゴリズム

自然科学系 フェロー 中野和弘
腎臓病患者が安全安心に喫食するための生野菜カリウム含

有量非破壊測定装置の開発

自然科学系 博士研究員 鈴木詔子
α4Gal転移酵素はどのように基質の糖タンパク質／糖脂質

部分を識別するのか？

工学部
技術専門職

員
籏町剛

太陽熱発電のための潜熱利用型の高密度蓄熱システムの開

発

農学部 特任准教授 高橋秀行
オイルボディを介した植物のレジリエンス獲得の分子機構

の研究

農学部 特任助教 仁平高則 加リン酸分解酵素が関与する酸化的多糖分解経路の解明

医歯学系 教授 池主雅臣
心筋深部より生じる心室不整脈の高周波通電法（冠灌流拍

動心DualBathモデル）

医歯学系 教授 大内章嗣
歯科衛生士の需給推計のためのWebベース調査報告システ

ムの構築
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基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

医歯学系 教授 大久保真樹
逐次近似再構成CT画像における高精度な空間分解能測定

法の開発

医歯学系 教授 小川祐司
糖尿病患者の脳梗塞リスクに対する抗菌的歯周治療の有用

性に関するランダム化比較試験

医歯学系 教授 小林正治
ビタミンC不足に伴う骨質低下が進行性下顎頭骨吸収の発

症に及ぼす影響と予防法の開発

医歯学系 教授 小林恵子
SFA導入による保健師の子ども虐待ハイリスク家庭支援プ

ログラムの開発と評価

医歯学系 教授 佐伯万騎男
難治性口腔扁平上皮癌におけるセツキシマブ耐性ループ仮

説の検証

医歯学系 教授 坂本信
コーンビームCTによる三次元歯軸，歯列，顎運動を融合

した口腔機能評価システム開発

医歯学系 教授 佐藤拓一
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

医歯学系 教授 齋藤玲子
RSウイルスはなぜ夏に流行るようになったか？温暖化と

ウイルス変異の多角的解析

医歯学系 教授 齋藤正敏
粒子線がん治療計画のためのデュアルエネルギーを用いた

CT値－阻止能比変換法の開発

医歯学系 教授 関奈緒
学童を核とした非医薬的公衆衛生対策（NPIs）のインフ

ルエンザ制御効果の検証

医歯学系 教授 田沼順一
クリニカルシーケンス実現へ向けた舌癌多段階発がんモデ

ルにおける基礎的研究

医歯学系 教授 成田美和子
腫瘍抗原特異的細胞障害性T細胞のクローン性増幅と機能

解析法の開発

医歯学系 教授 林孝文 口腔内超音波診断法による口腔癌の浸潤深度評価の標準化

医歯学系 教授 早崎治明 小児の摂食行動は歯の萌出時期に影響を与える

医歯学系 教授 福地健郎 緑内障から生涯の視覚的QOLを守るためのストラテジー

医歯学系 教授 藤井規孝
経験による学修過程の可視化と共有－プロフェッショナル

への近道

医歯学系 教授 堀井新
持続性知覚性姿勢誘発めまい(PPPD)の病巣同定：動物モ

デルの確立と橋渡し研究

医歯学系 教授 松田健
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

医歯学系 教授 李鎔範
災害時や在宅ケア用の下肢静脈塞栓症リスク自動評価ツー

ルの開発
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基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

