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愛葉　由依 ｱｲﾊﾞ ﾕｲ 文化人類学および民俗学関連 被爆者のトラウマの構築過程とメカニズムに 名古屋大学 人文学研究科 佐々木　重 教授
関する文化人類学的研究 洋

青木　眞澄 ｱｵｷ ﾏｽﾐ 哲学および倫理学関連 公共性に関するヒューム的対立調和型モデル 京都大学 文学研究科 大塚　淳 准教授

阿部　啓 ｱﾍﾞ ﾋﾗｸ ヨーロッパ史およびアメリカ 公民権運動と地域社会：ミシシッピ州におけ 東京大学 総合文化研究科 土屋　和代 准教授
史関連 る白人プロテスタント教会と人種関係

新井　雅貴 ｱﾗｲ ﾐﾔｷ 宗教学関連 古代オリエント文化との比較によるヘブライ 同志社大学 神学研究科 ＣＯＨＥＮ 教授
語聖書における冥界と墓の関連の特異性 　Ａｄａ

有賀　雄大 ｱﾘｶﾞ ﾕｳﾀ 哲学および倫理学関連 中世哲学の伝統を背景としたデカルトの「真 東京大学 人文社会系研究科 鈴木　泉 教授
理」概念の研究

有永　真瑞 ｱﾘﾅｶﾞ ｼﾝｽﾞｲ 中国哲学、印度哲学および仏 『管子』の根本規範の研究　-『管子』八類 二松学舎大学 文学研究科 市來　津由 教授
教学関連 の分類を通して- 彦

池田　來未 ｲｹﾀﾞ ｸﾙﾐ 日本語学関連 〈完遂〉を表す複合動詞の競合関係に関する お茶の水女子大 人間文化創成科学 竹村　明日 准教授
史的研究 学 研究科 香

石井　雅巳 ｲｼｲ ﾏｻﾐ 哲学および倫理学関連 〈時間〉に着目したレヴィナス哲学の体系的 慶應義塾大学 文学研究科 斎藤　慶典 教授
読解

石田　温美 ｲｼﾀﾞ ｱﾂﾐ 考古学関連 製粉具のライフ・ヒストリー復元による西ア 筑波大学 人文社会科学研究 三宅　裕 教授
ジア新石器時代の生業の再考 科

泉　大輔 ｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ 日本語学関連 語が文を包摂する形式の構造と機能に関する 東京外国語大学 総合国際学研究科 鈴木　智美 教授
研究

磯部　理美 ｲｿﾍﾞ ｻﾄﾐ 英文学および英語圏文学関連 20世紀英国ファンタジーにおける生命の継続 一橋大学 大学院言語社会研 三原　芳秋 教授
性 究科

伊藤　瞳 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ アジア史およびアフリカ史関 18世紀中葉イスタンブルの穀物供給における 大阪市立大学 文学研究科 平田　茂樹 教授
連 政策的変化

今井　昭仁 ｲﾏｲ ｱｷﾋﾄ 哲学および倫理学関連 法によるモラル遵守の強制についてのビジネ 神戸大学 人間発達環境学研 岩佐　卓也 准教授
ス倫理学研究 究科

今関　汐里 ｲﾏｾﾞｷ ｼｵﾘ 美学および芸術論関連 楽譜編纂者としてのムーツィオ・クレメンテ 東京藝術大学 音楽研究科 沼口　隆 准教授
ィ--彼の編曲作品と校訂楽譜を通して

岩田　健佑 ｲﾜﾀ ｹﾝｽｹ 美学および芸術論関連 ヘーゲルの芸術哲学における芸術的諸実践の 一橋大学 大学院社会学研究 井頭　昌彦 教授
把握と正当化 科

上田　あゆみ ｳｴﾀﾞ ｱﾕﾐ 史学一般関連 ジョルジュ・ビゴーに見る日本の表象様式の 一橋大学 大学院言語社会研 小泉　順也 准教授
転換（1899年～1927年） 究科
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内山　智絵 ｳﾁﾔﾏ ﾁｴ 地域研究関連 セネガルにおけるイスラーム教育の変容：特 上智大学 グローバル・スタ 赤堀　雅幸 教授
に中東からの教育支援との関連に注目して ディーズ研究科

王孫　涵之 ｵｳｿﾝ ｶﾝｼ 中国哲学、印度哲学および仏 清原家の経学における『五経正義』の受容ー 京都大学 文学研究科 宇佐美　文 教授
教学関連 東アジアの儒学教育をめぐってー 理

大石　友子 ｵｵｲｼ ﾄﾓｺ 文化人類学および民俗学関連 開発における人と動物の関係性の文化人類学 広島大学 国際協力研究科 関　恒樹 教授
的研究: タイの「ゾウの村」を事例として

大迫　美月 ｵｵｻｺ ﾐﾂﾞｷ 文化財科学関連 壁画におけるアズライトの緑色化に関する研 東京藝術大学 美術研究科 塚田　全彦 准教授
究

大谷　青渚 ｵｵﾀﾆ ﾊﾙﾅ 言語学関連 パイワン語の動詞接辞と動詞-形態・統語・ 京都大学 文学研究科 千田　俊太 准教授
意味的な観点からの包括的な記述- 郎

大林　貴子 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾀｶｺ 美学および芸術論関連 19世紀サンクトペテルブルクのバレエ-ディ 早稲田大学 文学研究科 小松　弘 教授
ヴェルティスマンの発展

大林　侑平 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾍｲ 思想史関連 世界の多様性と歴史性-18‐19世紀中葉のド 名古屋大学 人文学研究科 宮原　勇 教授
イツ語圏旅行記の思想史的研究

岡崎　享子 ｵｶｻﾞｷ ﾘﾖｳｺ 文学一般関連 在日朝鮮人詩人金時鐘の「故郷」観に関する 立命館大学 立命館大学大学院 佐々　充昭 教授
研究-2000年以降の作品分析を中心に- 　文学研究科　人

文学専攻　現代東
アジア言語・文化
学専修

岡野　航星 ｵｶﾉ ｺｳｾｲ ヨーロッパ文学関連 ホラーティウス『カルミナ』における諸機会 東京大学 人文社会系研究科 葛西　康徳 教授
詩の継承とその抒情詩的発展に関する研究

小木曽　智子 ｵｷﾞｿ ﾄﾓｺ 外国語教育関連 英文読解における推論生成プロセスの解明： 筑波大学 人文社会科学研究 卯城　祐司 教授
結束性と学習者要因に焦点を当てて 科

加藤　賢 ｶﾄｳ ｹﾝ 美学および芸術論関連 戦後日本におけるポピュラー音楽のローカリ 大阪大学 文学研究科 輪島　裕介 准教授
ティ研究：東京・大阪・名古屋の事例から

加藤　健太 ｶﾄｳ ｹﾝﾀ 美術史関連 戦後日本映画におけるクィア・キャラクター 早稲田大学 国際コミュニケー 森田　典正 教授
の表象形態について ション研究科

金崎　由布子 ｶﾈｻﾞｷ ﾕｳｺ 考古学関連 アンデス文明の形成過程における地域間交流 東京大学 人文社会系研究科 佐藤　宏之 教授
の実相：ワヌコ盆地の編年と遺跡分布から

萱場　千秋 ｶﾔﾊﾞ ﾁｱｷ 英文学および英語圏文学関連 ウィリアム・フォークナーの『行け、モーセ 立教大学 文学研究科 新田　啓子 教授
』における南部農園システムの分析
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假谷　祥子 ｶﾘﾔ ｼﾖｳｺ ヨーロッパ文学関連 ドイツ・ロマン主義文学と音響学-クラード 神戸大学 人文学研究科 久山　雄甫 准教授
ニ、ノヴァーリス、アルニムを中心に-

川上　一 ｶﾜｶﾐ ﾊｼﾞﾒ 日本文学関連 足利将軍家の文芸事績に関する総合的研究 慶應義塾大学 文学研究科 小川　剛生 教授

菊池　そのみ ｷｸﾁ ｿﾉﾐ 日本語学関連 日本語のテ形に関する通時的研究 筑波大学 人文社会科学研究 橋本　修 准教授
科

菊地　智博 ｷｸﾁ ﾁﾋﾛ 日本史関連 幕末期の軍需物資市場と近世在来技術 東京大学 人文社会系研究科 牧原　成征 准教授

楠田　悠貴 ｸｽﾀﾞ ﾕｳｷ ヨーロッパ史およびアメリカ フランス革命期・ナポレオン体制期における 東京大学 人文社会系研究科 長井　伸仁 准教授
史関連 17世紀イングランド史の表象

久保田　悠介 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｽｹ ヨーロッパ文学関連 イヴ・ボヌフォワとイメージ：イタリア美術 東京大学 総合文化研究科 郷原　佳以 准教授
をめぐって

小風　綾乃 ｺｶｾﾞ ｱﾔﾉ ヨーロッパ史およびアメリカ 近世フランス王権による「技芸」振興とパリ お茶の水女子大 人間文化創成科学 安成　英樹 教授
史関連 王立科学アカデミー 学 研究科

小谷　稔 ｺﾀﾞﾆ ﾐﾉﾙ 日本史関連 植民地期朝鮮農村の社会史的研究-教育・衣 京都大学 農学研究科 足立　芳宏 教授
食住・身体性-

今野　安里紗 ｺﾝﾉ ｱﾘｻ ヨーロッパ文学関連 「娘」の文学：マリー・ンディアイ作品にみ 筑波大学 人文社会科学研究 増尾　弘美 教授
る現代女性の自己形成 科

斎藤　俊介 ｻｲﾄｳ ｼﾕﾝｽｹ 文化人類学および民俗学関連 複数種をめぐるエスニシティ-タイ北部平地 東京都立大学 大学院人文科学研 綾部　真雄 教授
諸集団と象の相関についての人類学的研究 究科

齋藤　由佳 ｻｲﾄｳ ﾕｶ ヨーロッパ史およびアメリカ 18世紀～19世紀初頭フランスにおける味覚の 東京大学 総合文化研究科 長谷川　ま 教授
史関連 変遷とグリモの美食批評 ゆ帆

阪口　諒 ｻｶｸﾞﾁ ﾘﾖｳ 言語学関連 アイヌ語樺太方言における動詞の数表示体系 千葉大学 人文公共学府 中川　裕 教授
に関する研究-言語類型論の観点から-

櫻本　香織 ｻｸﾗﾓﾄ ｶｵﾘ 思想史関連 江戸中期における茶の湯と禅思想　-『南方 早稲田大学 文学研究科 吉原　浩人 教授
録』と「径山寺台子伝来説」を起点に-

佐々木　尽 ｻｻｷ ｼﾞﾝ 哲学および倫理学関連 モノローグ的倫理と対話的倫理：討議倫理学 大阪大学 文学研究科 舟場　保之 教授
によるカント批判の再検討を通じて

佐々木　千恵 ｻｻｷ ﾁｴ 日本史関連 幕末維新期の知識普及・情報伝播活動の研究 早稲田大学 文学研究科 大日方　純 教授
夫

佐野　洋輔 ｻﾉ ﾖｳｽｹ 地域研究関連 ボルネオ島の香木資源枯渇をめぐるインフォ 早稲田大学 人間科学研究科 井上　真 教授
ーマルな外来採集者の動態
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ＳＡＬＩＮＧＲ ｻﾗﾝｸﾞﾙ ﾏｴﾘｰｽ 言語学関連 複合語の形態音韻論的過程ー東京方言と大阪 東京大学 総合文化研究科 田中　伸一 教授
Ｅ　Ｍａｅｌｙ
ｓ

方言の対照的な考察

繁田　歩 ｼｹﾞﾀ ｱﾕﾑ 哲学および倫理学関連 カント「対象」論の分析哲学的手法による研 早稲田大学 文学研究科 御子柴　善 教授
究 之

ＺＨＡＮＧ　Ｗ ｼﾖｳ ｲ 日本文学関連 芥川龍之介の「創作行為」の究明-未解明の 筑波大学 人文社会科学研究 馬場　美佳 准教授
ＥＩ 直筆資料を通して- 科

白川　太郎 ｼﾗｶﾜ ﾀﾛｳ ヨーロッパ史およびアメリカ 後期中世イタリアにおける托鉢修道改革と聖 早稲田大学 文学研究科 甚野　尚志 教授
史関連 人崇敬

白水　大吾 ｼﾛｳｽﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 哲学および倫理学関連 F． H． Bradleyの根本命題　-真・善・美の 北海道大学 文学研究科 藏田　伸雄 教授
関係について-

張　恩恵 ｼﾞﾔﾝ ｳﾝﾍ 考古学関連 東北アジアにおける新石器文化の形成過程 東京大学 人文社会系研究科 福田　正宏 准教授

鈴木　愛美 ｽｽﾞｷ ｱｲﾐ 英文学および英語圏文学関連 アメリカスの文学における日常性とグロテス 東京大学 人文社会系研究科 柳原　孝敦 教授
ク-ウィリアム・フォークナーを中心に

