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アーント　沙羅 ｱｰﾝﾄ ｻﾗ 言語学関連 トランシルヴァニア・ザクセン方言における 京都大学 人間・環境学研究 河崎　靖 教授
auchの並列接続詞的用法と言語変化 科

青木　要祐 ｱｵｷ ﾖｳｽｹ 考古学関連 日本列島に流入した後期旧石器時代人類の生 東北大学 文学研究科 鹿又　喜隆 准教授
業活動の変化-石器微細痕跡研究の確立-

浅岡　健志朗 ｱｻｵｶ ｹﾝｼﾛｳ 言語学関連 チェコ語を中心とする所有の対照研究 東京大学 人文社会系研究科 西村　義樹 教授

穴井　潤 ｱﾅｲ ｼﾞﾕﾝ 日本文学関連 中古中世私家集とその編纂意識をめぐる研究 早稲田大学 文学研究科 兼築　信行 教授

荒井　悠太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ アジア史およびアフリカ史関 イブン・ハルドゥーン『実例の書』に関する 早稲田大学 文学研究科 五十嵐　大 准教授
連 総合的研究 介

YI　YEONGIL ｲ ﾖﾝｲﾙ 言語学関連 現代朝鮮語の否定の意味機能 東京大学 人文社会系研究科 福井　玲 教授

石川　典子 ｲｼｶﾜ ﾉﾘｺ ヨーロッパ文学関連 アンドレ・マルローにおける人間のイメージ 東京大学 総合文化研究科 桑田　光平 准教授
の変遷

石田　崇 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ 英語学関連 特異な表現の修飾に関する日英語対照研究： 筑波大学 人文社会科学研究 廣瀬　幸生 教授
A-N表現における形式・意味・機能 科

板垣　優河 ｲﾀｶﾞｷ ﾕｳｶﾞ 考古学関連 縄文時代における植物食料化技術の考古・民 京都大学 文学研究科 下垣　仁志 准教授
俗学的研究

板久　梓織 ｲﾀｸ ｼｵﾘ 文化人類学および民俗学関連 ケニアのアート作品制作の民族誌的研究--グ 首都大学東京 大学院人文科学研 小田　亮 教授
シイ族のソープストーン彫刻を事例として 究科

市川　遥 ｲﾁｶﾜ ﾊﾙｶ 日本文学関連 日本近代文学からみる「傷痍軍人」表象　- 名古屋大学 人文学研究科 日比　嘉高 准教授
戦争を語る傷ついた身体-

糸川　風太 ｲﾄｶﾞﾜ ﾌｳﾀ 日本史関連 日本近世史における幕府支配の特質と矛盾- 大阪大学 文学研究科 村田　路人 教授
触伝達を中心として

井沼　香保里 ｲﾇﾏ ｶｵﾘ 英文学および英語圏文学関連 モダニズム文学の心霊主義的コンテクスト： 一橋大学 言語社会研究科 三原　芳秋 教授
「妖精写真事件」を事例として

請田　義人 ｳｹﾀ ﾖｼﾄ 美術史関連 「型取り」による造形とその言説の研究に基 東京大学 人文社会系研究科 秋山　聰 教授
づくフランス19世紀美術史再考

梅田　拓也 ｳﾒﾀﾞ ﾀｸﾔ 思想史関連 フリードリヒ・キットラーのメディア論--通 東京大学 学際情報学府 北田　暁大 教授
時的分析と共時的分析からの再解釈

袁　甲幸 ｴﾝ ｼﾞﾔｰｼﾝ 日本史関連 「府県」成立と近代国家の形成 早稲田大学 文学研究科 真辺　将之 教授

王　汝慈 ｵｳ ｼﾞﾖｼﾞ 人文地理学関連 東京大都市圏における土地利用変化のシナリ 筑波大学 生命環境科学研究 森本　健弘 講師
オ分析と将来予測モデルリング 科
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王　晴 ｵｳ ｾｲ 中国文学関連 満洲国における日本浪曼派の受容と変容 一橋大学 言語社会研究科 李　妍淑 教授

大川　孔明 ｵｵｶﾜ ｺｳﾒｲ 日本語学関連 古代日本語文体の計量的研究 東北大学 文学研究科 大木　一夫 教授

大谷　晋平 ｵｵﾀﾆ ｼﾝﾍﾟｲ 美学および芸術論関連 日本の「新しい波」による「主体」を表現す 神戸大学 神戸大学大学院　 板倉　史明 准教授
る映画の考察-映画の物語論的分析を通して 国際文化学研究科

大谷　琢磨 ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾏ 地域研究関連 アフリカ都市部のインフォーマリティに関す 京都大学 アジア・アフリカ 大山　修一 准教授
る人類学的研究-バイクタクシーを事例に- 地域研究研究科

岡田　眞太郎 ｵｶﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 人文地理学関連 公共サービスにおけるガバナンスから解明す 京都大学 文学研究科 米家　泰作 准教授
る非営利組織の地理的不均等分布

岡本　直美 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾐ 日本史関連 「島ぐるみ」闘争と沖縄戦後史の再検討：伊 同志社大学 グローバル・スタ 冨山　一郎 教授
江島土地闘争からみる自治的意志の形成過程 ディーズ研究科

荻原　大地 ｵｷﾞﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 日本文学関連 騒擾物実録の発展と受容に関する総合的研究 早稲田大学 教育学研究科 中嶋　隆 教授

奥村　華子 ｵｸﾑﾗ ｶﾅｺ 日本文学関連 〈炭鉱生活圏の文学〉に関する研究-戦後の 名古屋大学 人文学研究科 日比　嘉高 准教授
炭鉱住宅を事例に-

尾崎　賛美 ｵｻﾞｷ ｻﾝﾋﾞ 哲学および倫理学関連 カント、フィヒテにおける力動的「自我論」 早稲田大学 文学研究科 御子柴　善 教授
の研究-理論的自己知から実践的自己知へ- 之

尾田　知子 ｵﾀﾞ ﾄﾓｺ 英文学および英語圏文学関連 J．D．サリンジャーの作品における「カウン 神戸大学 人文学研究科 山本　秀行 教授
ター・カルチャー」的文化表象

柯　明 ｶ ﾒｲ 中国文学関連 東アジア近世女性漢詩人の作品に関する比較 早稲田大学 文学研究科 岡崎　由美 教授
研究-旅を中心として-

加藤　一輝 ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ ヨーロッパ文学関連 ジョゼフ・ド・メーストルと近代文学の創造 東京大学 人文社会系研究科 塩塚　秀一 准教授
郎

加藤　久美子 ｶﾄｳ ｸﾐｺ 文化人類学および民俗学関連 東部インドネシアスラウェシにおける海民バ 上智大学 グローバル・スタ 福武　慎太 教授
ジョの「起源説」をめぐる文化人類学的研究 ディーズ研究科 郎

加藤　真生 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 日本史関連 戦傷病死者と近代日本 名古屋大学 人文学研究科 河西　秀哉 准教授

金子　正弘 ｶﾈｺ ﾏｻﾋﾛ 外国語教育関連 学習者のライティングレベルを考慮した自動 首都大学東京 大学院システムデ 小町　守 准教授
英語文法誤り訂正 ザイン研究科

加納　遥香 ｶﾉｳ ﾊﾙｶ 芸術実践論関連 ベトナム・オペラをめぐる政策と実践：社会 一橋大学 社会学研究科 足羽　與志 教授
主義ベトナムにおける文化構築 子

北岡　志織 ｷﾀｵｶ ｼｵﾘ ヨーロッパ文学関連 現代ドイツ演劇における「他者」表象の研究 東京大学 総合文化研究科 足立　信彦 教授
-難民演劇をめぐる諸問題-
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金　智慧 ｷﾑ ｼﾞﾍ 日本文学関連 活歴物・松羽目物を中心とした明治歌舞伎の 大阪大学 文学研究科 飯倉　洋一 教授
「古典化」に関する研究

キム　ハンバク ｷﾑ ﾊﾝﾊﾞｸ アジア史およびアフリカ史関 配流刑の時代-清代配流刑の諸相をめぐって 京都大学 文学研究科 中砂　明徳 教授
連

木村　崇是 ｷﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 外国語教育関連 日本人英語学習者による文法素性の習得-解 中央大学 文学研究科 若林　茂則 教授
釈不能素性を用いた理論的・実証的研究

久保田　昌弘 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 宗教学関連 ルカ文書における仲介者像 同志社大学 神学研究科 石川　立 教授

熊谷　友里 ｸﾏｶﾞｲ ﾕﾘ 宗教学関連 ゲランジェによる典礼言語の革新ー近代カト 東京大学 人文社会系研究科 池澤　優 教授
リックにおける祈りの構造転回ー

ＧＵ　ＷＥＮＹ ｺ ﾌﾞﾝｴｲ 思想史関連 方法としての近代陽明学-日本・東アジア近 立命館大学 文学研究科 桂島　宣弘 教授
ＩＮＧ 代思想史の再検討

河野　碧 ｺｳﾉ ﾐﾄﾞﾘ 美術史関連 画家ジェームズ・マクニール・ホイッスラー 東京藝術大学 美術研究科 佐藤　直樹 准教授
の国際的評価形成の過程の究明

小坂　有弘 ｺｻｶ ｱﾘﾋﾛ 中国哲学、印度哲学および仏 中観派の修行プロセスにおける伝統説の受容 筑波大学 人文社会科学研究 吉水　千鶴 教授
教学関連 と超克 科 子

小林　理正 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞﾏｻ 日本文学関連 平安末期本文の復元と遡及に関する研究-『 大阪大学 文学研究科 勢田　道生 准教授
狭衣物語』の鎌倉期書写本を利用して-

小林　知恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｴ 哲学および倫理学関連 S．ブラックバーンの準実在論を基底とした 北海道大学 文学研究科 藏田　伸雄 教授
包括的な道徳理論の構築

小堀　慎悟 ｺﾎﾞﾘ ｼﾝｺﾞ 史学一般関連 植民地における衛生をめぐる近代性と現地社 京都大学 文学研究科 高嶋　航 教授
会-20世紀前半の香港を例としてー

ＧＯＧＡＴＥ　 ｺﾞｸﾃ ﾏﾍｰｼﾕ 地域研究関連 植民地期以降のインドの聖空間の公共化と水 京都大学 アジア・アフリカ Ｄ‘Ｓｏｕ 准教授
Ｍａｈｅｓｈ 環境の変容に関する研究 地域研究研究科 ｚａ　Ｒｏ

ｈａｎ

齊藤　都 ｻｲﾄｳ ﾐﾔｺ 言語学関連 オノマトペと一般語彙のカテゴリー化：抽象 名古屋大学 人文学研究科 秋田　喜美 准教授
化の習得を探る

坂川　幸祐 ｻｶｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 考古学関連 交流史としての先匈奴期初期遊牧民社会の研 京都大学 文学研究科 吉井　秀夫 教授
究：腰帯及びその諸属性を中心に

佐久本　佳奈 ｻｸﾓﾄ ｶﾅ 日本文学関連 沖縄近現代文学をめぐる人の移動 一橋大学 言語社会研究科 星名　宏修 教授

佐藤　広大 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 哲学および倫理学関連 知覚としての意図--より広い「意図」概念を 慶應義塾大学 文学研究科 柏端　達也 教授
用いた新しい行為の哲学の構築にむけて
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清水　智史 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ 日本文学関連 谷崎潤一郎を視座とした戦間期日本文学と政 早稲田大学 文学研究科 宗像　和重 教授
治・思想に関する総合的研究

白石　華子 ｼﾗｲｼ ﾊﾅｺ 地域研究関連 タイにおける考古学の営みと遺跡の保存-そ 京都大学 アジア・アフリカ 速水　洋子 教授
の歴史的変遷と現在- 地域研究研究科

上嶋　悟史 ｼﾞﾖｳｼﾏ ｻﾄｼ 美術史関連 円山応挙の仏画制作とその円山派/原派にお 神戸大学 人文学研究科 増記　隆介 准教授
ける展開

末森　晴賀 ｽｴﾓﾘ ﾊﾙｶ アジア史およびアフリカ史関 近世東地中海世界におけるオスマン朝とヨー 北海道大学 文学研究科 佐藤　健太 准教授
連 ロッパ-キョプリュリュ家を中心に- 郎

杉山　恵梨 ｽｷﾞﾔﾏ ｴﾘ 美学および芸術論関連 戦後日本における古楽受容の研究　-ドイツ 大阪大学 文学研究科 伊東　信宏 教授
語圏との比較を通して-

鈴木　真吾 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ アジア史およびアフリカ史関 近代オスマン帝国における公衆衛生問題-イ 慶應義塾大学 文学研究科 長谷部　史 教授
連 ズミルの事例から 彦

成　高雅 ｾｲ ｺｳｶﾞ 中国哲学、印度哲学および仏 江戸後期医学における考証学派の成立と展開 京都大学 人間・環境学研究 道坂　昭廣 教授
教学関連 ：日中考証学の比較を中心に 科

関　千賀子 ｾｷ ﾁｶｺ 日本史関連 江戸幕府の遊所統制とその変容 一橋大学 社会学研究科 若尾　政希 教授

瀬戸　はるか ｾﾄ ﾊﾙｶ 美術史関連 アーニョロ・ブロンヅィーノとメディチ宮廷 東北大学 文学研究科 尾崎　彰宏 教授

曾　イ ｿｳ ｲ 哲学および倫理学関連 ヴィトゲンシュタイン数学哲学の意義と可能 名古屋大学 情報学研究科 戸田山　和 教授
な応用に関する再検討 久

相馬　尚之 ｿｳﾏ ﾅｵﾕｷ 思想史関連 人造人間表象の変遷に関する研究：近代以降 東京大学 総合文化研究科 田中　純 教授
の科学思想の影響から

高瀬　航平 ﾀｶｾ ｺｳﾍｲ 宗教学関連 １９・２０世紀日本における「蒙古襲来」表 東京大学 人文社会系研究科 西村　明 准教授
象の諸相に関する宗教史学的研究

田中　美佳 ﾀﾅｶ ﾐｶ アジア史およびアフリカ史関 近代朝鮮における出版文化の形成-出版社「 九州大学 人文科学府 小野　容照 准教授
連 新文館」(1908-1922)を中心に

谷川　みらい ﾀﾆｶﾜ ﾐﾗｲ 日本史関連 近代日本の官営事業とその払下げ-政府・民 東京大学 人文社会系研究科 鈴木　淳 教授
間事業者・地域の関係から-

谷口　晴彦 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾋｺ 人文地理学関連 空間スケールから捉えた農業用水管理に関す 京都大学 人間・環境学研究 小島　泰雄 教授
る農村地理学研究 科

田野崎　アンド ﾀﾉｻｷ ｱﾝﾄﾞﾚｰｱｱﾗ ヨーロッパ史およびアメリカ アンジュー帝国における諸宮廷の構造と機能 東京大学 人文社会系研究科 高山　博 教授
レーア嵐 ｼ 史関連
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垂見　真理 ﾀﾙﾐ ﾏﾘ 考古学関連 古人骨の病理痕からみた古代社会の考古学的 奈良女子大学 人間文化研究科 宮路　淳子 教授
研究

曹　有敬 ﾁﾖｰ ﾕｰｷﾖﾝ 美学および芸術論関連 現代音楽におけるコラージュ技法研究:1970 東京大学 人文社会系研究科 吉田　寛 准教授
年代の作曲家の実践と音楽観を軸として

張　晶キン ﾁﾖｳ ｼﾖｳｷﾝ 日本語教育関連 日本語オノマトペの言語特性の解明と日本語 神戸大学 国際文化学研究科 石川　慎一 教授
学習者のための指導システムの開発 郎

陳　駿千 ﾁﾝ ｼﾕﾝｾﾝ 中国文学関連 『三国志演義』版本の研究～二十四巻系諸本 関西大学 文学研究科 井上　泰山 教授
の系譜～

通　然 ﾂｳ ﾈﾝ 中国哲学、印度哲学および仏 中国初期禅思想史研究-6世紀から8世紀を中 東洋大学 文学研究科 伊吹　敦 教授
教学関連 心として-

坪田　珠里 ﾂﾎﾞﾀ ｼﾞﾕﾘ 日本語教育関連 国家、個人、社会の視点からみたベトナム日 京都外国語大学 外国語学研究科 由井　紀久 教授
本語教育の政策史とライフコース論研究 子

出口　誠 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 日本文学関連 紀伝道文人における延喜・天暦聖代観につい 筑波大学 人文社会科学研究 谷口　孝介 教授
ての研究--一条朝の文学を中心に-- 科

鳥羽　加寿也 ﾄﾊﾞ ｶｽﾞﾔ 言語学関連 新出土文献を活用した古代漢語音韻研究 大阪大学 文学研究科 湯浅　邦弘 教授

中澤　英利子 ﾅｶｻﾞﾜ ｴﾘｺ 日本語教育関連 ブラジルの日系コミュニティにおける日本語 横浜市立大学 都市社会文化研究 坪谷　美欧 都市社会文
の集合的継承 科 子 化研究科准

教授

中野　真備 ﾅｶﾉ ﾏｷﾋﾞ 地域研究関連 中部スラウェシ・サマ人の漁撈活動における 京都大学 アジア・アフリカ 古澤　拓郎 准教授
知識形成と環境適応 地域研究研究科

中野　由宇稀 ﾅｶﾉ ﾕｳｷ 文化財科学関連 LED光源を用いた考古遺物に含まれる顔料・ 明治大学 明治大学大学院　 本多　貴之 准教授
染料の定性方法の開発 理工学研究科

中山　慧輝 ﾅｶﾔﾏ ｹｲｷ 中国哲学、印度哲学および仏 インド瑜伽行派の基本典籍『瑜伽師地論』に 京都大学 文学研究科 宮崎　泉 教授
教学関連 おける無常説の解明

長尾　麻由季 ﾅｶﾞｵ ﾏﾕｷ 英文学および英語圏文学関連 トニ・モリスン文学における物質の研究--マ 大阪大学 言語文化研究科 渡邉　克昭 教授
テリアル・エコクリティシズムの観点から

夏目　宗幸 ﾅﾂﾒ ﾑﾈﾕｷ 人文地理学関連 地理情報科学的接近による近世武蔵野の地誌 京都大学 人間・環境学研究 小方　登 教授
学研究 科

仁方越　洪輝 ﾆｶﾞﾀｺﾞｼ ﾋﾛｷ 美術史関連 四条派における作画意識の変遷について 京都大学 文学研究科 根立　研介 教授

西村　広経 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾂﾈ 考古学関連 日本列島東北部の縄文時代後・晩期における 東京大学 人文社会系研究科 設楽　博己 教授
儀礼的廃棄行為の研究
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林　和樹 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ 日本史関連 岩手県庁と日本鉄道-明治期地方土木官僚の 京都大学 文学研究科 谷川　穣 准教授
位置づけ-

林　優来 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 史学一般関連 20世紀イタリア王国における航空機技術と社 東京大学 総合文化研究科 池上　俊一 教授
会

原　将吾 ﾊﾗ ｼﾖｳｺﾞ 言語学関連 セム系言語における目的語標示：シリア語と 筑波大学 人文社会科学研究 池田　潤 教授
グラゲ諸語の対照研究 科

原　塁 ﾊﾗ ﾙｲ 美学および芸術論関連 武満徹の作曲技法と創作観に関する研究：ピ 京都大学 人間・環境学研究 武田　宙也 准教授
アノ独奏曲を中心に 科

彭毛　才旦 ﾊﾟｸﾓ ﾂｴﾃﾝ 中国哲学、印度哲学および仏 チベット仏教中観思想の研究 広島大学 文学研究科 根本　裕史 教授
教学関連

平田　良行 ﾋﾗﾀ ﾖｼﾕｷ 日本史関連 近世中後期幕府代官の貸付金政策の研究-信 大阪大学 文学研究科 村田　路人 教授
楽代官多羅尾氏を中心に-

平野　綾香 ﾋﾗﾉ ｱﾔｶ 言語学関連 タイー・ヌン語諸方言の研究 大阪大学 言語文化研究科 清水　政明 教授

深田　孝太朗 ﾌｶﾀ ｺｳﾀﾛｳ ヨーロッパ文学関連 マルグリット・ユルスナールにおけるユマニ 東京大学 人文社会系研究科 塚本　昌則 教授
スムの現代的意義の研究

福田　浩久 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾋｻ 文化人類学および民俗学関連 ルワンダの狩猟採集民トゥワのコスモロジー 立命館大学 先端総合学術研究 小川　さや 准教授
の映像人類学 科 か

藤原　あゆみ ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾕﾐ 英文学および英語圏文学関連 19世紀アメリカ小説におけるジェンダーと語 東京大学 人文社会系研究科 後藤　和彦 教授
りの戦略--メルヴィルを中心に

古川　慧 ﾌﾙｶﾜ ｹｲ 言語学関連 平板型とダウンステップの実験的・理論的検 東京大学 総合文化研究科 広瀬　友紀 教授
証

古橋　牧子 ﾌﾙﾊｼ ﾏｷｺ 地域研究関連 現代における栽培植物の成立過程-ベトナム 京都大学 アジア・アフリカ 小坂　康之 准教授
のドクダミ栽培とその利用に着目して- 地域研究研究科

古谷　美也子 ﾌﾙﾔ ﾐﾔｺ 美術史関連 近世武家政権下における舞楽図の受容と展開 筑波大学 人間総合科学研究 林　みちこ 准教授
科

ＢＥＴＴＡＩＥ ﾍﾞﾂﾀｲﾌﾞ ﾎﾞｼﾕﾗ 人文地理学関連 外国旅行者のための案内情報の提供と利用に 首都大学東京 大学院都市環境科 若林　芳樹 教授
Ｂ　ＢＯＣＨＲ
Ａ

関する都市間比較 学研究科

星野　麗子 ﾎｼﾉ ﾚｲｺ 文化人類学および民俗学関連 中国西部四川客家エスニシティの実態化をめ 総合研究大学院 文化科学研究科 韓　敏 教授
ぐる人類学的研究 大学
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本間　美紀 ﾎﾝﾏ ﾐｷ 美術史関連 ティムール朝ヘラート派絵画の研究 早稲田大学 文学研究科 益田　朋幸 教授

ＢＡＯ　ＳＨＵ ﾎﾞｳ ｻﾗ 文化人類学および民俗学関連 農耕化したモンゴル人関する人類学的研究: 東北大学 文学研究科 沼崎　一郎 教授
ＡＮＧＹＵＥ 家畜、資源利用の変化と社会関係を中心に

松井　梓 ﾏﾂｲ ｱｽﾞｻ 文化人類学および民俗学関連 都市への移動と社会ネットワークの動態に関 京都大学 アジア・アフリカ 高橋　基樹 教授
する人類学的研究-モザンビーク島を事例に 地域研究研究科

松井　健人 ﾏﾂｲ ｹﾝﾄ ヨーロッパ史およびアメリカ 教養理念をめぐる民衆図書館活動の展開-ヴ 東京大学 教育学研究科 小玉　重夫 教授
史関連 ァイマル期・ナチ期を中心に-

松浦　智博 ﾏﾂｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ 日本史関連 近世宿駅社会論-近江国柏原宿を素材に- 京都府立大学 京都府立大学大学 藤本　仁文 京都府立大
院文学研究科 学文学部歴

史学科准教
授

的場　敦也 ﾏﾄﾊﾞ ｱﾂﾔ ヨーロッパ文学関連 中期キェルケゴールの愛の思想--「愛はすべ 京都大学 人間・環境学研究 大川　勇 教授
てを希望する」というテーゼを中心に 科

三上　温湯 ﾐｶﾐ ｵﾝﾕ 哲学および倫理学関連 行為の記述と意味の理論ー行為の合理化・理 首都大学東京 大学院人文科学研 岡本　賢吾 教授
解・ダメット意味理論ー 究科

宮田　晃碩 ﾐﾔﾀ ｱｷﾋﾛ 哲学および倫理学関連 「他者の語りの理解」の現象学的解明：M． 東京大学 総合文化研究科 古荘　真敬 教授
ハイデガーの他者論の批判的検討

宮本　佳和 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ 文化人類学および民俗学関連 牧畜民の空間認識と禁忌-ナミビアのヒンバ 神戸大学 国際文化学研究科 岡田　浩樹 教授
及びヘレロの土地所有問題との関連から

村山　木乃実 ﾑﾗﾔﾏ ｺﾉﾐ 宗教学関連 現代イラン「宗教的知識人」アリー・シャリ 東京外国語大学 総合国際学研究科 佐々木　あ 准教授
ーアティー(1933-77)の宗教思想 や乃

藻谷　悠介 ﾓﾀﾆ ﾕｳｽｹ アジア史およびアフリカ史関 ムハンマド・アリー占領下のシリアにおける 東京大学 人文社会系研究科 森本　一夫 准教授
連 支配機構の研究：その近代的性格をめぐって

森下　勇矢 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳﾔ ヨーロッパ文学関連 中世からバロックにかけての「愚」の概念変 東京大学 人文社会研究科 山本　潤 准教授
遷

門田　園子 ﾓﾝﾃﾞﾝ ｿﾉｺ デザイン学関連 横浜スカーフにみられるデザインとその価値 お茶の水女子大 人間文化創成科学 鈴木　禎宏 准教授
について 学 研究科

簗田　航 ﾔﾅﾀﾞ ﾜﾀﾙ ヨーロッパ史およびアメリカ 盛期中世のドイツにおける都市‐教会関係の 東京大学 人文社会系研究科 高山　博 教授
史関連 研究：大司教都市トリーアを中心に

山口　有梨沙 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾘｻ 美学および芸術論関連 明治・大正期西洋人向けキモノにみる日英の 筑波大学 人文社会科学研究 山口　惠里 教授
文化交流と身体の表象 科 子
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矢持　力 ﾔﾓﾁ ﾘｷ 哲学および倫理学関連 正戦論と国内類推--戦争の道徳的根拠の批判 京都大学 人間・環境学研究 齋藤　嘉臣 准教授
的検証 科

横田　悠矢 ﾖｺﾀ ﾕｳﾔ ヨーロッパ文学関連 1970年代以降のフランス自伝文学における読 京都大学 文学研究科 永盛　克也 准教授
者像の研究

吉田　真悟 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 地域研究関連 現代台湾語書き言葉の研究-文字使用の多様 一橋大学 言語社会研究科 糟谷　啓介 特任教授
性と規範形成を巡って

拉　加本 ﾗｱ ｼﾞﾔﾌﾞﾝ 文化人類学および民俗学関連 中国青海省海南チベット族自治州におけるチ 総合研究大学院 文化科学研究科 南　真木人 准教授
ベット人の伝統的民間信仰に関する研究 大学

李　慧 ﾘ ｹｲ 言語学関連 日本語における動詞複合語の意味形成のメカ 東京大学 総合文化研究科 伊藤　たか 教授
ニズム-中国語との比較を兼ねて ね

劉　佳 ﾘｳ ｼﾞｱ 美学および芸術論関連 カンディンスキーの抽象芸術論と中国画論 東京大学 人文社会系研究科 小田部　胤 教授
久

劉　冠偉 ﾘﾕｳ ｶﾝｲ 日本語学関連 漢字和訓連想シソーラスの構築による近世近 北海道大学 文学研究科 池田　証壽 教授
代漢和辞典の情報学的研究

梁　旭璋 ﾘﾖｳ ｷﾖｸｼﾖｳ 日本文学関連 日本近世煎茶書の研究 -漢籍受容と文人趣味 一橋大学 言語社会研究科 黒石　陽子 連携教授
の展開

若名　咲香 ﾜｶﾅ ｻﾔｶ 美術史関連 J． W． ウォーターハウス作品の「花を摘む 筑波大学 人文社会科学研究 山口　惠里 教授
女性像」に関する研究 科 子

渡辺　亮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾖｳ 中国哲学、印度哲学および仏 サンヴァラ系密教の儀礼に基づくインド密教 東北大学 文学研究科 桜井　宗信 教授
教学関連 史ー儀礼文献の原典研究ー

Ｖａｔｔｕｋｕ ﾜﾂﾄｳｸﾝﾌﾟ ﾃﾛ 言語学関連 ハイスラ語の記述文法 京都大学 文学研究科 千田　俊太 准教授
ｍｐｕ　Ｔｅｒ
ｏ

郎
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赤松　大輔 ｱｶﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ 教育心理学関連 英語学習における活用的学習観の社会的形成 名古屋大学 教育発達科学研究 中谷　素之 教授
過程 科

浅川　慎介 ｱｻｶﾜ ｼﾝｽｹ 公共経済および労働経済関連 児童手当制度が母親の就業状態に与えた政策 大阪大学 経済学研究科 佐々木　勝 教授
効果の推定-日本家計調査パネルを用いて

芦谷　圭祐 ｱｼﾀﾆ ｹｲｽｹ 政治学関連 政令指定都市における政治的代表の実証分析 大阪大学 法学研究科 北村　亘 教授
-計量テキスト分析を中心に

安達　有祐 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｽｹ 経済政策関連 交通インフラの整備が郊外化をもたらすメカ 名古屋大学 経済学研究科 根本　二郎 教授
ニズムの提案と検証

ＡＤＵＢＡ　Ｊ ｱﾄﾞｳﾊﾞ ｼﾞﾖｾﾌ ｼ 経済政策関連 サービス業における生産性・技術進歩/学習 立命館大学 経済学研究科 井澤　裕司 Professor
ｏｓｅｐｈ　Ｊ
ｕｎｉｏｒ

ﾞﾕﾆｱ の測定:ナイジェリア金融産業の実証研究

ＡＢＯＵ　ＫＨ ｱﾌﾞ ｶﾘﾙ ﾋﾞｸﾄﾘｱ 教育工学関連 コンテキスト間の空似言葉学習支援のための 京都大学 情報学研究科 緒方　広明 教授
ＡＬＩＬ　Ｖｉ
ｃｔｏｒｉａ

研究

安部　伸哉 ｱﾍﾞ ｼﾝﾔ 経済史関連 近世日本における地方米市場の取引制度分析 九州大学 経済学府 鷲崎　俊太 准教授
-長州藩・尾張藩・庄内藩を事例として- 郎

阿部　夏希 ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 臨床心理学関連 過剰適応の生起メカニズムの解明とその抑止 広島大学 教育学研究科 中島　健一 准教授
：アレキシサイミアと評価懸念に着目して 郎

天野　良明 ｱﾏﾉ ﾖｼｱｷ 会計学関連 国際財務報告基準（IFRS）が企業へ与える実 京都大学 経済学研究科 徳賀　芳弘 教授
体効果（Real effects）

飯島　有哉 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 臨床心理学関連 自傷行為の機能によるアセスメント方法の開 早稲田大学 人間科学研究科 根建　金男 教授
発と学校における支援の実践

飯村　大智 ｲｲﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 特別支援教育関連 就労・就業における吃音者の生活実態の把握 筑波大学 人間総合科学研究 宮本　昌子 准教授
と支援方法の検討 科

井口　亜希子 ｲｸﾞﾁ ｱｷｺ 特別支援教育関連 聴覚障害児の発達経過における音声言語環境 筑波大学 人間総合科学研究 原島　恒夫 教授
下での手指の役割に関する研究 科

池田　峻 ｲｹﾀﾞ ｼﾕﾝ 政治学関連 諮問機関の比較政治制度分析：審議会と連邦 京都大学 法学研究科 曽我　謙悟 教授
諮問委員会の比較研究

伊故海　貴則 ｲｺﾐ ﾀｶﾉﾘ 政治学関連 明治0～10年代の地域からみる多数決に基づ 立命館大学 文学研究科 山崎　有恒 教授
く〈近代的政治秩序〉成立過程の研究

石川　清貴 ｲｼｶﾜ ｷﾖﾀｶ 経済政策関連 自由貿易協定による地域の農業への影響の研 東京大学 農学生命科学研究 齋藤　勝宏 准教授
究 科
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石原　佳代子 ｲｼﾊﾗ ｶﾖｺ 公法学関連 二院制の下での上院の権限及び組織のあり方 京都大学 法学研究科 毛利　透 教授
に関する考察

出雲　勇一郎 ｲｽﾞﾓ ﾕｳｲﾁﾛｳ 経済史関連 戦前期北米における横浜正金銀行の活動 東京大学 経済学研究科 中村　尚史 教授

市川　和也 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾔ 教育学関連 ドイツにおける教育課程論の史的展開 京都大学 教育学研究科 西岡　加名 教授
恵