医歯学系 准教授 依田浩子
エナメル上皮細胞の動態を制御するストレス応答性糖代謝

調節機構の解明

医歯学系 准教授 今井千速
NK細胞様の応答性を持つCAR-T細胞による難治がん治療

の実用化研究

医歯学系 准教授 岡本圭一郎
運動療法がストレス誘発性の顎顔面痛を軽減する脳メカニ

ズム

医歯学系 准教授 押川清孝
次世代プロテオミクスを用いた細胞老化代謝ネットワーク

の全体像の解明

医歯学系 准教授 片桐渉
幹細胞・マクロファージ動態制御を行う幹細胞培養上清由

来液性因子による骨質改善法

医歯学系 准教授 川瀬知之
血小板マイクロパーティクル中の転写因子による抗炎症作

用と歯周再生

医歯学系 准教授 河内泉
自己免疫性グリア病における時空間的免疫制御による

neural repairの研究

医歯学系 准教授 川崎真依子
顎顔面の発生過程における一次繊毛の機能解明：シグナル

経路のクロストークの観点から

医歯学系 准教授 岸本直隆
新しい顔面神経麻痺治療への脱分化脂肪細胞由来cell

extractの応用

医歯学系 准教授 後藤眞 IgA腎症の発症に関与する共生細菌の網羅的解析

医歯学系 准教授 齋藤和英
ABO血液型不適合腎移植における免疫学的順応と制御性

T/B細胞・共刺激分子

医歯学系 准教授 柴田佐都子 知的障害者向け口腔保健支援プログラムの開発

医歯学系 准教授 清水詩子
高齢者向け住まいにおける慢性血液透析患者の生活を想定

した居住環境整備の指針づくり

医歯学系 准教授
Stegaroiu

Roxana

骨梁三次元有限要素モデルの応力からインプラント過重負

担と辺縁骨吸収との関連を探る

医歯学系 准教授 関根正幸
HPVワクチンにより口腔（咽頭）におけるHPV感染予防効

果が期待できるか？

医歯学系 准教授 高橋邦行 聴覚時間情報処理に関する大脳聴覚野機能の解明

医歯学系 准教授 高村昌昭
エクソソームに着目したNAFLD/NASHにおける肝外合併

症の発症機序の解明

医歯学系 准教授 瀧澤淳 本邦CLLの病態解明に基づく簡便な新規診断法の確立

医歯学系 准教授 竹内新
皮膚所属リンパ節における抗原捕捉部位の違いがアレルゲ

ン性に及ぼす影響の解明
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基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

医歯学系 准教授 立石善隆
バイオフィルム形成因子の全ゲノム探索を足掛かりとした

肺MAC症の難治化機序の解明

医歯学系 准教授 辻村恭憲 摂食嚥下障害治療における咀嚼タスクの有効性検証

医歯学系 准教授 土門久哲
肺炎重症化因子のプロテオーム解析を基盤とする創薬研究

への展開

医歯学系 准教授 長島寛 比較・実験発生学からさぐる頸部の筋、神経系の進化

医歯学系 准教授 永田昌毅
３Dプリント吸収性トレーと培養骨膜細胞により顎骨の形

態を忠実に再建する

医歯学系 准教授 成田太一
リカバリー概念に基づく精神障害者の包括的な地域生活支

援プログラムの開発

医歯学系 准教授 福住好恭
腎糸球体上皮細胞スリット膜におけるNeurexinの役割の解

明

医歯学系 准教授 福田智行
選択的オートファジーによるオルガネラ分解の機構と意義

の解明

医歯学系 准教授 堀一浩
補綴治療がもたらす咀嚼行動変容　―ウェアラブルデバイ

スを用いた食事モニタリング―

医歯学系 准教授 松田康伸
エクソソーム内包タンパク活性化機構に着目した胆道がん

併用療法の確立

医歯学系 准教授 三上剛和
タンパク質分解酵素阻害因子（SLPI）によるがん病態の悪

性化誘導機構の検討

医歯学系 准教授 森山雅人
直接経口抗凝固薬（DOAC）に対する血中モニタリング法

の開発

医歯学系 准教授 矢尾板永信 ポドサイトにおけるTRPV2の役割

医歯学系 准教授
横野知江

（西澤知江）

網膜硝子体術後患者が腹臥位持続可能な安楽性を追求した

顔面枕コンセプトの開発

医歯学系 准教授 吉松康裕 内皮細胞性の維持機構における転写因子の役割

医歯学系 准教授 渡部雄一郎
統合失調症患者・両親トリオの全エクソーム解析を起点と

したリスク遺伝子の同定

医歯学系 准教授 渡邉香奈子
ヒトパレコウイルス3型の受容体同定と感染重症化機序の

解明

医歯学系 准教授 渡邊裕美
縦断研究による、尿プロテオミクスによる認知症予測バイ

オマーカー探索

医歯学系 研究准教授 吉原弘祐 統合オミックスデータ解析による子宮内膜症の病態解明
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基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