瀬尾　周平 ｾｵ ｼﾕｳﾍｲ ヨーロッパ文学関連 ミショー、アルトー、アール・ブリュット： 早稲田大学 文学研究科 鈴木　雅雄 教授
20世紀文学における作家と狂気の問題

関　智彦 ｾｷ ﾄﾓﾋｺ 思想史関連 19世紀のスペイン思想史学におけるイスラム 名古屋大学 人文学研究科 水戸　博之 教授
研究：メネンデス・ペラーヨとアラビスタ

ＳＵ　ＹＯＵＡ ｿ ﾕｳｱﾝ 哲学および倫理学関連 直観主義認識論理の証明論的研究 北海道大学 文学研究科 佐野　勝彦 准教授
Ｎ

孫　文 ｿﾝ ﾌﾞﾝ 文化人類学および民俗学関連 中国少数民族地域における開発と実践 ー200 総合研究大学院 文化科学研究科 鈴木　紀 教授
8年四川大地震後の黒水県の事例 大学

高崎　郁子 ﾀｶｻｷ ｲｸｺ 美学および芸術論関連 1945～50年の英国フィルム・ノワールにおけ 明治学院大学 文学研究科 斉藤　綾子 教授
る映画史およびジャンルの再考

高橋　萌 ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 地域研究関連 現代台湾のケア労働を支えるイスラーム：家 慶應義塾大学 慶應義塾大学大学 三尾　裕子 教授
庭内労働者による信仰空間の構築を事例に 院社会学研究科

高畑　早希 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｻｷ 日本文学関連 戦後民話運動と「民話ブーム」史の研究 名古屋大学 人文学研究科 日比　嘉高 准教授

高道　由子 ﾀｶﾐﾁ ﾕｳｺ 地域研究関連 感情的行為としてのものづくり-東ネパール 京都大学 アジア・アフリカ 藤倉　達郎 教授
におけるダカ織の民族誌 地域研究研究科

田熊　敬之 ﾀｸﾏ ﾖｼﾕｷ アジア史およびアフリカ史関 北族制度影響下における北朝後期政権の再編 東京大学 人文社会系研究科 佐川　英治 教授
連 と展開-出土石刻史料を中心に-
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竹内　洪介 ﾀｹｳﾁ ｺｳｽｹ 日本文学関連 中世末から近世初頭における書誌学的モデル 北海道大学 文学院 冨田　康之 教授
の構築-『天正記』の基礎的研究を中心に

建部　良平 ﾀﾃﾍﾞ ﾘﾖｳﾍｲ 中国哲学、印度哲学および仏 清代における天文暦算学の研究：戴震以後の 東京大学 総合文化研究科 石井　剛 教授
教学関連 展開を中心として

田中　浩喜 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 宗教学関連 ライシテの歴史的形成過程の再検討-病院の 東京大学 人文社会系研究科 藤原　聖子 教授
ライシテ化の地域的多様性-

田村　友識 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 地理学関連 ひずみ集中帯の変形機構と発達過程の解明 山口大学 創成科学研究科 大橋　聖和 講師

張　佳能 ﾁﾖｳ ｶﾉｳ 美学および芸術論関連 日本大衆音楽史における「大陸歌謡」の総合 大阪大学 文学研究科 輪島　裕介 准教授
的研究

津上　朗 ﾂｶﾞﾐ ｱｷﾗ 美術史関連 ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの宗教画にお 慶應義塾大学 文学研究科 望月　典子 教授
ける図像伝播

筒井　瑞貴 ﾂﾂｲ ﾐｽﾞｷ 英文学および英語圏文学関連 チャールズ・ディケンズの創作原理の研究- 神戸大学 人文学研究科 奥村　沙矢 准教授
自己言及の表象の分析を中心に 香

角田　かるあ ﾂﾉﾀﾞ ｶﾙｱ 美学および芸術論関連 イタリア未来派における写真受容：写真実践 慶應義塾大学 文学研究科 遠山　公一 教授
「フォトディナミズモ」の総体解明

津村　早紀 ﾂﾑﾗ ｻｷ 言語学関連 第二言語学習者による再分析過程の文理解プ 東京大学 総合文化研究科 広瀬　友紀 教授
ロセスの解明

鶴田　星子 ﾂﾙﾀ ｾｲｺ 地域研究関連 現代インドにおける異宗教間夫婦の交渉と生 京都大学 アジア・アフリカ 中溝　和弥 教授
活実践 地域研究研究科

丁　乙 ﾃｲ ｵﾂ 美学および芸術論関連 中国芸術における詩と絵画の関係の研究--受 東京大学 人文社会系研究科 小田部　胤 教授
容美学の視点を取り入れて-- 久

徳永　佳晃 ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｼｱｷ アジア史およびアフリカ史関 独裁体制の成立と議会：1920年代のイランに 東京大学 総合文化研究科 井坂　理穂 准教授
連 おける議会制の確立

友寄　元樹 ﾄﾓﾖｾ ﾓﾄｷ 地域研究関連 ニューカレドニアにおける日本人：＜間-帝 同志社大学 グローバル・スタ 菊池　恵介 教授
国＞の視座から考える帝国の重なる地域 ディーズ研究科

中村　涼 ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞ 哲学および倫理学関連 環境倫理の行為者像に向けたカント義務論の 早稲田大学 文学研究科 御子柴　善 教授
再検討 之

中山　陽介 ﾅｶﾔﾏ ﾖｳｽｹ 日本語学関連 平仮名成立史の研究 国学院大学 文学研究科 吉田　永弘 教授

永井　悠斗 ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾄ 宗教学関連 古代・中世インドにおけるイラン系宗教の歴 筑波大学 人文社会科学研究 小野　基 教授
史に関する文献学的研究 科
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ＤＣ２・人文学　117名　令和 2年度特別研究員採用者一覧

長澤　法幸 ﾅｶﾞｻﾜ ﾉﾘﾕｷ ヨーロッパ文学関連 ルネ・ヴィヴィアン研究-十九世紀末フラン 早稲田大学 文学研究科 川瀬　武夫 教授
ス文学における女性同性愛の表象-

長島　真以於 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｲｵ ヨーロッパ文学関連 アイルランドと12世紀ルネサンス：異教古典 東京大学 人文社会系研究科 葛西　康徳 教授
文学の受容およびその翻案の研究

新山　聖也 ﾆｲﾔﾏ ｾｲﾔ 言語学関連 複雑述語における項構造の合成に関する研究 筑波大学 人文社会科学研究 澤田　浩子 准教授
科

西本　優樹 ﾆｼﾓﾄ ﾕｳｷ 哲学および倫理学関連 推論主義に基づく組織の道徳的責任の分析お 北海道大学 文学研究科 藏田　伸雄 教授
よびその実践領域への応用

野田　健太郎 ﾉﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 地域研究関連 なぜ炭を食べる？集落に進出したザンジバル 京都大学 京都大学大学院　 伊谷　樹一 教授
アカコロブスの生態と保全管理 アジア・アフリカ

地域研究研究科

哈斯　高娃 ﾊｽ ｺﾞﾜ アジア史およびアフリカ史関 清末及び中華民国期のオルドスにおける聖母 神戸大学 国際文化学研究科 萩原　守 教授
連 聖心会の布教活動及び現地に与えた影響

長谷　憲一郎 ﾊｾ ｹﾝｲﾁﾛｳ 美学および芸術論関連 近代京都映画産業史再考ー横田永之助および 京都大学 人間・環境学研究 木下　千花 准教授
横田商会を中心にー 科

林　和雄 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｵ 哲学および倫理学関連 J．S．ミルの功利主義的リベラリズム-陶冶 京都大学 文学研究科 水谷　雅彦 教授
に着目したその構造の解明-

林　大智 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 哲学および倫理学関連 構成的理論における公理的真理理論の包括的 北海道大学 文学院 佐野　勝彦 准教授
研究

林　愼将 ﾊﾔｼ ﾉﾘﾏｻ 言語学関連 言語構造におけるラベルの役割の実証的研究 九州大学 人文科学府 西岡　宣明 教授

比嘉　吉志 ﾋｶﾞ ﾖｼﾕｷ 日本史関連 近世琉球後期の人口動態と社会経済史の研究 琉球大学 人文社会科学研究 豊見山　和 教授
科 行

深谷　康佳 ﾌｶﾔ ﾔｽｶ 言語学関連 ケラビット語バリオ方言の記述言語学的研究 広島大学 文学研究科 今田　良信 広島大学大
学院　文学
研究科　教
授

藤井　俊吾 ﾌｼﾞｲ ｼﾕﾝｺﾞ 言語学関連 ドイツ語の小節構造の研究 東京大学 総合文化研究科 森　芳樹 教授

藤田　周 ﾌｼﾞﾀ ｼﾕｳ 文化人類学および民俗学関連 抽象的観念から見る芸術の制作過程：ペルー 東京大学 総合文化研究科 箭内　匡 教授
のモダンガストロノミーの文化人類学

古澤　瑞希 ﾌﾙｻﾜ ﾐｽﾞｷ 美学および芸術論関連 佐賀県内における鉦を用いる浮立の伝承に関 総合研究大学院 文化科学研究科 福岡　正太 准教授
する民族音楽学的研究 大学
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ＨＯＡＮＧ　Ｔ ﾎｱｰﾝ ﾃｲ ﾗﾝ ﾌｵﾝ 日本語教育関連 ベトナム人日本語学習者による語彙習得にお 名古屋大学 人文学研究科 玉岡　賀津 教授
ＨＩ　ＬＡＮ　
ＰＨＵＯＮＧ

ける音韻類似性と語彙使用頻度の影響 雄

前田　宏太郎 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 言語学関連 日英語の自他交替に関わる意味論・語用論 東京大学 総合文化研究科 伊藤　たか 教授
ね

間枝　遼太郎 ﾏｴﾀﾞ ﾘﾖｳﾀﾛｳ 日本文学関連 諏訪社縁起の展開と古代テクスト群受容の研 北海道大学 文学院 金沢　英之 教授
究

松尾　大輝 ﾏﾂｵ ﾀﾞｲｷ 日本史関連 中世境界地域の政治社会構造-対馬を事例と 九州大学 人文科学府 佐伯　弘次 教授
して-

松橋　輝子 ﾏﾂﾊｼ ｷｺ 美学および芸術論関連 ミサ曲の演奏史の再考：18世紀後半にみられ 東京藝術大学 音楽研究科 沼口　隆 准教授
る転換期

三浦　隼暉 ﾐｳﾗ ｼﾞﾕﾝｷ 哲学および倫理学関連 後期ライプニッツにおける有機体論を基軸と 東京大学 人文社会系研究科 鈴木　泉 教授
した物体的実体に関する実在論的研究

光井　理人 ﾐﾂｲ ﾘﾋﾄ 日本文学関連 世界文学としての谷崎潤一郎：英訳の受容と 早稲田大学 文学研究科 陣野　英則 教授
翻訳者の役割

峰尾　俊彦 ﾐﾈｵ ﾄｼﾋｺ 日本文学関連 中上健次の後期作品を視座とした1980年代以 東京大学 総合文化研究科 村上　克尚 准教授
降の日本文学・思想の総合的研究

三村　一貴 ﾐﾑﾗ ｶｽﾞｷ 言語学関連 上古漢語モダリティ研究 東京大学 人文社会系研究科 大西　克也 教授

三好　志尚 ﾐﾖｼ ﾕｷﾀｶ 人文地理学関連 中近世における港町の空間構造研究 京都大学 人間・環境学研究 山村　亜希 教授
科

三羽　恵梨子 ﾐﾜ ｴﾘｺ 科学社会学および科学技術史 研究不正概念の多義性の分類とその構造化： 東京大学 大学院医学系研究 赤林　朗 教授
関連 日本における一般化可能性の検討 科

望月　みわ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾜ 日本史関連 明治期日本の対外政策と逓信省 大阪大学 文学研究科 飯塚　一幸 教授

森井　一真 ﾓﾘｲ ｶｽﾞﾏ ヨーロッパ史およびアメリカ 19世紀初頭イギリス議会における奴隷貿易廃 大阪大学 文学研究科 藤川　隆男 教授
史関連 止反対派の変容

森田　和磨 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾏ 日本文学関連 大岡昇平における「戦争文学」と「冷戦」の 一橋大学 一橋大学大学院言 三原　芳秋 教授
関係性をめぐる総合的研究 語社会研究科

森本　悠人 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾝ ヨーロッパ文学関連 フローベールと男性社会 立教大学 文学研究科 菅谷　憲興 教授

ＭＯＬＮＡＲ　 ﾓﾙﾅｰﾙ ﾚｳﾞｴﾝﾃ ヨーロッパ文学関連 ハンガリーの映画監督ヤンチョー・ミクロー 北海道大学 文学研究科 応　雄 教授
ＬＥＶＥＮＴＥ シュとタル・ベーラの空間表象
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諸岡　友真 ﾓﾛｵｶ ﾕｳﾏ 英文学および英語圏文学関連 黒人文学における黒人音楽表象と情動につい 立教大学 文学研究科 新田　啓子 教授
ての研究