伊藤　篤希 ｲﾄｳ ｱﾂｷ 社会心理学関連 環境への適応戦略としてのヒエラルキーの実 京都大学 人間・環境学研究 内田　由紀 准教授
態の解明 科 子

岩本　大輝 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｷ 経営学関連 人的調整付加価値を用いた人的資産管理 慶應義塾大学 理工学研究科 鈴木　秀男 教授

ウイン　ウイン ｳｲﾝ ｳｲﾝ ｱｳﾝ ｶｲ 政治学関連 権威主義体制の部分的民主化：軍事政権の権 早稲田大学 政治学研究科 久保　慶一 教授
　アウン　カイ
ン

ﾝ 限留保領域の意義へ

上野　祥 ｳｴﾉ ｱｷﾗ 政治学関連 権威主義体制における抑圧・懐柔・異議申し 東京大学 総合文化研究科 遠藤　貢 教授
立て：「アラブの春」の比較政治学的分析

内田　直義 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵﾖｼ 教育社会学関連 20世紀後半エジプトにおけるイスラーム学校 名古屋大学 教育発達科学研究 服部　美奈 教授
制度の研究 科

宇土　裕亮 ｳﾄ ﾕｳｽｹ 教育心理学関連 間投詞による他者の意図を考慮したコミュニ 九州大学 九州大学人間環境 橋彌　和秀 准教授
ケーション発達 学府

梅本　祥央 ｳﾒﾓﾄ ｻﾁｵ 実験心理学関連 内発的・外発的動機の神経機構とその行動学 東京大学 総合文化研究科 岡ノ谷　一 教授
的分離：鳥類の歌行動をモデルとした研究 夫

王　盈文 ｵｳ ｴｲﾌﾞﾝ 国際法学関連 国内人権機関に関する研究-国際法上の理論 東京大学 法学政治学研究科 寺谷　広司 教授
的課題を中心に-

大久保　圭介 ｵｵｸﾎﾞ ｹｲｽｹ 教育心理学関連 ケアの性質を定める心理システムの機能と発 東京大学 教育学研究科 遠藤　利彦 教授
達機序の解明：二者間相互影響性に着目して

大貫　朋哉 ｵｵﾇｷ ﾄﾓﾔ 実験心理学関連 嗅周皮質における高次な多感覚統合メカニズ 同志社大学 脳科学研究科 櫻井　芳雄 教授
ムの解明

大野　愛哉 ｵｵﾉ ｱｲｶﾅ 特別支援教育関連 自閉スペクトラム症者の"かわいい"感情に関 九州大学 人間環境学府 田中　真理 教授
する研究：教育実践効果に着目して

大森　翔子 ｵｵﾓﾘ ｼﾖｳｺ 政治学関連 多チャンネル化時代における政治コミュニケ 東京大学 法学政治学研究科 谷口　将紀 教授
ーション

岡部　友樹 ｵｶﾍﾞ ﾕｳｷ 地域研究関連 東アラブ新秩序における宗派主義と権力構造 京都大学 大学院アジア・ア 長岡　慎介 准教授
の変容：レバノンとシリアの内戦に着目して フリカ地域研究研

究科
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荻島　大凱 ｵｷﾞｼﾏ ﾋﾛﾖｼ 臨床心理学関連 身体感覚知覚の鈍麻化が抑うつ症状の維持， 早稲田大学 人間科学研究科 嶋田　洋徳 教授
増悪に及ぼす影響の検討

海沼　亮 ｶｲﾇﾏ ﾘﾖｳ 教育心理学関連 中学生の友人関係への動機づけが適応指標を 筑波大学 人間総合科学研究 外山　美樹 准教授
予測するプロセスの精緻化 科

柏原　志保 ｶｼﾊﾗ ｼﾎ 実験心理学関連 観察による行為の虚記憶はいかに生起するか 広島大学 教育学研究科 宮谷　真人 教授
-運動シミュレーションとの関連から-

粕谷　圭佑 ｶｽﾔ ｹｲｽｹ 教育社会学関連 幼稚園年少級における初期学校的社会化過程 立教大学 文学研究科 秋葉　昌樹 教授
の解明にむけた相互行為論的研究

加藤　旭人 ｶﾄｳ ｱｷﾋﾄ 社会学関連 障害者と健常者の関係形成に関する社会学的 一橋大学 社会学研究科 町村　敬志 教授
研究-個人・制度・社会運動に着目して

加藤　丈太郎 ｶﾄｳ ｼﾞﾖｳﾀﾛｳ 社会学関連 日本における非正規移民-日常生活と「不法 早稲田大学 アジア太平洋研究 ＦＡＲＲＥ 教授
」性発生のメカニズム- 科 Ｒ　Ｇｒａ

ｃｉａ

川坂　健人 ｶﾜｻｶ ｹﾝﾄ 認知科学関連 脊椎動物における顔認知機構の起源　-魚類 大阪市立大学 理学研究科 幸田　正典 教授
を用いた種間比較アプローチ-

橘高　勇太 ｷﾂﾀｶ ﾕｳﾀ 経済政策関連 企業間競争における消費者保護政策：消費者 大阪大学 経済学研究科 松島　法明 教授
探索理論によるアプローチ

金　イェジ ｷﾑ ｲｴｼﾞ 社会学関連 日韓漫画における「場」の形成と象徴闘争の 東京大学 人文社会系研究科 出口　剛司 准教授
様相の比較研究:ブルデューの概念を中心に

吉良　悠吾 ｷﾗ ﾕｳｺﾞ 臨床心理学関連 高校生に対する学校規模の抑うつ予防介入の 広島大学 教育学研究科 尾形　明子 准教授
効果を最大化する教員への訓練法の開発

久保　亮輔 ｸﾎﾞ ﾘﾖｳｽｹ 経済史関連 前近代イスラム史における施設経営の実態： 一橋大学 経済学研究科 大月　康弘 教授
マムルーク朝期カイロの修道施設に着目して

久保田　裕斗 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾄ 教育学関連 学校現場における特別な支援を要する子ども 京都大学 人間・環境学研究 倉石　一郎 教授
のインクルージョンに関する実証的研究 科

桑名　祐樹 ｸﾜﾅ ﾕｳｷ 社会学関連 社会階層間における投票参加の不平等に関す 首都大学東京 大学院人文科学研 中尾　啓子 教授
る計量社会学的実証研究 究科

ＨＵ　ＷＥＩＺ ｺ ﾕｲｼﾝ 理論経済学関連 世代重複モデルによる世代間利害対立の移行 名古屋大学 経済学研究科 柳原　光芳 教授
ＨＥＮ 過程分析に有用な動学的手法の開発と応用

幸田　瑞希 ｺｳﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 社会学関連 対面相互行為における活動間の移行の組織に 千葉大学 人文公共学府 西阪　仰 教授
関する体系的研究
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小須田　翔 ｺｽﾀﾞ ｼﾖｳ 政治学関連 関係的平等にもとづく熟議民主主義論の正当 早稲田大学 政治学研究科 齋藤　純一 教授
化と実現可能性に関する研究

小林　亜紀子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ 特別支援教育関連 人との関わりを支える認知神経基盤-人に対 東北大学 医学系研究科 川島　隆太 教授
する優先的な注意の発達とその障害-

小林　優子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ 科学教育関連 日本の学校教育おけるNOS教授の導入に関す 筑波大学 人間総合科学研究 樋口　直宏 教授
る研究：高等学校の探究活動に着目して 科

小林　亮太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾖｳﾀ 社会心理学関連 感情制御の他者への波及効果による抑うつ伝 広島大学 教育学研究科 中尾　敬 准教授
染の解明と解決

小松　恭子 ｺﾏﾂ ｷﾖｳｺ ジェンダー関連 職種からみる育児期女性の就業実態に関する お茶の水女子大 人間文化創成科学 永瀬　伸子 教授
実証分析：国際比較と時系列比較 学 研究科

小山　達也 ｺﾔﾏ ﾀﾂﾔ 国際関係論関連 和平は分派を促すか？和平プロセス下反乱組 東京大学 総合文化研究科 遠藤　貢 教授
織の組織的ダイナミズム

後藤　悠帆 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾎ 教育学関連 フロイトの教育思想-「規範と欲望」をめぐ 京都大学 教育学研究科 西平　直 教授
る道徳教育の基礎研究

齊藤　俊樹 ｻｲﾄｳ ﾄｼｷ 教育心理学関連 年齢差が心の帰属に与える影響と神経基盤の 東北大学 医学系研究科 川島　隆太 教授
解明及び世代間交流を促す介入方法の開発

酒井　良祐 ｻｶｲ ﾘﾖｳｽｹ 理論経済学関連 理論分析・経済実験に基づく耐戦略的な望ま 大阪大学 経済学研究科 芹澤　成弘 教授
しいオークション制度の設計

佐野　和子 ｻﾉ ｶｽﾞｺ 教育社会学関連 スキル形成理論に基づく女性の教育歴・資格 京都大学 教育学研究科 岩井　八郎 教授
取得・職業的キャリアに関する実証研究

澤井　未緩 ｻﾜｲ ﾐﾋﾛ 教育社会学関連 沈黙を打ち破る若者たちー同和対策事業特別 大阪大学 人間科学研究科 志水　宏吉 教授
措置法失効後の同和教育に焦点を当ててー

重松　貴子 ｼｹﾞﾏﾂ ﾀｶｺ 社会学関連 災害時における多組織連携体制の検討-創発 東京大学 学際情報学府 田中　淳 東京大学情
型組織に着目して- 報学環教授

澁谷　文恵 ｼﾌﾞﾔ ﾌﾐｴ 特別支援教育関連 日本語話者児童の日本語と英語の読み書き習 筑波大学 人間総合科学研究 山中　敏正 教授
得に関わる認知能力と環境要因の検討 科

嶌田　栄樹 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 経済政策関連 社会的相互作用を組み込んだ新たな政策設計 京都大学 農学研究科 栗山　浩一 教授
に向けた実験・応用ミクロ計量研究

島谷　二郎 ｼﾏﾔ ｼﾞﾛｳ 教育工学関連 多人数が同時に操作する対話ロボットを用い 大阪大学 基礎工学研究科 石黒　浩 教授
た授業参加支援システムの開発
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下清水　慎 ｼﾓｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ 金融およびファイナンス関連 価格インパクトのモデリング及びラージトレ 大阪大学 経済学研究科 大西　匡光 教授
ーダーの取引執行戦略

下平　勇太 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾀ 理論経済学関連 学習アプローチによる協力行動の生起プロセ 大阪大学 経済学研究科 安田　洋祐 准教授
スの解明

吉　チェン佳 ｼﾞｰ ﾁｴﾝｼﾞﾔｰ 社会学関連 東アジアにおけるウェーバー受容の比較研究 京都大学 文学研究科 田中　紀行 准教授

須川　忠輝 ｽｶﾞﾜ ﾀﾀﾞﾃﾙ 政治学関連 民主化後の地方自治の制度設計と政党政治の 大阪大学 法学研究科 北村　亘 教授
影響に関する研究：中東欧を中心に

鈴木　淳平 ｽｽﾞｷ ｼﾞﾕﾝﾍﾟｲ 政治学関連 緊縮の政治経済学：資本主義と党派政治のパ 早稲田大学 政治学研究科 眞柄　秀子 教授
ラドックス

鈴木　赳生 ｽｽﾞｷ ﾀｹｵ 社会学関連 異質な他者との関係構築法の再創造ー多文化 京都大学 文学研究科 松田　素二 教授
主義研究の検討と刷新を通して

鈴木　由真 ｽｽﾞｷ ﾕﾏ 社会学関連 介護分野における職業教育訓練の脱構築--労 東京大学 教育学研究科 仁平　典宏 准教授
働運動の実践・戦略に着目して--

孫　嘉睿 ｿﾝ ｶｴｲ 社会学関連 近代東アジアにおける満族ディアスポラ研究 一橋大学 社会学研究科 佐藤　仁史 教授
-民族アイデンティティの構築を中心に-

高木　美歩 ﾀｶｷﾞ ﾐﾎ 社会学関連 自閉症スペクトラム障害のポリティクス--医 立命館大学 先端総合学術研究 美馬　達哉 教授
者・心理学者・当事者はいかに語るか 科

高島　亜理沙 ﾀｶｼﾏ ｱﾘｻ ジェンダー関連 インターネット上のホモフォビアとヘイト・ 名古屋大学 人文学研究科 松下　千雅 教授
スピーチに関するCMCMC言説分析 子

髙橋　沙織 ﾀｶﾊｼ ｻｵﾘ 観光学関連 ブラジル北東部海岸地域におけるコミュニテ 早稲田大学 人間科学研究科 井上　真 教授
ィツーリズム：エンパワーメントの視点から

髙村　満衣 ﾀｶﾑﾗ ﾏｲ 教育社会学関連 タンザニアにおける初等教育から中等教育に 京都大学 アジア・アフリカ 木村　大治 教授
かけての子どものライフコース選択 地域研究研究科

武　真祈子 ﾀｹ ﾏｷｺ 認知科学関連 新世界ザルの食物分配からみる『隣の芝は青 京都大学 理学研究科 湯本　貴和 教授
い』現象の生態学的・比較認知科学的検討

武田　朝美 ﾀｹﾀﾞ ｱｻﾐ 経済政策関連 カンボジアにおける電力化と女性労働者の雇 政策研究大学院 政策研究科 Ｅｓｔｕｄ 教授
用、及び家計の厚生に関する実証研究 大学 ｉｌｌｏ　

Ｊｏｎｎａ

田中　千晶 ﾀﾅｶ ﾁｱｷ 実験心理学関連 指示忘却の検討を中心としたワーキングメモ 金沢大学 人間社会環境研究 谷内　通 教授
リの能動的な制御能力の比較心理学的研究 科
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田中　美里 ﾀﾅｶ ﾐｻﾄ 公法学関連 代表民主制における集団的政治行動の自由 一橋大学 法学研究科 只野　雅人 教授

崔　夏爛 ﾁｴ ﾊﾗﾝ 国際関係論関連 地域主義の対外的側面の研究：途上国による 大阪大学 国際公共政策研究 松野　明久 教授
地域機構を通した域外先進国との折衝 科

千坂　知世 ﾁｻｶ ﾄﾓﾖ 地域研究関連 現代イランにおける内政と外交の連関につい 大阪大学 国際公共政策研究 松野　明久 教授
ての実証的研究 科

張　韻チ ﾁﾔﾝ ﾕｲﾝﾁ 民事法学関連 過失相殺の原理、構造と社会-理論の再構築 東京大学 法学政治学研究科 沖野　眞已 教授
に向けて

塚本　高浩 ﾂｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 経済統計関連 空間自己回帰確率フロンティアモデルの拡張 名古屋大学 経済学研究科 根本　二郎 教授
による産業集積の効果に関する研究

辻井　敦大 ﾂｼﾞｲ ｱﾂﾋﾛ 社会学関連 「家」なき現代社会における墓の建立・継承 首都大学東京 大学院人文科学研 玉野　和志 教授
の意味の解明--不死性の社会学からの展開 究科

津田　菜摘 ﾂﾀﾞ ﾅﾂﾐ 臨床心理学関連 潜在的偏見の有害性に対する新世代の認知行 同志社大学 心理学研究科 武藤　崇 教授
動療法-精神疾患に携わる支援者への支援-

寺澤　さやか ﾃﾗｻﾞﾜ ｻﾔｶ 社会学関連 不妊治療と仕事の両立に関する実証研究-両 東京大学 教育学研究科 本田　由紀 教授
立の規定要因と支援制度に着目して-

戸谷　彰宏 ﾄﾔ ｱｷﾋﾛ 社会心理学関連 死の恐怖に対する対処方略の包括的理解に向 広島大学 教育学研究科 中島　健一 准教授
けて：統合モデルの提案と検証 郎

中尾　元紀 ﾅｶｵ ｹﾞﾝｷ 国際法学関連 人権条約の地理的・時間的適用理論の統合的 大阪大学 法学研究科 村上　正直 教授
研究-「移行期正義」関連事例に着目して

中束　友幸 ﾅｶﾂｶ ﾄﾓﾕｷ 国際関係論関連 内戦における国際的仲介者：誰が最良の調停 東京大学 総合文化研究科 遠藤　貢 教授
者か？

中野　綾香 ﾅｶﾉ ｱﾔｶ 教育学関連 子どもと高齢ボランティアの相互的な学習と 東京大学 教育学研究科 藤江　康彦 教授
それによる学校・地域社会の変容的学習

中村　文亮 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐｱｷ 経営学関連 被買収企業の技術者のイノベーション活動を 大阪大学 経済学研究科 中川　功一 准教授
促進するマネジメントの探索

生田目　光 ﾅﾏﾀﾒ ﾋｶﾘ 臨床心理学関連 児童のポジティブボディメージを高める心理 筑波大学 人間総合科学研究 沢宮　容子 教授
教育の開発と効果検証 科

成田　凌 ﾅﾘﾀ ﾘﾖｳ 社会学関連 〈東京津軽人〉の還流移動と地方農山村の持 首都大学東京 大学院人文科学研 山下　祐介 教授
続可能性に関する社会学的研究 究科

新倉　久乃 ﾆｲｸﾗ ﾋｻﾉ ジェンダー関連 在日タイ女性のトランスナショナルな定住と フェリス女学院 人文科学研究科 小ヶ谷　千 教授
高齢化ーライフコースと移動に注目して 大学 穂
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西村　友海 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｳﾐ 基礎法学関連 機械による裁判官の代替可能性について 慶應義塾大学 法学研究科 大屋　雄裕 教授

新田　博司 ﾆﾂﾀ ﾋﾛｼ 教育心理学関連 幼児の自己認知発達における視覚触覚情報の 九州大学 人間環境学府 橋彌　和秀 准教授
機能の解明

納田　泰成 ﾉｳﾀﾞ ﾀｲｾｲ 公共経済および労働経済関連 職場環境の情報開示が求職者の応募に与える 大阪大学 経済学研究科 小原　美紀 教授
影響

野村　駿 ﾉﾑﾗ ﾊﾔｵ 教育社会学関連 夢追い人のライフコース形成に関する社会学 名古屋大学 教育発達科学研究 伊藤　彰浩 教授
的研究：バンドマンを事例として 科

林　凌 ﾊﾔｼ ﾘﾖｳ 社会学関連 「消費者」の歴史社会学--近現代日本におけ 東京大学 学際情報学府 北田　暁大 教授
る経済主体の誕生とその変容

原口　華奈 ﾊﾗｸﾞﾁ ｶﾅ 経済政策関連 ベトナム中小製造企業における企業発展とラ 神戸大学 国際協力研究科 松永　宣明 神戸大学国
ーニングに関する研究 際協力研究

科教授

平岡　秀美 ﾋﾗｵｶ ﾋﾃﾞﾐ 教育学関連 ドイツの道徳教育改革における教授学的論争 筑波大学 人間総合科学研究 樋口　直宏 教授
とカリキュラム変遷 科

黄　智暎 ﾌｱﾝ ﾁﾖﾝ 社会学関連 日本におけるホームレスの人々のギャンブル 京都大学 医学研究科 古川　壽亮 教授
障害の実態

深堀　聡子 ﾌｶﾎﾘ ｻﾄｺ 教育社会学関連 ベナンの公教育におけるライシテと「伝統文 名古屋大学 教育発達科学研究 服部　美奈 教授
化」の解釈-宗教・民族の多様性に着目して 科

福島　由依 ﾌｸｼﾏ ﾕｲ 教育社会学関連 教育選抜における「受験主義」の検討を通じ 東京大学 教育学研究科 中村　高康 教授
た日本型メリトクラシーの現代的変容

藤田　大智 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 国際法学関連 国際環境法の原則に関する研究-CBDR原則・I 一橋大学 法学研究科 竹村　仁美 准教授
CAOとIMOを中心として-

Hou　Yuejiang ﾎｳ ﾕｴｼﾞﾔﾝ 教育学関連 小中移行期における学校適応感の変化が与え 北海道大学 教育学院 加藤　弘通 准教授
る欠席行動への影響の検討

細井　友裕 ﾎｿｲ ﾄﾓﾋﾛ 国際関係論関連 現代アフリカを通じた国家形成および国家建 東京大学 総合文化研究科 遠藤　貢 教授
設の理論的・歴史的研究

堀田　由加里 ﾎﾂﾀ ﾕｶﾘ 子ども学および保育学関連 幼児の描画表現活動における即興的創発過程 東京大学 教育学研究科 秋田　喜代 教授
に関する分析 美

前田　一樹 ﾏｴﾀﾞ ｲﾂｷ 公共経済および労働経済関連 日本における属性間・属性内賃金格差の要因 神戸大学 大学院 経済学研 勇上　和史 准教授
 ータスク・アプローチによる検証ー 究科



職名受入研究者部局受入研究機関研究課題名小区分氏名 カナ氏名

ＤＣ２・社会科学　132名　平成31年度特別研究員採用者一覧

牧　杏奈 ﾏｷ ｱﾝﾅ 政治学関連 「インド民主主義」における包摂と排除-イ 明治大学 明治大学大学院政 外池　力 教授
ンド政治学とサバルタンの視座の比較- 治経済学研究科

益岡　都萌 ﾏｽｵｶ ﾄﾓｴ 実験心理学関連 視覚的長期記憶に基づく視覚的認知処理と表 兵庫教育大学 連合学校教育学研 寺澤　孝文 教授
出のメカニズムの解明 究科

松永　倫子 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐﾁｺ 実験心理学関連 母子の身体感覚の個人差が社会的認知発達に 京都大学 教育学研究科 明和　政子 教授
与える影響-授乳場面に着目して

松藤　尋幹 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾋﾛﾐ 社会福祉学関連 日本での出産に起因するPTSDの要因探索およ 京都大学 医学研究科 古田　真里 教授
び予防プログラムの開発と検証 枝

松本　雄大 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ 社会学関連 戦後日本社会における社会意識の趨勢解明： 大阪大学 人間科学研究科 川端　亮 教授
コーホート分析の開発と実証的議論

三田　真志郎 ﾐﾀ ｼﾝｼﾞﾛｳ 認知科学関連 ３次元世界の「どこ」に「何」があるかを統 大阪大学 生命機能研究科 藤田　一郎 教授
括的に解釈する脳の視覚認知機構の解明

宮部　峻 ﾐﾔﾍﾞ ﾀｶｼ 社会学関連 戦争と宗教の公共性をめぐる歴史社会学的研 東京大学 人文社会系研究科 出口　剛司 准教授
究--真宗大谷派教団の事例分析

宮本　勇一 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 教育学関連 フンボルトの陶冶理論に基づく教授学体系の 広島大学 教育学研究科 深澤　広明 教授
構築

村上　始 ﾑﾗｶﾐ ﾊｼﾞﾒ 社会心理学関連 意思決定過程における視線の包括的な指標と 早稲田大学 文学研究科 竹村　和久 教授
その数理モデルの検討

村雲　和美 ﾑﾗｸﾓ ｶｽﾞﾐ 社会学関連 越境するインドネシア人看護師・介護福祉士 筑波大学 人文社会科学研究 明石　純一 准教授
の研究-日尼経済連携協定をケースとして 科

村田　翔吾 ﾑﾗﾀ ｼﾖｳｺﾞ 教科教育学および初等中等教 学校数学における教科内容の構成に関する理 筑波大学 人間総合科学研究 清水　美憲 教授
育学関連 論的研究：メタ数学を視点として 科

ＭＵＲＳＡＬＥ ﾑﾙｻﾘｰﾝ ﾌﾏ 教育社会学関連 開発途上国における女性を対象としたライフ 東京大学 新領域創成科学研 北村　友人 准教授
ＥＮ　ＨＵＭＡ スキル教育のモデル構築 究科

望月　洋佑 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｳｽｹ 国際法学関連 国際司法裁判の訴訟要件論 東京大学 法学政治学研究科 森　肇志 教授

桃田　翔平 ﾓﾓﾀﾞ ｼﾖｳﾍｲ 理論経済学関連 技術伝播を通じた経済成長について 京都大学 経済研究所 柴田　章久 教授

八木　敬二 ﾔｷﾞ ｹｲｼﾞ 民事法学関連 民事手続における集合的権利保護の仕組み及 一橋大学 法学研究科 山本　和彦 教授
びその必要性に関する理論的研究

山岸　蒼太 ﾔﾏｷﾞｼ ｿｳﾀ 社会学関連 視覚障害者のアイデンティティをめぐる社会 関西学院大学 社会学研究科 三浦　耕吉 教授
学的研究 郎
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山崎　大暉 ﾔﾏｻｷ ﾀﾞｲｷ 実験心理学関連 三次元物体の距離・接近知覚を実現する視聴 京都大学 文学研究科 蘆田　宏 教授
覚統合過程：ベイズモデリングと脳波

山野上　麻衣 ﾔﾏﾉｳｴ ﾏｲ 教育社会学関連 「排除される若者」への〈教育〉的支援の変 一橋大学 社会学研究科 太田　美幸 教授
容：エイジェンシーの交差する地点から

楊　秋野 ﾖｳ ｼﾕｳﾔ 刑事法学関連 リスク社会における過失不作為犯の成立要件 京都大学 法学研究科 高山　佳奈 教授
子

叶　茂キン ﾖｳ ﾓｷﾝ 社会学関連 社会経済的不平等を解消する新アプローチ 東北大学 文学研究科 佐藤　嘉倫 教授

吉村　勇志 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｼ 金融およびファイナンス関連 進化計算を用いた金融市場参加者の行動特性 東京大学 新領域創成科学研 奥田　洋司 教授
の抽出による人工市場の構築 究科

米満　文哉 ﾖﾈﾐﾂ ﾌﾐﾔ 実験心理学関連 人物への選好形成における予測過誤を扱う認 九州大学 人間環境学府 山田　祐樹 准教授
知的機構の解明

李　環誠 ﾘ ﾌｱﾝｿﾝ 地域研究関連 アメリカ大統領による高官人事-政治任用者 慶應義塾大学 法学研究科 岡山　裕 教授
のキャリアに注目した説明の試み

劉　焔 ﾘﾕｳ ｴﾝ 経済統計関連 内生的レジームスイッチングをもつ自己回帰 京都大学 経済学研究科 西山　慶彦 教授
モデルの統計的推測理論の開発

劉　康明 ﾘﾕｳ ｺﾝﾐﾝ 社会心理学関連 美的感情の影響に関する文化差について 京都大学 人間・環境学研究 内田　由紀 准教授
科 子
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青木　利隆 ｱｵｷ ﾄｼﾀｶ 代数学関連 曲面上の組合せ論によるBrauerグラフ代数の 名古屋大学 多元数理科学研究 伊山　修 教授
導来圏の研究 科

秋田　謙介 ｱｷﾀ ｹﾝｽｹ 素粒子、原子核、宇宙線およ CMB観測に基づく適切なインフレーションと 東京工業大学 理学院 山口　昌英 教授
び宇宙物理に関連する理論 その後の初期宇宙の探索

秋津　一之 ｱｷﾂ ｶｽﾞﾕｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ 重力による非線形効果が生む宇宙大規模構造 東京大学 理学系研究科 高田　昌広 兼任教授
び宇宙物理に関連する理論 への非等方な痕跡から探る初期宇宙の物理

浅井　健人 ｱｻｲ ｹﾝﾄ 素粒子、原子核、宇宙線およ フレーバーに依存するU(1)ゲージ群による標 東京大学 理学系研究科 濱口　幸一 准教授
び宇宙物理に関連する理論 準模型の拡張の研究

浅野　駿 ｱｻﾉ ｼﾕﾝ 磁性、超伝導および強相関系 銅酸化物超伝導体の酸素制御に基づく局所構 東北大学 理学研究科 藤田　全基 教授
関連 造変化が誘起する創発磁気現象の解明

荒木　広夢 ｱﾗｷ ﾋﾛﾑ 数理物理および物性基礎関連 量子エンタングルメントによる新奇なトポロ 筑波大学 数理物質科学研究 初貝　安弘 教授
ジカル相の研究 科

荒田　翔平 ｱﾗﾀ ｼﾖｳﾍｲ 天文学関連 ダスト進化が駆動する初代銀河とブラックホ 大阪大学 理学研究科 長峯　健太 教授
ールの共進化の解明 郎

井黒　就平 ｲｸﾞﾛ ｼﾕｳﾍｲ 素粒子、原子核、宇宙線およ フレーバー物理とコライダー物理の双方から 名古屋大学 理学研究科 戸部　和弘 准教授
び宇宙物理に関連する理論 探る標準模型を超える物理

石井　裕人 ｲｼｲ ﾕｳﾄ 磁性、超伝導および強相関系 ブリージングカゴメ格子反強磁性体で実現す 北海道大学 理学院 吉田　紘行 准教授
関連 る新しいフラストレート磁性の研究

石垣　祐輔 ｲｼｶﾞｷ ﾕｳｽｹ 数理解析学関連 圧縮性粘弾性流体方程式の分岐・安定性解析 東京工業大学 理学院数学系 隠居　良行 教授

石田　浩祐 ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 磁性、超伝導および強相関系 一軸性歪み制御下物性測定による超伝導体に 東京大学 新領域創成科学研 芝内　孝禎 教授
関連 おける回転対称性の破れの研究 究科

石塚　将斗 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 天文学関連 すばる望遠鏡近赤外分光器IRDによる系外惑 東京大学 理学系研究科 田村　元秀 教授
星探査とキャラクタリゼーション

一戸　凌 ｲﾁﾉﾍ ﾘﾖｳ 地球生命科学関連 飼育実験と形態解析による放散虫の機能形態 東京大学 農学生命科学研究 津田　敦 教授
学的研究 科

稲田　知大 ｲﾅﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 素粒子、原子核、宇宙線およ 次世代地上ガンマ線望遠鏡によるTeVスケー 東京大学 理学系研究科 手嶋　政廣 兼任教授
び宇宙物理に関連する実験 ル暗黒物質の最高感度探索

井上　翔太 ｲﾉｳｴ ｼﾖｳﾀ 代数学関連 ゼータ関数の解析的性質及び，数論への応用 名古屋大学 多元数理科学研究 松本　耕二 教授
科

岩崎　幸生 ｲﾜｻｷ ｻﾁｵ 素粒子、原子核、宇宙線およ 強磁場中のチャーモニウムにおける変形現象 東京工業大学 理学院 慈道　大介 教授
び宇宙物理に関連する理論 の解明
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岩村　由樹 ｲﾜﾑﾗ ﾕｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ 次世代ガンマ線望遠鏡を用いた超新星残骸観 東京大学 理学系研究科 手嶋　政廣 兼任教授
び宇宙物理に関連する実験 測による宇宙線起源の解明

岩本　昌倫 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 素粒子、原子核、宇宙線およ 相対論的無衝突衝撃波における航跡場加速の 東京大学 理学系研究科 星野　真弘 教授
び宇宙物理に関連する理論 数値的研究

WOO　Man　Yin ｳｰ ﾒﾝ ｲﾝ 宇宙惑星科学関連 火星の形成と進化:材料物質と初期表層環境 東京工業大学 理学院 井田　茂 教授

上田　健人 ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾄ 半導体、光物性および原子物 半導体ナノ細線と超伝導体接合試料における 東京大学 工学系研究科 中村　泰信 教授
理関連 電子輸送特性

上床　隆裕 ｳｴﾄｺ ﾀｶﾋﾛ 素粒子、原子核、宇宙線およ 高階スピンのホログラフィーを用いたAdS/CF 立命館大学 理工学研究科 菅原　祐二 教授
び宇宙物理に関連する理論 T対応の検証と超弦理論

宇佐見　正志 ｳｻﾐ ﾏｻｼ 素粒子、原子核、宇宙線およ 最先端陽電子スペクトロメータを用いた世界 東京大学 理学系研究科 大谷　航 兼任准教授
び宇宙物理に関連する実験 最高感度の荷電レプトンフレーバー破れ探索

内田　和海 ｳﾁﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ 素粒子、原子核、宇宙線およ Ｘ線偏光による強磁場中性子星連星の放射領 広島大学 理学研究科 深澤　泰司 教授
び宇宙物理に関連する実験 域の幾何構造の解明

内田　雄大 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 核融合学関連 高エネルギーヘリウム照射によるプラズマ対 長岡技術科学大 工学研究科 菊池　崇志 原子力シス
向壁の内部損傷機構の解明 学 テム安全工