医歯学系 講師 金子佳賢
IgA腎症モデルマウスにおけるIgA沈着後の糸球体障害進展

機序の解明

医歯学系 講師 野住素広
軸索伸長の駆動力を生む先導端のアクチン依存性エンドサ

イトーシス

医歯学系 講師 宮田昌幸 抗ストレス薬は糖尿病患者の創傷治癒を促進するか？

医歯学系 講師 渡辺啓介 恐怖・不安を制御する神経回路の発生プログラムの解明

医歯学系 特任講師 河嵜麻実
成長円錐の膜動態を支えるイノシトールリン脂質制御分子

群の統合的機能解析

医歯学系 助教 青木信将 メガリンを標的とした薬剤性腎障害治療戦略の開発

医歯学系 助教 足立雄哉
霊長類大脳皮質ネットワーク機能不全による自己への原因

帰属の障害：化学遺伝学的研究

医歯学系 助教 飯岡英和
Crb3-PTPN3系を介した新規大腸腺癌転移制御機構の解析

と転移阻害への応用

医歯学系 助教 市川寛
NOTCHシグナルを介した食道癌化学療法奏効性の分子機

構の解明

医歯学系 助教 伊藤晴江
歯科治療に有効なポジショニング習得のための効果的動画

ツールの開発

医歯学系 助教
岩佐有華

（秦有華）

原発被災市町村復興の担い手となる壮年期男性への生活と

健康に関する支援方法の構築

医歯学系 助教 大島伸介
PPPDに対する聴覚伝導路を用いた感覚代行トレーニング

の有用性の検討

医歯学系 助教 大橋瑠子
嫌色素性腎細胞癌の臨床病理・分子統合的新規グレード分

類の提案と治療戦略への展開

医歯学系 助教
奥田明子

（田所明子）

膜透過ペプチドの受容体をエントランスとしたターゲティ

ングデリバリー

医歯学系 助教 尾関百合子
結核ワクチン開発を指向した抗酸菌特有の翻訳後修飾付加

ポリペプチドの抗原性検証

医歯学系 助教 柿原嘉人
口腔扁平上皮癌におけるR2TPのターゲット解析と治療標

的としての可能性の検討

医歯学系 助教 柏美智
看護における「チームレジリエンス」の発揮過程－困難か

らの回復－

医歯学系 助教 勝見祐二
解剖体頭部CTによる舌神経3次元的走行経路と筋間隙との

関係性の解明

医歯学系 助教 葛城美徳
アグリソームによるαシヌクレインのプリオン様増殖抑制

機構

19 ページ



基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

医歯学系 助教 金谷貢
低エネルギー電子線照射は歯科切削加工(CAD/CAM)用レ

ジンの破折を防止する

医歯学系 助教 金子昇
口腔細菌叢のメタゲノム解析によるドライマウスの病態解

明

医歯学系 助教 川崎勝盛 顎関節形成の包括的分子機構の解明

医歯学系 助教 北村香織
大規模コホートにおける認知症および認知機能低下の変容

可能な予防・リスク要因の解明

医歯学系 助教 清野由美子
精神科病院における摂食嚥下支援の充実に向けた食形態改

善指標の開発

医歯学系 助教 倉部美起
慢性痛成立過程の脳ー脊髄可塑性変化：抑制性神経回路の

役割の解明

医歯学系 助教 小林大樹
TCTP-EF1A2による翻訳制御を標的としたNF1腫瘍化機構

の解析と治療法開発

医歯学系 助教 齊藤陽子
低ホスファターゼ症の遺伝子治療へ向けた分子生物学的ア

プローチ

医歯学系 助教 坂上百重
時間に追われる人の継続を支援するマインドフルネスト

レーニングの即時効果の検討

医歯学系 助教 佐々木美佳
オピオイド鎮痛は遷延性術後痛の原因となるか？ー脊髄ア

ストログリア活性化との関係ー

医歯学系 助教
佐藤直子

（五十嵐直子）

食事介助における被介助者の視線と口腔運動から見た、最

適食事介助法の提案

医歯学系 助教 齋藤修
低体温不整脈の発症予知と緊急治療法の構築（冠動脈灌流

拍動心筋モデルでの検証）

医歯学系 助教 佐藤裕樹
診断困難な消化管運動異常症と機能性消化管疾患との境界

症例の病態解明

医歯学系 助教 島田能史
発癌の分子メカニズムの違いに着目した大腸癌TGF-βシ

グナル伝達経路の新たな分類

医歯学系 助教 杉田典子
エネルギー代謝調節遺伝子UCPの歯周炎における役割の解

明

医歯学系 助教 田中慎吾
他者の“裏をかく”神経基盤の解明：脳内他者行動モデルの

構築とそれに基づく行動選択

医歯学系 助教 田中美央 在宅重症心身障害児の地域育児支援プログラムの開発

医歯学系 助教 丹原惇 舌誘導メカニズムの解明

医歯学系 助教 張エイ
ポドサイト機能維持におけるCa2+活性化型陽イオンチャ

ネルTRPM4の役割
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基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