安本　暁 ﾔｽﾓﾄ ｻﾄｼ 文化人類学および民俗学関連 「霊長類学の視座」の人類学的解明 京都大学 アジア・アフリカ 高田　明 准教授
地域研究研究科

矢野　涼子 ﾔﾉ ﾘﾖｳｺ アジア史およびアフリカ史関 1899年～1936年サモアにおける政治の近代化 神戸大学 国際文化学研究科 窪田　幸子 教授
連 に対する現地住民の反応

山永　尚美 ﾔﾏﾅｶﾞ ﾅｵﾐ 図書館情報学および人文社会 戦後日本における行政映画の保存と利用に関 学習院大学 人文科学研究科 保坂　裕興 教授
情報学関連 する制度研究

葉　暁瑶 ﾖｳ ｷﾞﾖｳﾖｳ 日本文学関連 戦後文学における京都表象に関する研究 総合研究大学院 文化科学研究科 坪井　秀人 教授
大学

横山　啓人 ﾖｺﾔﾏ ｱｷﾄ 中国哲学、印度哲学および仏 プラジュニャーカラグプタの知覚論 筑波大学 人文社会科学研究 小野　基 教授
教学関連 科

吉田　航太 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ 地域研究関連 インドネシア廃棄物処理インフラにおける民 東京大学 総合文化研究科 福島　真人 教授
間リサイクル業ネットワークの人類学的研究

李　光曦 ﾘ ｺｳｷﾞ 外国語教育関連 日本高等教育における母語・継承中国語学習 大阪大学 言語文化研究科 古川　裕 教授
者のアイデンティティー言語習得の角度から



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　128名　令和 2年度特別研究員採用者一覧

有間　梨絵 ｱﾘﾏ ﾘｴ 教育学関連 戦後日本における養護教諭の実践史研究：健 東京大学 教育学研究科 浅井　幸子 准教授
康の教育の成立と変容

李　受ミン ｲ ｽﾐﾝ 臨床心理学関連 「見方を変え，自分の可能性を信じる」ため 広島大学 教育学研究科 中島　健一 准教授
の心理教育的介入プログラムの提案と検証 郎

池田　さやか ｲｹﾀﾞ ｻﾔｶ 基礎法学関連 戦国期の紛争裁定と〈曖昧性〉の権力 立命館大学 文学研究科 東島　誠 教授

石川　大輝 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｷ 教育心理学関連 高齢化ニホンザル集団における高齢個体に社 大阪大学 人間科学研究科 中道　正之 教授
会的孤立化をもたらす要因の検討

石塚　雅貴 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻｷ 実験心理学関連 言語（的）行動の基盤となる刺激等価性の成 明星大学 人文学研究科 丹野　貴行 准教授
立要因の探求及び関係フレームづけへの展開

伊藤　寛人 ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 国際関係論関連 領域的自治権をめぐる政治的交渉過程とその 東京大学 総合文化研究科 石田　淳 教授
帰結

井上　瞳 ｲﾉｳｴ ﾋﾄﾐ ジェンダー関連 性的虐待被害者にとって生とは何か--当事者 大阪大学 人間科学研究科 村上　靖彦 教授
研究の角度から

岩佐　康弘 ｲﾜｻ ﾔｽﾋﾛ 教育心理学関連 教員養成課程の学生における就職後の職場適 広島大学 教育学研究科 杉村　和美 教授
応に貢献するアイデンティティ確立の検証

岩本　めぐみ ｲﾜﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 国際関係論関連 冷戦期日米「核依存構造」形成の史的研究: 早稲田大学 政治学研究科 田中　孝彦 教授
東アジア核危機の構造的起源の視点から

禹　到希 ｳ ﾄﾞﾋ 理論経済学関連 情報取得能力と情報公開戦略に基づく評判形 京都大学 経済学研究科 関口　格 教授
成の分析

宇野　究人 ｳﾉ ｷﾕｳﾄ 実験心理学関連 感覚統合の時空間特性と感覚間協応をつなぐ 東京大学 人文社会系研究科 横澤　一彦 教授
個人差メカニズムの解明

乳原　彩香 ｳﾊﾞﾗ ｱﾔｶ 臨床心理学関連 不眠症者の回避行動に対する介入方法の開発 同志社大学 心理学研究科 石川　信一 教授
：改善メカニズムの解明に向けた検討

梅田　崇広 ｳﾒﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 教育社会学関連 生徒間トラブルに関する教育社会学的研究 広島大学 教育学研究科 山田　浩之 教授

Ｈｅｒｒｅｒａ ｴﾚﾗﾍﾞﾗｽｹｽ ﾎｾﾃﾞ 理論経済学関連 コングロマリット型統合 京都大学 大学院経済学研究 関口　格 教授
Ｖｅｌａｓｑｕ
ｅｚ　Ｊｏｓｅ
　ｄｅ　Ｊｅｓ
ｕｓ

ﾍｽｽ 科

遠藤　希美 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ 実験心理学関連 自己生成音知覚メカニズムにおける感覚運動 東京大学 総合文化研究科 中澤　公孝 教授
相互作用の解明
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大石　浩輝 ｵｵｲｼ ﾋﾛｷ 実験心理学関連 皮質間連合磁気刺激を用いた白質線維束とヒ 大阪大学 生命機能研究科 柳田　敏雄 特任教授
ト視機能の因果関係の解明

大木　香菜江 ｵｵｷ ｶﾅｴ 社会学関連 家族主義福祉レジーム諸国の育児負担軽減策 京都大学 文学研究科 落合　恵美 京都大学教
の探究：育児実践と政策策定過程の両面から 子 授

太田　昌志 ｵｵﾀ ﾏｻｼ 教育社会学関連 学校における政治的社会化：政治・社会に対 早稲田大学 教育学研究科 吉田　文 教授
するあきらめの形成メカニズムの解明

大貫　祐大郎 ｵｵﾇｷ ﾕｳﾀﾛｳ 認知科学関連 複数の数値情報が係留効果と確率評価に与え 東京大学 総合文化研究科 植田　一博 教授
る影響の研究

大和　冬樹 ｵｵﾜ ﾌﾕｷ 社会学関連 現代日本において、地域が貧困の再生産に与 東京大学 人文社会系研究科 祐成　保志 准教授
える影響の実証研究

岡部　聡美 ｵｶﾍﾞ ｻﾄﾐ 実験心理学関連 REM睡眠中の嗅覚刺激呈示が夢に及ぼす効果 筑波大学 人間総合科学研究 阿部　高志 准教授
科

小川　翔吾 ｵｶﾞﾜ ｼﾖｳｺﾞ 理論経済学関連 不均衡マクロ経済学の動学分析 京都大学 経済学研究科 佐々木　啓 教授
明

奥村　恭平 ｵｸﾑﾗ ｷﾖｳﾍｲ 理論経済学関連 混雑緩和のための制度設計の理論と実装に関 東京大学 経済学研究科 松島　斉 教授
する研究

貝淵　響 ｶｲﾌﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ 経済統計関連 統計的極値理論に基づく定量的リスク管理： 総合研究大学院 複合科学研究科 川崎　能典 教授
新たなリスク測度推定法の研究 大学

郭　霞 ｶｸ ｶ 実験心理学関連 楽器訓練プログラムが高齢者の認知機能に及 熊本大学 社会文化科学教育 寺本　渉 教授
ぼす効果とその神経基盤の解明 部

梶原　豪人 ｶｼﾞﾜﾗ ｶﾂﾋﾄ 社会福祉学関連 学校からの排除-子どもの貧困と不登校- 東京都立大学 大学院人文科学研 阿部　彩 教授
究科

片岡　寛子 ｶﾀｵｶ ﾋﾛｺ 子ども学および保育学関連 保育施設から発生する音が周辺の音環境に及 九州大学 芸術工学府 高田　正幸 准教授
ぼす影響に関する研究

加藤　大樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 社会学関連 インターネット上の病理的コミュニケーショ 東京大学 学際情報学府 前田　幸男 教授
ンに関する相互作用論的研究

加藤　大貴 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 公共経済および労働経済関連 寄付者の行動特性を利用したファンドレイザ 大阪大学 経済学研究科 大竹　文雄 教授
ーの情報戦略に関する経済実験

金本　佑太 ｶﾅﾓﾄ ﾕｳﾀ 社会学関連 流動化社会における〈安定〉した就労モデル 九州大学 人間環境学府 高野　和良 教授
の検討：就労困難脱却後の若者の事例から
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金子　満來 ｶﾈｺ ﾐﾂｷ 経済統計関連 分位点回帰分析を用いた走行時CO2排出量の 九州大学 経済学府 加河　茂美 教授
精度向上とそのCAFE分析への応用

兼松　圭 ｶﾈﾏﾂ ﾀﾏ 実験心理学関連 輝度と色の相互作用による遠隔色対比知覚の 豊橋技術科学大 工学研究科 鯉田　孝和 准教授
予測 学

神谷　千織 ｶﾐﾔ ﾁｵﾘ 子ども学および保育学関連 乳児期の触覚異常による自閉スペクトラム症 大阪大学 連合小児発達学研 下野　九理 准教授
スクリーニング法の検討 究科 子

川中　大士朗 ｶﾜﾅｶ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 理論経済学関連 サンクコスト効果の発生メカニズムの解明： 大阪大学 経済学研究科 安田　洋祐 准教授
理論と実験と応用

河原　優子 ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｺ 社会学関連 二次創作共同体の規範・秩序生成力の可能性 京都大学 文学研究科 松田　素二 教授

川見　文紀 ｶﾜﾐ ﾌﾐﾉﾘ 社会学関連 大規模災害による生活再建要支援世帯に対す 同志社大学 社会学研究科 立木　茂雄 教授
る支援・資源活用の介入効果の検討

河原崎　耀 ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾋｶﾙ 公共経済および労働経済関連 子育て政策の、家計の就業と出産の意思決定 東京大学 経済学研究科 山口　慎太 教授
に対する効果の分析 郎

菊池　悠矢 ｷｸﾁ ﾕｳﾔ 経済政策関連 財政競争と財政移転制度に関する経済学的考 名古屋大学 経済学研究科 玉井　寿樹 准教授
察：分権化経済における望ましい制度設計

木戸　調 ｷﾄﾞ ｼﾗﾍﾞ 社会学関連 アイヌ文化継承の変遷とアイヌ・アイデンテ 北海道大学 教育学院 小内　透 教授
ィティ--アイヌ文化保存会を事例に

Ｋｉｍ　Ｓｕｎ ｷﾑ ｾﾝｷﾖｳ 特別支援教育関連 自閉症スペクトラムの子供の向社会的行動の 筑波大学 グローバル教育院 鈴木　健嗣 教授
Ｋｙｏｕｎｇ 促進のためのロボットトレーニング

九島　佳織 ｸｼﾏ ｶｵﾘ 政治学関連 体制変動における「人的連続性」-その起源 東京大学 総合文化研究科 湯川　拓 准教授
と影響-

熊谷　惇也 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞﾕﾝﾔ 経済政策関連 順応仮説・相対仮説を考慮した主観的幸福感 九州大学 工学府 馬奈木　俊 教授
の交通政策利用に向けた研究 介

景　旻 ｹｲ ﾐﾝ 地域研究関連 中国人民共和国成立初期における外事管理と 東京大学 総合文化研究科 川島　真 教授
外交

子安　ひかり ｺﾔｽ ﾋｶﾘ 認知科学関連 ネコにおける集団形成・維持・崩壊メカニズ 麻布大学 獣医学研究科 菊水　健史 教授
ムの解明

酒井　麻紀子 ｻｶｲ ﾏｷｺ 臨床心理学関連 学校組織要因が教師の職場における援助要請 名古屋大学 教育発達科学研究 松本　真理 教授
に与える影響とそのプロセスの検討 科 子

佐藤　雪絵 ｻﾄｳ ﾕｷｴ 地域研究関連 冷戦期東アジアにおける分断と暴力：光州事 早稲田大学 政治学研究科 梅森　直之 教授
件へのアメリカの関与に関する実証的研究
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佐藤　祐菜 ｻﾄｳ ﾕﾅ 社会学関連 日本と韓国における人種・エスニシティの構 慶應義塾大学 社会学研究科 塩原　良和 教授
築：「ハーフ」「混血」「多文化青少年」

眞田　英毅 ｻﾅﾀﾞ ﾃﾙｷ 社会学関連 学校におけるいじめ：社会学的観点からの再 東北大学 文学研究科 佐藤　嘉倫 教授
検討

猿田　冬樹 ｻﾙﾀ ﾌﾕｷ 経済政策関連 プラットフォームの理論分析：モバイルネッ 大阪大学 経済学研究科 松島　法明 教授
トワーク市場への応用

塩尻　康太郎 ｼｵｼﾞﾘ ｺｳﾀﾛｳ 国際法学関連 国際経済法における安全保障例外規定 東京大学 公共政策学教育部 森　肇志 教授

柴田　正義 ｼﾊﾞﾀ ｾｲｷﾞ 基礎法学関連 現代ロシア宗教法制における個人と団体-ロ 名古屋大学 法学研究科 佐藤　史人 教授
シア型「人権の実現」に関する一考察-