学専攻　准
教授

埋田　真樹 ｳﾒﾀﾞ ﾏｷ 磁性、超伝導および強相関系 巨視的量子系における新奇スピン熱電効果の 東北大学 理学研究科 藤原　航三 教授
関連 開拓

永並　健吾 ｴﾅﾐ ｹﾝｺﾞ 応用数学および統計数学関連 閉曲面上のグラフに対する再埋蔵理論の展開 横浜国立大学 環境情報学府 根上　生也 教授

遠藤　由大 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾋﾛ 半導体、光物性および原子物 金属修飾グラフェンにおけるカイラルd波超 東京大学 理学系研究科 長谷川　修 教授
理関連 伝導の開拓 司

生松　聡 ｵｲﾏﾂ ｻﾄｼ 宇宙惑星科学関連 ドリフトバウンス共鳴によるリングカレント 京都大学 理学研究科 田口　聡 教授
帯酸素イオンの選択的加速・減速機構

大内　竜馬 ｵｵｳﾁ ﾘﾖｳﾏ 天文学関連 動的な恒星進化計算から迫る、大質量星の超 京都大学 理学研究科 前田　啓一 准教授
新星直前における激しい質量放出の起源

岡崎　佑太 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳﾀ 素粒子、原子核、宇宙線およ LHC加速器を用いた重いマヨラナニュートリ 京都大学 理学研究科 隅田　土詞 助教
び宇宙物理に関連する実験 ノの探索

岡本　拓也 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 半導体、光物性および原子物 3次元曲面グラフェンにおけるトポロジーの 東京工業大学 工学院 河野　行雄 准教授
理関連 物性
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尾近　洸行 ｵｺﾝ ﾋﾛﾐﾁ 素粒子、原子核、宇宙線およ 粒子加速注入問題の解明に向けた超新星残骸 京都大学 理学研究科 鶴　剛 教授
び宇宙物理に関連する実験 のX線精密分光による準相対論的粒子の観測

小野　滉貴 ｵﾉ ｺｳｷ 半導体、光物性および原子物 2軌道系を用いた近藤効果の量子シミュレー 京都大学 理学研究科 高橋　義朗 教授
理関連 ション

柿内　健佑 ｶｷｳﾁ ｹﾝｽｹ 天文学関連 銀河系中心領域における磁気活動に関する研 名古屋大学 理学研究科 井上　剛志 准教授
究

片上　智史 ｶﾀｶﾐ ｻﾄｼ 固体地球科学関連 ゆっくり地震は面的に発生するのか？　-低 京都大学 理学研究科 伊藤　喜宏 准教授
周波微動の三次元断層構造の解明-

勝見　恒太 ｶﾂﾐ ｺｳﾀ 半導体、光物性および原子物 銅酸化物高温超伝導体におけるヒッグスモー 東京大学 理学系研究科 島野　亮 兼任教授
理関連 ドの探求

金澤　秀 ｶﾅｻﾞﾜ ｼﾕｳ 応用数学および統計数学関連 位相的データ解析のためのランダム複体過程 東北大学 理学研究科 水藤　寛 教授
の幾何学的構造の解明

神谷　奈々 ｶﾐﾔ ﾅﾅ 固体地球科学関連 前弧海盆形成過程から読み解く，プレート沈 京都大学 工学研究科 林　為人 教授
み込み運動像

菅野　恵太 ｶﾝﾉ ｹｲﾀ 素粒子、原子核、宇宙線およ 超弦理論における現象論と数論幾何 東京大学 理学系研究科 渡利　泰山 兼任准教授
び宇宙物理に関連する理論

北木　孝明 ｷﾀｷ ﾀｶｱｷ 天文学関連 アウトフローが生み出す多様なX線スペクト 京都大学 理学研究科 嶺重　慎 教授
ル状態の解明と超臨界降着天体への応用

鬼頭　俊介 ｷﾄｳ ｼﾕﾝｽｹ 磁性、超伝導および強相関系 放射光X線を用いた分子性結晶の高圧下構造 名古屋大学 工学研究科 澤　博 教授
関連 解析手法の確立とフロンティア軌道の観測

工藤　耕司 ｸﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 数理物理および物性基礎関連 トポロジカル相における電子間相互作用の数 筑波大学 数理物質科学研究 初貝　安弘 教授
値的研究：特異分散による新しい量子液体 科

神代　真也 ｸﾏｼﾛ ｼﾝﾔ 代数学関連 可換環論における概Gorenstein環論の開拓 千葉大学 融合理工学府 西田　康二 教授

久良　尚任 ｸﾗ ﾅｵﾄ 数理物理および物性基礎関連 量子度量衡による系の空間的な情報抽出の解 東京大学 理学系研究科 上田　正仁 教授
析

栗原　亮 ｸﾘﾊﾗ ﾘﾖｳ 固体地球科学関連 深部低周波地震の解析に基づく地下深部での 東京大学 理学系研究科 小原　一成 兼任教授
火山活動の解明

黒川　穂高 ｸﾛｶﾜ ﾎﾀﾞｶ 数理物理および物性基礎関連 実空間・時間分解観測手法の確立による超伝 東京大学 総合文化研究科 前田　京剛 教授
導体中の量子渦の非平衡ダイナミクスの研究

黒田　隆徳 ｸﾛﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 数理解析学関連 放物型方程式論に基づく複素Ginzburg-Landa 早稲田大学 先進理工学研究科 大谷　光春 教授
u方程式の研究
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古賀　泰敬 ｺｶﾞ ﾔｽﾀｶ 素粒子、原子核、宇宙線およ 曲がった時空上の流体力学の現象の研究：輻 立教大学 理学研究科 原田　知広 教授
び宇宙物理に関連する理論 射流体の降着流の音速点と光子球の対応

古賀　亮一 ｺｶﾞ ﾘﾖｳｲﾁ 宇宙惑星科学関連 木星衛星イオの大気生成・散逸過程の解明 東北大学 理学研究科 坂野井　健 准教授

小島　信一郎 ｺｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 核融合学関連 核融合炉実現に向けた高周波による電流立ち 九州大学 総合理工学府 花田　和明 教授
上げプラズマの高密度化

後藤　佑太朗 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 磁性、超伝導および強相関系 光の軌道角運動量による磁気スピン秩序の制 大阪府立大学 工学研究科 石原　一 教授
関連 御に関する理論

榊原　教貴 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾉﾘﾀｶ プラズマ応用科学関連 プラズマ／氷界面反応場の創製 東京大学 新領域創成科学研 寺嶋　和夫 教授
究科

佐久間　圭佑 ｻｸﾏ ｹｲｽｹ 宇宙惑星科学関連 始原的隕石からの消滅核種Cs-135の検出の試 名古屋大学 環境学研究科 日高　洋 教授
みと太陽系初期年代学の構築

佐々木　宏和 ｻｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ 素粒子、原子核、宇宙線およ 超新星ニュートリノによる非標準相互作用の 東京大学 理学系研究科 中村　文隆 併任准教授
び宇宙物理に関連する理論 探索

佐藤　瑶 ｻﾄｳ ﾖｳ 素粒子、原子核、宇宙線およ Belle IIにおけるB->Xsl+l-によるレプトン 東北大学 理学研究科 山本　均 教授
び宇宙物理に関連する実験 普遍性の検証と新物理探索

澤田　涼 ｻﾜﾀﾞ ﾘﾖｳ 天文学関連 爆発的元素合成より探る、重力崩壊型超新星 京都大学 理学研究科 前田　啓一 准教授
の爆発機構

志賀　雅亘 ｼｶﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 磁性、超伝導および強相関系 点接合分光法を用いた価数揺動物質における 九州大学 工学府 河江　達也 准教授
関連 電子状態の微視的研究

島袋　祐次 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｳｼﾞ プラズマ応用科学関連 分子構造解析に向けた次世代質量分析手法の 同志社大学 理工学研究科 和田　元 教授
研究

下田　智文 ｼﾓﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 固体地球科学関連 重力場変動観測による地震速報へ向けたねじ 東京大学 理学系研究科 安東　正樹 准教授
れ振り子型重力偏差計の開発

ＹＡＮＥＺ　Ｓ ｼﾞﾔﾈｽﾞ ｻﾗｻﾞﾙ ﾋ 幾何学関連 極小概周期群と極端従順群の代数的性質及び 愛媛大学 理工学研究科 ＳＨＡＫＨ 教授
ＡＬＡＺＡＲ　
ＶＩＣＴＯＲ　
ＨＵＧＯ

ﾞｸﾄﾙ ｳｺﾞ Glasner-Pestov予想の研究 ＭＡＴＯＶ
　Ｄ・Ｂ

蒋　男 ｼﾞﾔﾝ ﾅﾝ 磁性、超伝導および強相関系 空間反転対称性が破れた遍歴磁性体における 東京大学 総合文化研究科 前田　京剛 教授
関連 電流磁気効果

末廣　翔 ｽｴﾋﾛ ｼﾖｳ 固体地球科学関連 地球コアの電気・熱伝導率の解明 東京工業大学 理学院 太田　健二 准教授



職名受入研究者部局受入研究機関研究課題名小区分氏名 カナ氏名

ＤＣ２・数物系科学　143名　平成31年度特別研究員採用者一覧

鈴木　寛大 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾏｻ 天文学関連 熱的X線・ガンマ線観測で測る超新星残骸か 東京大学 理学系研究科 馬場　彩 准教授
らの宇宙線逃亡時間と銀河宇宙線への寄与

須田　颯 ｽﾀﾞ ﾊﾔﾃ 数理解析学関連 低次元振動子鎖モデルにおける異常拡散 東京大学 東京大学大学院数 佐々田　槙 准教授
理科学研究科 子

清野　結大 ｾｲﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 素粒子、原子核、宇宙線およ 高強度レーザー場と高輝度X線ビームを用い 東京大学 理学系研究科 浅井　祥仁 教授
び宇宙物理に関連する実験 た真空の巨視的構造の探索

世良　透 ｾﾗ ﾄｵﾙ 数理解析学関連 確率過程論的手法による区間力学系の中立不 京都大学 理学研究科 矢野　孝次 准教授
動点近傍への滞在の解析

園元　英祐 ｿﾉﾓﾄ ｴｲｽｹ 素粒子、原子核、宇宙線およ 暗黒物質アクシオンゆらぎの非線形成長によ 東京大学 理学系研究科 川崎　雅裕 兼任教授
び宇宙物理に関連する理論 る観測可能性

高取　沙悠理 ﾀｶﾄﾘ ｻﾕﾘ 素粒子、原子核、宇宙線およ POLARBEAR-2実験による原始重力波の探索 総合研究大学院 高エネルギー加速 羽澄　昌史 教授
び宇宙物理に関連する実験 大学 器科学研究科

竹内　大智 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 代数学関連 分岐を許した場合の幾何学的ラングランズ対 東京大学 東京大学大学院数 斎藤　毅 教授
応の構成について 理科学研究科

武田　渉 ﾀｹﾀﾞ ﾜﾀﾙ 代数学関連 代数体上のイデアル分布とDiophantus方程式 名古屋大学 多元数理科学研究 松本　耕二 教授
科

多田　賢弘 ﾀﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 地球生命科学関連 オーストラリア・アジアテクタイトイベント 東京大学 理学系研究科 田近　英一 教授
：衝突地点・様式・規模の解明

龍田　真美子 ﾀﾂﾀ ﾏﾐｺ 数理物理および物性基礎関連 有限温度における量子もつれ状態を用いたセ 東京大学 理学系研究科 清水　明 兼任教授
ンシング

谷内　元 ﾀﾆｳﾁ ﾊｼﾞﾒ 固体地球科学関連 沈み込み帯火山の長期進化過程：沈み込みス 北海道大学 理学院 栗谷　豪 准教授
ラブから地表までの完全解剖

谷本　勝一 ﾀﾆﾓﾄ ｼﾖｳｲﾁ 生物物理、化学物理およびソ 溶媒が誘起するタンパク質の遅く大きな構造 九州大学 理学府 吉田　紀生 准教授
フトマターの物理関連 変化を記述する新規理論手法の開発

田原　弘章 ﾀﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ 自発的コンパクト化による3次元宇宙の創出 東京大学 理学系研究科 横山　順一 教授
び宇宙物理に関連する理論

ＴＲＡＮ　ＮＨ ﾁﾔﾝ ﾆﾔﾂﾄ ﾀﾝ 代数学関連 Tutte多項式とそのアレンジメント理論への 北海道大学 理学院 吉永　正彦 教授
ＡＴ　ＴＡＮ 応用

ＣＨＯ　ＪＯＳ ﾁﾖｳ ｼﾞﾖｾﾌ 幾何学関連 ローレンツメビウス幾何とローレンツ部分多 神戸大学 理学研究科 ＲＯＳＳＭ 教授
ＥＰＨ 様体の変換理論 ＡＮ　Ｗａ

ｙｎｅ
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塚本　雄也 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 地球生命科学関連 太古代生命圏の再検証: 生体必須元素に着目 東北大学 東北大学理学研究 掛川　武 教授
して 科

辻本　志保 ﾂｼﾞﾓﾄ ｼﾎ 天文学関連 分子スペクトル線観測に基づく銀河系中心巨 慶應義塾大学 理工学研究科 岡　朋治 教授
大星団の探査

鶴見　裕之 ﾂﾙﾐ ﾋﾛﾕｷ 数理解析学関連 定常ナビエ・ストークス方程式の斉次ベゾフ 早稲田大学 基幹理工学研究科 小薗　英雄 教授
空間における適切性・非適切性問題

都丸　亮太 ﾄﾏﾙ ﾘﾖｳﾀ 天文学関連 X線連星における降着円盤風の放射流体計算 東京大学 理学系研究科 高橋　忠幸 兼任教授
と放射輸送計算を使用した観測的研究

外山　裕一 ﾄﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 素粒子、原子核、宇宙線およ 三重水素ラムダハイパー核短寿命パズルの実 東北大学 理学研究科 中村　哲 教授
び宇宙物理に関連する実験 験的解決

中井　拳吾 ﾅｶｲ ｹﾝｺﾞ 応用数学および統計数学関連 流体運動におけるエネルギーの流れの考察 東京大学 大学院数理科学研 米田　剛 准教授
究科

中兼　啓太 ﾅｶｶﾞﾈ ｹｲﾀ 幾何学関連 HOMFLYホモロジーのトポロジー的性質の探求 東京工業大学 理学院 ＫＡＬＭＡ 准教授
Ｎ　Ｔａｍ
ａｓ

中里　亮介 ﾅｶｻﾄ ﾘﾖｳｽｹ 数理解析学関連 磁気流体方程式系の解の適切性と爆発判定条 東北大学 理学研究科 小川　卓克 教授
件について

中嶋　彩乃 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 宇宙惑星科学関連 衛星形成理論と地上観測に基づいた巨大ガス 東京工業大学 理学院 井田　茂 教授
惑星まわりの衛星化学組成の解明

中島　啓貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 幾何学関連 測度距離空間の間の誤差付き順序による等周 東北大学 理学研究科 塩谷　隆 教授
不等式の研究

中山　優吾 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｺﾞ 応用数学および統計数学関連 高次元小標本におけるカーネル主成分分析と 筑波大学 数理物質科学研究 青嶋　誠 教授
その応用 科

長岡　高広 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｶﾋﾛ 代数学関連 シンプレクティック代数多様体の代数幾何学 京都大学 理学研究科 並河　良典 教授

長岡　大 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｻﾙ 代数学関連 可縮アフィン多様体及びそのコンパクト化に 東京大学 大学院数理科学研 小木曽　啓 教授
関する研究 究科 示

長原　翔伍 ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾖｳｺﾞ 固体地球科学関連 全方位ミュオグラフィ実用化に向けた実証観 東京大学 理学系研究科 田中　宏幸 兼任教授
測研究

奈良　佑亮 ﾅﾗ ﾕｳｽｹ 宇宙惑星科学関連 新たな雲追跡手法による金星大気の角運動量 東京大学 新領域創成科学研 今村　剛 教授
輸送の解明 究科
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仁王頭　明伸 ﾆｵｳｽﾞ ｱｷﾉﾌﾞ 半導体、光物性および原子物 X線自由電子レーザーによるナノクラスター 京都大学 理学研究科 松田　和博 准教授
理関連 回折実験：非平衡核生成ダイナミクスの解明

野崎　誠也 ﾉｻﾞｷ ｾｲﾔ 素粒子、原子核、宇宙線およ CTA大口径チェレンコフ望遠鏡によるガンマ 京都大学 理学研究科 窪　秀利 准教授
び宇宙物理に関連する実験 線バーストの観測的研究

登口　暁 ﾉﾎﾞﾘｸﾞﾁ ｱｶﾄｷ 天文学関連 塵に覆われた銀河の多波長スペクトル観測で 愛媛大学 理工学研究科 長尾　透 教授
暴く銀河と大質量ブラックホールの共進化

橋本　嵩広 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 磁性、超伝導および強相関系 軟X線レーザー極超高分解能光電子分光によ 東京大学 新領域創成科学研 岡崎　浩三 准教授
関連 る非従来型超伝導体の超伝導機構の研究 究科

長谷川　邦彦 ﾊｾｶﾞﾜ ｸﾆﾋｺ 素粒子、原子核、宇宙線およ 第三世代重力波望遠鏡用大口径低温鏡の低温 東京大学 理学系研究科 三代木　伸 兼任准教授
び宇宙物理に関連する実験 吸着汚染の解明と解消法の開発 二

長谷川　雅大 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 数理物理および物性基礎関連 コヒーレント輸送領域での相転移が及ぼす断 東京大学 理学系研究科 加藤　岳生 兼任准教授
熱ポンピングへの影響

畠山　洸太 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳﾀ 素粒子、原子核、宇宙線およ 数値及び解析的手法による超弦の行列模型の 静岡大学 自然科学系教育部 土屋　麻人 教授
び宇宙物理に関連する理論 研究

浜野　大 ﾊﾏﾉ ﾏｻﾙ 数理解析学関連 非線形シュレディンガー方程式の解の挙動を 埼玉大学 理工学研究科 町原　秀二 教授
決定づける初期値の分類

濱本　諭 ﾊﾏﾓﾄ ｻﾄﾙ 磁性、超伝導および強相関系 強相関希土類化合物の角度分解内殻光電子線 大阪大学 基礎工学研究科 関山　明 教授
関連 二色性による電気磁気多極子秩序変数の探索

樋口　諒 ﾋｸﾞﾁ ﾘﾖｳ 天文学関連 すばる超広領域探査で明かす宇宙再電離期の 東京大学 理学系研究科 さこ　隆志 兼任准教授
原始銀河団

久井　裕介 ﾋｻｲ ﾕｳｽｹ 半導体、光物性および原子物 秒の再定義への貢献を目指したYb/Sr光格子 横浜国立大学 理工学府 洪　鋒雷 教授
理関連 時計の周波数比計測に関する研究

平井　隼人 ﾋﾗｲ ﾊﾔﾄ 素粒子、原子核、宇宙線およ ゲージ場の量子論における赤外構造の研究 大阪大学 理学研究科 山口　哲 准教授
び宇宙物理に関連する理論

平井　康裕 ﾋﾗｲ ﾔｽﾋﾛ 固体地球科学関連 スラブ由来流体の化学組成：火山岩岩石学か 金沢大学 自然科学研究科 田村　芳彦 客員教授
らのアプローチ

深谷　優梨 ﾌｶﾔ ﾕﾘ 磁性、超伝導および強相関系 空間反転対称性のない多軌道系における異軌 名古屋大学 工学研究科 田仲　由喜 教授
関連 道間電子対によるトポロジカル超伝導の理論 夫

藤井　啓資 ﾌｼﾞｲ ｹｲｽｹ 磁性、超伝導および強相関系 低エネルギー有効理論を用いた強相関フェル 東京工業大学 理学院 西田　祐介 准教授
関連 ミ系の普遍的性質の解明
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船戸　匠 ﾌﾅﾄ ﾀｸﾐ 磁性、超伝導および強相関系 力学的な運動によるスピン流生成機構に関す 名古屋大学 理学研究科 河野　浩 教授
関連 る微視的理論

古屋　貴士 ﾌﾙﾔ ﾀｶｼ 数理解析学関連 散乱逆問題におけるサンプリング法の統一に 名古屋大学 多元数理科学研究 杉本　充 教授
ついて 科

Ｈｏ　Ｓｈｕー ﾎ ｼﾕｳ ﾕｳ 素粒子、原子核、宇宙線およ WIMPパラダイムを超えるダークマターの包括 東北大学 理学研究科 高橋　史宜 教授
Ｙｕ び宇宙物理に関連する理論 的研究

何　晩秋 ﾎｱ ﾜﾝﾁﾕｳ 天文学関連 高赤方偏移クェーサーの環境から探る超大質 東北大学 理学研究科 秋山　正幸 教授
量ブラックホールの初期成長過程

槇納　好岐 ﾏｷﾉ ﾖｼｷ 宇宙惑星科学関連 原始太陽系円盤から惑星が形成される過程に 東京大学 理学系研究科 平田　岳史 教授
おける時空間的化学分別の解明

増田　貴史 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 半導体、光物性および原子物 新奇マヨラナ粒子発見に向けたInSb量子ポイ 東北大学 理学研究科 平山　祥郎 教授
理関連 ントコンタクトの伝導特性研究

松下　祐子 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｺ 天文学関連 低質量星から大質量星における星形成過程の 九州大学 理学府 町田　正博 准教授
統一的理解

松原　祐貴 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 代数学関連 放物接続のモジュライ空間及び幾何学的ラン 神戸大学 理学研究科 齋藤　政彦 教授
グランズ対応の研究

Ｍｉｓｈｃｈｅ ﾐｼｴﾝｺ ﾋﾟﾖｰﾄﾙ 磁性、超伝導および強相関系 マヨラナフェルミオンがもたらす新規量子磁 東京大学 工学系研究科 求　幸年 教授
ｎｋｏ　Ｐｅｔ
ｒ

関連 性現象の数値的研究

御手洗　光祐 ﾐﾀﾗｲ ｺｳｽｹ 半導体、光物性および原子物 古典 - 量子ハイブリッドアルゴリズムの実 大阪大学 基礎工学研究科 北川　勝浩 教授
理関連 験実証とその核スピン超偏極への応用

Ｍｉｋｋｅｌｓ ﾐﾂｹﾙｾﾝ ﾏﾁｱｽ 半導体、光物性および原子物 一次元二成分量子ガスにおけるダイナミクス 沖縄科学技術大 科学技術研究科 ＢＵＳＣＨ 教授
ｅｎ　Ｍａｔｈ
ｉａｓ

理関連 学院大学 　Ｔｈｏｍ
ａｓ

峰　正博 ﾐﾈ ﾏｻﾋﾛ 代数学関連 ゼータ関数の値分布に関連する密度関数の研 東京工業大学 理学院 鈴木　正俊 准教授
究

箕田　鉄兵 ﾐﾉﾀﾞ ﾃﾂﾍﾟｲ 素粒子、原子核、宇宙線およ 磁場の存在を考慮した宇宙論的な構造形成の 名古屋大学 理学研究科 杉山　直 教授
び宇宙物理に関連する理論 理論構築

三宅　庸仁 ﾐﾔｹ ﾉﾌﾞﾋﾄ 数理解析学関連 四階放物型方程式系における漸近解析-保存 東北大学 理学研究科 岡部　真也 准教授
則を伴う爆発現象の解明とその応用-

宮西　孝一郎 ﾐﾔﾆｼ ｺｳｲﾁﾛｳ 半導体、光物性および原子物 量子符号化による超高感度NMR技術の創出 大阪大学 基礎工学研究科 北川　勝浩 教授
理関連
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向井　晨人 ﾑｶｲ ｱｻﾄ 数理解析学関連 動的境界条件付き楕円型方程式の解構造と漸 東京大学 数理科学研究科 石毛　和弘 教授
近解析

村山　拓也 ﾑﾗﾔﾏ ﾀｸﾔ 基礎解析学関連 多重連結領域におけるLoewner方程式とSLE理 京都大学 理学研究科 日野　正訓 教授
論

室谷　岳寛 ﾑﾛﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ 代数学関連 絶対版Grothendieck予想とその周辺 京都大学 理学研究科 玉川　安騎 教授
男

森　寛治 ﾓﾘ ｶﾝｼﾞ 天文学関連 数値計算・原子核実験・天文観測で探るX線 東京大学 理学系研究科 中村　文隆 併任准教授
バーストの物理

森　仁志 ﾓﾘ ﾋﾄｼ 半導体、光物性および原子物 第一原理計算法を用いた電子緩和時間の評価 大阪大学 理学研究科 黒木　和彦 教授
理関連 に基づく高性能熱電物質の新たな設計指針

森　迪也 ﾓﾘ ﾐﾁﾔ 基礎解析学関連 作用素環上の保存問題の研究 東京大学 数理科学研究科 河東　泰之 教授

森崎　宗一郎 ﾓﾘｻｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 素粒子、原子核、宇宙線およ 連星中性子星合体のための効率的な重力波デ 東京大学 理学系研究科 Ｃａｎｎｏ 准教授
び宇宙物理に関連する理論 ータ解析手法の開発 ｎ　Ｋｉｐ

ｐ

ＹＡＯ　ＹＵＡ ﾔｵ ﾕｱﾝ 数理物理および物性基礎関連 対称性を持つ量子相のアノマリーによる分類 東京大学 理学系研究科 押川　正毅 兼任教授
Ｎ

家鋪　真衣 ﾔｼｷ ﾏｲ 素粒子、原子核、宇宙線およ f(R)重力理論における宇宙初期と現在の加速 山口大学 創成科学研究科 坂井　伸之 教授
び宇宙物理に関連する理論 膨張の統一モデルの観測的検証

谷地村　敏明 ﾔﾁﾑﾗ ﾄｼｱｷ 数理解析学関連 最適コーティングと特異摂動固有値問題 東北大学 情報科学研究科 坂口　茂 教授

矢部　いつか ﾔﾍﾞ ｲﾂｶ 大気水圏科学関連 海面高度データを用いた対馬暖流流路の特定 東京大学 新領域創成科学研 藤尾　伸三 准教授
と形成要因の解明 究科

山河　和也 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾔ 固体地球科学関連 縮小模擬実験を駆使した火山空振の音源理解 東京大学 理学系研究科 市原　美恵 兼任准教授
と観測の高度化

山口　伴紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 磁性、超伝導および強相関系 強相関物質におけるボソン自由度の形成とそ 千葉大学 融合理工学府 太田　幸則 教授
関連 の量子凝縮に関する計算物理学的新展開

山根　悠 ﾔﾏﾈ ﾕｳ 磁性、超伝導および強相関系 活性な多極子をもつ希土類化合物における単 広島大学 先端物質科学研究 鬼丸　孝博 教授
関連 サイトの非フェルミ液体状態 科

山本　和弘 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 宇宙惑星科学関連 内部磁気圏のULF波動によるイオン拡散とリ 京都大学 理学研究科 田口　聡 教授
ングカレントの変動

吉川　慶 ﾖｼｶﾜ ｹｲ 素粒子、原子核、宇宙線およ 元素合成起源の解明に向けた核ガンマ線イメ 京都大学 理学研究科 谷森　達 教授
び宇宙物理に関連する実験 ージング分光法の気球観測による実証
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吉田　辰哉 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 宇宙惑星科学関連 地球型惑星における還元型原始大気の進化 北海道大学 理学院 倉本　圭 教授

米丸　直之 ﾖﾈﾏﾙ ﾅｵﾕｷ 天文学関連 パルサー・タイミング・アレイによる重力波 熊本大学 自然科学研究科 高橋　慶太 准教授
検出に向けたデータ解析手法の確立 郎

若村　浩明 ﾜｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 数理物理および物性基礎関連 量子多体系における時間最適制御理論の構築 慶應義塾大学 理工学研究科 古池　達彦 専任講師

渡邊　圭市 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁ 数理解析学関連 非有界領域における相転移を伴う圧縮性と非 早稲田大学 基幹理工学研究科 柴田　良弘 教授
圧縮性粘性2相流体の自由境界問題

渡邉　天鵬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 基礎解析学関連 独立同分布でないランダム性を持つ複素力学 京都大学 人間・環境学研究 角　大輝 教授
系に関する三つの解析的手法による研究 科
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青木　大亮 ｱｵｷ ﾀﾞｲｽｹ 高分子材料関連 トポロジー変換されたポリウレタンによる力 奈良先端科学技 先端科学技術研究 網代　広治 教授
学特性の自在設計 術大学院大学 科

赤沼　友貴 ｱｶﾇﾏ ﾕｷ 無機・錯体化学関連 原子精度合金クラスターの量合成と触媒機能 東京工業大学 物質理工学院 山元　公寿 教授
開拓

荒井　洋平 ｱﾗｲ ﾖｳﾍｲ 生物分子化学関連 免疫機構の解明および制御を指向した結核菌 慶應義塾大学 理工学研究科 藤本　ゆか 教授
構成成分を基盤とする複合脂質の創製と解析 り

池田　裕真 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ ケミカルバイオロジー関連 高輝度近赤外生物発光プローブを実現するホ 慶應義塾大学 理工学研究科 ＣＩＴＴＥ 教授
タルルシフェリン誘導体の開発 ＲＩＯ　Ｄ

ＡＮＩＥＬ

石木　健吾 ｲｼｷ ｹﾝｺﾞ 分析化学関連 微生物を用いたウエアラブルバッテリの開発 大阪府立大学 工学研究科 椎木　弘 准教授

石田　尚義 ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾖｼ 有機合成化学関連 金属フルオリドを用いた含フッ素官能基化反 大阪大学 工学研究科 生越　専介 教授
応の創出

石堂　祐規 ｲｼﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高分子化学関連 芳香族非天然型ペプチドらせんを利用した新 大阪大学 理学研究科 鬼塚　清孝 教授
規機能性らせん高分子の開発

井波　雄太 ｲﾅﾐ ﾕｳﾀ エネルギー関連化学 窒素と水からのアンモニア直接電解合成のた 東京工業大学 物質理工学院 山中　一郎 教授
めの新規カソードの開発

岩瀬　翔太郎 ｲﾜｾ ｼﾖｳﾀﾛｳ 有機合成化学関連 フランの脱水型分子内不斉アリル化を基軸と 名古屋大学 創薬科学研究科 北村　雅人 教授
する生理活性天然有機化合物の合成研究

植田　賢人 ｳｴﾀ ｹﾝﾄ 構造有機化学および物理有機 酸化還元によるスイッチング特性を有する新 京都大学 理学研究科 大須賀　篤 教授
化学関連 規パイ拡張コロールの合成 弘

上沼　駿太郎 ｳｴﾇﾏ ｼﾕﾝﾀﾛｳ 高分子化学関連 ポリロタキサンナノシートの形成機構の解明 東京大学 新領域創成科学研 伊藤　耕三 教授
と応用 究科

上村　祐也 ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾔ エネルギー関連化学 アルミニウム二次電池正極に用いる硫黄ドー 大阪大学 工学研究科 桑畑　進 教授
プ炭素材料の開発

薄葉　純一 ｳｽﾊﾞ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 構造有機化学および物理有機 反芳香族化合物の分子間相互作用の解明と機 名古屋大学 理学研究科 山口　茂弘 教授
化学関連 能開拓

楳窪　成祥 ｳﾒｸﾎﾞ ﾅﾘﾖｼ 有機合成化学関連 連続的不斉マイケル反応を利用した多様な環 東北大学 理学研究科 林　雄二郎 教授
骨格構築及びカルノシン酸の全合成

王　凡集 ｵｳ ﾎﾞﾝｼﾕｳ 有機機能材料関連 半導体高分子配向制御による有機太陽電池の 東京大学 工学系研究科 瀬川　浩司 教授
発電機構の解明
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大谷　俊介 ｵｵﾀﾆ ｼﾕﾝｽｹ 高分子化学関連 縮環型アゾメチンホウ素錯体を基盤とした機 京都大学 工学研究科 田中　一生 教授
能性材料の創出

大友　章裕 ｵｵﾄﾓ ｱｷﾋﾛ 基礎物理化学関連 共通のタンパク質立体構造が多彩なイオン輸 大阪大学 理学研究科 水谷　泰久 教授
送を可能にする分子メカニズムの解明

岡副　眞也 ｵｶｿﾞｴ ｼﾝﾔ 無機・錯体化学関連 レーザーアブレーションによる新規合金ナノ 京都大学 理学研究科 北川　宏 教授
粒子の合成とその触媒特性の評価

小川　直希 ｵｶﾞﾜ ﾅｵｷ 構造有機化学および物理有機 アズレンを核とする新奇な多環芳香族炭化水 京都大学 薬学研究科 高須　清誠 教授
化学関連 素の創成とその応用