医歯学系 助教 中村由紀
捕食およびフードプロセスの特徴解析から小児の食物窒息

リスクを検証する

医歯学系 助教 長澤麻沙子 歯根膜の完全な再生を目指した意図的再移植法の新規開発

医歯学系 助教 西方真弓
当事者視点のQOL評価を導入したハイリスク妊婦の支援モ

デルの開発

医歯学系 助教 備前典久
オリゴデンドロサイト機能異常が惹起するp53誘導性神経

変性機構の分子基盤解明

医歯学系 助教 保谷智史
統合失調症リスク遺伝子の確定：多発罹患家系エクソーム

解析からの多段階解析

医歯学系 助教 三上俊彦
癌関連線維芽細胞(CAF)を標的とした新しい口腔癌治療戦

略の開発

医歯学系 助教 山崎学
細胞死を起点とするがん進展機構：ダイイングコードの解

明と標的化戦略

医歯学系 助教 米澤大輔
高齢者における低栄養防止の新戦略ー義歯指導に併せた

テーラーメイド栄養指導法構築ー

医歯学系 助教
Ｒｏｓａｌｅｓ

Ｍａｒｃｅｌｏ

Development of a novel cellulose scaffold to potentiate

the transplanted cells survival for bone regeneration

医歯学系 助教 渡邊賢礼 顎・舌運動と食塊移送から読みとく咀嚼機能評価

医歯学系 特任助教 阿部達也
口腔扁平上皮癌の非癌上皮細胞との衝突界面におけるアク

チン重合配置の分子制御

医歯学系 特任助教 本多敦子
神経軸索形成・再生における脂質ラフトを介したシグナル

伝達制御の役割

医歯学系 特任助教 加来咲子 咬合力に応答する歯根膜組織幹細胞動態のin vivo解析

医歯学系 特任助教 古川健太郎
酵母におけるミトコンドリアオートファジーの制御機構と

生理的意義の統合的理解

医歯学系 特任助教
矢野佳芳

（早川佳芳）

希突起膠細胞分化におけるRNA代謝－脂質代謝フィード

バックループ制御機構

医歯学系 特任助教 侯旭濱
経験による皮質抑制性ニューロン局所回路形成と情報処理

機構の解明

医学部 非常勤講師 岡部隆一 表在癌スクリーニングシステムの開発

医歯学総合研究科 特任准教授 江川純
自閉症リスク遺伝子ニューロリジン3のリン酸化部位の機

能解析

医歯学総合研究科 特任准教授 小野信
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

21 ページ



基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

医歯学総合研究科 特任准教授 柏村健
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

医歯学総合研究科 特任准教授 上村博輝
次世代型サルコペニア対策を可能にする肝筋臓器連関にお

ける細胞外小胞の解明

医歯学総合研究科 特任准教授 児玉暁
AIを活用したメタ解析迅速化による、生活習慣病診療

EBMの早期実現への挑戦

医歯学総合研究科 特任准教授 橋本哲
間葉系幹細胞およびコラゲナーゼを用いた難治性食道狭窄

に対する治療法の開発

医歯学総合研究科 特任准教授 細島康宏
糖尿病性腎臓病の新規尿中マーカー、細胞外ドメイン切断

型メガリンの尿中逸脱機序

医歯学総合研究科 特任准教授 若杉三奈子 集計表を用いた二次分析の実践と課題に関する研究

医歯学総合研究科 特任助教 伊倉真衣子
災害後血栓症の中長期的予後に関する研究～脳・心血管イ

ベント発症リスクについて～

医歯学総合研究科 特任助教 葛城梨江香
歯の酸素安定同位体比による身元不明者地域推定方法の検

討

医歯学総合研究科 特任助教 吉田陽子
代謝リモデリングによるベージュ細胞誘導メカニズムの解

明

医歯学総合研究科 客員研究員 生駒俊和
飲食物の微生物汚染と胆嚢がん発症の関係及び本症早期診

断のための血液検査体系の確立

医歯学総合研究科 客員研究員 臼井賢司
HER2陽性胃癌における遺伝子異常の包括的評価と臨床的