澁川　幸加 ｼﾌﾞｶﾜ ｻﾁｶ 教育工学関連 深い学習を促す講義映像・事前学習・対面授 京都大学 教育学研究科 教 田口　真奈 准教授
業を有機的に連関させた反転授業設計の提案 育学環専攻 連携

教育学講座 高等
教育学コース

島本　奈央 ｼﾏﾓﾄ ﾅｵ 国際法学関連 マイノリティの集団的権利 大阪大学 国際公共政策研究 松野　明久 教授
科

末岡　尚文 ｽｴｵｶ ﾅｵﾌﾐ 教育学関連 障害児教育における当事者性に関する歴史的 東京大学 教育学研究科 小国　喜弘 教授
研究

菅原　通代 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾁﾖ 実験心理学関連 計算モデルによる手に入らないものを求める 名古屋大学 情報学研究科 片平　健太 准教授
心理の機序解明 郎

杉山　芳生 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼｷ 高等教育学関連 大学教育におけるPBLの可能性と限界 京都大学 教育学研究科 松下　佳代 教授

鈴木　啓太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 社会心理学関連 暗黙理論の文化差生成・維持メカニズムの検 東京大学 東京大学大学院　 村本　由紀 教授
討 人文社会系研究科 子

清藤　春香 ｾｲﾄｳ ﾊﾙｶ 社会学関連 中国系ニューカマーの適応上の問題解決に有 慶應義塾大学 社会学研究科 塩原　良和 教授
効な社会関係資本の分析

高橋　久理 ﾀｶﾊｼ ｸﾘ 実験心理学関連 tACS（経頭蓋交流刺激）を用いた時間知覚に 東京大学 総合文化研究科 四本　裕子 准教授
関わる脳の周波数の検討

高藪　広隆 ﾀｶﾔﾌﾞ ﾋﾛﾀｶ 経済政策関連 気候変動緩和に向けた各国の鉄鋼産業のサプ 九州大学 経済学府 加河　茂美 教授
ライチェーン効率性分析

竹内　大樹 ﾀｹｳﾁ ｵｵｷ 地域研究関連 言語的少数派の統合と言語権保障：ラトヴィ 神戸大学 法学研究科 渋谷　謙次 教授
ア、カザフスタン、ロシアを比較して 郎



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　128名　令和 2年度特別研究員採用者一覧

武末　慎 ﾀｹｽｴ ｼﾝ 家政学および生活科学関連 歩行中の足甲接触圧を用いた足と靴のフィッ 九州大学 芸術工学府 村木　里志 教授
ト性定量化手法の提案

竹中　勇貴 ﾀｹﾅｶ ﾕｳｷ 政治学関連 二元代表制における知事の立法戦略 京都大学 法学研究科 曽我　謙悟 教授

田中　聡 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 政治学関連 権力分有下のパトロネージ政治：紛争後ボス 大阪大学 国際公共政策研究 松野　明久 教授
ニアにおける民族政党支持の構造 科

谷　遼大 ﾀﾆ ﾘﾖｳﾀ 公法学関連 行政法上の「個人の法的地位」の再定位--ド 北海道大学 法学研究科 岸本　太樹 教授
イツ・ヨーロッパ行政訴訟の比較法的研究

ＣＨＡＬＡＲＡ ﾁﾔﾗﾗｸ ﾅﾜﾘﾂｸ 経営学関連 グローバル研究開発におけるブリッジマネジ 北陸先端科学技 先端科学技術研究 内平　直志 教授
Ｋ　Ｎａｗａｒ
ｅｒｋ

ャーのコンピテンシーフレームワークの研究 術大学院大学 科

ＺＨＡＮＧ　Ｌ ﾁﾖｳ ﾘﾝｾｲ 教育学関連 フーコーの統治性理論からみたアジアにおけ 名古屋大学 教育発達科学研究 松下　晴彦 教授
ＩＮＱＩＡＮ る知・権力のグローバル的な再編と主体形成 科

土田　千愛 ﾂﾁﾀﾞ ﾁｱｷ 国際関係論関連 日本における外国人に対する国家の管理体制 東京大学 総合文化研究科 遠藤　貢 教授
-難民受け入れをめぐる法制度の変容から-

得能　司 ﾄｸﾉｳ ﾂｶｻ 社会学関連 町衆と祭縁の地域社会学的研究--よそ者・新 同志社大学 社会学研究科 板垣　竜太 教授
参者の包摂による祭礼の創造と再生産

中尾　走 ﾅｶｵ ﾗﾝ 高等教育学関連 高等教育政策を事例にしたEBPMの批判的検討 広島大学 教育学研究科 渡邉　聡 教授

中島　有希大 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷﾋﾛ 政治学関連 投票環境の変化とその政治的影響 慶應義塾大学 政策・メディア研 古谷　知之 教授
究科

中村　祥司 ﾅｶﾑﾗ ｼﾖｳｼﾞ 政治学関連 20世紀アメリカにおける軍人福祉国家の確立 東京大学 経済学研究科 小野塚　知 教授
と展開：1917-1973 二

西井　開 ﾆｼｲ ｶｲ ジェンダー関連 「非モテ」現象に見る男性の自己閉塞化と不 立命館大学 人間科学研究科 中村　正 教授
安定な男性性に関する臨床社会学

西内　舞 ﾆｼｳﾁ ﾏｲ 教科教育学および初等中等教 科学的能力の視点から理科学習の意義の認識 日本体育大学 教育学研究科 角屋　重樹 教授
育学関連 を促す指導法による学習の動機づけへの効果

二瓶　正登 ﾆﾍｲ ﾏｻﾄ 臨床心理学関連 曝露療法後に生じる社交不安の再発メカニズ 専修大学 文学研究科 澤　幸祐 教授
ムの解明とその防止方略の開発

二本松　直人 ﾆﾎﾝﾏﾂ ﾅｵﾄ 社会福祉学関連 生活保護ケースワーカーの受給者対応に関す 東北大学 教育学研究科 若島　孔文 准教授
るコミュニケーション戦略の検討

野田　昇太 ﾉﾀﾞ ｼﾖｳﾀ 臨床心理学関連 社交不安症に対するマインドフルネスを導入 武蔵野大学 人間社会研究科 城月　健太 准教授
した認知行動療法プログラムの有効性 郎
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橋本　誠浩 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 地域研究関連 現代中国都市行政における管理とバーゲニン 東北大学 法学研究科 阿南　友亮 教授
グ：社区居民委員会を中心に

濱川　菜桜 ﾊﾏｶﾜ ﾅｵ 社会学関連 医学研究への患者参画に関する事例比較研究 大阪大学 医学系研究科 加藤　和人 教授

羽村　靖之 ﾊﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 経済統計関連 ガンマ・ポアソンモデルに基づく推測手法の 東京大学 経済学研究科 久保川　達 教授
改良 也

早崎　成都 ﾊﾔｻｷ ｾｲﾄ 政治学関連 1990年代におけるアメリカ連邦政府の財政再 慶應義塾大学 経済学研究科 井手　英策 教授
建

林　喜子 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞｺ 教育学関連 師範学校附属小学校における「特別学級」の 名古屋大学 教育発達科学研究 吉川　卓治 教授
成立に関する実証的研究 科

ＫＨＡＮ　ＧＨ ﾊﾝ ｸﾞﾗﾑ ﾀﾞｽﾄｷﾞ 経済政策関連 アフガニスタンにおける鉱山開発に伴う強制 広島大学 国際協力研究科 吉田　雄一 教授
ＵＬＡＭ　ＤＡ
ＳＴＧＩＲ

ｰﾙ 移住の諸問題とその解決に必要な政策の探究 朗

馬場　千歳 ﾊﾞﾊﾞ ﾁﾄｾ 特別支援教育関連 自閉スペクトラム症児の選択に基づく適応行 筑波大学 人間総合科学研究 野呂　文行 教授
動の支援プログラムの開発 科

平島　朝子 ﾋﾗｼﾏ ｱｻｺ 社会学関連 障害者アートの生成過程と意味論をめぐる事 東京大学 教育学研究科 仁平　典宏 准教授
例分析-抑圧への働きかけに注目して-

平山　草太 ﾋﾗﾔﾏ ｿｳﾀ 教育社会学関連 イスラーム教育の「伝統」と「近代」とは何 京都大学 アジア・アフリカ 高田　明 准教授
か-クルアーン学習の相互行為分析- 地域研究研究科

胡　安チイ ﾌｳ ｱﾝﾁｲ 社会心理学関連 外集団への態度好転を促す新たな心理学的ア 名古屋大学 教育発達科学研究 高井　次郎 教授
プローチとその応用研究 科

福田　紗耶香 ﾌｸﾀﾞ ｻﾔｶ 教育社会学関連 オランダにおける「保育の質」の多元的評価 九州大学 人間環境学府 竹熊　尚夫 教授
の構造に関する研究

藤　翔平 ﾌｼﾞ ｼﾖｳﾍｲ 子ども学および保育学関連 ごっこ遊びが幼児の自己調整機能の発達に及 広島大学 教育学研究科 杉村　伸一 教授
ぼす影響 郎

藤本　花音 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾉﾝ 実験心理学関連 視覚誘導性自己運動感覚における自己身体の 京都大学 文学研究科 蘆田　宏 教授
役割の包括的解明

藤本　啓寛 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 教育学関連 学校配置型スクールソーシャルワーカーによ 早稲田大学 教育学研究科 吉田　文 教授
る学校の変容についての研究

船崎　義文 ﾌﾅｻｷ ﾖｼﾌﾐ 公共経済および労働経済関連 裁判官のキャリアを決める要因の実証的解明 大阪大学 経済学研究科 大竹　文雄 教授

古谷　明梨 ﾌﾙﾀﾆ ｱｶﾘ 実験心理学関連 情動発声のカテゴリカル知覚：鳥類を用いた 東京大学 総合文化研究科 岡ノ谷　一 教授
行動・生理・神経レベルでの分析 夫
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ＰＵＴＲＡ　Ｊ ﾌﾟﾄﾗ ｼﾞﾔﾝ ｳｲﾗ 外国語教育関連 英語学習者のための議論構造を考慮した作文 東京工業大学 情報理工学院 徳永　健伸 教授
ＡＮ　ＷＩＲＡ
　ＧＯＴＡＭＡ

ｺﾞﾀﾏ 支援システム

細田　幸希 ﾎｿﾀﾞ ｺｳｷ 教科教育学および初等中等教 学校数学における統計的モデリングに基づく 筑波大学 人間総合科学研究 清水　美憲 教授
育学関連 学習指導に関する研究 科

堀越　耀介 ﾎﾘｺｼ ﾖｳｽｹ 教育学関連 デューイ思想に基づく子どもの哲学の教育理 東京大学 教育学研究科 小玉　重夫 教授
論--シティズンシップ教育に向けて

前田　一歩 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾎ 社会学関連 近代東京・都市公園の歴史社会学的研究--オ 東京大学 人文社会系研究科 赤川　学 教授
ープンスペース性の起源と変容

蒔田　朴希沙 ﾏｷﾀ ﾊﾟｸｷｻ 社会学関連 微細で曖昧な差別現象とその対応策に関する 立命館大学 人間科学研究科 村本　邦子 教授
研究-マイクロアグレッションを鍵概念に-

舛友　雄大 ﾏｽﾄﾓ ﾀｹﾋﾛ 国際関係論関連 中国・東南アジア関係における「錯綜型パー 政策研究大学院 政策研究科 高木　佑輔 准教授
トナーシップ」の出現とその含意 大学

松本　章伸 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾉﾌﾞ 社会学関連 日本のテレビドキュメンタリーは「占領期」 大阪大学 文学研究科 北原　恵 教授
に生まれた-番組フォーマットの歴史社会学

水田　誠一郎 ﾐｽﾞﾀ ｾｲｲﾁﾛｳ 経済政策関連 チーム生産におけるモラルハザードモデルの 神戸大学 経営学研究科 松井　建二 神戸大学経
識別可能性に関する研究 営学研究科

教授

三田　光星 ﾐﾀ ﾃﾙﾄｼ 金融およびファイナンス関連 加法的汎関数のファイナンスへの応用 京都大学 経済学研究科 江上　雅彦 教授

光橋　翠 ﾐﾂﾊｼ ﾐﾄﾞﾘ 子ども学および保育学関連 幼児期のサステナビリティ教育の理論構築～ お茶の水女子大 人間文化創成科学 刑部　育子 准教授
エコロジーとデモクラシーの接点に着目して 学 研究科