沖　光脩 ｵｷ ｺｳｽｹ 構造有機化学および物理有機 ピロールを基軸とした含窒素湾曲ナノカーボ 愛媛大学 理工学研究科 高瀬　雅祥 准教授
化学関連 ンの創製

沖　超二 ｵｷ ﾁﾖｳｼﾞ 生体関連化学 細胞内在性蛋白質の精密局在制御のための光 名古屋工業大学 工学研究科 築地　真也 教授
応答性小分子の開発

奥山　優也 ｵｸﾔﾏ ﾕｳﾔ 有機合成化学関連 シグマトロピー転位を基盤とした窒素密集型 慶應義塾大学 理工学研究科 千田　憲孝 教授
化合物の迅速合成法の開発

小竹　佑磨 ｵﾀｹ ﾕｳﾏ 有機合成化学関連 マイクロフロー合成法を駆使するオリゴ核酸 東京工業大学 生命理工学院 布施　新一 准教授
の高効率合成法の開発 郎

小田　裕太朗 ｵﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 生体関連化学 対形成部位の空間的乖離により天然塩基対と 富山大学 大学院医学薬学教 松谷　裕二 教授
の相互作用直交性を有する人工塩基対の開発 育部

小野寺　俊亮 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾕﾝｽｹ 有機合成化学関連 炭素二重結合を起点とする不活性炭素-炭素 慶應義塾大学 理工学研究科 垣内　史敏 教授
結合の直接的分子変換法の開発

尾松　大和 ｵﾏﾂ ﾔﾏﾄ 構造有機化学および物理有機 ケイ素六員環骨格を活用したヘキサシラベン 京都大学 理学研究科 時任　宣博 教授
化学関連 ゼンの合成

柿本　恭宏 ｶｷﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 基礎物理化学関連 生体で機能する糖脂質の機能解明を目指した 豊橋技術科学大 工学研究科 手老　龍吾 准教授
支持脂質二重膜系での観測手法の確立と適用 学

鹿毛　悠冬 ｶｹﾞ ﾕｳﾄ 構造有機化学および物理有機 短工程で合成可能な有機π共役系分子を基盤 九州大学 工学府 古田　弘幸 教授
化学関連 とした光電子プラットフォーム材料の創出

片浦　哲志 ｶﾀｳﾗ ﾃﾂｼ 生物分子化学関連 代謝物バイオマーカーを指標とする新規パー 慶應義塾大学 理工学研究科 井本　正哉 教授
キンソン病治療薬の創出研究

片岡　裕貴 ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ 高分子化学関連 イソシアニドと不飽和炭化水素を組み合わせ 大阪大学 理学研究科 鬼塚　清孝 教授
た新規重合系の開拓とその応用
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片原　聖矢 ｶﾀﾊﾗ ｾｲﾔ 有機合成化学関連 イリジウム触媒によるアミド還元を基盤とし 慶應義塾大学 理工学研究科 千田　憲孝 教授
た1，3-双極子合成法の開発

金尾　英佑 ｶﾅｵ ｴｲｽｹ 分析化学関連 分散力クロマトグラフィーのための新規分離 京都大学 工学研究科 大塚　浩二 教授
媒体の開発

加茂　直己 ｶﾓ ﾅｵｷ 生体関連化学 蛋白質化学合成法を用いた修飾ヒストンの化 東京大学 工学系研究科 岡本　晃充 教授
学合成とその機能解明

河内　元希 ｶﾜｳﾁ ｹﾞﾝｷ 有機合成化学関連 有機分子触媒を用いたアンホテリシンBの全 東北大学 理学研究科 林　雄二郎 教授
合成

川端　賢 ｶﾜﾊﾞﾀ ｻﾄｼ 高分子化学関連 らせん空孔の精密制御を基盤とする記憶力を 名古屋大学 工学研究科 八島　栄次 教授
有するらせんフォルダマーの創成と応用

高　靖馳 ｶﾞｵ ｼﾞﾝﾁ ケミカルバイオロジー関連 環境応答性蛍光プローブを用いるタンパク質 大阪大学 工学研究科 菊地　和也 教授
分解の可視化

木須　遥規 ｷｽ ﾊﾙｷ 構造有機化学および物理有機 新規CAAC型ボリルアニオンの合成とその性質 名古屋大学 工学研究科 山下　誠 教授
化学関連

木田　淳平 ｷﾀﾞ ｼﾞﾕﾝﾍﾟｲ 高分子材料関連 高分子メカノケミストリーにおける単一分子 東京工業大学 物質理工学院 大塚　英幸 教授
鎖系/バルク材料系間の相関解明

木田　基 ｷﾀﾞ ﾓﾄｷ 基礎物理化学関連 極低温・気相分光法を基盤とした，金クラス 広島大学 理学研究科 井口　佳哉 准教授
ターの構造，電子状態および触媒機能の研究

木村　直貴 ｷﾑﾗ ﾅｵｷ 有機合成化学関連 鉄触媒を用いた不活性炭素-水素結合切断を 慶應義塾大学 理工学研究科 垣内　史敏 教授
経る官能基化反応の開発

黒田　知宏 ｸﾛﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 生体関連化学 ポリケチド化合物の翻訳合成を指向した疎水 東京大学 理学系研究科 菅　裕明 教授
性修飾炭素骨格含有ペプチドの合成手法開発

古賀　雅史 ｺｶﾞ ﾏｻﾌﾐ 基礎物理化学関連 Rydberg状態を利用した長距離・超高速電子 大阪大学 基礎工学研究科 宮坂　博 教授
移動反応の実現

越田　裕之 ｺｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 基礎物理化学関連 触媒反応への応用に向けた単分子ラマン顕微 京都大学 理学研究科 奥山　弘 准教授
分光法の開拓

越野　晴太郎 ｺｼﾉ ｾｲﾀﾛｳ 有機合成化学関連 多様なステロイドの網羅的な短工程全合成を 東北大学 理学研究科 林　雄二郎 教授
指向した新奇ステロイド中間体の創製と応用

小林　駿 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾕﾝ エネルギー関連化学 白金合金単結晶電極の酸素還元及び水素発生 山梨大学 医工農学総合教育 内田　裕之 教授
反応の多角的解析による次世代触媒の設計 部
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小林　文也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 無機・錯体化学関連 酸化グラフェンの圧力効果を利用した機能制 熊本大学 自然科学研究科 速水　真也 教授
御と高機能性磁性材料への応用

笹倉　康平 ｻｻｸﾗ ｺｳﾍｲ 有機合成化学関連 配位子の変形を利用した二核錯体の構築と触 京都大学 工学研究科 大江　浩一 教授
媒的不斉合成への展開

張　婉瑩 ｻﾞﾝ ﾜﾝｲﾝ 機能物性化学関連 高度に配向・配列制御した共役分子骨格の一 京都大学 工学研究科 関　修平 教授
次元集積化と機能性液晶材料への展開

首藤　雄大 ｼﾕﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 機能物性化学関連 極性場を利用した二次元ハイブリッドメモリ 熊本大学 自然科学教育部理 速水　真也 教授
材料の研究 学専攻

白男川　貴史 ｼﾗｵｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 機能物性化学関連 第一原理に基づく光機能性色素集合体の理論 総合研究大学院 物理科学研究科 江原　正博 教授
設計法の開発と応用 大学

陣内　和哉 ｼﾞﾝﾅｲ ｶｽﾞﾔ 有機機能材料関連 有機蓄光の電荷蓄積量増加による発光持続時 九州大学 工学府 安達　千波 教授
間向上 矢

菅原　規 ｽｶﾞﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ 基礎物理化学関連 角層細胞間脂質に着想を得たオレイン酸系ジ 東京理科大学 理工学研究科 酒井　秀樹 教授
ェミニ型界面活性剤によるα-ゲルの創製

鈴木　陽太 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀ 分析化学関連 ボロン酸型簡易血糖値定量試薬の開発 早稲田大学 先進理工学研究科 石原　浩二 教授

高橋　芳人 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾄ 生物分子化学関連 ペプチド修飾を志向したアミド基選択的な求 慶應義塾大学 理工学研究科 千田　憲孝 教授
核付加反応の開発

武内　弘明 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｱｷ 有機機能材料関連 ジャイロイド液晶構造を鋳型とした三次元多 東京農工大学 大学院工学府 一川　尚広 特任准教授
孔性グラフェン創成技術の開発

田中　航 ﾀﾅｶ ﾜﾀﾙ 高分子材料関連 環境選択的重合反応による多機能性超分子ダ 京都大学 工学研究科 浜地　格 教授
ブルネットワークヒドロゲルの高強度化

田野　輝 ﾀﾉ ﾋｶﾙ 生物分子化学関連 海洋産セコステロイド アプリシアセコステ 筑波大学 数理物質科学研究 小島　隆彦 教授
ロールAに関する研究 科

丹治　優 ﾀﾝｼﾞ ﾕﾀｶ 有機合成化学関連 巨大カルボン酸配位子の開発と炭素-水素結 京都大学 工学研究科 藤原　哲晶 准教授
合活性化を伴う高難度分子変換反応への応用

津田　喬史 ﾂﾀﾞ ﾀｶｼ エネルギー関連化学 レーザー加工による固体電解質/電極界面の 神奈川大学 工学研究科 松本　太 教授
三次元化による電池の高出入力・高耐久化

鶴田　浩之 ﾂﾙﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 無機・錯体化学関連 混合配位子型 6-8 族異種金属錯体による協 東京工業大学 物質理工学院 高尾　俊郎 准教授
奏的反応場の構築

殿内　大輝 ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲｷ 機能物性化学関連 可塑性を有する有機導電体の構築と直交経路 名古屋大学 理学研究科 阿波賀　邦 教授
スイッチング機能素子及び集積回路の研究 夫
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中尾　晃平 ﾅｶｵ ｺｳﾍｲ 有機機能材料関連 半値幅の狭い青色蛍光材料を用いた高効率有 山形大学 大学院有機材料シ 笹部　久宏 准教授
機EL素子 ステム研究科

中島　翼 ﾅｶｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 有機合成化学関連 ラジカルカチオンの強酸性を活かした新規触 名古屋大学 工学研究科 大井　貴史 教授
媒反応の開拓

長坂　龍洋 ﾅｶﾞｻｶ ﾀﾂﾋﾛ 基礎物理化学関連 量子相関光子対を利用した高効率2光子励起 大阪大学 基礎工学研究科 宮坂　博 教授
法の開拓とその光化学反応への応用

成清　颯斗 ﾅﾘｷﾖ ﾊﾔﾄ 高分子化学関連 柔軟性側鎖を有するかご型シルセスキオキサ 京都大学 工学研究科 田中　一生 教授
ンを基盤とした刺激応答性発光材料の創成

西　信哉 ﾆｼ ﾉﾌﾞﾔ 有機合成化学関連 立体選択的β-ラムノシル化反応を用いた鳥 慶應義塾大学 理工学研究科 高橋　大介 准教授
類病原性大腸菌O1複合糖質ワクチンの創製

西村　翼 ﾆｼﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 有機合成化学関連 モノアニオン性ジアザポルフィリン触媒によ 名古屋大学 工学研究科 忍久保　洋 教授
る水を酸素源とした触媒的酸化反応の開発

林　謙吾 ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ 生物分子化学関連 天然物の立体異性体を用いた標的選択性及び 東北大学 理学研究科 上田　実 教授
生物活性チューニング法の開発

原　尚史 ﾊﾗ ﾅｵﾌﾐ 有機合成化学関連 アルミニウム配位子含有遷移金属錯体の創出 京都大学 工学研究科 中尾　佳亮 教授
とこれを利用した高難度触媒反応の開発

檜本　晃 ﾋﾉｷﾓﾄ ｱｷﾗ 無機・錯体化学関連 メカノケミストリーを用いた金属伝導／超伝 京都大学 工学研究科 堀毛　悟史 准教授
導MOFの合成

平井　崇裕 ﾋﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 有機合成化学関連 第3級アミドのC-N結合切断を鍵とする触媒的 大阪大学 基礎工学研究科 真島　和志 教授
エステル化反応の開発と反応機構の解明

黄　珍光 ﾌｱﾝ ｼﾞﾝｸｱﾝ エネルギー関連化学 超高速充放電が可能なナトリウム二次電池用 京都大学 エネルギー科学研 萩原　理加 教授
正極材料の開発 究科

藤井　香里 ﾌｼﾞｲ ｶｵﾘ 基礎物理化学関連 二段階光励起を用いたイオン液体の構造ゆら 同志社大学 理工学研究科 木村　佳文 教授
ぎの観測

藤咲　貴大 ﾌｼﾞｻｸ ﾀｶﾋﾛ ケミカルバイオロジー関連 ナノダイヤモンドを用いた細胞内局所pH計測 京都大学 工学研究科 白川　昌宏 教授
技術の開発

古林　琢 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｸ 基礎物理化学関連 クライオ蛍光顕微鏡による生体分子の分子精 東京工業大学 理学院 松下　道雄 准教授
度イメージング

細川　朋佳 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓｶ 有機合成化学関連 キラルなマルチヘリシティー構造が生み出す 大阪府立大学 大阪府立大学大学 神川　憲 教授
集積型湾曲π共役分子の創製 院理学系研究科
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細野　新 ﾎｿﾉ ｱｷﾗ 無機物質および無機材料化学 窒素含有融液を用いた酸窒化物の緻密化及び 北海道大学 総合化学院 鱒渕　友治 准教授
関連 電気物性評価技術の確立

細谷　圭介 ﾎｿﾔ ｹｲｽｹ 有機合成化学関連 超原子価ヨウ素によるジアリールアミンの酸 東京農工大学 大学院工学府 長澤　和夫 教授
化的環化反応の開発とMIAの網羅的全合成

堀田　貴都 ﾎﾂﾀ ﾀｶﾄ 無機物質および無機材料化学 原子層積層ヘテロ構造作製技術の確立と狭帯 名古屋大学 理学研究科 北浦　良 准教授
関連 域波長可変LEDの実現

松井　直喜 ﾏﾂｲ ﾅｵｷ 無機物質および無機材料化学 高酸素欠損組成を基軸とする新規イオン導電 東京工業大学 物質理工学院 菅野　了次 教授
関連 体の探索

松澤　翼 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 有機合成化学関連 ベンズジインを基盤とする多置換ベンゾヘテ 東京医科歯科大 大学院医歯学総合 細谷　孝充 教授
ロール類の多様性指向型合成法の開発 学 研究科

水田　巽 ﾐｽﾞﾀ ﾀﾂﾐ 分析化学関連 酵素反応性色素液体：酵素・タンパクの極限 大阪府立大学 工学研究科 久本　秀明 教授
感度・高速1ステップ分析デバイスへの展開

南　沙央理 ﾐﾅﾐ ｻｵﾘ 高分子材料関連 温度応答性ゲル微粒子を用いた懸濁液とマク 京都工芸繊維大 工芸科学研究科 浦山　健治 教授
ロゲルの力学特性の解明と機能性の創出 学

南　陽平 ﾐﾅﾐ ﾖｳﾍｲ 有機合成化学関連 2価ゲルマニウム塩を直接用いた還元的結合 大阪大学 工学研究科 安田　誠 教授
形成と機能性有機金属化合物の合成法の開発

宮川　晃尚 ﾐﾔｶﾞﾜ ｱｷﾋｻ 分析化学関連 一粒子の超音波浮揚に基づく超微量計測とデ 東京工業大学 理学院 岡田　哲男 教授
ジタルセンシング

村山　駿輝 ﾑﾗﾔﾏ ﾄｼｷ 有機合成化学関連 テトラフルオロエチレンの選択的三量化反応 東京大学 工学系研究科 野崎　京子 教授
の開発

森田　浩平 ﾓﾘﾀ ｺｳﾍｲ 無機・錯体化学関連 ２段階励起型パンクロマティックフォトアノ 九州大学 理学府 小澤　弘宜 准教授
ードの創製による高効率な太陽光水分解反応

諸岡　哲朗 ﾓﾛｵｶ ﾃﾂﾛｳ 機能物性化学関連 アメーバ型分子ロボットを目指した水中の金 長崎大学 工学研究科 相樂　隆正 教授
電極上における油滴の並進運動機構の開発

柳澤　達也 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀﾂﾔ 構造有機化学および物理有機 13/15族高周期元素間に結合を有する化合物 京都大学 理学研究科 時任　宣博 教授
化学関連 の合成と反応に関する研究

山田　遼太郎 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾖｳﾀﾛｳ ケミカルバイオロジー関連 合成化学的アプローチによる植物ホルモンシ 名古屋大学 理学研究科 伊丹　健一 教授
グナルの精密制御 郎

山本　恵太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ 有機機能材料関連 ７員環分子を利用した両極性有機半導体の開 大阪大学 工学研究科 家　裕隆 准教授
発
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Ｙｏｕ　Ｄａｅ ﾕ ﾃﾞﾋﾖﾝ 基礎物理化学関連 短波長自由電子レーザーを用いた電子緩和過 東北大学 理学研究科 上田　潔 教授
ｈｙｕｎ 程の解明と制御

良永　裕佳子 ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｶｺ 有機合成化学関連 らせん高分子を遠隔不斉環境として用いたキ 京都大学 工学研究科 杉野目　道 教授
ラル配位子設計と触媒的不斉合成への応用 紀

芳野　遼 ﾖｼﾉ ﾊﾙｶ 無機・錯体化学関連 吸着分子のダイナミクスを物理的変数とした 九州大学 理学府 大場　正昭 教授
包接体の磁気特性制御と機構解明

梁　聞斌 ﾘﾖｳ ﾌﾞﾝﾋﾝ 有機合成化学関連 窒素-窒素多重結合切断による新規含リンヘ 東京大学 工学系研究科 西林　仁昭 教授
テロ環化合物の合成反応の開発

若宮　佑真 ﾜｶﾐﾔ ﾕｳﾏ 生物分子化学関連 新奇抗真菌剤開発を指向した海洋性天然物ア 九州大学 理学府 大石　徹 教授
ンフィジノール3の合成研究

渡邉　拓真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 有機合成化学関連 ルテニウム触媒による内部アルキンの炭素置 東京理科大学 理学研究科 斎藤　慎一 教授
換基の転位を伴う触媒的分子間反応の開発

和田　慶祐 ﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ 無機・錯体化学関連 二次元錯体ナノシートの物性調査およびエネ 東京大学 理学系研究科 西原　寛 教授
ルギー貯蔵材料としての応用
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相原　慎太郎 ｱｲﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 流体工学関連 フェーズフィールド法による固気液多相流モ 京都工芸繊維大 工芸科学研究科 高木　知弘 教授
デル構築とマイクロ流体デバイスの最適設計 学

麻生　浩平 ｱｿｳ ｺｳﾍｲ ナノ材料科学関連 先端電子顕微鏡による機能性金属ナノ粒子の 九州大学 工学府 松村　晶 教授
高精度原子配列解析

荒木　笙子 ｱﾗｷ ｼﾖｳｺ 建築計画および都市計画関連 科学的・客観的データに基づく空間分析を取 千葉大学 園芸学研究科 秋田　典子 准教授
り入れた東日本大震災後の復興事業の評価

有木　大晟 ｱﾘｷ ﾀｲｾｲ 電子デバイスおよび電子機器 高効率熱スピン注入による革新的スピントル 九州大学 理学府 木村　崇 教授
関連 ク発振器の実現

Ａｌ　Ｆａｒｉ ｱﾙ･ﾌｱﾘｼｲ ﾑﾊﾝﾏﾄ 機械力学およびメカトロニク マイクロ位置決めシステムのための大きな発 東北大学 工学研究科 田中　秀治 教授
ｓｉ　Ｍｕｈａ
ｍｍａｄ　Ｓａ
ｌｍａｎ

ﾞ･ｻﾙﾏﾝ ス関連 生力めっきアルミニウム熱アクチュエータ

ＡＬＫＡＺＥＩ ｱﾙｶｽﾞｲｰ ｱﾂﾗｰﾑ 建築計画および都市計画関連 戦災復興計画における活性化に関する研究ー 筑波大学 システム情報工学 松原　康介 准教授
　ＡＬＬＡＭ 広島とベイルートの比較 研究科

アン　ミンジュ ｱﾝ ﾐﾝｼﾞﾕ 電気電子材料工学関連 ポリシリコンチャネルを有するジャンクショ 東京大学 工学系研究科 平本　俊郎 教授
ンレスナノワイヤトランジスタに関する研究

李　仁榮 ｲ ｲﾝﾖﾝ バイオ機能応用およびバイオ 埋め込み型人工膵臓への応用を目指した自律 東京農工大学 大学院工学府 池袋　一典 教授
プロセス工学関連 型の血糖値連続計測システムの開発

李　信英 ｲ ｼﾝﾖﾝ 生体医工学関連 難治性内耳疾患の克服を目指した末梢聴覚器 電気通信大学 情報理工学研究科 小池　卓二 教授
メカニズムの解明

五十嵐　純太 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞﾕﾝﾀ ナノ構造物理関連 微細磁気トンネル接合の直接的かつ多角的評 東北大学 工学研究科 深見　俊輔 准教授
価によるスピントルク磁化反転の統一的理解

石井　大翔 ｲｼｲ ﾋﾛﾄ 原子力工学関連 原子力事故時における燃料表面からのCsとI 大阪大学 工学研究科 牟田　浩明 准教授
の放出挙動の解明

石川　昇平 ｲｼｶﾜ ｼﾖｳﾍｲ 生体医工学関連 軟骨組織再生を志向し成長因子の空間運動性 東京理科大学 理学研究科 大塚　英典 教授
を最適化したインジェクタブルIPNゲル

石川　良賀 ｲｼｶﾜ ﾗｶﾞ 生体材料学関連 機能性膜タンパク質搭載細胞外ベシクルの設 京都大学 工学研究科 秋吉　一成 教授
計とDDS応用

一柳　洋輔 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾖｳｽｹ 機械力学およびメカトロニク 鉄道車両モニタリング台車を活用した走行安 茨城大学 理工学研究科 道辻　洋平 准教授
ス関連 全性の状態監視システム

伊藤　絵里香 ｲﾄｳ ｴﾘｶ 土木環境システム関連 ノロウイルス低蓄積性の牡蠣が消化組織に発 岩手大学 大学院連合農学研 渡部　徹 教授
現している糖鎖の特徴づけ 究科
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稲垣　明里 ｲﾅｶﾞｷ ｱｶﾘ 医用システム関連 マイクロ波散乱トモグラフィ技術の開発と乳 神戸大学 理学研究科 木村　建次 教授
がん診断への応用 郎

稲富　悠也 ｲﾅﾄﾐ ﾕｳﾔ 航空宇宙工学関連 宇宙用通信システムの小型軽量高効率化に向 九州大学 工学府 寒川　義裕 教授
けた次世代半導体の研究開発

井上　友貴 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 加工学および生産工学関連 作業者の意向と設計者の意図を反映できる工 東京農工大学 大学院工学府 笹原　弘之 教授
程設計支援システムの開発

今川　光 ｲﾏｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 建築環境および建築設備関連 環境調整行動モデルの開発と熱負荷シミュレ 東京都市大学 環境情報学研究科 リジャル　 教授
ーションへの導入及び実証実験 ホムバハド

ゥル

岩田　会津 ｲﾜﾀ ｱｲﾂﾞ 建築史および意匠関連 中世都市鎌倉の近世村落化に伴う空間・社会 東京大学 工学系研究科 加藤　耕一 教授
構造の変容に関する研究

上岡　直樹 ｳｴｵｶ ﾅｵｷ 無機材料および物性関連 ペロブスカイト系太陽電池の形成・発電機構 滋賀県立大学 エネルギー環境材 奥　健夫 教授
の解明および材料設計指針の構築 料分野

上ノ町　水紀 ｳｴﾉﾏﾁ ﾐｽﾞｷ 医用システム関連 2光子放出核種を用いた高感度かつ高分解能 東京大学 工学系研究科 高橋　浩之 教授
な新しい分子イメージング法の研究

宇佐美　雄生 ｳｻﾐ ﾕｳｷ 応用物性関連 分子ネットワークを用いたリザーバコンピュ 大阪大学 理学研究科 松本　卓也 教授
ーティングの創製

鵜殿　寛岳 ｳﾄﾞﾉ ﾋﾛﾀｹ 流体工学関連 マイクロ流路を流れる微粒子の慣性集約挙動 東京大学 工学系研究科 酒井　幹夫 准教授
に関する数値実験研究

梅本　和輝 ｳﾒﾓﾄ ｶｽﾞｷ 反応工学およびプロセスシス オストワルド熟成の解明による白色発光ペロ 山形大学 大学院理工学研究 増原　陽人 准教授
テム工学関連 ブスカイト量子ドットの創成 科

江口　僚 ｴｸﾞﾁ ﾘﾖｳ 医療福祉工学関連 運動器疾患の三次元生体力学解析に基づく個 慶應義塾大学 理工学研究科 高橋　正樹 教授
人適応型最適歩行アシストシステム

呉　元錫 ｵｳ ｳｵﾝｾｸ 建築環境および建築設備関連 屋外及びミスト噴霧環境での人体の温熱感と 東京大学 工学系研究科 大岡　龍三 教授
快適感が評価できる新環境指標の開発

大澤　脩司 ｵｵｻﾜ ｼﾕｳｼﾞ 防災工学関連 拠点の重要度と時間軸を考慮した災害に対し 金沢大学 自然科学研究科 中山　晶一 教授
て頑健な道路網デザイン手法の開発 朗

大島　草太 ｵｵｼﾏ ｿｳﾀ 材料力学および機械材料関連 CFRP接着構造における現象論的き裂進展モデ 東京農工大学 大学院工学府 小笠原　俊 教授
ルの構築 夫

大島　優 ｵｵｼﾏ ﾕｳ 構造材料および機能材料関連 暗室下における化合物半導体の変形挙動評価 名古屋大学 工学研究科 松永　克志 教授
と転位物性の解明
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大田　優介 ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ 地球資源工学およびエネルギ 岩石物理学モデルと地下探査情報の融合に基 京都大学 工学研究科 小池　克明 教授
ー学関連 づく資源量評価法の開発

大村　太朗 ｵｵﾑﾗ ﾀﾛｳ 構造材料および機能材料関連 セルロース微粒子のモルフォロジー制御法の 神戸大学 工学研究科 南　秀人 教授
構築と高機能化

大山　智也 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓﾔ 安全工学関連 日本型地理的犯罪予測手法の開発 筑波大学 システム情報工学 雨宮　護 准教授
研究科

岡地　寛季 ｵｶﾁ ﾋﾛｷ 水工学関連 混相流体の特性を含む大気境界層パラメタリ 北海道大学 大学院工学研究院 山田　朋人 准教授
ゼーションの開発

岡本　俊哉 ｵｶﾓﾄ ｼﾕﾝﾔ 流体工学関連 遠心プラットフォームにおける慣性力・流れ 山梨大学 医工農学総合教育 浮田　芳昭 准教授
・熱揺らぎの超微細重畳現象の制御と応用 部

岡本　靖生 ｵｶﾓﾄ ﾔｽｵ ナノ構造化学関連 軌道混成に着目したナノ粒子超構造の構築と 京都大学 理学研究科 寺西　利治 教授
機能制御

小川　拓郎 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾛｳ 建築史および意匠関連 オスティア遺跡におけるレーザー実測及び分 九州大学 人間環境学府 堀　賀貴 教授
析　‐建造物の歪みの可視化とその応用‐

奥村　晴紀 ｵｸﾑﾗ ﾊﾙｷ 応用物性関連 第一原理計算によるハーフメタリックホイス 大阪大学 工学研究科 佐藤　和則 准教授
ラー合金の磁気励起特性

奥谷　文徳 ｵｸﾔ ﾌﾐﾉﾘ ロボティクスおよび知能機械 動く折紙構造による多機能構造の実用化とそ 東京大学 情報理工学系研究 川原　圭博 教授
システム関連 の実例としての円筒形状ロボットの開発 科

奥山　浩人 ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾄ 移動現象および単位操作関連 微細孔を利用した高感度なゲート型バイオセ 東京工業大学 物質理工学院 山口　猛央 教授
ンサの開発と応用

小坂田　ゆかり ｵｻｶﾀﾞ ﾕｶﾘ 水工学関連 地球温暖化への適応策創出を見据えた梅雨豪 京都大学 工学研究科 中北　英一 教授
雨の将来変化予測と未経験災害の推定

小野田　浩成 ｵﾉﾀﾞ ﾋﾛｼｹﾞ 電気電子材料工学関連 磁気異方性主軸の異なる複合膜界面における 筑波大学 数理物質科学研究 柳原　英人 教授
非線形電気磁気効果の研究 科

織茂　悠貴 ｵﾘﾓ ﾕｳｷ 光工学および光量子科学関連 光による分子ダイナミクス制御へ向けた実時 東京大学 工学系研究科 石川　顕一 教授
間第一原理シミュレータの開発

恩田　幹久 ｵﾝﾀﾞ ﾐｷﾋｻ 土木計画学および交通工学関 経済集積の空間パターンの解明：群論的スペ 東北大学 工学研究科 池田　清宏 教授
連 クトル分解の実データへの適用

柿沼　洋 ｶｷﾇﾏ ﾋﾛｼ 材料加工および組織制御関連 新規高耐食化技術の開発による次世代型高強 東北大学 工学研究科 武藤　泉 教授
度高耐食性アルミニウム合金の創製
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郭　直霊 ｶｸ ﾁﾖｸﾚｲ 土木計画学および交通工学関 深層学習によるリアルタイム災害地図の自動 東京大学 新領域創成科学研 柴崎　亮介 教授
連 作成システム 究科

門屋　俊祐 ｶﾄﾞﾔ ｼﾕﾝｽｹ 土木環境システム関連 集団遺伝学理論に基づいた水インフラによる 東北大学 工学研究科 西村　修 教授
胃腸炎ウイルス感染症制御の実現

金平　大河 ｶﾈﾋﾗ ﾀｲｶﾞ 船舶海洋工学関連 多方向波・流れの共存場を再現可能とする円 広島大学 工学研究科 陸田　秀実 准教授
形型CFD シミュレーション水槽の開発

神谷　朋宏 ｶﾐﾔ ﾄﾓﾋﾛ 流体工学関連 ストリッピングとレイリーテイラー不安定性 岐阜大学 工学研究科 宮坂　武志 教授
を考慮した液滴微粒化分布特性予測式の確立

香山　裕樹 ｶﾔﾏ ﾕｳｷ 航空宇宙工学関連 スパース性に着目した低推力宇宙機の最適軌 九州大学 工学府 坂東　麻衣 准教授
道に関する研究

河合　成孝 ｶﾜｲ ｼｹﾞﾀｶ 航空宇宙工学関連 大規模流体計算における高効率な不確実性解 東京大学 工学系研究科 大山　聖 准教授
析手法の開発と火星航空機空力設計への応用

河出　来時 ｶﾜﾃﾞ ﾗｲｼﾞ バイオ機能応用およびバイオ ウサギ抗体の物性・機能解析とリン酸化抗原 東京大学 工学系研究科 津本　浩平 教授
プロセス工学関連 に対する特異性創出機構の解明

管　貴志 ｶﾝ ﾀｶｼ 通信工学関連 注入同期技術を用いたペタビット／秒級超多 東北大学 工学研究科 廣岡　俊彦 教授
値・超大容量光伝送の実現

紀　佳淵 ｷ ｶｴﾝ 土木環境システム関連 嫌気性膜分離とアナモックスによる革新的な 東北大学 工学研究科 李　玉友 教授
省エネ・創エネ下水処理システムの開発

菊谷　侑平 ｷｸﾔ ﾕｳﾍｲ 航空宇宙工学関連 コンピュータビジョンを応用した超小型衛星 東京工業大学 工学院 松永　三郎 教授
のための新しい姿勢決定と応用技術の開発

鬼頭　亮太 ｷﾄｳ ﾘﾖｳﾀ 加工学および生産工学関連 B+木とVattiクリッピングを用いたニアリア 金沢大学 自然科学研究科 浅川　直紀 教授
ルタイム切削シミュレータの開発

久保　栞 ｸﾎﾞ ｼｵﾘ 防災工学関連 災害シミュレーションならびに避難行動に関 香川大学 工学研究科 吉田　秀典 教授
する数値解析的研究

ＣＬＡＲＫ　Ｊ ｸﾗｰｸ ｼﾞﾖﾝ ｹﾝｼﾞ 電子デバイスおよび電子機器 光誘起相転移を用いたプラズモニック構造・ 東京大学 工学系研究科 Ｄｅｌａｕ 准教授
ＯＨＮ　ＫＥＮ
ＪＩ