意義の解明

医歯学総合研究科 客員研究員 小澤拓也
デノスマブによる心血管イベント抑制効果評価のための多

施設共同研究

医歯学総合研究科 客員研究員 亀山仁史
潰瘍性大腸炎術後回腸嚢炎の発症機序解明：腸内細菌叢お

よび脂質メディエーターの解析

医歯学総合研究科 客員研究員 佐藤光希
虚血性不整脈の原因遺伝子同定による病態解明と新たな個

別化治療の開発

医歯学総合研究科 客員研究員 土屋康雄
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

医歯学総合研究科 客員研究員 長澤綾子 大動脈疾患における細胞老化の病的意義の解明

医歯学総合研究科 客員研究員 古内亮
褐色脂肪における血管老化制御を介した新たな恒常性維持

機構の解明

医歯学総合研究科 研究員 昆はるか
訪問歯科診療時の負担軽減方策　補助器具使用と診療ポジ

ションの有効性の検証

医歯学総合研究科
日本学術振

興会特別研
酒井晶子

臨界期可塑性におけるコヒーシンを介したクロマチン構造

制御のメカニズム
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基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

医歯学総合病院 教授 冨田善彦
免疫プロファイリングによる免疫チェックポイント療法へ

の感受性規定因子の同定

医歯学総合病院 特任教授 生越章 骨軟部腫瘍に対する免疫治療の開発

医歯学総合病院 特任教授 北村信隆
口腔粘膜重層培養系を用いたmTOR阻害剤による口内炎発

症機序の解明

医歯学総合病院 特任教授 小澤鉄太郎
シヌクレイノパチー前駆症状に関与する口腔微生物神経毒

の定量的検討

医歯学総合病院 特任教授 八木一芳 胃癌発生腺管の3D組織構築と遺伝子解析からの検討

医歯学総合病院 准教授 荒井良明
グラスファイバー強化型レジンブロック削り出しダウエル

コアを用いた支台築造法の開発

医歯学総合病院 准教授 木村慎二
ピエゾセンサーを用いた嚥下機能評価法と嚥下リハ地域連

携システムの確立

医歯学総合病院 准教授 小林哲夫
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－

医歯学総合病院 准教授 須貝拓朗
腸内細菌叢に着目した統合失調症のmortality gap回復と新

たな治療戦略

医歯学総合病院 准教授 西島浩二
早産児の消化管成熟に向けた治療戦略：肺サーファクタン

トと胎脂を用いた動物実験

医歯学総合病院 准教授 茂呂寛
肺MAC症におけるバイオマーカーCXCL10の有用性につい

て

医歯学総合病院 准教授 山本卓
新規リン代謝マーカー：ポリリン酸と腎臓病で増悪する感

染症の関連

医歯学総合病院 准教授 横山純二
小腸絨毛基底膜における「窓」の脂肪吸収に対する調節機

能の解明

医歯学総合病院 講師 秋葉陽介
規格化ナノ構造に接着する蛋白質が制御する細胞機能の解

明

医歯学総合病院 講師 今村勝
新規膜結合型キメラサイトカインによるNK細胞増幅法の

開発

医歯学総合病院 講師 上村顕也
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

医歯学総合病院 講師 牛木隆志
SOCS3が制御する高脂肪誘発性myeloid hematopoiesisの

機序

医歯学総合病院 講師 大島邦子
外傷歯における神経伝達シグナルと人為的血流調節による

歯髄静的幹細胞賦活化の試み

医歯学総合病院 講師 勝良剛詞
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
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基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