宮川　えりか ﾐﾔｶﾜ ｴﾘｶ 社会心理学関連 就労者のリカバリー経験が仕事パフォーマン 立教大学 現代心理学研究科 小口　孝司 教授
スおよびwell-beingに及ぼす効果

宮脇　裕 ﾐﾔﾜｷ ﾕｳ 実験心理学関連 脳卒中患者における自己・外界由来感覚の自 畿央大学 健康科学研究科 森岡　周 教授
他帰属変容と身体機能回復との関連

目黒　茜 ﾒｸﾞﾛ ｱｶﾈ ジェンダー関連 近現代「女医」の歴史社会学的研究ー「性の 筑波大学 人文社会科学研究 野上　元 准教授
専門家」としての側面に着目してー 科

本山　可南子 ﾓﾄﾔﾏ ｶﾅｺ 地域研究関連 現代インドにおける教育環境と差別意識の形 京都大学 アジア・アフリカ 中溝　和弥 教授
成過程 地域研究研究科

安田　泉穂 ﾔｽﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 政治学関連 現代日本の政策決定過程における利益団体政 京都大学 法学研究科 建林　正彦 教授
治の研究



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・社会科学　128名　令和 2年度特別研究員採用者一覧

山口　詩帆 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾎ 民事法学関連 成年後見法の法的位置づけに関する研究：ア 慶應義塾大学 法学研究科 前田　美千 教授
ルゼンチン他ラテンアメリカに着目して 代

山口　裕人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 認知科学関連 言語生成・理解に共通する脳内意味表現の解 大阪大学 生命機能研究科 柳田　敏雄 特任教授（
明 常勤）

山口　将典 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ 子ども学および保育学関連 幼児の概念的表象の多様性：空想の友達を通 京都大学 教育学研究科 明和　政子 教授
した経験要因の検討

山口　真美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 教育学関連 社会経済的に厳しい学校における教師のワー 大阪大学 人間科学研究科 志水　宏吉 教授
クの変容：働き方改革の流れの中で

山崎　哲 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄﾙ 社会学関連 中国帰国者三世研究-移民研究の視点からみ 一橋大学 大学院社会学研究 小井土　彰 教授
る社会階層分岐要因分析- 科 宏

山下　大喜 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｷ 教育学関連 中国近代における「国語科」の創成　-胡適 名古屋大学 教育発達科学研究 久野　弘幸 准教授
の国語教育論を起点として- 科

山田　達人 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾄ 臨床心理学関連 不登校の改善プロセスに基づく保護者支援用 明星大学 人文学研究科 藤井　靖 准教授
アプリケーションの開発

山本　琢俟 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾏ 教育心理学関連 児童期後期から青年期初期における向社会的 早稲田大学 教育学研究科 上淵　寿 教授
動機づけの発達的検討

山本　真祐子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｺ 新領域法学関連 ファッションデザインの保護の現状と在り方 東京大学 法学政治学研究科 藤田　友敬 教授

横井　良典 ﾖｺｲ ﾘﾖｳｽｹ 社会心理学関連 同情を誘うジレンマ状況において，人工知能 同志社大学 心理学研究科 中谷内　一 教授
への信頼は低下するのか 也

吉澤　あすな ﾖｼｻﾞﾜ ｱｽﾅ 地域研究関連 日常の共生と国家の平和構築：南部フィリピ 京都大学 アジア・アフリカ 速水　洋子 教授
ンにおけるムスリム自治地域設立をめぐって 地域研究研究科

吉野　敦 ﾖｼﾉ ｱﾂｼ 教育学関連 フランスにおけるペスタロッチ初期受容史に 早稲田大学 教育学研究科 坂倉　裕治 教授
ついての思想史的研究

吉村　さやか ﾖｼﾑﾗ ｻﾔｶ ジェンダー関連 「髪は女のいのち」を問い直す：脱毛症女性 日本大学 文学研究科 好井　裕明 教授
の「生きづらさ」への対処戦略の検討から

李　晨 ﾘ ｼﾝ 理論経済学関連 情報、限定合理個人の行動と金融市場均衡 京都大学 経済学研究科 関口　格 教授

李　中雨 ﾘ ﾁﾕｳｳ 国際法学関連 国際海運法分野における海洋環境保護のため 京都大学 法学研究科 濱本　正太 教授
の法形成--非国家主体の役割に着目して 郎

劉　一帆 ﾘﾕｳ ｲﾂﾊﾝ 新領域法学関連 特許法の記載要件に関する日中の比較研究 東京大学 法学政治学研究科 白石　忠志 東京大学 
大学院法学
政治学研究
科 教授
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呂　沢宇 ﾘﾖ ｻﾞﾜｳ 社会学関連 ソーシャルメディアにおける政治分極化の形 東北大学 文学研究科 瀧川　裕貴 准教授
成メカニズムの解明

若林　陽子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾖｳｺ 教育学関連 戦後日本における絵本をめぐる価値の構築過 東京大学 教育学研究科 秋田　喜代 東京大学大
程に関する歴史的研究 美 学院教授

若松　大輔 ﾜｶﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ 教育学関連 アメリカにおける教師の力量形成論に関する 京都大学 教育学研究科 西岡　加名 教授
研究-教師の知識論の系譜に着目して- 恵

渡邉　綾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 教育学関連 「教育的価値」言説の構築と展開に関する研 一橋大学 大学院社会学研究 山田　哲也 教授
究-小学校農業体験学習を事例として 科
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赤星　友太郎 ｱｶﾎｼ ﾕｳﾀﾛｳ 素粒子、原子核、宇宙線およ 格子QCDから計算される相互作用ポテンシャ 京都大学 理学研究科 青木　慎也 教授
び宇宙物理に関連する理論 ルを用いたハドロン共鳴状態の研究

秋葉　祐里 ｱｷﾊﾞ ﾕﾘ 生物物理、化学物理およびソ 亀裂パターンの幾何構造を支配する普遍則の 山梨大学 医工農学総合教育 島　弘幸 教授
フトマターの物理関連 探究 部

秋山　静佳 ｱｷﾔﾏ ｼｽﾞｶ 大気水圏科学関連 衛星観測に基づいた温帯低気圧に伴う豪雪帯 京都大学 理学研究科 重　尚一 准教授
の降水微物理構造と大気構造の解明

吾郷　太一 ｱｺﾞｳ ﾀｲﾁ 素粒子、原子核、宇宙線およ Parallel temperingを用いた符号問題へのア 東京大学 理学系研究科 諸井　健夫 教授
び宇宙物理に関連する理論 プローチの検証と応用

阿部　慶彦 ｱﾍﾞ ﾖｼﾋｺ 素粒子、原子核、宇宙線およ 弱い重力予想と実験・観測から探る究極理論 京都大学 理学研究科 福間　将文 准教授
び宇宙物理に関連する理論

石井　杏佳 ｲｼｲ ｷﾖｳｶ 固体地球科学関連 ストロンボリ式噴火の噴火ダイナミクス解明 京都大学 理学研究科 横尾　亮彦 准教授
へ向けた噴出フラックスの推定

石井　裕太 ｲｼｲ ﾕｳﾀ 数理解析学関連 空間非一様な係数を持つSchnakenbergモデル 東京都立大学 大学院理学研究科 倉田　和浩 教授
の定常パターンについて

石川　竣喜 ｲｼｶﾜ ｼﾕﾝｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ ビッグバン元素合成でのベリリウム７分解反 東北大学 理学研究科 岩佐　直仁 准教授
び宇宙物理に関連する実験 応が宇宙リチウム問題に与える影響の研究

石澤　祐弥 ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 宇宙惑星科学関連 大規模N体計算を用いた惑星リングと衛星系 京都大学 理学研究科 佐々木　貴 助教
の起源と進化の解明 教

石本　宙 ｲｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 代数学関連 重さ半整数の保型形式とメタプレクティック 京都大学 理学研究科 市野　篤史 准教授
群の表現

伊藤　慧 ｲﾄｳ ｹｲ 天文学関連 すばる望遠鏡広視野観測から迫る宇宙初期に 総合研究大学院 物理科学研究科 田中　賢幸 准教授
おける構造形成の解明 大学

伊藤　望 ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 代数学関連 保型表現のリフティング 京都大学 理学研究科 市野　篤史 准教授

稲葉　健斗 ｲﾅﾊﾞ ｹﾝﾄ 素粒子、原子核、宇宙線およ 機械学習技術でせまる低密度核物質における 京都大学 理学研究科 村上　哲也 講師
び宇宙物理に関連する実験 アルファ凝縮相

彌永　亜矢 ｲﾖﾅｶﾞ ｱﾔ 素粒子、原子核、宇宙線およ 一般相対論を最小限に修正した重力理論によ 立教大学 理学研究科 小林　努 教授
び宇宙物理に関連する理論 る宇宙論の解明

色川　怜未 ｲﾛｶﾜ ﾚｲﾐ 代数学関連 数論的力学系における安定性の解析と数論へ 東京工業大学 理学院 加藤　文元 教授
の応用

上田　航大 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 素粒子、原子核、宇宙線およ ブラックホール時空上の有質量ボソン場のダ 近畿大学 総合理工学研究科 石橋　明浩 教授
び宇宙物理に関連する理論 イナミクスの解析研究
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上田　拓 ｳｴﾀﾞ ﾀｸ 固体地球科学関連 日本や世界における地震活動の季節変動性と 東京大学 理学系研究科 加藤　愛太 教授
その物理メカニズムの解明 郎

上田　衛 ｳｴﾀﾞ ﾏﾓﾙ 代数学関連 スーパーヤンギアンの構造と表現に関する研 京都大学 理学研究科 荒川　知幸 教授
究

宇佐美　潤 ｳｻﾐ ｼﾞﾕﾝ 磁性、超伝導および強相関系 単原子層ヘリウム4における超固体性、超流 東京大学 理学系研究科 村川　智 准教授
関連 動液晶性

臼井　彩香 ｳｽｲ ｱﾔｶ 半導体、光物性および原子物 人工的スピン軌道相互作用した少数系におけ 沖縄科学技術大 科学技術研究科 Ｂｕｓｃｈ 教授
理関連 る非古典的性質の解析 学院大学 　Ｔｈｏｍ

ａｓ

王　起 ｵｳ ｷ 代数学関連 タウ傾理論のヘッケ代数への応用 大阪大学 情報科学研究科 有木　進 教授

大小田　結貴 ｵｵｺﾀﾞ ﾕｷ 天文学関連 非常に若い原始星と円盤の共進化 東京大学 理学系研究科 山本　智 教授

太田　敏博 ｵｵﾀ ﾄｼﾋﾛ 素粒子、原子核、宇宙線およ 可積分性による場の量子論の非摂動的性質の 大阪大学 理学研究科 橋本　幸士 教授
び宇宙物理に関連する理論 探求

大村　匠 ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾐ 天文学関連 電子エネルギースペクトルの時間・空間分布 九州大学 理学府 山本　一博 教授
解明を目指す宇宙ジェット磁気流体数値実験

岡　大将 ｵｶ ﾄﾓﾕｷ 数理解析学関連 時空均質化問題に現れる臨界現象の解明 東北大学 理学研究科 赤木　剛朗 教授

荻原　大樹 ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｲｷ 天文学関連 活動銀河核ジェットの物質注入機構の解明 東北大学 理学研究科 當真　賢二 准教授

奥田　善之 ｵｸﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 固体地球科学関連 下部マントル含水鉱物の高温高圧下電気伝導 東京工業大学 理学院 太田　健二 准教授
度測定による下部マントル含水量の推定

角濱　寛隆 ｶｸﾊﾏ ﾋﾛﾀｶ 代数学関連 古典群の保型表現の局所因子について 京都大学 理学研究科 市野　篤史 准教授

加藤　拓馬 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 宇宙惑星科学関連 衝撃波遷移層における電子の統計的ドリフト 東京大学 理学系研究科 天野　孝伸 准教授
加速の理論的研究

加藤　佑矢 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 幾何学関連 ４次元トポロジーとゲージ理論 東京大学 数理科学研究科 古田　幹雄 教授

金子　尚人 ｶﾈｺ ﾅｵﾄ 固体地球科学関連 粒状体のネットワーク構造特性に注目した地 東北大学 理学研究科 長濱　裕幸 教授
層の流動機構の解明

上林　海ちる ｶﾐﾊﾞﾔｼ ﾐﾁﾙ 宇宙惑星科学関連 隕石中難揮発性包有物の再現実験による初期 東京大学 理学系研究科 橘　省吾 教授
太陽系物理化学環境の解明

軽尾　浩晃 ｶﾙｵ ﾋﾛｱｷ 幾何学関連 結び目と有限体の被約Dijkgraaf--Witten不 京都大学 理学研究科 大槻　知忠 教授
変量
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河瀬　広樹 ｶﾜｾ ﾋﾛｷ 核融合学関連 中赤外レーザーの高出力化と環境計測応用 総合研究大学院 物理科学研究科 安原　亮 准教授
大学