関連 光導波路による超高速全光変調器 ｎａｙ　Ｊ
ーＪ

倉渕　瑶子 ｸﾗﾌﾞﾁ ﾖｳｺ 医用システム関連 狭帯域照明・カメラ連動による診断・手術支 千葉大学 融合理工学府 羽石　秀昭 教授
援システムの開発

ＫＲＩＳＴＡＮ ｸﾘｽﾀﾝﾄ ﾊﾘｽ ロボティクスおよび知能機械 間接教示の動きを阻害しない３軸力覚データ 早稲田大学 創造理工学研究科 菅野　重樹 教授
ＴＯ　ＨＡＲＲ
ＩＳ

システム関連 グローブの開発
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黒坂　優美 ｸﾛｻｶ ﾕﾐ 建築環境および建築設備関連 航空リモートセンシングによる地表面音響特 新潟大学 自然科学研究科 赤林　伸一 教授
性時間変動マップを用いた広域騒音評価

黒瀬　築 ｸﾛｾ ｷｽﾞｸ 熱工学関連 不均一熱負荷並列ミニチャネルを流れる沸騰 九州大学 工学府 濱本　芳徳 准教授
流の流量変動・伝熱特性の解明

小池　剛央 ｺｲｹ ﾀｹｵ 応用物性関連 SpinMOSFET実現にむけた半導体を中間層とす 東北大学 工学研究科 安藤　康夫 教授
る縦型強磁性トンネル接合の創成

小崎　一功 ｺｻﾞｷ ｲﾂｺｳ バイオ機能応用およびバイオ 解離システムを組み込んだ細胞内機能性ペプ 名古屋大学 工学研究科 本多　裕之 教授
プロセス工学関連 チド探索系の構築とその応用

小崎　湧太 ｺｻﾞｷ ﾕｳﾀ ロボティクスおよび知能機械 開眼・閉眼の機能回復治療を支援する顔面装 筑波大学 グローバル教育院 鈴木　健嗣 教授
システム関連 着型ロボットの開発

兒島　清志朗 ｺｼﾞﾏ ｾｲｼﾛｳ 通信工学関連 移動体への低漏洩かつ高効率マイクロ波送電 京都大学 工学研究科 篠原　真毅 教授
システムに関する研究

小菅　祥平 ｺｽｶﾞ ｼﾖｳﾍｲ 電子デバイスおよび電子機器 透明でフレキシブルなグラフェンアンテナの 青山学院大学 理工学研究科 黄　晋二 教授
関連 特性制御と設計

小林　領太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾖｳﾀ 金属材料物性関連 強磁場による選択的強磁性相誘起過程の解明 鹿児島大学 理工学研究科 小山　佳一 教授

小松　和暉 ｺﾏﾂ ｶｽﾞｷ 通信工学関連 次世代無線通信のための超低計算量な非線形 豊橋技術科学大 工学研究科 上原　秀幸 教授
干渉キャンセラ 学

小村　啓 ｺﾑﾗ ﾋﾗｸ ロボティクスおよび知能機械 触覚のGestaltの解明と触り心地よさの仮想 名古屋大学 情報学研究科 大岡　昌博 教授
システム関連 現実感への応用

小室　幸士 ｺﾑﾛ ｺｳｼ 計測工学関連 完全に非侵襲な生細胞ライブイメージングシ 和歌山大学 システム工学研究 野村　孝徳 教授
ステムの確立 科

小山　拓 ｺﾔﾏ ﾀｸ 建築構造および材料関連 ミクロ・メゾスケールにおける骨材種を考慮 東京理科大学 理工学研究科 兼松　学 教授
した受熱したコンクリートに関する研究

近藤　真矢 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ 電気電子材料工学関連 超小型電気光学デバイスの実現を目指した強 名古屋大学 工学研究科 山田　智明 准教授
誘電体薄膜のストレインエンジニアリング

金野　佑亮 ｺﾝﾉ ﾕｳｽｹ 熱工学関連 金属導体が内在する固体材料上の火炎燃え拡 北海道大学 大学院　工学院 藤田　修 教授
がり現象と消炎現象に関する研究

後藤　啓介 ｺﾞﾄｳ ｹｲｽｹ 航空宇宙工学関連 飛行実験による回転爆轟波型推進器の微小重 名古屋大学 工学研究科 笠原　次郎 教授
力下推力特性と多孔壁噴射器の冷却特性解明

後藤　拓 ｺﾞﾄｳ ﾀｸ 複合材料および界面関連 環動高分子を用いた柔軟・高熱伝導性複合材 東京大学 新領域創成科学研 寺嶋　和夫 教授
料タフコンポジットの創出 究科
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斉藤　健一朗 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ 電力工学関連 次世代マルチレベル変換器を用いた実電力・ 東京工業大学 工学院 萩原　誠 准教授
実時間エミュレータの研究

斎藤　晃 ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ 触媒プロセスおよび資源化学 金属担持触媒によるエタンからエチレン及び 早稲田大学 先進理工学研究科 関根　泰 教授
プロセス関連 芳香族化合物への転換

坂口　聡範 ｻｶｸﾞﾁ ｱｷﾉﾘ 機械力学およびメカトロニク チルト型ドローン群のピニング協調制御理論 大阪大学 基礎工学研究科 潮　俊光 教授
ス関連 の確立及び実機実験による性能評価

坂本　康輔 ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ ロボティクスおよび知能機械 土壌相互作用に基づく環境適応型跳躍移動手 東京大学 工学系研究科 久保田　孝 教授
システム関連 法に関する研究

篠野　宏 ｻｻﾉ ﾋﾛｼ 建築構造および材料関連 微細ひび割れが超音波伝搬に及ぼす影響につ 名古屋大学 環境学研究科 丸山　一平 教授
いての基礎的研究

笹間　陽介 ｻｻﾏ ﾖｳｽｹ 電気電子材料工学関連 h-BNヘテロ界面を利用したダイヤモンド超高 筑波大学 数理物質科学研究 山口　尚秀 准教授
移動度トランジスタの創製 科

Ｓａｔｈｉｓｈ ｻﾃｲﾂｼﾕ ｼｳﾞｱﾆ 流体工学関連 マイクロ流路デバイス中の流れと空間の制御 沖縄科学技術大 科学技術研究科 ＳＨＥＮ　 教授
　Ｓｈｉｖａｎ
ｉ

による超高速イムノセンシングの実現 学院大学 Ａｍｙ

佐藤　悠治 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 材料力学および機械材料関連 欠陥核生成がもたらす材料の塑性変形の解析 大阪大学 基礎工学研究科 尾方　成信 教授
と強度の予測モデルの構築

佐藤　悠司 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 航空宇宙工学関連 超小型衛星の軌道高度維持および高速姿勢変 東北大学 工学研究科 桑原　聡文 准教授
更のためのスラスタ制御系に関する研究

澤山　和貴 ｻﾜﾔﾏ ｶｽﾞｷ 地球資源工学およびエネルギ 亀裂型貯留層の流体モニタリングを目指した 九州大学 工学府 藤光　康宏 教授
ー学関連 岩石亀裂内の流体挙動と岩石物性の関係解明

ＺＨＡＯ　Ｘｉ ｻﾞｵ ｼｰｼｰ ナノ材料科学関連 原子分解能を有する分子認識ナノワイヤ界面 九州大学 総合理工学府 柳田　剛 教授
ｘｉ 及び新規分子識別センシングデバイスの創製

塩尻　大也 ｼｵｼﾞﾘ ﾀﾞｲﾔ 水工学関連 衛星・現地観測を併用した全球規模での地下 京都大学 工学研究科 田中　賢治 准教授
水資源量評価手法の開発

志賀　正崇 ｼｶﾞ ﾏｻﾀｶ 地盤工学関連 土粒子構造・エネルギーの観点による地盤の 東京大学 工学系研究科 清田　隆 准教授
液状化強度評価手法の構築

鎮目　邦彦 ｼｽﾞﾒ ｸﾆﾋｺ 無機材料および物性関連 希土類硫酸塩の高速水和反応メカニズムの解 京都大学 工学研究科 宇田　哲也 教授
明とそれを利用した新規化学蓄熱材の開発

設樂　勇 ｼﾀﾗ ｲｻﾑ 通信工学関連 3次元ドローンメッシュネットワークにおけ 日本工業大学 工学研究科 平栗　健史 教授
る高効率アクセス制御に関する研究



職名受入研究者部局受入研究機関研究課題名小区分氏名 カナ氏名

ＤＣ２・工学系科学　214名　平成31年度特別研究員採用者一覧

信太　宗也 ｼﾀﾞ ｼﾕｳﾔ 生体医工学関連 磁気浮上インペラ径方向受動安定位置計測の 茨城大学 理工学研究科 増澤　徹 教授
血液ポンプ拍出流量推定への応用

篠田　純 ｼﾉﾀﾞ ｼﾞﾕﾝ 建築環境および建築設備関連 放射空調の設計手法確立に向けた研究 早稲田大学 創造理工学研究科 田辺　新一 教授

柴山　翔二郎 ｼﾊﾞﾔﾏ ｼﾖｳｼﾞﾛｳ 反応工学およびプロセスシス 医薬品の連続生産実現に向けた効率的なプロ 東京大学 工学系研究科 船津　公人 教授
テム工学関連 セス分析技術(PAT)の開発

下村　優 ｼﾓﾑﾗ ｽｸﾞﾙ 生体医工学関連 自在に形状変化可能な光制御DNAゲルによる 大阪大学 情報科学研究科 谷田　純 教授
３次元細胞組織体の構築システムの開発

神野　崇馬 ｼﾞﾝﾉ ｿｳﾏ 電子デバイスおよび電子機器 電磁ノイズ定量化技術を用いたメタマテリア 大阪大学 基礎工学研究科 阿部　真之 教授
関連 ルアンテナの低ノイズ・高効率化

末富　佑 ｽｴﾄﾐ ﾕｳ 電力工学関連 1．3 GHz NMR装置の実現に向けた高温超伝導 千葉大学 融合理工学府 荒井　幸代 教授
マグネット保護技術の構築

須沢　栞 ｽｻﾞﾜ ｼｵﾘ 建築計画および都市計画関連 大規模災害後の避難先定住プロセスに関する 東京大学 工学系研究科 大月　敏雄 教授
研究　環境移行を考慮した復興計画に向けて

鈴木　敬和 ｽｽﾞｷ ﾀｶｶｽﾞ 光工学および光量子科学関連 単一ショット超高速バースト撮像法によるレ 慶應義塾大学 理工学研究科 神成　文彦 教授
ーザ加工前駆プロセスのin-situ計測

鈴木　学 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 電子デバイスおよび電子機器 撮像速度・画素数・光感度・記録枚数積従来 東北大学 工学研究科 須川　成利 教授
関連 比100倍以上を目指した高速撮像素子

鈴木　龍汰 ｽｽﾞｷ ﾘﾕｳﾀ 流体工学関連 部分混和系を用いた界面流体力学の制御 東京農工大学 大学院工学府 滝山　博志 教授

ＤＵＯＮＧ　Ｔ ｽﾞﾝ ﾃｲ ﾏｲﾌﾝ 応用物性関連 低次元有機・無機ハイブリッドペロブスカイ 大阪大学 基礎工学研究科 多田　博一 教授
ＨＩ　Ｍａｉ　
Ｈｕｏｎｇ

ト単結晶の作製と熱電変換特性の計測

関根　北斗 ｾｷﾈ ﾎｸﾄ 航空宇宙工学関連 先進的無電極プラズマ推進機の実現に向けた 東京大学 新領域創成科学研 小泉　宏之 准教授
推力発生機構の解明と性能向上 究科

妹尾　暁暢 ｾﾉｵ ｱｷﾉﾌﾞ バイオ機能応用およびバイオ P-カドヘリンのホモ二量体形成蛋白質間相互 東京大学 工学系研究科 津本　浩平 教授
プロセス工学関連 作用に対する特異的低分子制御剤の創成

ＱＩＡＮ　ＹＡ ｾﾝ ﾖｳ 熱工学関連 新規低次元ナノ材料の合成と太陽電池への応 東京大学 工学系研究科 丸山　茂夫 特例教授
ＮＧ 用

ＺＥＮＧ　Ｈａ ｾﾞﾝ ﾎｳ 電子デバイスおよび電子機器 組成分布金属酸化物を用いた集積化マルチチ 九州大学 総合理工学府 柳田　剛 教授
ｏ 関連 ャネル分子認識センサデバイスの研究

園田　敏貴 ｿﾉﾀﾞ ﾄｼｷ 生体材料学関連 高分子側鎖導入間隔の制御と水和状態に着目 九州大学 工学府 田中　賢 教授
したがん細胞接着選択性のメカニズム解明
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對間　昌宏 ﾀｲﾏ ﾏｻﾋﾛ 建築計画および都市計画関連 大都市圏から大都市圏外への移住行動の要因 東京大学 工学系研究科 浅見　泰司 教授
と施策の検討

高野　凜 ﾀｶﾉ ﾘﾝ 機械力学およびメカトロニク ヒト型ロボットにおける可変拘束性を考慮し 東京工業大学 工学院 山北　昌毅 准教授
ス関連 たロバスト最適軌道計画・制御手法の構築

高橋　利昌 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ ナノマイクロシステム関連 任意の生体内物質の濃度変化を高感度に検出 豊橋技術科学大 工学研究科 髙橋　一浩 准教授
するMEMS光干渉型バイオセンサの開発 学

滝本　祐也 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳﾔ 土木環境システム関連 In-situバイオフィルムモニタリングによる 長岡技術科学大 工学研究科 山口　隆司 教授
膜ファウリング形成機構の解明 学

竹内　祐太朗 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 電気電子材料工学関連 スピン軌道トルクや位相幾何学的仮想磁場を 東北大学 工学研究科 深見　俊輔 准教授
利用した種々の磁気自由度の電気的操作

竹田　京子 ﾀｹﾀﾞ ｷﾖｳｺ 構造工学および地震工学関連 道路橋床版の設計と維持管理の連続照査を可 早稲田大学 創造理工学研究科 佐藤　靖彦 教授
能とする構造性能評価技術の開発

竹田　宏典 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 材料力学および機械材料関連 力学場から細胞活動へのフィードバックを考 京都大学 工学研究科 安達　泰治 教授
慮した組織形態形成の連続体力学モデリング

武田　泰明 ﾀｹﾀﾞ ﾔｽｱｷ 無機材料および物性関連 ビスマス系高温超伝導線材の接合技術開発 東京大学 工学系研究科 野口　祐二 准教授

田澤　俊介 ﾀｻﾞﾜ ｼﾕﾝｽｹ 材料力学および機械材料関連 水素結合由来の高成形性を有する血液適合材 慶應義塾大学 理工学研究科 堀田　篤 教授
料の創製

田中　健人 ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ 航空宇宙工学関連 乱流との干渉による衝撃波崩壊のメカニズム 名古屋大学 工学研究科 長田　孝二 教授
の解明

田中　駿 ﾀﾅｶ ｼﾕﾝ 航空宇宙工学関連 製造誤差に起因する熱変形の定量化による高 名古屋大学 工学研究科 荒井　政大 教授
精度宇宙用CFRP製反射鏡製作技術の開発

田中　佑弥 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 材料力学および機械材料関連 せん断型疲労き裂の進展特性に及ぼすき裂面 九州大学 工学府 松永　久生 教授
相互干渉の影響の定量的評価に関する研究

谷口　嘉昭 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 電気電子材料工学関連 高品質SiC上グラフェンを用いた多項目解析 徳島大学 大学院先端技術科 大野　恭秀 准教授
用バイオチップの開発 学教育部

谷口　諒太郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾖｳﾀﾛｳ 通信工学関連 Massive MIMOのハードウエア構成を厳密に評 新潟大学 自然科学研究科 西森　健太 准教授
価する伝搬モデルの構築 郎

田原　大祐 ﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 電気電子材料工学関連 ε相酸化ガリウムの結晶成長と超ワイドバン 京都工芸繊維大 工芸科学研究科 吉本　昌広 副学長 教
ドギャップパワーデバイス応用に関する研究 学 授

玉川　雄貴 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾕｳｷ 材料力学および機械材料関連 自己治癒助燃材を用いた反応の連携による自 横浜国立大学 工学府 中尾　航 教授
己治癒促進手法の確立
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玉光　未侑 ﾀﾏﾐﾂ ﾐｳ 光工学および光量子科学関連 非標識で分子選択的かつ高感度な3次元の広 東京大学 理学系研究科 井手口　拓 准教授
視野超解像顕微鏡技術の開発 郎

張　傑 ﾁﾖｳ ｹﾂ ナノ材料科学関連 量子ドットー有機分子複合系におけるアップ 京都大学 理学研究科 寺西　利治 教授
コンバージョン機構に基づく太陽電池

張　秦強 ﾁﾖｳ ｼﾝｷﾖｳ 材料力学および機械材料関連 ダンベル型グラフェンナノリボンの電子物性 東北大学 工学研究科 鈴木　研 准教授
解析に基づく高感度ひずみセンサの開発

張　哲 ﾁﾖｳ ﾃﾂ 電力工学関連 再生可能エネルギーの有効利用に適した電力 東北大学 工学研究科 津田　理 教授
・水素複合エネルギー貯蔵システムの研究

角田　祐輔 ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳｽｹ 制御およびシステム工学関連 牧羊犬のヒツジ追い現象に着想を得た機動制 大阪大学 工学研究科 大須賀　公 教授
御法の創成 一

徳田　慎平 ﾄｸﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 材料加工および組織制御関連 炭化物の溶解生成物により腐食を停止させる 東北大学 工学研究科 武藤　泉 教授
耐応力腐食割れステンレス鋼の開発

戸塚　真里奈 ﾄﾂｶ ﾏﾘﾅ 建築構造および材料関連 CLTを用いた建築物の塑性変形性状とその評 東京大学 農学生命科学研究 稲山　正弘 教授
価法の開発 科

中沢　禎文 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ 土木環境システム関連 微粒子吸着材の高効率分離を可能にする新規 北海道大学 大学院工学院 松井　佳彦 教授
Al高分子凝集剤の開発とその機能の解明

中田　直樹 ﾅｶﾀﾞ ﾅｵｷ 原子力工学関連 可視光検出用超伝導転移端センサアレイによ 東京大学 工学系研究科 高橋　浩之 教授
る微弱光バイオイメージングへの挑戦

中村　浩史郎 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ 触媒プロセスおよび資源化学 メタンの有用化合物への転換に活性な固体触 鳥取大学 工学研究科 片田　直伸 教授
プロセス関連 媒の創製

中村　幸太郎 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 流体工学関連 希薄分散マイクロバブル流体に生ずる乱流遷 北海道大学 大学院工学研究院 田坂　裕司 准教授
移シナリオとその理論体系の構築

中村　優介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 建築計画および都市計画関連 多関節ロボットのフィードバック制御による 千葉大学 融合理工学府 平沢　岳人 教授
高度な木質建材加工技術の実現

永井　杏奈 ﾅｶﾞｲ ｱﾝﾅ 反応工学およびプロセスシス 機能性分子を導入した多孔質ナノ孔結晶複合 崇城大学 工学研究科 草壁　克己 教授
テム工学関連 材料の応用研究

長井　雅嗣 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾂｸﾞ 薄膜および表面界面物性関連 超低損失ダイヤモンドパワーデバイス創製の 金沢大学 自然科学研究科 徳田　規夫 教授
ための基盤研究

長島　拓則 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｸﾉﾘ バイオ機能応用およびバイオ 細胞の未分化性がアミノ酸浸透圧ショック耐 名古屋大学 工学研究科 本多　裕之 教授
プロセス工学関連 性に及ぼす影響と再生医療への応用
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並木　航 ﾅﾐｷ ﾜﾀﾙ 薄膜および表面界面物性関連 固体電解質を用いた全固体トランジスタによ 東京理科大学 理学研究科 樋口　透 准教授
る電荷秩序相の制御

倪　嘉苓 ﾆ ｼﾞﾔﾘﾝ 土木環境システム関連 嫌気性処理プロセスにおけるファージの多様 東北大学 工学研究科 李　玉友 教授
性解明と宿主探索技術の開発

西村　冬威 ﾆｼﾑﾗ ﾄｳｲ ロボティクスおよび知能機械 魚立体筋構造模倣型ソフト水中ロボットの研 電気通信大学 情報理工学研究科 明　愛国 教授
システム関連 究開発

西村　幸恵 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓｴ 薄膜および表面界面物性関連 空間反転対称性が破れた超格子薄膜を用いた 京都大学 理学研究科 小野　輝男 教授
巨大ジャロシンスキー守谷相互作用の探索

野々山　智美 ﾉﾉﾔﾏ ﾄﾓﾐ バイオ機能応用およびバイオ 微細藻類の酵素ディスプレイ技術を用いた細 東京農工大学 大学院生物システ 田中　剛 教授
プロセス工学関連 胞内ディーゼル生産 ム応用科学府

延山　知弘 ﾉﾍﾞﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ ナノバイオサイエンス関連 物理パラメータに着目した、細胞内外ナノ構 富山県立大学 工学研究科 村上　達也 教授
造の空間的制御

法川　勇太郎 ﾉﾘｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 金属生産および資源生産関連 金属チタンのより広範な利用を目的とした新 京都大学 エネルギー科学研 野平　俊之 教授
規電解めっき法に関する研究 究科

橋國　克明 ﾊｼｸﾆ ｶﾂｱｷ 無機材料および物性関連 硫化スピネル化合物をベースにした高性能な 九州大学 総合理工学府 末國　晃一 准教授
熱電変換物質の創製 郎

橋本　永手 ﾊｼﾓﾄ ﾅｶﾞﾃ 土木材料、施工および建設マ コンクリート中鉄筋の腐食発生条件の物理化 東京理科大学 理工学研究科 加藤　佳孝 教授
ネジメント関連 学的解釈とセメント化学分析への応用

橋本　風渡 ﾊｼﾓﾄ ﾌｳﾄ 電気電子材料工学関連 2次元材料を用いたトンネルトランジスタの 大阪大学 工学研究科 森　伸也 教授
量子輸送シミュレーション

泊瀬川　晋 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝ 原子力工学関連 相変態を積極活用した新型超伝導センサ：高 東北大学 工学研究科 橋爪　秀利 教授
温超伝導コイルの高速異常検出に挑む

服部　卓磨 ﾊﾂﾄﾘ ﾀｸﾏ ナノ材料科学関連 基板によって制御された磁性原子層の原子ス 東京大学 理学系研究科 小森　文夫 兼任教授
ケールでの磁気特性変調の解明

服部　裕也 ﾊﾂﾄﾘ ﾕｳﾔ 金属材料物性関連 Pb系トポロジカル絶縁体のバルク絶縁性向上 東京大学 工学系研究科 枝川　圭一 教授

林田　朋樹 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾄﾓｷ ナノマイクロシステム関連 四重極組込ナノポアを用いた繰り返し1粒子 大阪大学 理学研究科 谷口　正輝 教授
検出法に関する研究

東垂水　直樹 ﾋｶﾞｼﾀﾙﾐｽﾞ ﾅｵｷ 電気電子材料工学関連 二次元層状ピエゾ材料を用いたナノ発電デバ 東京大学 工学系研究科 長汐　晃輔 准教授
イスの開発

東野　昭太 ﾋｶﾞｼﾉ ｼﾖｳﾀ 材料加工および組織制御関連 低価数のクラスター塩を用いる室温付近での 京都大学 エネルギー科学研 平藤　哲司 教授
金属タングステン電析 究科
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樋口　寛 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛｼ ロボティクスおよび知能機械 スペックルを用いた狭隘長尺構造物内部の高 東京大学 工学系研究科 山下　淳 准教授
システム関連 精度3次元計測

久田　深作 ﾋｻﾀﾞ ｼﾝｻｸ 航空宇宙工学関連 先進的複合材構造を用いた航空機の軽量化 東京大学 新領域創成科学研 青木　雄一 客員准教授
究科 郎

久間　馨 ﾋｻﾏ ｶｵﾙ 熱工学関連 ハイブリッドナノチューブの電子デバイス応 東京大学 工学系研究科 丸山　茂夫 教授
用に向けた分子シミュレーション

雛倉　陽介 ﾋﾅｸﾗ ﾖｳｽｹ 光工学および光量子科学関連 超小型シリコンフォトニック結晶光変調器の 横浜国立大学 工学府 馬場　俊彦 教授
高速化と高度な変調方式への展開

平田　雄翔 ﾋﾗﾀ ﾕｳｼﾖｳ ナノ構造物理関連 フェリ磁性体を利用したスキルミオン移動型 京都大学 理学研究科 小野　輝男 教授
メモリの研究

胡　寛侃 ﾌｰ ｶﾝｶﾝ 結晶工学関連 その場観察法によるシリコンの融液成長メカ 東北大学 理学研究科 藤原　航三 教授
ニズムの解明

福井　一真 ﾌｸｲ ｶｽﾞﾏ 建築環境および建築設備関連 建築物の凍結融解による劣化の予測モデルの 京都大学 工学研究科 小椋　大輔 教授
構築と抑制方法の提案

福井　弘久 ﾌｸｲ ﾋﾛﾋｻ 建築構造および材料関連 免震建物の擁壁衝突時の上部構造の応答評価 神戸大学 工学研究科 藤谷　秀雄 教授
および応答予測手法に関する研究

福住　勇矢 ﾌｸｽﾞﾐ ﾕｳﾔ 応用物性関連 酸化還元電位の温度係数の応用と統一的理解 筑波大学 数理物質科学研究 守友　浩 教授
科

福田　雅大 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 薄膜および表面界面物性関連 光電融合に向けたIV族多元混晶ヘテロ構造の 名古屋大学 工学研究科 中塚　理 教授
結晶成長制御に基づくレーザー素子の開発

福間　早紀 ﾌｸﾏ ｻｷ バイオ機能応用およびバイオ ソフト界面の機能性材料としての設計指針の 岡山大学 環境生命科学研究 木村　幸敬 教授
プロセス工学関連 探索～ベシクル膜ダイナミクスから探る～ 科

藤波　洋平 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾖｳﾍｲ 機械力学およびメカトロニク 拡張現実車両を用いた先読み運転支援システ 東京農工大学 大学院工学府 ラクシンチ 准教授
ス関連 ムの性能評価基盤に関する研究 ャラーンサ

　ポンサト
ーン

古川　雄規 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ 材料加工および組織制御関連 光侵入長を制御したフェムト秒レーザーアブ 京都大学 理学研究科 阪部　周二 教授
レーションによる次世代金属表面加工の研究

ＢＯＲＤＥＲＳ ﾎﾞｰﾀﾞｰｽﾞ ｳｲﾘｱﾑ 電子デバイスおよび電子機器 スピントロニクスシナプス・ニューロンの実 東北大学 工学研究科 深見　俊輔 准教授
　Ｗｉｌｌｉａ
ｍ

関連 現による人工神経回路網のフロンティア開拓
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前田　真利 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾘ 材料加工および組織制御関連 コンクリート模擬環境における亜鉛めっき鉄 東京工業大学 物質理工学院 西方　篤 教授
筋の腐食機構とpH評価法の確立

前山　大貴 ﾏｴﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 航空宇宙工学関連 格子ボルツマン法に基づく航空機周り高レイ 東京大学 工学系研究科 今村　太郎 准教授
ノルズ数流れの数値空力音響解析

増田　圭吾 ﾏｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ 光工学および光量子科学関連 光波の角運動量が誘導する螺旋構造体形成 千葉大学 融合理工学府 尾松　孝茂 教授

増田　晋也 ﾏｽﾀﾞ ｼﾝﾔ 構造材料および機能材料関連 新規水素貯蔵システムの構築に向けた有機無 大阪大学 工学研究科 山下　弘巳 教授
機ハイブリッド合金ナノ粒子触媒の開発

町屋　秀憲 ﾏﾁﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ ナノ構造物理関連 空気モードナノビーム共振器を用いた単一カ 東京大学 工学系研究科 中野　義昭 教授
ーボンナノチューブレーザー

松浦　一喜 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞｷ 複合材料および界面関連 アクリレート系ポリマー/異種物質界面にお 東京工業大学 物質理工学院 扇澤　敏明 教授
ける構造変化に関する研究

松岡　淳 ﾏﾂｵｶ ｱﾂｼ 移動現象および単位操作関連 金属錯体系イオン液体をキャリアとする高性 神戸大学 工学研究科 松山　秀人 教授
能酸素分離膜の創製

松木　啓一郎 ﾏﾂｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 応用物性関連 電解質を用いた発光素子の伸縮率制御による 早稲田大学 先進理工学研究科 朝日　透 教授
波長可変レーザーの実現

松田　祥伸 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 結晶工学関連 高品位白色LEDの実現に向けた極性面フリー 京都大学 工学研究科 川上　養一 教授
３次元LEDの開発

松平　謙英 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｹﾝｴｲ ナノマイクロシステム関連 変動する力に対する心筋細胞の応答の解析 東京大学 情報理工学系研究 竹内　昌治 教授
科

松野　敬成 ﾏﾂﾉ ﾀｶﾐﾁ 無機材料および物性関連 ナノ構造を保持した組成変換による単結晶性 早稲田大学 先進理工学研究科 黒田　一幸 教授
ポーラスチタン酸バリウムの作製

真鍋　征也 ﾏﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 原子力工学関連 宇宙線ミュオン誘起ソフトエラーの素過程解 九州大学 総合理工学府 渡辺　幸信 教授
明とエラー率推定精度の向上

眞鍋　裕輝 ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 加工学および生産工学関連 半導体レーザ制御に基づく焼入れフォーミン 同志社大学 理工学研究科 廣垣　俊樹 教授
グによる工場の自動化と折り紙工学との融合

丸山　峻 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾕﾝ 設計工学関連 構造形態を含む複合領域最適設計法の研究 大阪大学 工学研究科 藤田　喜久 教授
雄

萬成　遥子 ﾏﾝﾅﾘ ﾄｵｺ 電力工学関連 動的な流量操作を用いた電力系統用レドック 京都大学 工学研究科 引原　隆士 教授
スフロー電池の運用に関する研究

三浦　光平 ﾐｳﾗ ｺｳﾍｲ 無機材料および物性関連 生体分子のテラヘルツ波センシングを志向し 大阪府立大学 工学研究科 藤村　紀文 教授
た強相関強誘電体/半導体界面の形成
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三澤　龍志 ﾐｻﾜ ﾘﾕｳｼﾞ 生体材料学関連 ヘッジホッグ経路の光制御法の開発とその応 東京大学 工学系研究科 池内　与志 准教授
用 穂

見邨　和英 ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 地球資源工学およびエネルギ 化学層序と堆積年代に基づく超高濃度レアア 東京大学 工学系研究科 中村　謙太 准教授
ー学関連 ース泥の生成機構および分布の解明 郎

三宅　太文 ﾐﾔｹ ﾀﾓﾝ 医療福祉工学関連 人のつまずき回避能力を向上させるワイヤ駆 早稲田大学 創造理工学研究科 菅野　重樹 教授
動型歩行訓練ロボットの制御手法構築

宮崎　雅義 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾖｼ 触媒プロセスおよび資源化学 アルコールを水素源としたフルフラールの選 東京工業大学 理学院 小松　隆之 教授
プロセス関連 択的水素化に対する高機能触媒の開発

村上　雄紀 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 熱工学関連 燃料改質によるNOx無排出エンジンの開発： 東北大学 工学研究科 中村　寿 准教授
分子レベル反応の解明から自動性能予測へ

村田　和優 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾏｻ 触媒プロセスおよび資源化学 金属ーアルミナ間の相互作用を利用したアル 名古屋大学 工学研究科 薩摩　篤 教授
プロセス関連 ミナ担持金属ナノ粒子触媒の開発

村松　久圭 ﾑﾗﾏﾂ ﾋｻﾖｼ 制御およびシステム工学関連 上肢運動計測ロボットの周期非周期運動制御 慶應義塾大学 理工学研究科 桂　誠一郎 教授
による高次脳機能障害診断

森　健太 ﾓﾘ ｹﾝﾀ 機械力学およびメカトロニク 超音波パルスの瞬時振動数に着目した非破壊 九州大学 工学府 井上　卓見 教授
ス関連 検査技術の開発

安井　知己 ﾔｽｲ ﾄﾓｷ 移動現象および単位操作関連 無機／有機ハイブリッドネットワークを有す 神戸大学 工学研究科 松山　秀人 教授
るイオン液体含有高強度ゲルに関する研究