医歯学総合病院 講師 上村顕也
臓器選択的ハイドロダイナミック遺伝子導入法の新規膵癌

遺伝子治療法への応用

医歯学総合病院 講師 児玉泰光 3D画像を用いた新しい口蓋裂咬合評価システムの構築

医歯学総合病院 講師 近藤直樹
骨密度を規定する候補遺伝子Mpp7の骨組織における役割

の解明

医歯学総合病院 講師 柴崎康彦
同種造血細胞移植の再発率低下を目指したリハビリテー

ション法の確立

医歯学総合病院 講師 高橋直紀
口腔－腸管連関の新展開：嚥下された歯周病原細菌は腸炎

を悪化させるか？

医歯学総合病院 講師 田中裕
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

医歯学総合病院 講師 土屋淳紀
間葉系幹細胞の急性肝障害下の産生物質、エクソソームに

着目した抗炎症療法の開発

医歯学総合病院 講師 長崎啓祐
本邦における中枢性甲状腺機能低下症の診療状況および分

子遺伝学的検討

医歯学総合病院 講師 長谷川陽子 咀嚼時の情動変化が脳賦活に与える影響

医歯学総合病院 講師 福井直樹
周産期の母親から子への愛着形成に影響を与える精神医学

的・産科学的因子の同定

医歯学総合病院 講師 船山昭典 口腔癌進展における癌関連線維芽細胞（CAF)の機能解明

医歯学総合病院 講師 真柄仁
顎口腔運動学習による嚥下関連高次脳ネットワーク再構築

を検証する

医歯学総合病院 講師 丸山智
唾液腺腫瘍の低酸素応答性増殖機構を標的とした抗腫瘍治

療法の創出

医歯学総合病院 講師 森田由香 加齢性難聴が認知機能障害に与える影響に関する研究

医歯学総合病院 講師 吉羽永子
ヒト歯髄の創傷治癒過程におけるM2マクロファージと

シュワン細胞の相互作用の解明

医歯学総合病院 講師 渡邊慶
成人期脊柱変形の進行メカニズム～骨格筋減少に着目した

大規模コホート研究

医歯学総合病院 特任講師 目良恒 関節軟骨修復に寄与するマイクロRNAの探索

医歯学総合病院 助教 秋葉奈美
生理機能亢進細胞混合移植とレドックス制御による長期骨

量維持可能な骨増生法開発

医歯学総合病院 助教 安達聡介
単一細胞シークエンスを用いた卵巣類内膜癌の発症機序の

解明
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部局名 職名 氏名 研究課題名

医歯学総合病院 助教 飯嶋賢一
心室細動の発症、維持、再発に関与する解剖学的基盤を標

的とした新たな治療法の開発

医歯学総合病院 助教 石黒竜也
特異的代謝メカニズムを標的とした婦人科悪性腫瘍がん幹

細胞の新規治療法の探索

医歯学総合病院 助教 堅田朋大
胃癌DNA二重鎖損傷修復機構破綻の包括的評価と臨床的意

義の解明

医歯学総合病院 助教 忰田亮平 23Na-MRIを用いたネフローゼ症候群の病態生理の解析

医歯学総合病院 助教 塩見晶
運動能指標による骨分化能を識別するヒト間葉系幹細胞の

非破壊的品質評価管理法の開発

医歯学総合病院 助教 滝沢一泰
膵癌患者の免疫微小環境における脂質メディエーター分子

の役割と臨床的意義

医歯学総合病院 助教 竹山雅規
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

医歯学総合病院 助教 田中崇裕
血球吸着モデルを用いたLAM患者におけるシロリムス最適

薬用量決定法の提案

医歯学総合病院 助教 中野雅人
卵巣癌肝転移における直腸間膜リンパ節転移を経由した新

たな転移経路の解明

医歯学総合病院 助教 新美奏恵
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‐

医歯学総合病院 助教 能仲太郎
子宮内胎児発育不全の発症予防を目的とした遺伝子多型と

嗜好品摂取との相互作用解析

医歯学総合病院 助教 長谷部大地