河内　裕一 ｶﾜﾁ ﾕｳｲﾁ 核融合学関連 プラズマにおけるイオン/電子温度揺動およ 九州大学 総合理工学府 稲垣　滋 教授
び揺動駆動熱流束の評価法開発

川野　由貴 ｶﾜﾉ ﾕｷ 固体地球科学関連 地震波で覗く海洋プレートの底 東京大学 理学系研究科 竹内　希 准教授

川村　勇貴 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｷ 宇宙惑星科学関連 高時間分解能の地上・衛星同時観測で解き明 電気通信大学 情報理工学研究科 細川　敬祐 教授
かす脈動オーロラの階層的周期構造の起源

菊地原　正太郎 ｷｸﾁﾊﾗ ｼﾖｳﾀﾛｳ 天文学関連 重力レンズ効果とALMA干渉計で探る超遠方銀 東京大学 理学系研究科 大内　正己 教授
河のダストの統計的研究

菊辻　卓真 ｷｸﾂｼﾞ ﾀｸﾏ 生物物理、化学物理およびソ 過冷却水中における協働的運動の支配因子： 大阪大学 基礎工学研究科 松林　伸幸 教授
フトマターの物理関連 多自由度系における反応座標探索手法の開発

喜多　航佑 ｷﾀ ｺｳｽｹ 数理解析学関連 非線形境界条件を伴う反応拡散方程式系の数 早稲田大学 先進理工学研究科 小澤　徹 教授
学解析

北出　智巳 ｷﾀﾃﾞ ﾄﾓﾐ 素粒子、原子核、宇宙線およ 弦の場の理論による弦理論の定式化の研究 奈良女子大学 人間文化研究科 高橋　智彦 教授
び宇宙物理に関連する理論

木村　和博 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 磁性、超伝導および強相関系 強相関トポロジカル物質の新奇物性の解明 京都大学 理学研究科 川上　則雄 教授
関連

木村　洋 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 固体地球科学関連 陸海域地殻変動観測データに基づくプレート 名古屋大学 環境学研究科 田所　敬一 准教授
境界面における力学的固着状態の解明

ギャラス　ケビ ｷﾞﾔﾗｽ ｹﾋﾞﾝ 地球生命科学関連 完新世のサンゴ骨格記録を用いた東アジアモ 北海道大学 理学院 渡邊　剛 講師
ン ンスーンがENSOに与える影響の解明

行田　康晃 ｷﾞﾖｳﾀﾞ ﾔｽｱｷ 代数学関連 団代数における新しい特徴づけとその応用 名古屋大学 多元数理科学研究 中西　知樹 教授
科

工藤　陸 ｸﾄﾞｳ ﾘｸ 代数学関連 一般化されたザリスキの消去問題に関する研 早稲田大学 基幹理工学研究科 楫　元 教授
究

國定　聡 ｸﾆｻﾀﾞ ｿｳ 磁性、超伝導および強相関系 多層型銅酸化物高温超伝導体の電子状態の研 東京大学 理学系研究科 近藤　猛 准教授
関連 究

久保　尚敬 ｸﾎﾞ ﾅｵﾀｶ 素粒子、原子核、宇宙線およ M理論の可積分構造の解明とそれを用いたM理 京都大学 理学研究科 國友　浩 准教授
び宇宙物理に関連する理論 論の非摂動的解析

厳　正輝 ｹﾞﾝ ﾏｻｷ 磁性、超伝導および強相関系 ブリージングパイロクロア反強磁性体の超強 東京大学 工学系研究科 小濱　芳允 准教授
関連 磁場新奇磁気相の探索
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河野　隆史 ｺｳﾉ ﾀｶﾌﾐ 代数学関連 alcove walkおよび量子LSパスを用いたSchub 東京工業大学 理学院 内藤　聡 教授
ert計算の研究

紅村　冬大 ｺｳﾑﾗ ﾌﾕﾀ 基礎解析学関連 エタール亜群と亜群C*環の研究 慶應義塾大学 理工学研究科 勝良　健史 教授

古賀　駿大 ｺｶﾞ ｼﾕﾝﾀ 天文学関連 原始惑星系円盤の形成過程を考慮した微惑星 九州大学 理学府 町田　正博 准教授
形成モデルの構築

古賀　由希菜マ ｺｶﾞ ﾕｷﾅﾏｰｶﾞﾚﾂﾄ 生物物理、化学物理およびソ 閉じ込められた空間における液滴の動力学： お茶の水女子大 人間文化創成科学 奥村　剛 教授
ーガレット フトマターの物理関連 スケーリング則と次元クロスオーバー 学 研究科

小嶋　洋平 ｺｼﾞﾏ ﾖｳﾍｲ 半導体、光物性および原子物 半導体量子ドット系における電子スピンを用 東京大学 工学系研究科 中村　泰信 教授
理関連 いた量子テレポーテーションの実装

小林　伸 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝ 素粒子、原子核、宇宙線およ 非対称暗黒物質模型の構築および探索手法に 東京大学 理学系研究科 伊部　昌宏 准教授
び宇宙物理に関連する理論 ついての研究

小林　望 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｿﾞﾑ 素粒子、原子核、宇宙線およ ローレンツ時空における共形ブロックの重力 東京大学 理学系研究科 渡利　泰山 准教授
び宇宙物理に関連する理論 双対の解明に向けて

小松原　航 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾜﾀﾙ 半導体、光物性および原子物 レーザー電場と非線形媒質の対称性の同時操 東京大学 理学系研究科 湯本　潤司 教授
理関連 作による高次高調波発生の制御

近藤　寛記 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 磁性、超伝導および強相関系 対称性に保護されたマグノン系のトポロジカ 東京大学 理学系研究科 桂　法称 准教授
関連 ル相と輸送現象

櫻井　幹記 ｻｸﾗｲ ﾖｼｷ 宇宙惑星科学関連 原始惑星系円盤中の微惑星形成における衝突 名古屋大学 工学研究科 白石　賢二 教授
破壊問題解決のための乱流シミュレーション

酒見　はる香 ｻｹﾐ ﾊﾙｶ 天文学関連 電波観測による宇宙ジェット先端領域の磁場 九州大学 理学府 山本　一博 教授
構造とフィードバックの解明

笹木　晃平 ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 地球生命科学関連 微化石と堆積岩を対象とした新アプローチ法 東北大学 理学研究科 掛川　武 教授
による初期原生代の生物進化の要因の解明

佐成　晏之 ｻﾅﾘ ﾔｽﾕｷ 半導体、光物性および原子物 二次元電子系における極限的強電場下のキャ 京都大学 理学研究科 廣理　英基 准教授
理関連 リアダイナミクスの解明と高次高調波制御

佐野　岳人 ｻﾉ ﾀｹﾄ 幾何学関連 s-不変量の性質および類似する不変量との関 東京大学 数理科学研究科 古田　幹雄 教授
係の研究

澤　燦道 ｻﾜ ｻﾝﾄﾞｳ 固体地球科学関連 高温高圧実験とフェーズフィールド法による 東北大学 理学研究科 武藤　潤 准教授
相転移断層形成と深発地震の発生機構の解明

財前　真理 ｻﾞｲｾﾞﾝ ﾏｻﾐﾁ 素粒子、原子核、宇宙線およ 超新星爆発時のニュートリノ相互作用が引き 東京大学 理学研究科 梅田　秀之 准教授
び宇宙物理に関連する理論 起こすニュートリノ振動の多次元効果の研究
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ＺＨＡＮＰＥＩ ｻﾞﾝﾍﾟｲｿﾌ ｴﾙﾎﾞﾙ 数理解析学関連 非線形放物型方程式系の爆発及び漸近挙動 東京大学 数理科学研究科 石毛　和弘 教授
ＳＯＶ　Ｅｒｂ
ｏｌ

椎名　拳太 ｼｲﾅ ｹﾝﾀ 数理物理および物性基礎関連 機械学習と半教師あり学習を用いた数値計算 東京都立大学 大学院理学研究科 森　弘之 教授
手法の開発

塩沢　健太 ｼｵｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 素粒子、原子核、宇宙線およ 巻き付きモードを主眼とした弦の見るプラン 北里大学 理学研究科 川崎　健夫 教授
び宇宙物理に関連する理論 クスケール時空構造の究明

嶋田　圭吾 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 素粒子、原子核、宇宙線およ 重力の非リーマン幾何学性の探求と宇宙観測 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 による検証

嶋屋　拓朗 ｼﾏﾔ ﾀｸﾛｳ 生物物理、化学物理およびソ 定常期の大腸菌集団がみせる束状凝集構造の 東京大学 理学系研究科 竹内　一将 准教授
フトマターの物理関連 メカニズム解明

志村　侑亮 ｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ 固体地球科学関連 プレート収束域における白亜紀地質体の付加 名古屋大学 環境学研究科 竹内　誠 教授
・上昇テクトニクス

白石　伝助 ｼﾗｲｼ ﾃﾞﾝｽｹ 代数学関連 基本群へのガロア作用と整数論 大阪大学 理学研究科 中村　博昭 教授

白木　尚武 ｼﾗｷ ｼﾖｳﾌﾞ 基礎解析学関連 シュレディンガー型方程式の解の各点収束性 埼玉大学 理工学研究科 ベズ　ニー 准教授
とフラクタル幾何 ル

神野　拓哉 ｼﾞﾝﾉ ﾀｸﾔ 大気水圏科学関連 コールドプールの力学による雲の自己組織化 東京大学 理学系研究科 三浦　裕亮 准教授
機構の解明

鈴木　拓実 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 素粒子、原子核、宇宙線およ 液体キセノンシンチレータにおける粒子識別 東京大学 理学系研究科 森山　茂栄 教授
び宇宙物理に関連する実験 を用いた暗黒物質等の探索

鈴木　遼 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 素粒子、原子核、宇宙線およ 超大質量ブラックホールを含む多体系のHill 早稲田大学 先進理工学研究科 山田　章一 教授
び宇宙物理に関連する理論 安定性の解析

鈴木　将満 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐﾂ 数理解析学関連 速く増大する非線形項を持つ非整数階反応拡 東京大学 数理科学研究科 宮本　安人 准教授
散方程式の初期値問題

鈴木　陽介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 素粒子、原子核、宇宙線およ 原子核乾板を用いたニュートリノ原子核反応 名古屋大学 理学研究科 中村　光廣 教授
び宇宙物理に関連する実験 断面積の精密測定

宋　珠愛 ｿﾝ ﾁﾕｴ 代数学関連 有限群の作用を持ったトロピカル曲線 東京都立大学 大学院理学研究科 小林　正典 准教授

高瀬　寛 ﾀｶｾ ｶﾝ 半導体、光物性および原子物 ループ型光回路による大規模量子計算の実現 東京大学 工学系研究科 古澤　明 教授
理関連

高瀬　裕志 ﾀｶｾ ﾋﾛｼ 数理解析学関連 ローレンツ多様体上の双曲型偏微分方程式に 東京大学 大学院数理科学研 山本　昌宏 教授
関する逆問題解析 究科
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瀧本　壽来生 ﾀｷﾓﾄ ﾄｼｷｵ 核融合学関連 直線型装置におけるダイバータプラズマ模擬 東海大学 総合理工学研究科 利根川　昭 教授
およびその非接触化に関する基礎研究

田口　貴美子 ﾀｸﾞﾁ ｷﾐｺ 固体地球科学関連 火山性低周波地震の波形解析に基づく発生過 名古屋大学 環境学研究科 熊谷　博之 教授
程の解明と火山活動監視への応用

竹内　敦人 ﾀｹｳﾁ ｱﾂﾄ 素粒子、原子核、宇宙線およ 世界最高感度での0νββ探索によるニュー 東北大学 理学研究科 井上　邦雄 教授
び宇宙物理に関連する実験 トリノのマヨラナ性の検証

田代　賢志郎 ﾀｼﾛ ｹﾝｼﾛｳ 幾何学関連 べき零群のグロモフハウスドルフ収束とサブ 京都大学 理学研究科 藤原　耕二 教授
ラプラシアンに関する研究

立石　優二郎 ﾀﾃｲｼ ﾕｳｼﾞﾛｳ 数理解析学関連 特異・退化な重みをもつ放物型偏微分方程式 東京大学 大学院数理科学研 石毛　和弘 教授
の漸近挙動解析と定性的解析 究科

田中　俊行 ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ 天文学関連 初代星起源の21cm線シグナル分布の見積もり 名古屋大学 理学研究科 市來　淨與 准教授
及び観測データの解析手法の開発

田中　智之 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 数理解析学関連 高階の非線形分散型方程式の適切性と対称構 名古屋大学 多元数理科学研究 杉本　充 教授
造 科

寺井　健悟 ﾃﾗｲ ｹﾝｺﾞ 数理解析学関連 制御問題に由来する非線形偏微分方程式系の 東京大学 大学院数理科学研 三竹　大寿 准教授
弱KAM理論を用いた数学解析 究科