安原　颯 ﾔｽﾊﾗ ｿｳ 無機材料および物性関連 表面担持を利用したリチウムイオン二次電池 東京工業大学 物質理工学院 伊藤　満 教授
の超高速駆動化とその原理解明

藪田　啓奨 ﾔﾌﾞﾀ ｹｲｼﾖｳ 反応工学およびプロセスシス バイオ医薬品製造における過酸化水素除染プ 東京大学 工学系研究科 杉山　弘和 准教授
テム工学関連 ロセスの設計フレームワーク構築

山崎　雅史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｼ 生体医工学関連 間葉系幹細胞の分化を制御する，アクチン細 首都大学東京 大学院システムデ 藤江　裕道 教授
胞骨格の力学情報伝達機構の解明 ザイン研究科

山下　功一郎 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 生体材料学関連 光電変換色素固定高分子薄膜型人工網膜の耐 岡山大学 自然科学研究科 内田　哲也 准教授
久性向上と神経伝達機構の解明に向けた研究

大和　駿太郎 ﾔﾏﾄ ｼﾕﾝﾀﾛｳ 加工学および生産工学関連 センサレス切削力推定を応用した実時間主軸 慶應義塾大学 理工学研究科 柿沼　康弘 教授
速度制御による能動的びびり振動抑制

ＹＡＮＧ　ＦＥ ﾔﾝ ﾌｴﾝｼﾞﾕ 応用物理一般関連 高効率有機無機太陽光熱電ハイブリッドデバ 京都大学 エネルギー科学研 松田　一成 教授
ＮＧＪＩＵ イスの研究 究科
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ＹＵ　ＪＥＣＯ ﾕﾍｺ ﾍﾞｰﾆｽ ﾒｰ ﾌ 電気電子材料工学関連 均一ルミネッセンス・カップリングを取り入 東京大学 工学系研究科 岡田　至崇 教授
　ＢＥＲＮＩＣ
Ｅ　ＭＡＥ

ｴﾀﾙﾍﾞﾛ れた高効率多接合太陽電池の最適化

楊　波 ﾖｳ ﾊ 電子デバイスおよび電子機器 マイクロ波帯電子管を用いる大電力無線電力 京都大学 工学研究科 篠原　真毅 教授
関連 伝送システム

横山　勇気 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 土木材料、施工および建設マ 材料配合や養生がコンクリート構造物の耐久 東京大学 工学系研究科 岸　利治 教授
ネジメント関連 性へ与える効果の経年変化に関する検証

吉川　亮 ﾖｼｶﾜ ﾘﾖｳ 熱工学関連 分子動力学法シミュレーションによる単層カ 東京大学 工学系研究科 丸山　茂夫 教授
ーボンナノチューブの成長機構解析

米村　美紀 ﾖﾈﾑﾗ ﾐｷ 建築環境および建築設備関連 純音性騒音の聴感印象に関する基礎的検討お 東京大学 工学系研究科 坂本　慎一 教授
よび評価手法の提案

ＬＩ　Ｙｅｍｅ ﾘ ｲｴﾒｲ 土木環境システム関連 AnMBRシステムの中で生ごみと下水汚泥の共 東北大学 工学研究科 李　玉友 教授
ｉ 同消化およびエネルギーの循環

李　学成 ﾘ ﾊｸｿﾝ 建築環境および建築設備関連 太陽熱を利用した夏季除湿と冬季集熱が可能 九州大学 人間環境学府 尾崎　明仁 教授
なインテリジェントPDSC外被システム

李　ヨン信 ﾘ ﾖﾝｼﾝ 応用物性関連 半導体ナノ粒子超格子構造の新規光物性の解 大阪市立大学 大学院工学研究科 金　大貴 教授
明と機能創製

柳　銘 ﾘﾕｳ ﾒｲ 電気電子材料工学関連 窒化ホウ素と同軸に包まれた単層カーボンナ 東京大学 工学系研究科 丸山　茂夫 教授
ノチューブの電界効果トランジスタへの応用

林　文博 ﾘﾝ ｳｴﾝﾎﾞ 光工学および光量子科学関連 ナノフォトニック構造における偏光特異点を 東京大学 工学系研究科 岩本　敏 准教授
利用したポアンカレビームの生成

Ｌｏｕｈｉ　Ｋ ﾙｲ ｶｻﾊﾗ ｼﾞﾕﾝ ﾕ ロボティクスおよび知能機械 構造物の異常検知手法の自動化 東京大学 工学系研究科 山下　淳 准教授
ａｓａｈａｒａ
　Ｊｕｎ　Ｙｏ
ｕｎｅｓ

ﾈｽ システム関連

ＬＵＯ　ＨＡＯ ﾙｵ ﾊｵ 構造工学および地震工学関連 複素減衰モデルの実現による長周期構造物の 東北大学 工学研究科 五十子　幸 教授
地震時応答変位・加速度同時低減への挑戦 樹

渡部　広吾輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 熱工学関連 気液二相デトネーションの伝播機構に関する 慶應義塾大学 理工学研究科 松尾　亜紀 教授
数値解析 子

ＷＡＮＧ　ＺＩ ﾜﾝ ｽﾞﾊｵ 材料力学および機械材料関連 固相界面反応に基づく水素加速酸化過程の解 東北大学 工学研究科 竹田　陽一 准教授
ＨＡＯ 明
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王　智宇 ﾜﾝ ﾁｳ 電子デバイスおよび電子機器 疾病スクリーニング装置小型化のための波長 東京大学 工学系研究科 Ｄｅｌａｕ 准教授
関連 可変な狭スペクトル幅熱エミッタの研究 ｎａｙ　Ｊ

ーＪ
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秋山　諒 ｱｷﾔﾏ ﾘﾖｳ ヒューマンインタフェースお 錯視を利用したプロジェクタの表現色域の知 奈良先端科学技 情報科学研究科 加藤　博一 教授
よびインタラクション関連 覚的拡張 術大学院大学

Ａｍｂａｌａｔ ｱﾝﾊﾞﾗｻﾝｶﾝﾃﾞｲｰ 計算機システム関連 有用画像処理と深層ニューラルネットワーク 北海道大学 情報科学研究科 池辺　将之 教授
ｈａｎｋａｎｄ
ｙ　Ｐｒａｓｏ
ｏｎ

ﾌﾟﾗｽｰﾝ の層交換による高機能化

池田　一毅 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ 情報セキュリティ関連 量子情報理論に基づくブロックチェーン及び 大阪大学 理学研究科 尾田　欣也 准教授
分散型ネットワーク上の社会経済論の研究

伊藤　寛祥 ｲﾄｳ ﾋﾛﾖｼ ウェブ情報学およびサービス ノードがテキスト情報を持つ動的ネットワー 筑波大学 システム情報工学 天笠　俊之 教授
情報学関連 クにおける分散表現の予測 研究科

井町　美智也 ｲﾏﾁ ﾐﾁﾔ 計算科学関連 Peridynamicsによる脆性および延性破壊の混 広島大学 工学研究科 田中　智行 准教授
在するき裂伝播モデルの開発

岩月　憲一 ｲﾜﾂｷ ｹﾝｲﾁ 知能情報学関連 定型表現の機能に着目した英語論文の執筆支 東京大学 情報理工学系研究 相澤　彰子 教授
援システムの構築 科

内田　貴久 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾋｻ 知能情報学関連 無限関係モデルによる主観的意見の獲得と自 大阪大学 基礎工学研究科 石黒　浩 教授
律対話ロボットへの応用

遠藤　亘 ｴﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 高性能計算関連 タスク並列を活用した分散共有メモリによる 東京大学 情報理工学系研究 田浦　健次 教授
高生産スパコンプログラミング環境 科 朗

大沢　和樹 ｵｵｻﾜ ｶｽﾞｷ 知能情報学関連 ベイズ的大規模深層学習のための自然勾配近 東京工業大学 情報理工学院 横田　理央 准教授
似法

大澤　弘基 ｵｵｻﾜ ﾋﾛｷ 情報学基礎論関連 遷移条件の導入に基づく解空間の直径上界の 東北大学 情報科学研究科 周　暁 教授
解明

岡田　大瑚 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 生命、健康および医療情報学 情報幾何を用いた、細胞集団プロファイルの 京都大学 医学研究科 山田　亮 教授
関連 異同とその生物学的背景の統合解析

鍵本　明里 ｶｷﾞﾓﾄ ｱｶﾘ 感性情報学関連 ipRGC及び杆体応答量の違いがデバイス間の 横浜国立大学 環境情報学府 岡嶋　克典 教授
色の見えの違いに与える影響

門本　淳一郎 ｶﾄﾞﾓﾄ ｼﾞﾕﾝｲﾁﾛｳ 計算機システム関連 多様化するエッジコンピューティングのため 東京大学 情報理工学系研究 入江　英嗣 准教授
の高効率コア及び形状自在SiPの研究 科

川畑　光希 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｷ データベース関連 IoTビッグデータの要因分析に基づく将来イ 大阪大学 情報科学研究科 櫻井　保志 教授
ベント予測

北野　和哉 ｷﾀﾉ ｶｽﾞﾔ 知覚情報処理関連 撮像系と情報処理の高度な融合による光学現 奈良先端科学技 先端科学技術研究 向川　康博 教授
象の多元同時撮影 術大学院大学 科
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金　洪善 ｷﾝ ｺｳｾﾞﾝ ウェブ情報学およびサービス グラフ埋込を用いたソーシャルネットワーク 東京大学 情報理工研究科 豊田　正史 教授
情報学関連 における言語横断的影響力の解析

楠　和馬 ｸｽ ｶｽﾞﾏ データベース関連 グラフ問合せの高速化を可能にする属性分割 同志社大学 文化情報学研究科 波多野　賢 教授
型グラフストレージエンジンの開発 治

栗田　和宏 ｸﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 知能情報学関連 疎なグラフに対する効率良い部分構造列挙ア 北海道大学 情報科学研究科 有村　博紀 教授
ルゴリズムの研究

ＮＧＵＹＥＮ　 ｸﾞｴﾝ ﾀﾞｲﾊｲ 生命、健康および医療情報学 質量分析のための機械学習手法構築 京都大学 薬学研究科 馬見塚　拓 教授
ＤａｉーＨａｉ 関連

小寺　健太 ｺﾃﾞﾗ ｹﾝﾀ 情報セキュリティ関連 楕円曲線暗号の安全性解析 大阪大学 工学研究科 宮地　充子 教授

小寺　雄太 ｺﾃﾞﾗ ﾕｳﾀ 情報セキュリティ関連 情報セキュリティ応用のための暗号プリミテ 岡山大学 自然科学研究科 野上　保之 教授
ィブに関する研究

小林　真佐大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 情報学基礎論関連 一般ダイバージェンスに基づく経験推定を用 豊橋技術科学大 工学研究科 渡辺　一帆 准教授
いた機械学習法 学

近藤　亮太 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾖｳﾀ ヒューマンインタフェースお 身体の追加と左右分断によって自己を2つに 豊橋技術科学大 工学研究科 北崎　充晃 教授
よびインタラクション関連 拡張する研究 学

ＧＯＮＣＡＬＶ ｺﾞﾝｶﾙﾍﾞｽ ｱﾝﾄﾞﾚ 認知科学関連 ヒト以外の霊長類は死の概念を持つか？チン 京都大学 理学研究科 友永　雅己 教授
ＥＳ　Ａｎｄｒ
ｅ

パンジーとマカクザルの生死に対する反応

斎藤　奨 ｻｲﾄｳ ｽｽﾑ 知覚情報処理関連 マイクロタスク型クラウドソーシングにおけ 早稲田大学 基幹理工学研究科 小林　哲則 教授
るタスク応答時間制御

酒井　和紀 ｻｶｲ ｶｽﾞｷ 知能ロボティクス関連 質問対話の挿入による没入感の高い複数台型 大阪大学 基礎工学研究科 石黒　浩 教授
ロボット議論システムの開発

榊原　愛海 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾐ 数理情報学関連 ハイブリッド仕様を用いたCPSの形式的制御 大阪大学 基礎工学研究科 潮　俊光 教授
系設計

佐藤　翔悦 ｻﾄｳ ｼﾖｳｴﾂ 知能情報学関連 語句の意味推定モデルとのマルチタスク学習 東京大学 情報理工学系研究 喜連川　優 教授
に基づく世界知識を考慮した対話システム 科

佐藤　隆哉 ｻﾄｳ ﾘﾕｳﾔ ヒューマンインタフェースお 重機の遠隔操作高効率化に向けた認知心理学 早稲田大学 創造理工学研究科 岩田　浩康 教授
よびインタラクション関連 の知見に基づく映像提示手法の構築

澤田　隼 ｻﾜﾀﾞ ｼﾕﾝ 知能情報学関連 音楽情報信号を対象とした階層的順序構造の 公立はこだて未 システム情報科学 平田　圭二 教授
獲得 来大学 研究科
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山藤　浩明 ｻﾝﾄｳ ﾋﾛｱｷ 知覚情報処理関連 光を用いた高精細な3次元形状復元システム 大阪大学 情報科学研究科 松下　康之 教授
の開発

ＳＨＩＫＨＡＲ ｼｶｰﾙ 情報ネットワーク関連 LTE-Aを利用したIoTにおけるデータ伝送方式 東北大学 情報科学研究科 加藤　寧 教授
の電力効率化に関する研究

清水　伸高 ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ 数理情報学関連 クラスPにおけるパラメタ化計算量階層 東京大学 情報理工学系研究 岩田　覚 教授
科

ＺＨＵ　ＸＩＮ ｼﾕ ｼﾝｼﾞﾖ デザイン学関連 発達性ディスレクシアに特化した和文書体と 東京大学 教育学研究科 影浦　峡 教授
ＲＵ 和文書体カスタマイズシステムの研究

白井　僚 ｼﾗｲ ﾘﾖｳ 計算機システム関連 インビジブルコンピューティングによるイン 大阪大学 情報科学研究科 橋本　昌宜 教授
タラクティブUIシステムの開発

ＺＨＡＮＧ　Ｚ ｼﾞﾔﾝ ｼﾞｴﾝﾔｰ ソフトウェア関連 形式手法とヒューリスティクスの組み合わせ 総合研究大学院 複合科学研究科 蓮尾　一郎 准教授
ｈｅｎｙａ による物理情報システムの効率的な品質保証 大学

ＺＨＯＵ　ＬＵ ｼﾞﾖｳ ﾙｰ 情報セキュリティ関連 IoT機器向けの軽量化暗号実装技術とユーザ 会津大学 コンピュータ理工 Ｓｕ　Ｃｈ 准教授
生体継続認証への応用 学研究科 ｕｎｈｕａ

須ヶ崎　聖人 ｽｶﾞｻｷ ﾏｻﾄ 知覚情報処理関連 構築と保守が容易な機械学習に基づく電波強 東京工業大学 情報理工学院 下坂　正倫 准教授
度ベース屋内測位

鈴木　啓大 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 認知科学関連 メタ分析fMRIデータを制約情報に用いたMEG 奈良先端科学技 先端科学技術研究 池田　和司 教授
脳活動デコーディング方法の開発 術大学院大学 科

鈴木　正敏 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ 知能情報学関連 関係知識と非定形知識の利用を統合した自然 東北大学 情報科学研究科 乾　健太郎 教授
言語読解システムの構築

高野　諒 ﾀｶﾉ ﾘﾖｳ 知能情報学関連 複数解の変化を内在する動的環境における群 電気通信大学 情報理工学研究科 高玉　圭樹 教授
知能アルゴリズム

高橋　昂 ﾀｶﾊｼ ﾀｶｼ ソフトコンピューティング関 大規模な統計的推論における信頼性評価：統 東京工業大学 情報理工学院 樺島　祥介 教授
連 計力学的アプローチ

田中　悠一朗 ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ ソフトコンピューティング関 組込み指向型脳型人工知能回路の実現とサー 九州工業大学 生命体工学研究科 田向　権 准教授
連 ビスロボットへの応用

唐　瓏 ﾀﾝ ﾛﾝ 認知科学関連 音声言語刺激を用いた脳内時間表現の検討 大阪大学 生命機能研究科 北澤　茂 教授

ＣＨＥＮＧ　Ｚ ﾃｲ ｾｲｾﾂ 知覚情報処理関連 深層学習による主観的高画質化を目指した新 早稲田大学 基幹理工学研究科 甲藤　二郎 教授
ＨＥＮＧＸＵＥ しい圧縮技術の研究

徳岡　雄大 ﾄｸｵｶ ﾕｳﾀ 生命、健康および医療情報学 不妊治療に資する深層学習を用いた初期胚定 慶應義塾大学 理工学研究科 舟橋　啓 准教授
関連 量評価手法の開発
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鳥屋　剛毅 ﾄﾘﾔ ﾋｻﾄｼ 知覚情報処理関連 GISデータの多重解像度化のための多様な撮 筑波大学 システム情報工学 北原　格 准教授
像系から得た画像群のレジストレーション 研究科

中嶋　一斗 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞﾄ 知能ロボティクス関連 複数人称視点に基づく知能化空間の時空間記 九州大学 システム情報科学 倉爪　亮 教授
述とシーン再構成 府

浪越　圭一 ﾅﾐｺｼ ｹｲｲﾁ 知能情報学関連 個人の意思決定と全体最適行動との乖離を考 千葉大学 融合理工学府 荒井　幸代 教授
慮した減災を促すインセンティブ推定

錦見　亮 ﾆｼｷﾐ ﾘﾖｳ 知能情報学関連 深層ベイズ学習に基づく歌声の認識と生成の 京都大学 情報学研究科 吉井　和佳 准教授
統一理論

盧　承鐸 ﾉ ｽﾝﾀｸ エンタテインメントおよびゲ ３Dスキャンモデルにおけるプロシージャル 東京大学 情報理工学系研究 五十嵐　健 教授
ーム情報学関連 モデルの付加方法 科 夫

畑　美純 ﾊﾀ ﾐｽﾐ 情報ネットワーク関連 SDN型端末モビリティ管理に基づくセキュリ 東北大学 情報科学研究科 菅沼　拓夫 教授
ティ強化技術の創生

ＨＡＮ　ＣＨＡ ﾊﾝ ﾁﾔﾝｷﾞﾖ ヒューマンインタフェースお 可逆な不可視情報を物体に埋め込むファブリ 東京大学 情報理工学系研究 苗村　健 教授
ＮＧＹＯ よびインタラクション関連 ケーション手法の研究 科

藤崎　樹 ﾌｼﾞｻｷ ｲﾂｷ 認知科学関連 web上の他者の意見を「集合知」として活用 東京大学 総合文化研究科 植田　一博 教授
するための条件の解明・手法の提案

藤田　和樹 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｷ 統計科学関連 事象発生ゆらぎの要因推定 京都大学 理学研究科 篠本　滋 准教授

藤村　友貴 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｷ 知覚情報処理関連 散乱媒体下における三次元形状計測手法 京都大学 情報学研究科 飯山　将晃 准教授

桝井　晃基 ﾏｽｲ ｺｳｷ 高性能計算関連 超大規模電磁場解析を実用化するエクストリ 名古屋大学 情報学研究科 片桐　孝洋 教授
ームスケールコンピューティング

水田　遥河 ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙｶ 情報学基礎論関連 遷移問題に対するグラフ同型を用いた汎用的 東北大学 情報科学研究科 周　暁 教授
アルゴリズムの開発

水野　雅之 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾕｷ ソフトウェア関連 遅延評価を行うプログラミング言語の必要呼 東北大学 情報科学研究科 住井　英二 教授
び意味論とコンパイラの形式的検証 郎

矢島　萌子 ﾔｼﾞﾏ ﾓｴｺ 数理情報学関連 背後過程をもつ集団到着型無限サーバ待ち行 東京工業大学 情報理工学院 三好　直人 教授
列モデルの解析

ＹＡＣＨＯＮＧ ﾔﾁﾖﾝｶ ﾜﾑｱ 情報学基礎論関連 情報理論的安全性とデータベースの効率化を 電気通信大学 情報理工学研究科 八木　秀樹 准教授
ＫＡ　ＶＡＭＯ
ＵＡ

考慮した生体識別システムの開発

余　俊 ﾖ ｼﾕﾝ ソフトコンピューティング関 fitness景観からの進化計算のための知識獲 九州大学 芸術工学府 高木　英行 教授
連 得に関する研究
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吉元　裕真 ﾖｼﾓﾄ ﾕｳﾏ ソフトコンピューティング関 ホームサービスロボット向け一般物体認識ア 九州工業大学 生命体工学研究科 田向　権 准教授
連 ルゴリズムの構築

ＬＩ　ＹＩＮＨ ﾘ ｲﾝｺﾞｳ 知覚情報処理関連 大気歪み画像モデルを組み込んだ深層学習に 立命館大学 情報理工学研究科 陳　延偉 教授
ＡＯ よるリモートセンシング画像の画質改善
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会見　昂大 ｱｲﾐ ﾀｶﾋﾛ 神経科学一般関連 成熟後の小脳におけるダイナミックなシナプ 慶應義塾大学 医学研究科 柚崎　通介 教授
ス形成と改変を担う分子機構の解明

穐近　慎一郎 ｱｷﾁｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 分子生物学関連 mRNAのキャップ構造におけるm6A修飾酵素の 東京大学 工学系研究科 鈴木　勉 教授
探索及び機能解析

生田　達也 ｲｸﾀ ﾀﾂﾔ 生物物理学関連 光依存性ホスホジエステラーゼの酵素活性制 東京大学 理学系研究科 濡木　理 教授
御機構に関する構造的基盤の解明

ＩＧＮＡＴＯＣ ｲｸﾞﾅﾄﾁｷﾅ ｱﾝﾅ 分子生物学関連 T． bruceiで遺伝子発現コントロールに関わ 筑波大学 人間総合科学研究 ＨＯ　Ｋｉ 准教授
ＨＫＩＮＡ　Ａ
ＮＮＡ

る5′ mRNA capの修飾 科 ｏｎｇ

石井　千晶 ｲｼｲ ﾁｱｷ 神経科学一般関連 分泌関連因子CAPSを基軸とした分子/神経ネ 東京理科大学 理工学研究科 古市　貞一 教授
ットワークレベルの記憶学習メカニズム

一色　真理子 ｲﾂｼｷ ﾏﾘｺ 自然人類学関連 ポリネシア人はなぜ背が高いのか。-ポリネ 東京大学 理学系研究科 大橋　順 准教授
シア人における正の自然選択の検出-

伊藤　岳 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 進化生物学関連 繁殖様式が多様なカジカ科魚類における精子 大阪市立大学 大学院理学研究科 安房田　智 准教授
進化の解明：マクロおよびミクロの視点から 司

伊藤　悠介 ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 生物物理学関連 多階層レベルのウイルス進化動態を解明する 九州大学 システム生命科学 岩見　真吾 准教授
定量的研究 府

今村　美友 ｲﾏﾑﾗ ﾐﾕｳ 植物分子および生理科学関連 サイトカイニン情報伝達を基盤とした高等植 名古屋大学 生命農学研究科 山篠　貴史 准教授
物の軸性器官における肥厚成長の制御機構

岩波　翔也 ｲﾜﾅﾐ ｼﾖｳﾔ 生物物理学関連 組織維持を担う細胞群個体群動態の理解と定 九州大学 システム生命科学 岩見　真吾 准教授
量的データ解析 府

臼居　優 ｳｽｲ ﾕｳ 発生生物学関連 ゼブラフィッシュの体表模様をつくるギャッ 大阪大学 生命機能研究科 近藤　滋 教授
プジャンクションサーキットは存在するのか

江上　陸 ｴｶﾞﾐ ﾘｸ システムゲノム科学関連 トランスオミクス解析による細胞競合代謝ネ 東京大学 新領域創成科学研 黒田　真也 教授
ットワークの解明 究科

大西　康平 ｵｵﾆｼ ｺｳﾍｲ 動物生理化学、生理学および 新規サーモセンサーGPCRの同定とサーモジェ 甲南大学 自然科学 久原　篤 教授
行動学関連 ネティクスへの利用

大西　真駿 ｵｵﾆｼ ﾏｼﾕﾝ 機能生物化学関連 小胞体関連タンパク質による選択的ミトコン 大阪大学 生命機能研究科 岡本　浩二 准教授
ドリア分解の制御機構の解明

大豆生田-石川 ｵｵﾏﾐｳﾀﾞｲｼｶﾜ ﾅﾂ 神経機能学関連 行動選択を規定する神経基盤 東京大学 理学系研究科 榎本　和生 教授
　夏子 ｺ
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岡宮　久規 ｵｶﾐﾔ ﾋｻﾉﾘ 生態学および環境学関連 サンショウウオの非線形な体サイズクライン 首都大学東京 大学院理工学研究 林　文男 教授
：緯度間補償とその制約が生み出すパターン 科

沖川　沙佑美 ｵｷｶﾞﾜ ｻﾕﾐ 神経形態学関連 局所的ゲノム編集とウイルストレーシング法 名古屋大学 創薬科学研究科 小坂田　文 准教授
を用いた細胞種特異的な視覚情報処理の解明 隆

尾島　望美 ｵｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 生態学および環境学関連 腸内細菌回復メカニズム：多変量解析を用い 京都大学 生命科学研究科 片山　高嶺 教授
た攪乱とプロバイオティクス投与の機構解明

小野　宏晃 ｵﾉ ﾋﾛｱｷ 動物生理化学、生理学および レム睡眠制御を担う細胞内情報伝達分子機構 東京大学 大学院医学系研究 上田　泰己 教授
行動学関連 の同定と解析 科

小野寺　麻理子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏﾘｺ 神経機能学関連 脳内グリア機能の賦活化による神経過活動制 東北大学 生命科学研究科 松井　広 教授
御法の開発

小尾　紀翔 ｵﾋﾞ ｷｼﾖｳ 神経科学一般関連 多階層イメージングを可能にする新規蛍光プ 群馬大学 大学院医学系研究 林（高木） 教授
ローブ群の開発 科 　朗子

垣花　優希 ｶｷﾊﾅ ﾕｳｷ 機能生物化学関連 酸化イミダゾールジペプチドによる新規抗酸 大阪府立大学 理学系研究科 居原　秀 教授
化/ROSシグナル制御機構の解明

加藤　郁佳 ｶﾄｳ ｱﾔｶ 神経機能学関連 内部状態に依存したドーパミン細胞における 東京大学 総合文化研究科 風間　北斗 客員准教授
匂いの価値表現を支える神経機構の解明

上岡　駿宏 ｶﾐｵｶ ﾀｶﾋﾛ 生態学および環境学関連 ニホンミツバチにおける蜂球形成時の高温制 東北大学 生命科学研究科 河田　雅圭 教授
御に関わる分子機構の解明

河岡　辰弥 ｶﾜｵｶ ﾀﾂﾔ 形態および構造関連 出芽酵母におけるオートファジー関連構造体 東京大学 新領域創成科学研 鈴木　邦律 准教授
の形態定量解析 究科

神田　健 ｶﾝﾀﾞ ﾀｹｼ 機能生物化学関連 代謝物に着目した大腸菌酸耐性の発現制御機 東京工業大学 生命理工学院 和地　正明 教授
構の解明とその感染予防法への応用

喜瀬　浩輝 ｷｾ ﾋﾛｷ 多様性生物学および分類学関 長膜亜目スナギンチャク類の多様性および宿 琉球大学 理工学研究科 Ｊａｍｅｓ 准教授
連 主転換による多様化の解明 　Ｒｅｉｍ

ｅｒ

北之坊　誠也 ｷﾀﾉﾎﾞｳ ｾｲﾔ 進化生物学関連 ミドリイシ属サンゴの配偶子認識から読み解 琉球大学 理工学研究科 守田　昌哉 准教授
く雑種種分化

木下　綾華 ｷﾉｼﾀ ｱﾔｶ 植物分子および生理科学関連 一葉植物モノフィレアの特殊な発生を支える 東京大学 理学系研究科 塚谷　裕一 教授
分子メカニズムの解明

駒形　森 ｺﾏｶﾞﾀ ｼﾝ 多様性生物学および分類学関 CTスキャンと培地飼育による内部捕食寄生者 九州大学 地球社会統合科学 舘　卓司 准教授
連 の可視化と行動生態の解明 府
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小鷲　智理 ｺﾜｼ ｻﾄﾘ 生物物理学関連 非標識一分子イメージングによるキリンのキ 東京大学 理学系研究科 岡田　康志 教授
ネシンの高速化機構の研究

齋藤　慧 ｻｲﾄｳ ｹｲ 生物物理学関連 ダイナクチンの構造変化によるダイニン運動 東京大学 総合文化研究科 豊島　陽子 教授
制御機構の解明

齋藤　絡 ｻｲﾄｳ ﾗｸ ゲノム生物学関連 トランスポゾンの抗抑制因子が備える配列特 総合研究大学院 生命科学研究科 角谷　徹仁 教授
異性創出機構の解明・応用 大学

榊原　和洋 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 分子生物学関連 PIWIタンパク質リン酸化によるターゲットRN 東京大学 理学系研究科 塩見　美喜 教授
A結合制御機構の解明 子

坂下　美咲 ｻｶｼﾀ ﾐｻｷ 形態および構造関連 魚類椎骨を対象とした数理解析と実験による 大阪大学 生命機能研究科 近藤　滋 教授
骨の形態形成メカニズムの解明

坂田　雅之 ｻｶﾀ ﾏｻﾕｷ 生態学および環境学関連 堆積物中の環境DNAを用いた魚類相変遷の観 神戸大学 人間発達環境学研 源　利文 准教授
測 究科

坂根　恭平 ｻｶﾈ ｷﾖｳﾍｲ 機能生物化学関連 Ca2+/S100A6/FOR20シグナル伝達による新し 岡山大学 ヘルスシステム統 徳光　浩 教授
い中心体制御機構の解明 合科学研究科

佐藤　和 ｻﾄｳ ﾉﾄﾞｶ 動物生理化学、生理学および 昆虫における複数の刺激情報統合に基づく行 北海道大学 生命科学院 小川　宏人 教授
行動学関連 動選択の神経機構の解明

佐藤　真央 ｻﾄｳ ﾏｵ 多様性生物学および分類学関 水流を受容する感覚器「感丘」の多様性とそ 高知大学 総合人間自然科学 佐々木　邦 教授
連 の進化 研究科 夫

澤田　明 ｻﾜﾀﾞ ｱｷﾗ 生態学および環境学関連 近親交配回避と分散距離の性差の因果関係を 北海道大学 理学院 高木　昌興 教授
問いなおす

鹿谷　有由希 ｼｶﾔ ﾕｳｷ 発生生物学関連 腸ぜんどう運動の確立機構 京都大学 理学研究科 高橋　淑子 教授

柴田　あかり ｼﾊﾞﾀ ｱｶﾘ 生態学および環境学関連 被子植物における複雑な性システムの維持機 北海道大学 大学院環境科学院 工藤　岳 准教授
構

清水　皇稀 ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 植物分子および生理科学関連 mRNAの移行が茎寄生植物ネナシカズラがもつ 大阪府立大学 生命環境科学研究 青木　考 教授
寄生維持メカニズムに与える影響 科

清水　達太 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾋﾛ 分子生物学関連 RNA編集による神経軸索再生制御機構の解明 名古屋大学 理学研究科 久本　直毅 教授

ＪＯＮＧ　Ｌｉ ｼﾞﾖﾝ ﾘﾝｳｴｲ 進化生物学関連 真核藻類を用いた多分裂細胞周期の進化メカ 総合研究大学院 生命科学研究科 宮城島　進 教授
ｎ　Ｗｅｉ ニズムの解明 大学 也

杉山　誉人 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾄ 分子生物学関連 異常翻訳に起因する品質管理機構におけるリ 東北大学 薬学研究科 稲田　利文 教授
ボソームのユビキチン化制御
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ＳＵＢＥＫＴＩ ｽﾍﾞﾃﾞｲ ﾄﾞｳｳｲﾂｷ 生物物理学関連 核内環境を模したDNA上におけるp53の標的配 東北大学 理学研究科 高橋　聡 教授
　Ｄｗｉｋｙ 列探索機構：一分子観察による解明