顎変形症患者における鼻咽腔領域における気道形態変化の

シミュレーションモデルの考案

医歯学総合病院 助教 羽入隆晃
胃癌マイクロサテライト不安定性評価の検証と薬物治療に

おける臨床的意義の解明

医歯学総合病院 助教 林正周
インフルエンザ肺炎の早期診断法の確立とサイトカインパ

ネルを用いた重症化機序の解明

医歯学総合病院 特任助教 大島伸介
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

医歯学総合病院 特任助教 小川信
ヒストグラムを用いた培養自家骨膜細胞の骨代謝活性の数

理的画像解析

医歯学総合病院 特任助教 田崎正行
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

医歯学総合病院 特任助教 中野麻恵
炎症性腸疾患に合併する大腸癌における遺伝子変異に基づ

いた新しい診断・治療法の確立

医歯学総合病院 特任助教 廣瀬雄己
肝細胞癌の脈管侵襲における脂質メディエーター分子機構

の解明と臨床的意義
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基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

医歯学総合病院 特任助教 保屋野真 老化シグナルによって制御される肺高血圧の病態解析

医歯学総合病院 特任助教 八木原伸江
次世代シークエンスを用いた致死性不整脈の新たな原因遺

伝子の探索

医歯学総合病院 特任助教 柳川貴央
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

医歯学総合病院 医員 勝海悟郎
老化細胞の選択的除去効果を有する新規薬剤の導出と加齢

性疾患への効果の検討

医歯学総合病院 医員 須田将吉
新規老化関連分子SAGPを標的とした老化細胞除去による

加齢関連疾患治療法の開発

医歯学総合病院 医員 高橋奈央
喘息発症における上咽頭細菌叢の関与：16s rRNA解析を

用いた網羅的検討

医歯学総合病院 医員 船山さおり 自発性異常味覚の苦味の正体にせまる

医歯学総合病院 薬剤師 江田岳誉
膠芽腫に対する代謝リプログラミングおよびmTORを標的

とした効果的薬物療法の確立

脳研究所 教授 藤井幸彦
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

脳研究所 准教授 阿部学
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

脳研究所 准教授 大石誠
神経組織内因性蛍光反応を基盤とした大脳皮質活動領域の

術中直接可視法の確立

脳研究所 准教授 岡本浩一郎
髄芽腫：3T-MRSでのglutamine, 2HG検出による遺伝子

型・予後予測

脳研究所 准教授 金澤雅人
慢性期脳梗塞の機能回復を促進させる低酸素・低糖刺激末

梢血単核球療法の検討

脳研究所 准教授 清水宏
パーキンソン病の多中心性病巣形成と伝播：剖検組織の透

明化と三次元観察による検証

脳研究所 准教授 他田真理
白質脳症におけるミクログリアによるアストロサイトの制

御機構

脳研究所 准教授 菱田竜一
痛覚刺激による注意干渉の回路メカニズム：マウス皮質イ

メージングを用いた解析

脳研究所 講師 福田七穂
mRNA翻訳の時空間的な制御が嗅神経細胞の形成や機能に

果たす役割の解明

脳研究所 助教 岩倉百合子
ペリニューロナルネット調節を介したGABA神経への脳内

栄養因子の作用機序の解明

脳研究所 助教 植木智志
房水産生のメカニズムにおけるアクアポリンの役割―緑内

障治療剤の開発を目指して―
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部局名 職名 氏名 研究課題名