寺川　成海 ﾃﾗｶﾜ ｼｹﾞﾐ 半導体、光物性および原子物 新奇原子層磁性体の創成と物性解明 京都大学 理学研究科 有賀　哲也 教授
理関連

遠山　晴子 ﾄｵﾔﾏ ﾊﾙｺ 半導体、光物性および原子物 半導体上の合金原子層表面構造におけるトポ 東京大学 理学系研究科 長谷川　修 教授
理関連 ロジカル秩序の発現 司

仲北　祥悟 ﾅｶｷﾀ ｼﾖｳｺﾞ 応用数学および統計数学関連 観測ノイズ付き確率微分方程式の局所漸近正 大阪大学 基礎工学研究科 内田　雅之 教授
規性・漸近有効推定量

中島　康仁 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾄ 代数学関連 トロピカル幾何学から見たマトロイドの表現 東京都立大学 大学院理学研究科 小林　正典 准教授
可能性

中塚　成徳 ﾅｶﾂｶ ｼｹﾞﾉﾘ 代数学関連 W代数の幾何と可積分系への応用 東京大学 数理科学研究科 山崎　雅人 准教授

中西　健 ﾅｶﾆｼ ｹﾝ 数理物理および物性基礎関連 量子古典ハイブリッドアルゴリズムの実問題 東京大学 理学系研究科 藤堂　眞治 教授
適用にむけた変分量子回路の表現能力の解析

仲嶺　元輝 ﾅｶﾐﾈ ｹﾞﾝｷ 磁性、超伝導および強相関系 重い電子系物質における磁気ゆらぎの制御と 京都大学 理学研究科 石田　憲二 教授
関連 超伝導

中村　文美 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 数理物理および物性基礎関連 情報幾何学に基づく熱・統計力学の幾何学化 茨城大学 理工学研究科 長谷川　博 教授
と仕事効率最適化への応用
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永井　恒平 ﾅｶﾞｲ ｺｳﾍｲ 半導体、光物性および原子物 磁性体における高強度光を用いたスピン制御 京都大学 理学研究科 田中　耕一 教授
理関連 法の開拓 郎

南　岳 ﾅﾝ ｶﾞｸ 素粒子、原子核、宇宙線およ CMBと宇宙大規模構造観測から探る暗黒エネ 広島大学 理学研究科 小嶌　康史 教授
び宇宙物理に関連する理論 ルギーと宇宙論的初期条件の物理

野ケ山　徹 ﾉｶﾞﾔﾏ ﾄｵﾙ 基礎解析学関連 混合ノルムを用いた関数空間の研究とその応 東京都立大学 大学院理学研究科 倉田　和浩 教授
用

野澤　恵理花 ﾉｻﾞﾜ ｴﾘｶ 数理物理および物性基礎関連 結合写像格子を用いた乳化現象の高分子統計 お茶の水女子大 人間文化創成科学 出口　哲生 教授
物理学 学 研究科

羽柴　聡一朗 ﾊｼﾊﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 素粒子、原子核、宇宙線およ 重力的粒子生成が引き起こす宇宙論的効果の 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 研究

橋本　大輝 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ 宇宙の物質構造と宇宙ガンマ線を用いたダー 名古屋大学 理学研究科 市來　淨與 准教授
び宇宙物理に関連する理論 クマターの性質の探査

長谷川　暉 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ 固体地球科学関連 地球コア条件における地球深部物質の熱物性 東京工業大学 理学院 太田　健二 准教授
測定の精密化

八田　良樹 ﾊﾂﾀ ﾖｼｷ 天文学関連 混合モードによる恒星内部回転の星震学 総合研究大学院 物理科学研究科 関井　隆 准教授
大学

韓　俊植 ﾊﾝ ｼﾞﾕﾝｼｸ 半導体、光物性および原子物 二成分冷却原子気体における量子渦のダイナ 大阪市立大学 大学院理学研究科 坪田　誠 教授
理関連 ミクスと量子乱流の示す統計則

Ｂａｓｈｅｒ　 ﾊﾞｼｰﾙ ｱﾌﾞﾄﾞｳﾙﾗ プラズマ応用科学関連 有機ガスを用いた磁性材料に対するプラズマ 大阪大学 工学研究科 浜口　智志 教授
Ａｂｄｕｌｒａ
ｈｍａｎ　Ｈ．

ﾌﾏﾝ ﾋｸﾏﾄ 支援原子層エッチング(ALE)機構の解明

日浦　健 ﾋｳﾗ ｹﾝ 数理物理および物性基礎関連 アルゴリズム的ランダムネスの理論による統 京都大学 理学研究科 佐々　真一 教授
計力学への新たなアプローチ

東　直樹 ﾋｶﾞｼ ﾅｵｷ 核融合学関連 高速点火方式レーザー核融合におけるプラズ 大阪大学 理学研究科 千徳　靖彦 教授
マ加熱機構の解明と探求

東根　一樹 ﾋｶﾞｼﾈ ｶｽﾞｷ 代数学関連 ガロア点，最大曲線，自己同型群による代数 山形大学 大学院理工学研究 深澤　知 准教授
曲線の研究とその応用 科

樋口　伸宏 ﾋｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 代数学関連 Central streamおよびleafの境界成分の分類 横浜国立大学 環境情報学府 原下　秀士 准教授
について

日野　陽太 ﾋﾉ ﾖｳﾀ 素粒子、原子核、宇宙線およ 小型前置検出器によるJ-PARCにおけるLSND異 東北大学 理学研究科 末包　文彦 教授
び宇宙物理に関連する実験 常検証実験の高感度化



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　149名　令和 2年度特別研究員採用者一覧

平井　あすか ﾋﾗｲ ｱｽｶ 宇宙惑星科学関連 プラズマ波動による放射線帯電子消失機構の 東北大学 理学研究科 土屋　史紀 准教授
解明

ＨＷＡＮＧ　Ｓ ﾌｱﾝ ｿﾝ ﾌｱ プラズマ応用科学関連 プラズマCVDを用いた低応力・高密度カーボ 九州大学 システム情報科学 白谷　正治 教授
ＵＮＧ　ＨＷＡ ンナノコンポジット膜の高速製膜法の創成 府

吹澤　瑞貴 ﾌｷｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 宇宙惑星科学関連 脈動オーロラに関する波動-粒子相互作用と 東北大学 理学研究科 坂野井　健 准教授
電流構造の解明

福山　雅治 ﾌｸﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 核融合学関連 超高密度プラズマ加熱に向けた電子バーンシ 九州大学 総合理工学府 出射　浩 教授
ュタイン波モード変換の物理機構の解明

藤倉　浩平 ﾌｼﾞｸﾗ ｺｳﾍｲ 素粒子、原子核、宇宙線およ 宇宙論的相転移由来の重力波観測による素粒 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 子理論の探索と検証

藤本　悠輝 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ 中性子星現象論とQCDに基づく高密度物質の 東京大学 理学系研究科 福嶋　健二 教授
び宇宙物理に関連する理論 研究

藤原　圭太 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 大気水圏科学関連 西岸境界流と中緯度大気の相互作用に注目し 九州大学 理学府 川村　隆一 教授
た熱帯低気圧の新たな発達プロセスの解明

藤原　素子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾄｺ 素粒子、原子核、宇宙線およ 次世代暗黒物質直接探索実験とWIMP暗黒物質 名古屋大学 理学研究科 久野　純治 教授
び宇宙物理に関連する理論 の理論的研究

古川　友寛 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 素粒子、原子核、宇宙線およ ABJM行列模型における可積分構造 大阪市立大学 大学院理学研究科 森山　翔文 准教授
び宇宙物理に関連する理論

古澤　拓也 ﾌﾙｻﾜ ﾀｸﾔ 数理物理および物性基礎関連 ３次元の双対性の深化とその強相関量子多体 東京工業大学 理学院 西田　祐介 准教授
系への応用

古田　拓也 ﾌﾙﾀ ﾀｸﾔ 天文学関連 大マゼラン雲の近赤外線分光マッピングで探 名古屋大学 理学研究科 金田　英宏 教授
る銀河間相互作用による大質量星形成

別府　航早 ﾍﾞﾂﾌﾟ ｶｽﾞｻ 生物物理、化学物理およびソ 遊泳バクテリア懸濁液の乱流ダイナミクスと 九州大学 理学府 前多　裕介 准教授
フトマターの物理関連 幾何的普遍性の研究

細井　將史 ﾎｿｲ ﾏｻｼ 磁性、超伝導および強相関系 高次の多極子自由度に基づく新奇量子相の探 東京大学 理学系研究科 小形　正男 教授
関連 求

ＢＯＮＡＴＩ　 ﾎﾞﾅﾃｲ ｲﾚｰﾈ 固体地球科学関連 地球型惑星の内部進化と磁場生成 東京工業大学 理学院 井田　茂 教授
Ｉｒｅｎｅ

Ｍａｉ　Ｃｏｎ ﾏｲ ｺﾝ ﾌﾝ 幾何学関連 重み付き多様体上の幾何解析および比較幾何 京都大学 理学研究科 山口　孝男 教授
ｇ　Ｈｕｎｇ 学
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前澤　俊一 ﾏｴｻﾞﾜ ｼﾕﾝｲﾁ 応用数学および統計数学関連 Regularity Lemmaの禁止部分グラフ条件への 横浜国立大学 環境情報学府 小関　健太 准教授
適用

水田　郁 ﾐｽﾞﾀ ｶｵﾙ 数理物理および物性基礎関連 共鳴的周期駆動がもたらす非平衡特有の物性 京都大学 理学研究科 川上　則雄 教授
現象に関する研究

道下　佳寛 ﾐﾁｼﾀ ﾖｼﾋﾛ 磁性、超伝導および強相関系 強相関電子系における非平衡現象に対する新 京都大学 理学研究科 ＰＥＴＥＲ 講師
関連 規数値計算手法の提案及び微視的機構の解明 Ｓ　Ｒｏｂ

ｅｒｔ

村松　弾 ﾑﾗﾏﾂ ﾀﾞﾝ 固体地球科学関連 ブルカノ式噴火のトリガー解明 九州大学 理学府 相澤　広記 准教授

森　正光 ﾓﾘ ﾏｻﾐﾂ 素粒子、原子核、宇宙線およ スーパーカミオカンデを利用した超新星ニュ 京都大学 理学研究科 Ｗｅｎｄｅ 准教授
び宇宙物理に関連する実験 ートリノの研究 ｌｌ　Ｒｏ

ｇｅｒ

森田　大樹 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ プラズマ科学関連 強磁場を利用したイオン加速の増強 大阪大学 理学研究科 藤岡　慎介 教授

安居　孝晃 ﾔｽｲ ﾀｶｱｷ 量子ビーム科学関連 J-PARC MRにおけるチューン広がり分布の直 東京大学 理学系研究科 小関　忠 併任教授
接測定

安田　晴皇 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙｵｳ 素粒子、原子核、宇宙線およ スーパーバブルにおける宇宙線加速の数値的 京都大学 理学研究科 Ｌｅｅ　Ｓ 講師
び宇宙物理に関連する理論 研究 ｈｉｕーＨ

ａｎｇ

八城　愛美 ﾔﾂｼﾛ ﾒｸﾞﾐ 磁性、超伝導および強相関系 磁気トロイダル多極子を有する磁性絶縁体・ 北海道大学 理学院 北　孝文 准教授
関連 金属における交差相関現象の理論的研究

柳沢　直也 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵﾔ 生物物理、化学物理およびソ 泡沫の動的特性の解明 東京都立大学 大学院理学研究科 栗田　玲 准教授
フトマターの物理関連

山形　颯 ﾔﾏｶﾞﾀ ｿｳ 代数学関連 判別的配置とその組合せ論 北海道大学 理学院 ＳＥＴＴＥ 准教授
ＰＡＮＥＬ
　Ｓｉｍｏ
ｎａ

山崎　晃司 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 幾何学関連 四次元多様体上のエンゲル構造のトポロジー 東京工業大学 理学院 遠藤　久顕 教授
による分類

山代　和志 ﾔﾏｼﾛ ｶｽﾞｼ 素粒子、原子核、宇宙線およ 繰り込み群と情報幾何に基づいたAdS/CFT対 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 応の研究

山本　剛史 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ 半導体、光物性および原子物 ナノスケール素子における熱輸送現象と量子 東京大学 理学系研究科 加藤　岳生 准教授
理関連 論的相関の検出の理論
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山本　陸 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ 磁性、超伝導および強相関系 NMRを用いたMott転移系における電子のソフ 東京理科大学 理学研究科 伊藤　哲明 教授
関連 トマター的挙動の解明

横井　滉平 ﾖｺｲ ｺｳﾍｲ 磁性、超伝導および強相関系 トポロジカルな電子状態が誘起するネルンス 大阪大学 理学研究科 花咲　徳亮 教授
関連 ト効果の解明と高性能層状熱電材料の開発