高橋　太郎 ﾀｶﾊｼ ﾀﾛｳ 発生生物学関連 重複受精機序解明に向けた受精因子相互作用 千葉大学 園芸学研究科 井川　智子 准教授
の解析

高橋　迪彦 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁﾋｺ 生態学および環境学関連 雌に多型のあるアオモンイトトンボにおける 東北大学 生命科学研究科 河田　雅圭 教授
雄擬態の遺伝的基盤とその進化機構

滝澤　舞 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｲ 動物生理化学、生理学および 生細胞イメージング解析によるアストロサイ 東京大学 総合文化研究科 坪井　貴司 教授
行動学関連 トの神経保護機構の解明

武田　英恵 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾅｴ 構造生物化学関連 一酸化窒素還元酵素反応中間体の動的構造解 兵庫県立大学 生命理学研究科 城　宜嗣 教授
析による触媒反応機構の解明

武智　広樹 ﾀｹﾁ ﾋﾛｷ 神経形態学関連 ショウジョウバエ視神経系における段階的層 東京工業大学 生命理工学院 鈴木　崇之 准教授
・カラム特異的投射の分子機構解明

ＤＩＬＩＮＡ　 ﾃﾞﾘﾅ ﾄﾘﾃﾞｲ 神経科学一般関連 神経ネットワーク形成における微小管結合タ 首都大学東京 大学院理工学研究 安藤　香奈 准教授
Ｔｕｅｒｄｅ ンパク質タウのアイソフォーム特異的な役割 科 絵

戸田　絵梨香 ﾄﾀﾞ ｴﾘｶ 植物分子および生理科学関連 父性アリル依存的に発現する転写因子群によ 首都大学東京 大学院理工学研究 岡本　龍史 教授
るイネ受精卵の発生制御機構 科

永田　賢司 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 植物分子および生理科学関連 植物表皮細胞においてスフィンゴ脂質が伝達 東京大学 理学系研究科 阿部　光知 兼任准教授
する位置情報シグナリングの解明

難波　瑞穂 ﾅﾝﾊﾞ ﾐｽﾞﾎ 生態学および環境学関連 半閉鎖性海域のアマモ場において塩分勾配が 北海道大学 大学院環境科学院 仲岡　雅裕 教授
動植物群集に与える影響評価

新稲　亮 ﾆｲﾅ ﾄｵﾙ 生物物理学関連 化学反応を可能にする粗視化分子動力学技法 京都大学 理学研究科 高田　彰二 教授
の開発とその転写システムへの応用

新美　柊子 ﾆｲﾐ ﾄｳｺ 細胞生物学関連 中心体とカルシウムイオンシグナル～細胞膜 大阪市立大学 理学研究科 中村　太郎 教授
新生の分子メカニズム

西澤　茉由 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕ 生物物理学関連 ATPによるタンパク質の線維化阻害機構の解 京都大学 工学研究科 白川　昌宏 教授
明

西田　卓人 ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾄ 機能生物化学関連 酸化ストレス強度依存的な細胞死パターンシ 東京大学 薬学系研究科 一條　秀憲 教授
フトの解析

西山　拓輝 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｷ 生態学および環境学関連 炎症性腸疾患患者の腸内微生物群集における 京都大学 薬学研究科 緒方　博之 教授
溶原性ファージの役割の解明
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野澤　俊介 ﾉｻﾞﾜ ｼﾕﾝｽｹ 多様性生物学および分類学関 子嚢菌類の種概念の検証と分類体系の整理- 玉川大学 農学研究科 田淵　俊人 玉川大学教
連 無性胞子形成器官 の共有個体群は種か？- 授

野島　慎五 ﾉｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 構造生物化学関連 プロスタグランジン受容体活性化機構の構造 京都大学 医学研究科 岩田　想 教授
生物学的解明

法月　拓也 ﾉﾘﾂﾞｷ ﾀｸﾔ 細胞生物学関連 ゼニゴケの精子変態過程におけるオートファ 東京大学 理学系研究科 塚谷　裕一 教授
ジーを介したオルガネラリモデリングの解析

畠山　宙大 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 発生生物学関連 Wnt蛋白質による神経管パターニングメカニ 総合研究大学院 生命科学研究科 高田　慎治 教授
ズムの解明 大学

日比　敬太 ﾋﾋﾞ ｹｲﾀ 機能生物化学関連 試験管内転写tRNAによる蛋白質合成系を用い 東京大学 新領域創成科学研 富田　野乃 准教授
たtRNA修飾塩基の機能解析 究科

福島　綾介 ﾌｸｼﾏ ﾘﾖｳｽｹ 生物物理学関連 多成分一粒子輝度イメージングによる生細胞 北海道大学 生命科学院 金城　政孝 教授
内TDP43凝集体形成機構解析

藤田　智也 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾔ 分子生物学関連 リボソームの翻訳一時停止現象がタンパク質 東京工業大学 生命理工学院 田口　英樹 教授
合成に与える役割の解明

星　雄高 ﾎｼ ﾕﾀｶ 神経科学一般関連 社会性ストレスによる体温変化が行動に与え 東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授
る影響の解明

星野　雅和 ﾎｼﾉ ﾏｻｶｽﾞ 進化生物学関連 褐藻類における寒流域での単為生殖系統の進 北海道大学 理学院 小亀　一弘 教授
化メカニズムとその進化的意義

升本　宙 ﾏｽﾓﾄ ﾋﾛｼ 多様性生物学および分類学関 地衣化の起源に着目した菌類-藻類間相互作 筑波大学 生命環境科学研究 出川　洋介 准教授
連 用機構の解明に関する研究 科

松本　惇志 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｼ 生物物理学関連 人工膜と出芽酵母を用いた麻酔薬による膜ラ 東京大学 理学系研究科 寺島　一郎 教授
フト形成阻害作用の解析

松本　哲也 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾂﾔ 多様性生物学および分類学関 日本で多様化した植物テンナンショウ属の多 岡山大学 環境生命科学研究 廣部　宗 教授
連 種共存を支える生殖隔離機構の解明 科

真野　智之 ﾏﾉ ﾄﾓﾕｷ システムゲノム科学関連 個体の表現型を支える細胞システム理解のた 東京大学 大学院情報理工学 上田　泰己 教授
めのレジストレーション手法の開発 系研究科

嶺井　隆平 ﾐﾈｲ ﾘﾕｳﾍｲ 植物分子および生理科学関連 網羅的解析手法とゲノム編集を用いた植物化 長浜バイオ大学 バイオサイエンス 白井　剛 教授
現象初期ステージの解明 研究科

宮崎　杜夫 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｵ 動物生理化学、生理学および コリン作動性神経の睡眠覚醒調節および記憶 名古屋大学 医学系研究科 山中　章弘 教授
行動学関連 への生理機能の解明
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本杉　良 ﾓﾄｽｷﾞ ﾘﾖｳ 機能生物化学関連 プロテアソームサブユニットの基礎的発現制 東京大学 薬学系研究科 村田　茂穂 教授
御機構の解明

森　愛理 ﾓﾘ ｱｲﾘ 機能生物化学関連 脳機能を支えるポリシアル酸修飾された神経 名古屋大学 生命農学研究科 佐藤　ちひ 准教授
細胞接着分子の構造と機能の解明 ろ

森中　初音 ﾓﾘﾅｶ ﾊﾂﾈ 植物分子および生理科学関連 トレニアの表皮起源シュート再生系を用いた 東京大学 理学系研究科 杉山　宗隆 准教授
細胞リプログラミングと分裂組織構築の解析

諸星　茜 ﾓﾛﾎｼ ｱｶﾈ 細胞生物学関連 精子先体反応における膜融合制御機構の解明 大阪大学 医学系研究科 伊川　正人 教授

八木　佐一郎 ﾔｷﾞ ｻｲﾁﾛｳ 神経機能学関連 学習に依存した海馬場所細胞の動的変化の解 東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授
明

矢口　完 ﾔｸﾞﾁ ｶﾝ 細胞生物学関連 細胞の多倍体化による中心体機能の破綻 北海道大学 生命科学院 上原　亮太 准教授

柳井　翔吾 ﾔﾅｲ ｼﾖｳｺﾞ 発生生物学関連 性染色体にコードされたヒストン脱メチル化 九州大学 システム生命科学 諸橋　憲一 教授
酵素によるライディッヒ細胞の分化制御 府 郎

谷野　宏樹 ﾔﾉ ｺｳｷ 進化生物学関連 広域分布種フタバカゲロウ類における特殊な 信州大学 総合医理工学研究 東城　幸治 教授
発生システムの究明 科

山内　夢叶 ﾔﾏｳﾁ ﾕﾒｶ 生物物理学関連 レチナールシッフ塩基を保存しない微生物型 名古屋工業大学 工学研究科 神取　秀樹 教授
ロドプシンの海洋性藻類における機能解明

山田　紘実 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 機能生物化学関連 piRNA生合成におけるPapiリン酸化修飾の生 東京大学 理学系研究科 塩見　美喜 教授
物学的意義の解明 子

吉川　元貴 ﾖｼｶﾜ ｹﾞﾝｷ 多様性生物学および分類学関 ウイルスの多様化と生物進化の関係の解明 京都大学 理学研究科 緒方　博之 教授
連

吉澤　亮 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘﾖｳ 細胞生物学関連 シグナル伝達ダイナミクスの一細胞計測と数 東京大学 総合文化研究科 村田　昌之 教授
理解析による細胞応答決定メカニズムの解明

吉松　祥 ﾖｼﾏﾂ ｼﾖｳ 発生生物学関連 コモンマーモセット多能性幹細胞における i 慶應義塾大学 医学研究科 岡野　栄之 教授
n vitro生殖細胞誘導法の確立

ＬＡＩ　ＹＩ　 ﾗｲ ｲﾃｲﾝ 発生生物学関連 内臓筋細胞における核移動の左右極性化を起 大阪大学 理学研究科 松野　健治 教授
ＴＩＮＧ 源とする左右非対称性形成の新規機構の研究

Ｌｅｅ　Ｃｈｉ ﾘｰ ﾁﾔｰｲﾝ 動物生理化学、生理学および 恐怖による体温変化を制御する神経基盤の解 筑波大学 グローバル教育院 リウ　チン 教授
ａーＹｉｎｇ 行動学関連 明 ファ
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青柳　諒 ｱｵﾔｷﾞ ﾘﾖｳ 環境負荷低減技術および保全 生体触媒固定化高分子ゲルの創製・機能化と 東京農工大学 大学院工学府 徳山　英昭 准教授
修復技術関連 環境・バイオプロセスへの応用

青山　綾希 ｱｵﾔﾏ ｱﾔｷ 生物有機化学関連 ミトコンドリアADP/ATP輸送体を標的とする 京都大学 農学研究科 三芳　秀人 教授
特異的阻害剤の創製とその応用

秋山　遼太 ｱｷﾔﾏ ﾘﾖｳﾀ 生物有機化学関連 ナス科植物ステロイドグリコアルカロイドの 神戸大学 農学研究科 水谷　正治 准教授
化学進化

浅田　洋平 ｱｻﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 地域環境工学および農村計画 農業用管水路における圧力観測を用いた漏水 東京大学 農学生命科学研究 飯田　俊彰 准教授
学関連 検知に関する研究 科

浅野　早知 ｱｻﾉ ｻﾁ 生物有機化学関連 新規スフィンゴ糖脂質プローブの創製による 岐阜大学 連合農学研究科 安藤　弘宗 教授
細胞膜ナノドメインの分子基盤解明

阿部　悟 ｱﾍﾞ ｻﾄﾙ 水圏生産科学関連 個体自動追尾技術を基盤とした養殖魚生産管 北海道大学 水産科学院 高木　力 教授
理システムの構築

阿部　嵩志 ｱﾍﾞ ﾀｶｼ 水圏生命科学関連 サケ属魚類の母川刷込機構の分子基盤に基づ 北海道大学 水産科学院 工藤　秀明 准教授
く神経生理学的研究

新井　暢夫 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞｵ 獣医学関連 世界流行を引き起こしている新興家畜由来サ 大阪府立大学 生命環境科学研究 山崎　伸二 教授
ルモネラの環境抵抗性と宿主内生残性の解析 科

新井　大 ｱﾗｲ ﾋﾛｼ 昆虫科学関連 チャハマキのオスを殺すWolbachiaエフェク 東京農工大学 大学院連合農学研 仲井　まど 教授
ターの同定と制御・進化機構の解明 究科 か

ＡＮＤＥＲＳ　 ｱﾝﾀﾞｰｽ ｼﾞｴｲｿﾝ 生物資源保全学関連 都市化にともなう腸内細菌叢の弱体化を腸内 北海道大学 環境科学院 小泉　逸郎 准教授
ＪＡＳＯＮ　Ｌ
ＥＥ

ﾘｰ 寄生虫が緩和する：小型げっ歯類による実証

石内　友里 ｲｼｳﾁ ﾕﾘ 動物生命科学関連 骨格筋分泌因子を介した運動依存的な皮膚機 東洋大学 生命科学研究科 根建　拓 教授
能制御機構の解明

稲生　雄大 ｲﾅﾌﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 動物生産科学関連 子牛の栄養代謝機能発達に関する研究 広島大学 生物圏科学研究科 杉野　利久 准教授

上田　奈央子 ｳｴﾀﾞ ﾅｵｺ 実験動物学関連 遺伝子改変マウスを用いた自発行動に関わる 総合研究大学院 生命科学研究科 小出　剛 准教授
遺伝子の同定とその制御機構の解明 大学

宇田川　伸吾 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 水圏生産科学関連 潮汐性産卵リズムに関わる水圧情報伝達の脳 琉球大学 理工学研究科 竹村　明洋 教授
内経路の解明

梅津　将喜 ｳﾒﾂ ﾏｻｷ 環境負荷低減技術および保全 メタン菌の高密度整列による高効率メタン菌 東北大学 農学研究科 多田　千佳 准教授
修復技術関連 カソード微生物燃料電池の開発
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Ｅｌｌｅｎ ｴﾚﾝ 応用微生物学関連 大腸菌の Trk/Ktr/HKT トランスポーターの 東北大学 工学研究科 魚住　信之 教授
新規機能の解明

逢坂　文那 ｵｵｻｶ ﾌﾐﾅ 食品科学関連 腸内細菌叢の情報を媒介する腸粘膜組織のmi 北海道大学 農学院 園山　慶 教授
croRNA

大澤　央 ｵｵｻﾜ ﾋｻｼ 植物保護科学関連 ジャガイモ疫病による塊茎腐敗の発生生態解 北海道大学 農学院 秋野　聖之 講師
明と新規防除法の検討

大野　健太朗 ｵｵﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 園芸科学関連 バラ科サクラ属の自家不和合性遺伝子MGSTの 京都大学 農学研究科 田尾　龍太 教授
機能解明並びに人為制御法開発への利用 郎

岡村　洋 ｵｶﾑﾗ ﾖｳ 水圏生命科学関連 魚類腸管におけるインターロイキン17を介し 宮崎大学 農学工学総合研究 酒井　正博 教授
た抗菌分子産生機構の解明 科

笠原　良太 ｶｻﾊﾗ ﾘﾖｳﾀ 昆虫科学関連 チョウ目昆虫で見いだされたDoublesex非依 東京大学 新領域創成科学研 鈴木　雅京 准教授
存的な性分化を担う因子の探索 究科

粕渕　真由 ｶｽﾌﾞﾁ ﾏﾕ 応用分子細胞生物学関連 カイコは何故クワしか食べない‐イオンチャ 東京農工大学 大学院生物システ 佐藤　令一 教授
ネル型味受容体による宿主認識機構の解明‐ ム応用科学府

菊池　麻子 ｷｸﾁ ｱｻｺ 応用生物化学関連 GH97糖質加水分解酵素に発見した多様な基質 北海道大学 農学院 木村　淳夫 教授
認識の解明と触媒機構の変換

木野　佳音 ｷﾉ ｶﾉﾝ 環境動態解析関連 43-40万年前の退氷期における南半球高緯度 東京大学 理学系研究科 阿部　彩子 兼任教授
での気候変動をもたらした要因の分析

木下　千尋 ｷﾉｼﾀ ﾁﾋﾛ 自然共生システム関連 最適水温の雌雄差が生息域の違いを生み出す 東京大学 農学生命科学研究 佐藤　克文 教授
か：ウミガメを用いた実証研究 科

木村　将大 ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 応用生物化学関連 ほ乳類キチナーゼによるキチンオリゴマーの 工学院大学 工学研究科 小山　文隆 教授
生成とその生理活性の解明

小寺　敏光 ｺﾃﾞﾗ ﾄｼﾐﾂ 環境負荷低減技術および保全 メタン発酵における導電性担体による異種間 創価大学 工学研究科 戸田　龍樹 教授
修復技術関連 直接電子伝達の促進因子の解明

小林　慧人 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 森林科学関連 地上部と地下部の生態を統合した竹林の拡大 京都大学 農学研究科 北山　兼弘 教授
メカニズムの解明

小林　俊一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾕﾝｲﾁ 応用微生物学関連 藍藻おける高効率物質生産のための3波長の 東京農工大学 大学院工学府 池袋　一典 教授
光を駆使した代謝分岐制御技術の確立

小林　勇太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 森林科学関連 劣化した森林の生態系サービスを修復するた 横浜国立大学 環境情報学府 森　章 准教授
めに必要な時間の推定
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郷　すずな ｺﾞｳ ｽｽﾞﾅ 化学物質影響関連 胎生期における環境化学物質曝露のエピゲノ 岐阜薬科大学 薬学研究科 福光　秀文 教授
ム変化を介した毒性メカニズム解明

齋藤　希 ｻｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 遺伝育種科学関連 イネツングロ病抵抗性に関する準同質遺伝子 北海道大学 農学院 貴島　祐治 教授
系統を用いたsmall RNA解析

佐藤　秀亮 ｻﾄｳ ｼﾕｳｽｹ 生物有機化学関連 炭素-炭素結合形成に関わるラジカルS-アデ 東京工業大学 理学院 江口　正 教授
ノシル-L-メチオニン酵素の機能解析

篠田　健太 ｼﾉﾀﾞ ｹﾝﾀ 環境負荷低減技術および保全 Anammox反応を用いた省エネルギー・省資源 山梨大学 医工農学総合教育 風間　ふた 教授
修復技術関連 型窒素除去技術の開発 部 ば

志和　希 ｼﾜ ﾉｿﾞﾐ 獣医学関連 洞毛を用いた狂犬病の簡易診断法の実用化に 北里大学 獣医学系研究科 朴　天鎬 准教授
向けた知覚神経回路に立脚した検証

沈　尚 ｼﾝ ｼﾖｳ 環境動態解析関連 メタゲノム解析に基づくウイルスと宿主細菌 京都大学 工学研究科 清水　芳久 教授
の動態解明

ＪＡＮＧ　Ｓｅ ｼﾞﾔﾝ ｿﾝﾊﾝ 昆虫科学関連 昆虫と細菌の内部共生を支える分子基盤の解 北海道大学 農学院 菊池　義智 客員准教授
ｏｎｇｈａｎ 明

菅波　眞央 ｽｶﾞﾅﾐ ﾏｵ 植物栄養学および土壌学関連 炭酸固定酵素Rubiscoとその活性化酵素の多 東北大学 農学研究科 牧野　周 教授
重増強によるイネの光合成能力の強化

鈴木　貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 植物保護科学関連 ウイロイド感染による果実着色肥大障害の発 岩手大学 連合農学研究科 佐野　輝男 教授
生機構

鈴木　隼人 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 応用生物化学関連 ミヤコグサのベツリン酸輸送体の同定とトリ 大阪大学 工学研究科 村中　俊哉 教授
テルペノイド増産への応用

関根　睦実 ｾｷﾈ ﾑﾂﾐ 循環型社会システム関連 硫黄酸化・硝化槽-微細藻類槽による新規低 創価大学 工学研究科 戸田　龍樹 教授
環境負荷型バイオガス脱硫および消化液処理

高谷　直己 ﾀｶﾀﾆ ﾅｵｷ 水圏生命科学関連 海洋性カロテノイドによる慢性炎症抑制を介 北海道大学 水産科学院 細川　雅史 教授
した非アルコール性脂肪肝炎予防機構の解明

高田　亜沙里 ﾀｶﾀﾞ ｱｻﾘ 地域環境工学および農村計画 東南アジア流域圏の多目的貯水池群を統合し 九州大学 生物資源環境科学 平松　和昭 教授
学関連 た流域水管理に関する数理モデルの開発 府

高田　花奈子 ﾀｶﾀﾞ ｶﾅｺ 作物生産科学関連 ヤムイモにおける窒素固定細菌の 共生機序 東京農業大学 農学研究科 志和地　弘 教授
の解明と栽培への利用 信

高舘　佳弘 ﾀｶﾀﾞﾃ ﾖｼﾋﾛ 獣医学関連 フィロウイルスの宿主域決定における分子機 北海道大学 獣医学研究科 高田　礼人 教授
構の解明ー自然宿主の同定を目指してー
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高橋　龍樹 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂｷ 獣医学関連 狂犬病ウイルスの末梢における新規感染経路 岐阜大学 連合獣医学研究科 杉山　誠 教授
の解明

高橋　悠記 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 実験動物学関連 マウス系統差を用いた腎症抵抗性遺伝子の同 北里大学 獣医学系研究科 佐々木　宣 教授
定 哉

瀧澤　修平 ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾕｳﾍｲ 環境農学関連 植物系バイオマスの分解を担う高活性多糖分 東北大学 農学研究科 多田　千佳 准教授
解ルーメン微生物の探索とその応用

竹谷　友之 ﾀｹﾔ ﾄﾓﾕｷ 応用生物化学関連 一細胞酵素活性可視化システムを用いた"異 京都大学 農学研究科 阪井　康能 教授
宿主で機能するメタン酸化生体触媒"の創製

多田　遥人 ﾀﾀﾞ ﾊﾙﾄ 放射線影響関連 環境ストレスに対するゲノム恒常性維持機構 神戸大学 理学研究科 菅澤　薫 教授
の解明

田中　広太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 水圏生産科学関連 音響情報を用いたジュゴンの摂餌場利用特性 京都大学 情報学研究科 三田村　啓 准教授
の解明 理

田中　裕基 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 木質科学関連 褐色腐朽菌の木材分解初期に与える光の影響 東京農工大学 連合農学研究科 羽生　直人 教授

玉木　志穂 ﾀﾏｷ ｼﾎ 食料農業経済関連 低所得層における食事選択の意思決定メカニ 東京農業大学 農学研究科 大浦　裕二 教授
ズムに関する研究

津上　優作 ﾂｶﾞﾐ ﾕｳｻｸ 動物生産科学関連 乳腺上皮細胞の乳生産性に対する植物エスト 北海道大学 農学院 小林　謙 准教授
ロゲンの生理作用と作用機序の体系的解明

徳本　翔子 ﾄｸﾓﾄ ｼﾖｳｺ 昆虫科学関連 ネムリユスリカの乾燥無代謝休眠を司る新規 東京大学 新領域創成科学研 黄川田　隆 客員准教授
転写因子の同定 究科 洋

富田　啓介 ﾄﾐﾀ ｹｲｽｹ 生物有機化学関連 イネの化学防御を担うモミラクトンの生物活 東京大学 農学生命科学研究 岡田　憲典 准教授
性と耐性の分子基盤の解明 科

鳥居　志保 ﾄﾘｲ ｼﾎ 獣医学関連 チクングニアウイルスの細胞内増殖機構の解 北海道大学 大学院獣医学研究 澤　洋文 教授
明 科

中川　香澄 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾐ 循環型社会システム関連 藍染工程で起こるインジゴ還元メカニズムの 徳島大学 大学院先端技術科 櫻谷　英治 教授
解明と微生物燃料電池への応用 学教育部

中郡　翔太郎 ﾅｶｸﾞﾝ ｼﾖｳﾀﾛｳ 水圏生命科学関連 鯨類の肝病変における病態および機序解明 岐阜大学 連合獣医学研究科 古林　与志 兼任教授
安

中田　佳佑 ﾅｶﾀ ｹｲｽｹ 農業環境工学および農業情報 エレクトロスプレー連続経時解析によるリア 愛媛大学 連合農学研究科 野並　浩 教授
工学関連 ルタイム細胞内小器官オミクス計測

中村　文彬 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐｱｷ 生物有機化学関連 味噌に含まれる抗ストレス活性成分フェルラ 早稲田大学 早稲田大学大学院 中尾　洋一 教授
酸エチルエステルの作用メカニズム解析 先進理工学研究科



職名受入研究者部局受入研究機関研究課題名小区分氏名 カナ氏名

ＤＣ２・農学・環境学　103名　平成31年度特別研究員採用者一覧

西原　昂来 ﾆｼﾊﾗ ｺｳｷ 動物生産科学関連 ウシルーメン上皮崩壊の予防に向けたルーメ 東北大学 農学研究科 盧　尚建 准教授
ン上皮バリア機能の調節機序の解明

新田　克章 ﾆﾂﾀ ｶﾂｱｷ 応用微生物学関連 放線菌の産生する新規ポリケチド抗生物質探 大阪大学 工学研究科 福崎　英一 教授
索法の開発 郎

野本　繭子 ﾉﾓﾄ ﾏﾕｺ 自然共生システム関連 ゾウにとっての畑と森：採食生態学からみる 京都大学 理学研究科 中村　美知 准教授
マルミミゾウの獣害と保全 夫

長谷川　友美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 作物生産科学関連 水環境管理により誘導される出穂遅延能力を 名古屋大学 生命農学研究科 犬飼　義明 教授
利用したイネ冷害回避技術の開発

羽立　薫 ﾊﾀﾃ ｶｵﾙ 動物生産科学関連 乳牛の骨吸収活性を指標とする初乳中の産後 岐阜大学 連合獣医学研究科 山岸　則夫 兼任教授
疾患バイオマーカーの確立

服部　浩之 ﾊﾂﾄﾘ ﾋﾛﾕｷ 森林科学関連 樹木系香辛料成分の肥満改善効果とその分子 岐阜大学 連合農学研究科 光永　徹 教授
メカニズムの網羅的研究

林　憲哉 ﾊﾔｼ ﾉﾘﾔ 応用分子細胞生物学関連 植物における上流ORFを介して無機栄養を感 北海道大学 農学院 尾之内　均 准教授
知する翻訳制御機構の研究

疋田　弘之 ﾋｷﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 昆虫科学関連 バキュロウイルスの遺伝子発現制御と宿主行 東京大学 農学生命科学研究 勝間　進 准教授
動操作を結ぶブラックボックスの解明 科

Ｆｉｔｚｇｅｒ ﾌｲﾂﾂｼﾞｴﾗﾙﾄﾞ ﾒｲ ランドスケープ科学関連 世界遺産ギニア・ニンバ山における先端技術 京都大学 理学研究科 平田　聡 教授
ａｌｄ　Ｍａｅ
ｇａｎ

ｶﾞﾝ を用いた土地利用評価及び生物多様性保全

福田　晃大 ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 地域環境工学および農村計画 陸海域結合型3次元生態系モデルによる閉鎖 九州大学 生物資源環境科学 平松　和昭 教授
学関連 性海域の栄養塩統合管理に関する研究 府

藤田　雅也 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾔ 応用微生物学関連 多様な芳香族化合物を取り込む細菌外膜トラ 長岡技術科学大 工学研究科 政井　英司 教授
ンスポーターの同定とその物質生産への応用 学

藤田　萌香 ﾌｼﾞﾀ ﾓｴｶ 生物有機化学関連 植物共生微生物が植物に誘導するプライミン 福井県立大学 生物資源学研究科 仲下　英雄 教授
グのメカニズムの解明

藤永　拓矢 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 農業環境工学および農業情報 トマト果実収量予測・管理を目的とした生育 九州工業大学 生命体工学研究科 石井　和男 教授
工学関連 状態マップの提案及び収穫ロボットの開発

藤本　正太 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾖｳﾀ 昆虫科学関連 カイコ核多角体病ウイルスラオス株の高タン 東京農工大学 大学院連合農学研 岩永　将司 兼任准教授
パク質発現メカニズムの解明とベクター開発 究科

船屋　智史 ﾌﾅﾔ ｻﾄｼ 動物生命科学関連 受精後の遺伝子発現プログラムにおけるヒス 東京大学 新領域創成科学研 青木　不学 教授
トン変異体の機能解析 究科
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古川　洵 ﾌﾙｶﾜ ﾏｺﾄ 応用生物化学関連 酵素的ポリエチレンテレフタレート分解を加 慶應義塾大学 理工学研究科 宮本　憲二 教授
速する新規手法の開発

古川　睦実 ﾌﾙｶﾜ ﾑﾂﾐ 動物生産科学関連 宿主免疫による黄色ブドウ球菌の増殖抑制を 東北大学 農学研究科 野地　智法 准教授
促す乳房炎ワクチン用新規抗原の探索

堀　采音 ﾎﾘ ｱﾔﾈ 応用生物化学関連 ヒト免疫グロブリンが有する新たな抗炎症作 広島大学 先端物質科学研究 河本　正次 教授
用の発見とその分子作用機序の解明 科

房　知輝 ﾎﾞｳ ﾄﾓｷ 獣医学関連 放射線によるミトコンドリア形態機能応答と 北海道大学 獣医学研究科 稲波　修 教授
それらを標的とした新規がん治療法開発

眞榮田　麻友美 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾕﾐ 応用微生物学関連 黒麹菌による泡盛香味成分バニリン前駆体の 鹿児島大学 連合農学研究科 平良　東紀 教授
生成過程の解明

松下　有美 ﾏﾂｼﾀ ﾕﾐ 獣医学関連 末梢感覚神経レベルでのアドレナリン作動系 山口大学 大学院連合獣医学 北村　直樹 准教授
による新規痛み緩和機構の解明 研究科

松下　芳之 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾕｷ 水圏生命科学関連 内在性脂肪酸不飽和化酵素の三機能化による 東京海洋大学 東京海洋大学大学 吉崎　悟朗 教授
植物油で育つ海産魚新品種の作出 院海洋科学技術研

究科

松村　崇志 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶｼ 昆虫科学関連 昆虫のストレス応答性の解析 鹿児島大学 連合農学研究科 早川　洋一 教授

松本　悠佑 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 木質科学関連 単一および複数の異なる多糖類からなる高性 東京大学 農学生命科学研究 岩田　忠久 教授
能化学ゲルの創製と物性および構造解析 科

丸田　莉奈 ﾏﾙﾀ ﾘﾅ 昆虫科学関連 ケラチノサイト増殖因子内包化多角体を用い 京都工芸繊維大 工芸科学研究科 森　肇 教授
た上皮細胞の三次元培養モデルの構築 学

美世　一守 ﾐｾ ｶｽﾞﾓﾘ 環境動態解析関連 環境変動に対する土壌微生物群集動態の予測 東京大学 理学系研究科 岩崎　渉 准教授

南　昌平 ﾐﾅﾐ ｼﾖｳﾍｲ 獣医学関連 イヌジステンパーウイルスの病原性解析と遺 山口大学 連合獣医学研究科 前田　健 客員教授
伝子治療への応用

宮城　一真 ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞﾏ 木質科学関連 セルロース系液晶フィルムが発現する圧力誘 岐阜大学 連合農学研究科 安藤　弘宗 教授
起円二色性反転の機構解明および応用展開

宮本　良 ﾐﾔﾓﾄ ﾘﾖｳ 獣医学関連 犬扁平上皮癌におけるEGFR阻害剤の新規治療 日本獣医生命科 獣医生命科学研究 盆子原　誠 日本獣医生
標的分子の特定 学大学 科 命科学大学

獣医学部　
教授

村上　庸人 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳﾄ 応用生物化学関連 コラーゲン架橋構造ピリジノリンの受容体RA 明治大学 明治大学大学院農 渡辺　寛人 教授
GEを介した新たな生理作用に関する研究 学研究科
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村瀬　偉紀 ﾑﾗｾ ｲｷ 水圏生命科学関連 耳石解析と数理モデルによる温暖化がアユ個 長崎大学 水産・環境科学総 井口　恵一 教授
体群の生活史に及ぼす影響の予測 合研究科 朗

目黒　康洋 ﾒｸﾞﾛ ﾔｽﾋﾛ 生物有機化学関連 前例のない構造様式と作用機序を持つ抗生物 東北大学 農学研究科 桑原　重文 教授
質アミコラマイシンの全合成と構造活性相関

毛利　朋世 ﾓｳﾘ ﾄﾓﾖ 生物有機化学関連 多様な薬理活性を有するポリエーテル系ポリ 東北大学 農学研究科 桑原　重文 教授
ケチドの全合成と標的タンパク質の同定