脳研究所 助教 内田仁司
アトピー性皮膚炎の痒み過敏に関与する神経エピジェネ

ティクスの解明

脳研究所 助教 中務胞
ヒト脳機能解明への道程としての異種間移植による遺伝子

改変マーモセットの作製

脳研究所 助教 春日健作
進行性核上性麻痺におけるアルツハイマー病関連蛋白の挙

動とバイオマーカーへの応用

脳研究所 助教 須貝章弘
選択的スプライシングの操作により天然変性領域を制御す

るALS治療戦略の検証

脳研究所 助教 棗田学
悪性神経膠腫に対して腫瘍特異的ポドプラニンを標的とし

た術中療法の開発

脳研究所 助教 難波寿明
げっ歯類統合失調症モデルの行動課題に伴う黒質ドパミン

神経活動

脳研究所 助教 平石哲也
悪性髄膜腫における標的可能遺伝子変異の同定と新規治療

確立

脳研究所 特任准教授 加藤泰介
遺伝性脳小血管病変異TREX1の細胞内局在異常による毒性

機能獲得メカニズムの解明

脳研究所 特任講師 田中惠子 抗MOG 抗体が介在する自己免疫性視神経炎の病態解析

脳研究所 非常勤講師 澁木克栄 医療用ゲームによる皮質盲診断・治療システム

学術情報基盤機構 准教授 青山茂義
福島原発トリチウム汚染水問題解決を目指した核力第一原

理計算によるt+p反応の分析

学術情報基盤機構 准教授 三河賢治
超スマート社会を支える高機能な軽量パケットフィルタの

開発

学術情報基盤機構 助教 宮北和之
異なる移動体流間で情報の拡散・共有を行うための情報フ

ローティングフェリーの開発

教育・学生支援機構 准教授 足立祐子 教師教育者の資質とその養成モデルに関する研究

教育・学生支援機構 准教授 有田佳代子
第二次大戦期ベトナムの日本語教育史研究―日本プロパガ

ンダ誌を基礎史料として

教育・学生支援機構 准教授 蒙ユン
中国人日本語学習者のビジネス・コミュニケーションの困

難点の解明

教育・学生支援機構 准教授 五島譲司
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

教育・学生支援機構 准教授 西條秀俊
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

教育・学生支援機構 准教授 張雲
民主化における政権中枢の認知転換のメカニズム-ミャン

マーを中心に
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基盤研究(C)

部局名 職名 氏名 研究課題名

教育・学生支援機構 准教授 ハドリー浩美
短期海外研修と教育の質保証－事前・事後指導の全学モデ

ル構築

教育・学生支援機構 特任准教授 櫻井典子
学生・教職員・地域住民が互いを高め合う地域連携学習モ

デルの構築

経営戦略本部 准教授 関隆宏 部分構造論理における結合則の族の階層性

経営戦略本部 特任助教 西原亜矢子
大学で行われるジェンダー教育における性的マイノリティ

当事者学生の支援と意義

経営戦略本部 准教授 村田享香
非言語コミュニケーションの性差が科学教育にもたらす効

果の検証

研究推進機構 特任助教 周麗
小脳失調症を示すpcdマウスの細胞種特異的機能解析とそ

の治療法の探索

研究推進機構 助教 西井稜子
湿潤変動帯における大規模崩壊地の土砂生産プロセスの解

明

国際連携推進本部 准教授 山川詩保子 ロシアの高等教育の現状と日露国際交流の諸課題

保健管理・環境安全本

部
准教授 黒田毅 AAアミロイドの重合と組織沈着機構の解明

保健管理・環境安全本

部
講師 佐藤弘恵

ループス腎炎の発症病態における抗リボソームP抗体の関

与

佐渡自然共生科学セン

ター
教授 永田尚志 トキの個性の維持機構とその適応的意義

佐渡自然共生科学セン

ター
准教授 阿部晴恵

日本とアジア大陸間の相互移入に基づく植物多様性ホット

スポットの形成プロセス

佐渡自然共生科学セン

ター
准教授 飯田碧 島に生息する淡水魚の分散能力の退化の検証

佐渡自然共生科学セン

ター
准教授 岸本圭子

耕作放棄地の生態系機能を検証する－害虫抑制効果の解明

－

佐渡自然共生科学セン

ター
准教授 豊田光世

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

地域創生推進機構 教授 尾田雅文 皮膚障害を考慮したDVT予防装置の開発

地域創生推進機構 准教授 小浦方格
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

災害・復興科学研究所 教授 卜部厚志
富山湾沿岸地域の海水準変動と平野の形成過程の復元－弥

生の海退はあるのか－
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