元木　航 ﾓﾄｷ ｺｳ 園芸科学関連 なぜダイコンはキャベツを開花させるのか？ 京都大学 農学研究科 土井　元章 教授
～革新的種子生産体系の開発に向けて～

山本　慧史 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 水圏生産科学関連 有用な養殖用餌料候補であるクリプト藻類の 三重大学 生物資源学研究科 吉松　隆夫 教授
培養安定性向上に向けた研究

尤　暁東 ﾕｳ ｷﾞﾖｳﾄｳ 循環型社会システム関連 廃材タケと雑草クズのミミズ糞を使った植物 大阪府立大学 生命環境科学研究 東條　元昭 教授
病と土壌劣化の抑制 科

横井　友樹 ﾖｺｲ ﾕｳｷ 食品科学関連 食と腸内細菌によるPaneth細胞分泌メカニズ 北海道大学 生命科学院 綾部　時芳 教授
ムからみた腸内環境ネットワーク

横川　直毅 ﾖｺｶﾜ ﾅｵｷ 環境政策および環境配慮型社 食品ロス削減のための容器包装の統合的ライ 東京大学 工学系研究科 平尾　雅彦 教授
会関連 フサイクル評価に基づく意思決定支援

吉本　翔 ﾖｼﾓﾄ ｼﾖｳ 獣医学関連 腫瘍細胞と腫瘍関連線維芽細胞を同時に標的 東京大学 農学生命科学研究 西村　亮平 教授
とする遺伝子改変T細胞療法の開発 科

ＬＹＵ　ＨＡＮ ﾘﾕｳ ﾊﾝ 環境動態解析関連 気候条件が土壌の有機炭素安定化メカニズム 京都大学 地球環境学舎 舟川　晋也 教授
に与える影響

渡邉　伸一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 森林科学関連 培養実験と現場実験による酸性条件下の熱帯 京都大学 農学研究科 舟川　晋也 教授
林生態系における硝酸溶脱メカニズムの解明

渡辺　将央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋｻ 農業環境工学および農業情報 トラクタ死亡事故低減に向けたドライブシミ 東京農工大学 大学院生物システ 酒井　憲司 教授
工学関連 ュレータの開発 ム応用科学府
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相澤　志穂 ｱｲｻﾞﾜ ｼﾎ 医化学関連 再生医療実現に向けた高品質なiPS細胞誘導 筑波大学 人間総合科学研究 久武　幸司 教授
法の開発；X染色体の再活性化に着目して 科

相原　希美 ｱｲﾊﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ 内科学一般関連 尿路癌特異的に検出される尿中免疫複合体を 長崎大学 医歯薬学総合研究 大山　要 准教授
標的とした尿路癌の簡便な尿診断法の開発 科

秋山　敏毅 ｱｷﾔﾏ ﾄｼｷ 薬系化学および創薬科学関連 有機合成用卑金属ナノ粒子触媒の創製と不活 大阪大学 薬学研究科 有澤　光弘 准教授
性結合活性化及び創薬研究への展開

雨宮　愛理 ｱﾒﾐﾔ ｱｲﾘ 栄養学および健康科学関連 高齢者の健康に影響する地域環境要因に関す 東京大学 大学院医学系研究 近藤　尚己 准教授
る大規模縦断研究 科

伊尾　紳吾 ｲｵ ｼﾝｺﾞ 産婦人科学関連 ヒトナイーブ型iPS細胞からの胎盤幹細胞の 京都大学 医学研究科 万代　昌紀 教授
樹立と胎盤形成過程の試験管内再構成

池尾　聡 ｲｹｵ ｻﾄｼ 呼吸器内科学関連 ヒトiPS細胞から肺胞上皮への分化制御機構 京都大学 医学研究科 平井　豊博 教授
の解明による肺胞再生とがん化モデル構築

池上　政周 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾁｶ 腫瘍診断および治療学関連 BRCA1/2遺伝子変異に対するハイスループッ 東京大学 大学院医学系研究 田中　栄 教授
ト機能解析法の開発 科

石井　千晴 ｲｼｲ ﾁﾊﾙ 薬系分析および物理化学関連 加齢性疾患診断マーカー探索を目的としたタ 九州大学 薬学府 浜瀬　健司 教授
ンパク質中アミノ酸残基のキラル分析法開発

石田　雄大 ｲｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 皮膚科学関連 乳房外パジェット病の包括的ゲノム解析 京都大学 医学研究科 椛島　健治 教授

石塚　理人 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 循環器内科学関連 心不全進展過程におけるβ-アレスチン偏向 東京大学 大学院医学系研究 小室　一成 教授
性受容体CXCR7の機能解明 科

一水　翔太 ｲﾁﾐｽﾞ ｼﾖｳﾀ 医療薬学関連 細胞膜透過型アルブミンを基軸とした口腔粘 熊本大学 薬学教育部 丸山　徹 教授
膜DDSの構築と舌下免疫療法への応用

井爪　珠希 ｲﾂﾞﾒ ﾀﾏｷ 医化学関連 オートファジー必須因子VMP1のX線結晶構造 東京大学 理学系研究科 濡木　理 教授
解析

今西　彩子 ｲﾏﾆｼ ｱﾔｺ 医化学関連 Rhoキナーゼ活性のライブ観察から読み解く 京都大学 生命科学研究科 松田　道行 教授
腸管上皮細胞脱落の機構

岩渕　龍太郎 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘﾕｳﾀﾛｳ 免疫学関連 ヒト化マウスを用いた生体内におけるヒト樹 早稲田大学 先進理工学研究科 竹山　春子 教授
状細胞亜集団の性状・機能性の解明

浮田　真沙世 ｳｷﾀ ﾏｻﾖ 産婦人科学関連 卵巣がんに対する次世代型キメラ抗原受容体 京都大学 医学研究科 万代　昌紀 教授
発現T(CAR-T）細胞療法の基礎的検討

内原　脩貴 ｳﾁﾊﾗ ﾕｳｷ 薬系衛生および生物化学関連 核小体に局在するNPM-ALKの機能および局在 慶應義塾大学 薬学研究科 田村　悦臣 教授
制御機構の解明
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梅井　正彦 ｳﾒｲ ﾏｻﾋｺ 循環器内科学関連 心不全における短鎖脂肪酸を介した分子制御 東京大学 大学院医学系研究 小室　一成 教授
機構の解明 科

枝光　智大 ｴﾀﾞﾐﾂ ﾄﾓﾋﾛ 皮膚科学関連 芳香族炭化水素受容体を標的としたアトピー 信州大学 信州大学大学院医 奥山　隆平 教授
性皮膚炎に対する新規治療薬の開発 学系研究科皮膚科

学講座

大久保　真理子 ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾘｺ 胎児医学および小児成育学関 脊髄小脳変性症の新規原因遺伝子の同定と発 東京大学 大学院医学系研究 岡　明 教授
連 症機序の解明 科

大島　司 ｵｵｼﾏ ﾂｶｻ 循環器内科学関連 マクロファージの加齢性変化を介した心臓線 東京大学 大学院医学系研究 小室　一成 教授
維化の機序解明 科

太田　陽子 ｵｵﾀ ﾖｳｺ 外科学一般および小児外科学 ALK遺伝子異常を標的とした革新的治療薬開 千葉大学 大学院医学薬学府 永瀬　浩喜 客員教授
関連 発

大塚　俊 ｵｵﾂｶ ｼﾕﾝ スポーツ科学関連 超音波法を用いた深筋膜の形態的・力学的特 早稲田大学 スポーツ科学研究 川上　泰雄 教授
性の解明：人間の身体能力の開発に向けて 科

大野　祥平 ｵｵﾉ ｼﾖｳﾍｲ 薬系化学および創薬科学関連 官能基化された多重結合間における新反応の 大阪大学 薬学研究科 有澤　光弘 准教授
開発とそれを用いたヘテロ環合成

大矢　奈穂子 ｵｵﾔ ﾅｵｺ 衛生学および公衆衛生学分野 神経発達の臨界期における有機リン系殺虫剤 名古屋市立大学 医学研究科 上島　通浩 教授
関連：実験系を含む の縦断的曝露影響評価

岡野　徳壽 ｵｶﾉ ﾄｸｼﾞﾕ 病態系口腔科学関連 低酸素環境におけるインフラマソーム活性化 東京医科歯科大 大学院医歯学総合 鈴木　敏彦 教授
メカニズムの解明 学 研究科

岡本　敬介 ｵｶﾓﾄ ｹｲｽｹ 医療薬学関連 抗がん剤の副作用と耐性化に着目したcycloo 北海道大学 生命科学院 井関　健 教授
xygenase阻害薬の効果の検証

岡本　将輝 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｷ 衛生学および公衆衛生学分野 認知機能低下予防における機能的血管指標の 東京大学 大学院医学系研究 小林　廉毅 教授
関連：実験系を含まない 有効性およびメカニズムの検討 科

小澤　柊太 ｵｻﾞﾜ ｼﾕｳﾀ 薬系化学および創薬科学関連 アルツハイマー病治療を目指した光酸素化反 東京大学 薬学系研究科 富田　泰輔 教授
応によるAβ代謝促進機構の解明

小田　紗矢香 ｵﾀﾞ ｻﾔｶ 薬系衛生および生物化学関連 心臓の自律神経調節における亜鉛シグナル伝 総合研究大学院 生命科学研究科 西田　基宏 教授
達の分子制御機構の解明 大学

柿野　諒 ｶｷﾉ ﾘﾖｳ 医用システム関連 深層学習による肺癌の予後予測情報を活用し 京都大学 医学研究科 中村　光宏 准教授
た個別化放射線治療支援システムの開発

角谷　尚哉 ｶｸﾀﾆ ﾅｵﾔ リハビリテーション科学関連 心不全における骨格筋線維化の発生機序およ 北海道大学 医学院 安斉　俊久 教授
び臨床的意義の解明
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紙崎　孝基 ｶﾐｻﾞｷ ｺｳｷ 実験病理学関連 Ror受容体を介した新たな骨格筋再生・変性 神戸大学 医学研究科 南　康博 教授
制御メカニズムの解明

嘉村　美里 ｶﾑﾗ ﾐｻﾄ 生理学関連 基礎・臨床の融合による遺伝性腎炎アルポー 熊本大学 生命科学 甲斐　広文 教授
ト症候群の遺伝子型・表現型連関の基盤構築

鹿山　将 ｶﾔﾏ ﾀｽｸ 薬系衛生および生物化学関連 成体海馬における移植ヒトiPSニューロンの 東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授
生理機能解析

川上　耕季 ｶﾜｶﾐ ｺｳｷ 薬系化学および創薬科学関連 易活性化型変異を導入した人工Gタンパク質 東北大学 薬学研究科 青木　淳賢 教授
共役型受容体の創製と応用

川副　徹郎 ｶﾜｿﾞｴ ﾃﾂﾛｳ 消化器外科学関連 食道扁平上皮癌における慢性炎症シグナルを 九州大学 医学系学府 森　正樹 教授
標的とした新規治療法の開発

神崎　倭 ｶﾝｻﾞｷ ﾔﾏﾄ 薬系化学および創薬科学関連 触媒的逐次不斉アルドール反応の開発 東京大学 薬学系研究科 金井　求 教授

菊池　健太 ｷｸﾁ ｹﾝﾀ 実験病理学関連 腸管マクロファージの分化・形質制御機構の 東京薬科大学 生命科学研究科 田中　正人 教授
解明

岸本　悠希 ｷｼﾓﾄ ﾕｳｷ 薬系化学および創薬科学関連 "高"選択的に標的核酸塩基を認識可能な人工 大阪大学 薬学研究科 小比賀　聡 教授
核酸の創製と核酸医薬への展開

北村　智美 ｷﾀﾑﾗ ｻﾄﾐ 高齢者看護学および地域看護 在宅で行う慢性閉塞性肺疾患患者に対するセ 東京大学 大学院医学系研究 山本　則子 教授
学関連 ルフマネジメント教育プログラムの開発 科

木村　舞 ｷﾑﾗ ﾏｲ 循環器内科学関連 特発性/遺伝性肺動脈性肺高血圧症の新規治 慶應義塾大学 医学研究科 福田　恵一 教授
療法の開発と個別化医療の実現

木村　美咲 ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 精神神経科学関連 神経接着分子の切断を介した抑制性シナプス 東京大学 薬学系研究科 富田　泰輔 教授
制御による精神疾患分子病態の解明

清重　映里 ｷﾖｼｹﾞ ｴﾘ 栄養学および健康科学関連 地域在住高齢者を対象とした認知機能低下を 大阪大学 医学系研究科 神出　計 教授
予測するための自然言語パターンの解明

久保　尚子 ｸﾎﾞ ﾅｵｺ 病態神経科学関連 神経-グリア-代謝クロストークの光操作によ 東北大学 医学系研究科 松井　広 教授
る精神疾患の病態解明への挑戦

公文代　將希 ｸﾓﾝﾀﾞｲ ﾏｻｷ 医療薬学関連 チトクロームP450遺伝子多型による薬物動態 東北大学 薬学研究科 平澤　典保 教授
個人差予測モデルの構築

栗原　正典 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 神経内科学関連 アルツハイマー病におけるDNA修復機構破綻 東京大学 大学院医学系研究 戸田　達史 教授
の機序解明 科

黒田　絵莉子 ｸﾛﾀﾞ ｴﾘｺ 病態神経科学関連 末梢血造血幹細胞及びiPS細胞を用いたアル 京都薬科大学 京都薬科大学大学 芦原　英司 教授
ツハイマー病の新規細胞治療法の開発 院 薬学研究科
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小泉　光 ｺｲｽﾞﾐ ﾋｶﾙ スポーツ科学関連 発育期の低強度運動が増進するメンタルヘル 筑波大学 人間総合科学研究 征矢　英昭 教授
ス：統合失調症予防効果の分子基盤解明 科

小畠　玲子 ｺﾊﾞﾀｹ ﾚｲｺ 補綴系歯学関連 新規生体活性チタン多孔体による顎骨再建療 広島大学 医歯薬保健学研究 津賀　一弘 教授
法の確立 科

小松　銀河 ｺﾏﾂ ｷﾞﾝｶﾞ 病態医化学関連 Mac-2BPの新規生理機能解明とその治療応用 東京大学 大学院医学系研究 宮崎　徹 教授
に向けた基盤研究 科

小峰　瞳子 ｺﾐﾈ ﾄｳｺ 栄養学および健康科学関連 食事成分により生じる、脂質トランスポータ 東京大学 薬学系研究科 鈴木　洋史 教授
ー機能欠損マウスの雌性不妊に関する研究

近藤　早希 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｷ スポーツ科学関連 長期的トレーニングに伴う食事量減少の原因 東京大学 総合文化研究科 寺田　新 准教授
究明-内臓疲労は本当に生じるのか？-

近藤　威 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 口腔再生医学および歯科医用 iPS細胞のBMP2発現制御を利用した新規骨増 東北大学 歯学研究科 江草　宏 教授
工学関連 生技術の開発

権藤　匠洋 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾅﾙﾋﾛ 薬系化学および創薬科学関連 遠隔位不斉誘導を基軸とするキラルフラーレ 京都大学 薬学研究科 川端　猛夫 教授
ンの創製

佐瀬　美和子 ｻｾ ﾐﾜｺ 外科系歯学関連 ヒト舌癌オルガノイドバイオバンクの構築 自治医科大学 医学研究科 森　良之 教授

佐藤　奈波 ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 医化学関連 上皮細胞の炎症様応答によるがん変異細胞の 北海道大学 大学院総合化学院 藤田　恭之 教授
排除制御

塩谷　彦人 ｼｵﾀﾆ ﾋﾛﾄ スポーツ科学関連 足底腱膜の形態的・力学的特性の定量評価を 早稲田大学 スポーツ科学研究 川上　泰雄 教授
通じた足部のバネ機能に関する研究 科

茂田　大地 ｼｹﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 医化学関連 3次元イメージングによる全身全細胞解析技 東京大学 大学院医学系研究 上田　泰己 教授
術の開発 科

白井　孝信 ｼﾗｲ ﾀｶﾉﾌﾞ 腫瘍生物学関連 がん発生過程の初期に形成される微小環境は 北海道大学 大学院総合化学院 藤田　恭之 教授
Ras変異による腫瘍化を促進するのか？

進藤　早紀 ｼﾝﾄｳ ｻｷ 薬系分析および物理化学関連 酸化脂質をターゲットとした加齢黄斑変性症 九州大学 薬学府 山田　健一 教授
抑制剤の探索と疾患メカニズム解明

居石　卓也 ｽｴｲｼ ﾀｸﾔ 整形外科学関連 変形性関節症の病態形成におけるGRK-5の役 九州大学 医学系学府 中島　康晴 教授
割の解明と治療応用

菅　忠明 ｽｶﾞ ﾀﾀﾞﾊﾙ 医療薬学関連 多色深部イメージング法を用いた膵癌指向性 長崎大学 医歯薬学総合研究 黒田　直敬 教授
リポソームの腫瘍深部送達法の構築 科

鈴鹿　久彰 ｽｽﾞｶ ﾋｻｱｷ リハビリテーション科学関連 脳室下帯由来の新生神経細胞が脳卒中後の神 大阪大学 医学系研究科 山下　俊英 教授
経回路再編成と機能回復を促す機構の解明
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諏訪　達也 ｽﾜ ﾀﾂﾔ 放射線科学関連 新規HIF2制御因子APCDD1の作用機序解明によ 京都大学 医学研究科 溝脇　尚志 教授
る腎細胞癌の放射線抵抗性の克服

關場　一磨 ｾｷﾊﾞ ｶｽﾞﾏ 病態医化学関連 遺伝子編集技術を駆使したHBV感染維持機構 東京大学 大学院医学系研究 小池　和彦 教授
に関わる因子の網羅的同定と介入法の開発 科

曽我部　裕子 ｿｶﾞﾍﾞ ﾕｳｺ 消化器内科学関連 個体レベルでの細胞老化のメカニズム解明 京都大学 大学院医学研究科 妹尾　浩 教授

高岡　尚輝 ﾀｶｵｶ ﾅｵｷ 薬理学関連 栄養代謝を亢進する真のAOX4内在性基質探索 広島大学 医歯薬保健学研究 古武　弥一 教授
およびその作用機序解明 科 郎

高瀬　奈央子 ﾀｶｾ ﾅｵｺ 薬理学関連 リン酸輸送体PiT2に着目した老化を制御する 岐阜薬科大学 薬学研究科 福光　秀文 教授
脳内リン酸ホメオスタシス機序の解明

高田　裕生 ﾀｶﾀ ﾕｳ リハビリテーション科学関連 霊長類脊髄損傷モデルにおける運動関連領野 京都大学 理学研究科 高田　昌彦 教授
の神経可塑的変化の解明

高玉　駿介 ﾀｶﾀﾞﾏ ｼﾕﾝｽｹ 細菌学関連 高病原性PVL陽性MRSAにおける新規病原因子 東京薬科大学 東京薬科大学 薬 野口　雅久 教授
の同定と機能解析 学部 薬学研究科

高橋　宙大 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 栄養学および健康科学関連 脱リン酸化阻害によるJMJD1Aリン酸化維持に 東京大学 大学院医学系研究 酒井　寿郎 教授
よりベージュ化が誘導されるかの解明 科

田仲　涼眞 ﾀﾅｶ ﾘﾖｳﾏ 薬系分析および物理化学関連 ビッグデータ解析に基づく医薬品製造プロセ 武蔵野大学 大学院 薬科学研 大塚　誠 教授
ス中の分子複合体形成と挙動解析 究科

ＣＨＯＩ　ＪＵ ﾁｴ ｼﾞﾖﾝﾐ 衛生学および公衆衛生学分野 もやもや病の感受性遺伝子の環境応答シグナ 京都大学 医学研究科 原田　浩二 准教授
ＮＧＭＩ 関連：実験系を含む ル経路の解析

角田　圭輔 ﾂﾉﾀﾞ ｹｲｽｹ 栄養学および健康科学関連 食事と運動のマルチドメイン介入による新た 大阪大学 生命機能研究科 七五三木　 教授
な認知症改善策の確立 聡

伴野　太郎 ﾄﾓﾉ ﾀﾛｳ 実験病理学関連 デュシェンヌ型筋ジストロフィーに対する新 筑波大学 人間総合科学研究 玉岡　晃 教授
規遺伝子治療法の開発 科

ナイト　クリス ﾅｲﾄ ｸﾘｽﾄﾌｱﾀｶﾔ 腫瘍生物学関連 ピロリ菌CagAの誘導発現型マウスを用いたHi 東京大学 大学院医学系研究 畠山　昌則 教授
トファ鷹也 t-and-Run発がん機構の解明 科

中川　達貴 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂｷ リハビリテーション科学関連 In vivoパッチクランプ法による糖尿病性排 金沢大学 医薬保健学総合研 尾崎　紀之 教授
尿障害の治療に向けた発症機序の解明 究科

中川　晃 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋｶﾙ スポーツ科学関連 マイクロダイアリシス法を用いた暑熱順化に 立教大学 コミュニティ福祉 石渡　貴之 教授
伴う脳内機構の変化の解明 学研究科

中野　信泰 ﾅｶﾉ ﾉﾌﾞﾔｽ スポーツ科学関連 目標指向性全身運動における冗長性の制御メ 東京大学 総合文化研究科 吉岡　伸輔 准教授
カニズムの解明
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中山　省悟 ﾅｶﾔﾏ ｼﾖｳｺﾞ 医化学関連 ユビキチンリガーゼFbxw7のミエリン形成調 九州大学 医学系学府 中山　敬一 教授
節機構の解明と脱髄疾患への治療応用

新村　貴博 ﾆｲﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 医療薬学関連 ドラッグリポジショニング手法を用いた新規 徳島大学 医科学教育部 石澤　啓介 教授
心肺蘇生後脳症治療薬の探索

西川　佳孝 ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾀｶ 医療管理学および医療系社会 東日本大震災後の救急医療アクセスに関する 京都大学 医学研究科 中山　健夫 教授
学関連 研究

西中　杏里 ﾆｼﾅｶ ｱﾝﾘ 薬理学関連 網膜静脈閉塞症に対する新規治療標的分子ア 岐阜薬科大学 薬学研究科 原　英彰 教授
ディポネクチンに関する基礎的・臨床的研究

箱崎　眞結 ﾊｺｻﾞｷ ﾏﾕ 病態神経科学関連 アルツハイマー病においてAβが凝集性・神 東京大学 大学院医学系研究 牛久　哲男 准教授
経細胞毒性を獲得するメカニズムの解明 科

長谷川　頌 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾖｳ 腎臓内科学関連 臓器透明化による腎臓病の病態解明と全腎臓 東京大学 大学院医学系研究 南学　正臣 教授
3次元データを比較解析する手法の確立 科

濱端　大貴 ﾊﾏﾊﾞﾀ ﾀｲｷ ウイルス学関連 ヒトインフルエンザウイルスに対するユニバ 東京大学 大学院医学系研究 河岡　義裕 教授
ーサルワクチンの作出 科

鱧屋　隆博 ﾊﾓﾔ ﾀｶﾋﾛ 衛生学および公衆衛生学分野 抗マラリア薬アルテスネートを用いたがん予 東京理科大学 基礎工学研究科 十島　二朗 教授
関連：実験系を含む 防法の開発とその分子機構の解明

平木　俊光 ﾋﾗｷﾞ ﾄｼﾐﾂ 薬理学関連 てんかん脳におけるマイクログリア依存的シ 東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授
ナプス除去機構とその影響の解明

平野　順紀 ﾋﾗﾉ ｼﾞﾕﾝｷ ウイルス学関連 シグナルペプチドペプチダーゼによるC型肝 大阪大学 医学系研究科 松浦　善治 教授
炎ウイルスコアタンパク質の制御機構の解析

廣野　哲也 ﾋﾛﾉ ﾃﾂﾔ リハビリテーション科学関連 末梢性磁気刺激を併用した効果的な筋力トレ 京都大学 医学研究科 市橋　則明 教授
ーニング方法の開発

HU　JUN ﾌｳ ｸﾝ 衛生学および公衆衛生学分野 呼吸による放射性微粒子の体内機構の研究と 弘前大学 被ばく医療総合研 床次　眞司 教授
関連：実験系を含む 改良モデルを用いた内部被ばくリスク評価 究所

深川　聖弥 ﾌｶｶﾞﾜ ｾｲﾔ 薬系化学および創薬科学関連 不斉C(sp3)-H結合活性化反応を実現するヘテ 北海道大学 生命科学院 松永　茂樹 教授
ロ二核ハイブリッド触媒の創製

藤井　悠也 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾔ 栄養学および健康科学関連 高齢者は運動をひとりですべきか仲間とすべ 筑波大学 人間総合科学研究 大藏　倫博 准教授
きか　-心の健康に与える効果の解明- 科

藤澤　学 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾅﾌﾞ 血液および腫瘍内科学関連 AITLにおけるTet2欠損環境細胞による腫瘍支 筑波大学 人間総合科学研究 千葉　滋 教授
持機構の分子基盤の解明 科
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星川　聖良 ﾎｼｶﾜ ｾｲﾗ 成長および発育系歯学関連 タンパク質の翻訳後修飾を応用した骨再生療 東北大学 歯学研究科 福本　敏 教授
法の開発

本郷　博貴 ﾎﾝｺﾞｳ ﾋﾛｷ 脳神経外科学関連 次世代シークエンサーを用いた脳海綿状血管 東京大学 大学院医学系研究 斉藤　延人 教授
奇形の新規原因遺伝子同定と治療標的の探索 科

馬　文娟 ﾏ ｳｴﾝｼﾞﾔﾝ 医化学関連 エネルギー・栄養感知と細胞分化・増殖シグ 熊本大学 医学教育部 馬場　理也 准教授
ナルハブとしてのライソゾーム新機能の解明

前島　咲 ﾏｴｼﾞﾏ ｻｷ 薬系化学および創薬科学関連 ラジカル制御に基づくキラル活性種の創出と 岐阜薬科大学 薬学研究科 伊藤　彰近 教授
不斉分子変換反応への応用

真喜志　佐奈子 ﾏｷｼ ｻﾅｺ 口腔再生医学および歯科医用 オッセオインテグレーション獲得過程におけ 新潟大学 医歯学総合研究科 大島　勇人 教授
工学関連 る細胞動態とオステオポンチンの役割

松浦　渉 ﾏﾂｳﾗ ﾜﾀﾙ 薬理学関連 脳卒中後疼痛の発症機序の解明と治療戦略の 神戸学院大学 薬学研究科 徳山　尚吾 教授
開発

松田　健佑 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｽｹ 血液および腫瘍内科学関連 合成致死性を利用した白血病における新規治 東京大学 大学院医学系研究 黒川　峰夫 教授
療標的の検討 科

眞鍋　維志 ﾏﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 呼吸器内科学関連 分子標的薬耐性化後の患者由来肺癌細胞株を 慶應義塾大学 医学研究科 金井　隆典 教授
用いた新規治療介入

丸山　修幸 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 外科系歯学関連 多形腺腫内癌のマイクロRNAに着目した唾液 琉球大学 医学研究科 西原　一秀 准教授
腺腫瘍の高悪性度ならびに悪性化能の解明

三枝　巧 ﾐｴﾀﾞ ﾀｸﾐ スポーツ科学関連 非視覚環境における優れた運動技能に寄与す 筑波大学 人間総合科学研究 坂入　洋右 教授
る音源定位方略の解明 科

南野　寛人 ﾐﾅﾐﾉ ﾋﾛﾄ 代謝および内分泌学関連 白色脂肪組織の褐色化によるエネルギー制御 京都大学 医学研究科 稲垣　暢也 教授
を標的とした肥満・糖尿病治療法の探索

宮本　啓補 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲｽｹ 病態神経科学関連 成体海馬ニューロン新生の低下に着目した神 名古屋市立大学 薬学研究科 粂　和彦 教授
経障害性疼痛の発症機序解明

宮本　翔 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾖｳ ウイルス学関連 インフルエンザウイルスのゲノム8分節複合 京都大学 医学研究科 朝長　啓造 教授
体構造の解明

森島　遼 ﾓﾘｼﾏ ﾘﾖｳ 衛生学および公衆衛生学分野 運動習慣と精神病症状の関係のメカニズム解 東京大学 大学院医学系研究 笠井　清登 教授
関連：実験系を含まない 明：地域代表思春期コホートによる疫学研究 科

守本　祐一 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 生理学関連 シナプス前終末の超高速分泌と分泌細胞の緩 東京大学 大学院医学系研究 河西　春郎 教授
徐分泌の分子・原子基盤の研究 科
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八木　瑛穂 ﾔｷﾞ ｱｷﾎ 環境および天然医薬資源学関 カイコ感染モデルを用いた天然資源からの抗 東北医科薬科大 薬学研究科 内田　龍児 教授
連 酸菌症治療薬の探索研究 学

安田　有斗 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 呼吸器内科学関連 小細胞肺癌におけるアポトーシスに着目した 京都大学 大学院医学研究科 平井　豊博 教授
新規治療法の検討

柳津　茂慧 ﾔﾅｲﾂﾞ ﾓﾄｱｷ 実験病理学関連 TREM2上流制御因子によるアルツハイマー病 明治薬科大学 薬学研究科 佐藤　準一 教授
の病態制御機構の解明

山崎　雄大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ スポーツ科学関連 一過性有酸素性運動がヒト海馬活動に与える 新潟医療福祉大 医療福祉学専攻　 佐藤　大輔 教授
影響とその神経基盤の解明 学 医療福祉学研究科

山村　英斗 ﾔﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ 薬理学関連 がん幹細胞分化を制御するカリウムチャネル 名古屋市立大学 薬学研究科 山村　寿男 教授
を標的とした新規骨肉腫治療法の開発

山本　久美子 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾐｺ 放射線科学関連 放射線に対するミトコンドリアエネルギー代 北海道大学 獣医学研究科 稲波　修 教授
謝適応応答を標的とした新規がん治療法開発

山本　浩之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ スポーツ科学関連 球技における目標位置の最適化システムの開 東京大学 総合文化研究科 工藤　和俊 准教授
発：認知バイアス克服のための統計的可視化

山本　佑樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 腫瘍診断および治療学関連 マイクロRNAによるがん幹細胞抑制のメカニ 広島大学 医歯薬保健学研究 田原　栄俊 教授
ズム解明とがん根治を目指した治療応用 科

由利　拓真 ﾕﾘ ﾀｸﾏ リハビリテーション科学関連 超音波エラストグラフィを用いた骨格筋機能 山形県立保健医 保健医療学研究科 藤井　浩美 大学院保健
測定法の開発と臨床応用 療大学 医療学研究

科長・教授

與語　理那 ﾖｺﾞ ﾘﾅ 薬系分析および物理化学関連 抗体の分子構造ダイナミクスと機能連関の解 名古屋市立大学 薬学研究科 加藤　晃一 教授
明

吉岡　華子 ﾖｼｵｶ ﾊﾅｺ 皮膚科学関連 ヒト皮膚におけるT細胞の加齢に伴う変化 筑波大学 人間総合科学研究 千葉　滋 教授
科

吉岡　英樹 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞｷ 医療薬学関連 人工知能を用いた臨床試験個人データの解析 千葉大学 医学薬学府 樋坂　章博 教授
による抗凝固治療個別化システムの開発

吉川　貴章 ﾖｼｶﾜ ﾀｶｱｷ 消化器内科学関連 腸腫瘍および腸腫瘍幹細胞におけるクロマチ 京都大学 医学研究科 妹尾　浩 教授
ンリモデリング因子Brg1の機能解析

李　波 ﾘ ﾎﾞ 外科学一般および小児外科学 壊死性腸炎における腸管免疫と腸内細菌の関 大阪大学 医学系研究科 奥山　宏臣 教授
関連 与の解明

渡邉　健太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 腫瘍生物学関連 多層的オミックス解析を用いた神経芽腫の分 東京大学 大学院医学系研究 岡　明 教授
子遺伝学的基盤の解明と新規治療の創出 科
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渡邊　成晃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙｱｷ 病態神経科学関連 ALS病因タンパク質FUSの細胞間伝播機構の解 東京大学 大学院薬学系研究 岩坪　威 教授
明 科

王　紫儀 ﾜﾝ ｽﾞｰｲｰ 成長および発育系歯学関連 歯根膜と歯槽骨のクロストークにおける概日 岡山大学 医歯薬学総合研究 上岡　寛 教授
リズムを介した骨細胞制御機構の解明 科