吉川　翔 ﾖｼｶﾜ ｼﾖｳ 代数学関連 偏極自己準同型を持つ代数多様体の研究 東京大学 数理科学研究科 高木　俊輔 教授

ＬＩＮ　Ｈａｏ ﾘﾝ ﾊｵｼﾔﾝ 天文学関連 連星中性子星合体からの非熱的放射 東京大学 理学系研究科 戸谷　友則 教授
ｘｉａｎｇ

渡邊　正理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾘ 磁性、超伝導および強相関系 三角格子反強磁性体におけるボンドランダム 東京工業大学 理学院 田中　秀数 教授
関連 ネス効果の解明

渡辺　泰士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾄ 地球生命科学関連 地球史を通じた大気酸素濃度上昇と気候安定 東京大学 理学系研究科 田近　英一 教授
性に関する理論的研究

和田　冴 ﾜﾀﾞ ｻﾔｶ 素粒子、原子核、宇宙線およ ATLAS実験におけるダークフォトン探索 筑波大学 数理物質科学研究 原　和彦 准教授
び宇宙物理に関連する実験 科

和田　知己 ﾜﾀﾞ ﾄﾓｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ 中性子星連星の合体前電磁波対応天体に関す 京都大学 理学研究科 井岡　邦仁 教授
び宇宙物理に関連する理論 る理論的研究
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秋吉　亮平 ｱｷﾖｼ ﾘﾖｳﾍｲ 機能物性化学関連 動的電子状態に基づく強誘電性金属錯体液晶 熊本大学 自然科学教育部 速水　真也 教授
の創製と分子デバイスへの応用

荒木　直樹 ｱﾗｷ ﾅｵｷ 無機物質および無機材料化学 ボトムアップ型合成による原子配列制御手法 京都大学 理学研究科 北川　宏 教授
関連 の開発及び新規ナノ物質の創成

Ｌｅｅ　Ｊｉｈ ｲ ｼﾞﾋﾖﾝ 有機機能材料関連 単一分子で発電する新原理有機太陽電池の実 総合研究大学院 物理科学研究科 平本　昌宏 教授
ｙｕｎ 現 大学

池下　雅広 ｲｹｼﾀ ﾏｻﾋﾛ 機能物性化学関連 柔軟性遷移金属錯体の異方的分子運動性制御 大阪大学 基礎工学研究科 直田　健 教授
に基づく機能性材料の創成

池田　翔 ｲｹﾀﾞ ｼﾖｳ 高分子化学関連 縫合重合を基盤とした配列制御による新規π 大阪大学 基礎工学研究科 新谷　亮 教授
共役周期共重合体の合成

石崎　裕也 ｲｼｻﾞｷ ﾕｳﾔ 高分子材料関連 高分子ナノシートを前駆体としたナノ多孔質 東北大学 工学研究科 三ツ石　方 教授
超薄膜の構築と分子認識電極界面の開発 也

石田　耕大 ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 無機・錯体化学関連 幾何学フラストレーションを有する磁性酸窒 京都大学 工学研究科 陰山　洋 教授
化物の創製と機能創発

板橋　隆行 ｲﾀﾊﾞｼ ﾀｶﾕｷ 有機合成化学関連 窒素-窒素三重結合の切断反応を利用した触 東京大学 工学系研究科 西林　仁昭 教授
媒的含窒素有機化合物合成反応の開発

岩井　健人 ｲﾜｲ ｹﾝﾄ 構造有機化学および物理有機 アニオン性置換基導入による高周期元素低配 京都大学 理学研究科 時任　宣博 教授
化学関連 位化学種の酸化電位および構造の制御

植野　雄大 ｳｴﾉ ｶﾂﾋﾛ 無機物質および無機材料化学 プロトン・ホール伝導体を用いた中温燃料電 京都大学 工学研究科 宇田　哲也 教授
関連 池での漏れ電流を考慮した空気極性能の評価

鵜飼　修作 ｳｶｲ ｼﾕｳｻｸ 構造有機化学および物理有機 ノルコロールのラジカルイオン種の多積層化 名古屋大学 工学研究科 忍久保　洋 教授
化学関連 とその物性機能調査

瓜生　瑞穂 ｳﾘｳ ﾐｽﾞﾎ 構造有機化学および物理有機 環化カップリングを鍵とした新奇ナノグラフ 名古屋大学 理学研究科 伊丹　健一 教授
化学関連 ェンワイヤの創製 郎

大橋　栄作 ｵｵﾊｼ ｴｲｻｸ 生物分子化学関連 パラウアミンの超複雑構造に秘められた新奇 徳島大学 大学院薬科学教育 難波　康佑 教授
な活性反転の機構解明研究 部

大村　修平 ｵｵﾑﾗ ｼﾕｳﾍｲ 有機合成化学関連 キラル鉄(III)塩を用いる不斉ラジカルカチ 名古屋大学 工学研究科 石原　一彰 教授
オンDiels-Alder反応の開発

荻原　洲介 ｵｷﾞﾊﾗ ｼﾕｳｽｹ 生物分子化学関連 COMT基質を用いた細胞内SAM濃度の時空間制 東京大学 薬学系研究科 浦野　泰照 教授
御技術の開発



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・化学　104名　令和 2年度特別研究員採用者一覧

重田　翼 ｵﾓﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 基礎物理化学関連 配位子保護金超原子の表面柔軟性の制御とそ 東京大学 理学系研究科 佃　達哉 教授
の内部構造への影響の解明

梶田　貴都 ｶｼﾞﾀ ﾀｶﾄ 高分子材料関連 ブロック共重合体の自己組織化を利用した高 名古屋大学 工学研究科 関　隆広 教授
伝導無加湿系プロトン伝導膜の調製

加藤　賢 ｶﾄｳ ｹﾝ 機能物性化学関連 ペンタセン-ラジカル連結系の半導体特性と 大阪市立大学 大学院理学研究科 手木　芳男 教授
電流検出磁気共鳴による素子評価

角谷　優樹 ｶﾄﾞﾔ ﾕｳｷ 無機・錯体化学関連 新規amide-tether錯体によるDNA切断促進と 同志社大学 理工学研究科 小寺　政人 教授
がん細胞選択的細胞死の誘導

鎌倉　吉伸 ｶﾏｸﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 無機・錯体化学関連 硫黄を配位元素として利用した半導体MOFの 関西学院大学 理工学研究科 田中　大輔 准教授
新規設計指針の確立

神尾　慎太郎 ｶﾐｵ ｼﾝﾀﾛｳ 有機合成化学関連 ルイス酸性抑制型ホウ素基の直接導入および 広島大学 工学研究科 吉田　拡人 准教授
変換反応による炭素骨格構築法の開発

亀谷　優樹 ｶﾒﾀﾆ ﾕｳｷ 高分子化学関連 戦略的モノマー設計による配列制御ポリマー 京都大学 工学研究科 大内　誠 教授
の自在合成と配列機能の創出

川合　航右 ｶﾜｲ ｺｳｽｹ エネルギー関連化学 安定な酸素レドックス反応を発現する新規正 東京大学 工学系研究科 山田　淳夫 教授
極材料の開発

川崎　渉 ｶﾜｻｷ ｱﾕﾐ 機能物性化学関連 高密度分子集合体を舞台とする多重機能性材 東北大学 工学研究科 芥川　智行 教授
料の創製

川嶋　優介 ｶﾜｼﾏ ﾕｳｽｹ 有機機能材料関連 超分子化学に基づくTriplet-DNPのバイオ系 九州大学 工学府 君塚　信夫 教授
への展開

神田　智哉 ｶﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ 有機合成化学関連 空孔包接による柔軟分子の立体配座固定と特 東京大学 工学系研究科 藤田　誠 教授
異的環化反応

北村　一晟 ｷﾀﾑﾗ ｲﾂｾｲ 高分子材料関連 超微細インクジェット手法を用いた高分子表 名古屋大学 工学研究科 関　隆広 教授
面・界面研究と光機能界面への応用

北村　貴士 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 生物分子化学関連 天然物ヒポクレリンBを基本骨格とした刺激 慶應義塾大学 理工学研究科 戸嶋　一敦 教授
応答型近赤外光感受性分子の創製

木村　要二郎 ｷﾑﾗ ﾖｳｼﾞﾛｳ 機能物性化学関連 遍歴電子-プロトン相関を基盤とした新奇金 京都大学 理学研究科 北川　宏 教授
属錯体の創成と物性開拓

木谷　憲昭 ｷﾔ ﾉﾘｱｷ 生物分子化学関連 代謝耐性型糖鎖を基盤とする中分子糖鎖アナ 九州大学 薬学府 平井　剛 教授
ログの創製と活性研究
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久世　雅和 ｸｾﾞ ﾏｻｶｽﾞ 機能物性化学関連 化学振動子に発現する時空間パターンの制御 広島大学 統合生命科学研究 中田　聡 教授
科

久野　温子 ｸﾉ ｱﾂｺ 構造有機化学および物理有機 動的挙動を示す環境応答性π電子系の合成と 立命館大学 生命科学研究科 前田　大光 教授
化学関連 集合化

熊谷　康平 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾍｲ 無機物質および無機材料化学 金属有機構造体を表面修飾剤とする半導体量 大阪大学 工学研究科 桑畑　進 教授
関連 子ドットの開発およびナノ界面の制御

公文　達也 ｸﾓﾝ ﾀﾂﾔ 有機機能材料関連 直接的分子変換法を駆使した含フッ素ドナー 京都工芸繊維大 工芸科学研究科 今野　勉 教授
アクセプター有機半導体の簡便合成法 学

黒尾　明弘 ｸﾛｵ ｱｷﾋﾛ 有機合成化学関連 シラ糖の創製を指向したキラルケイ素分子合 九州大学 総合理工学府 友岡　克彦 教授
成法の開発

桑崎　勇人 ｸﾜｻｷ ﾕｳﾄ 生体関連化学 シアノバクテリア光受容体を用いた近赤外光 東京大学 総合文化研究科 佐藤　守俊 教授
スイッチタンパク質の開発

小泉　宙夢 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾑ 無機・錯体化学関連 高効率高選択的直接変換を可能とする多元金 東京工業大学 物質理工学院 山元　公寿 教授
属クラスター触媒の創製

古賀　大貴 ｺｶﾞ ﾀﾞｲｷ 機能物性化学関連 応力感知材料を指向したポルフィセン複合化 九州大学 工学府 久枝　良雄 教授
ポリマーの創成

小松　大和 ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 生物分子化学関連 標的細胞の細胞質に分子を輸送する多機能タ 東京大学 理学系研究科 菅　裕明 教授
ンパク質カプセルの開発

小松田　雅晃 ｺﾏﾂﾀﾞ ﾏｻｱｷ 有機合成化学関連 π-ベンジル錯体を鍵中間体とする触媒的脱 早稲田大学 先進理工学研究科 山口　潤一 教授
芳香族的官能基化反応の開発 郎

後藤　玄 ｺﾞﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 有機合成化学関連 優れた触媒特性の発現を目指した3d遷移金属 関西学院大学 理工学研究科 畠山　琢次 教授
錯体の構築

崔　亮秀 ｻｲ ﾘﾔﾝｽ エネルギー関連化学 電極界面におけるポリマー局所構造解析に立 山口大学 創成科学研究科 堤　宏守 教授
脚した革新的ポリマー電解質設計指針の構築

齋藤　杏実 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 無機・錯体化学関連 ポリヘドラルリンクに基づくトポロジー分子 東京大学 工学系研究科 藤田　誠 教授
構造の拡張およびキラル磁性の発現

櫻井　駿 ｻｸﾗｲ ｼﾕﾝ 有機合成化学関連 配位能と解離能を兼備した配向基を用いる不 大阪大学 工学研究科 鳶巣　守 教授
活性炭素-炭素結合の触媒的変換

佐々木　捷悟 ｻｻｷ ｼﾖｳｺﾞ ケミカルバイオロジー関連 グアニン四重鎖と結合する新規タンパク質の 東京農工大学 大学院工学府 長澤　和夫 教授
同定を目的としたリガンドの創製研究
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佐々木　友弥 ｻｻｷ ﾄﾓﾔ エネルギー関連化学 イオン液体を用いた高活性・高耐久な正極触 大阪大学 工学研究科 桑畑　進 教授
媒の簡便な調製法の開発

佐野　奎斗 ｻﾉ ｹｲﾄ エネルギー関連化学 ケイ素ポルフィリン/酸化チタン複合光触媒 東京都立大学 大学院都市環境科 高木　慎介 教授
による可視光水分解 学研究科

塩本　昌平 ｼｵﾓﾄ ｼﾖｳﾍｲ 高分子化学関連 エネルギー散逸に基づくポリマーブラシ表面 工学院大学 工学系研究科 小林　元康 教授
の濡れ現象の解明

篠原　功一 ｼﾉﾊﾗ ｺｳｲﾁ 無機・錯体化学関連 多座配位子の分子設計による酸素架橋多核セ 大阪大学 基礎工学研究科 真島　和志 教授
リウム錯体の合成と酸素酸化触媒機能の開発

柴田　聡美 ｼﾊﾞﾀ ｻﾄﾐ 無機物質および無機材料化学 ペロブスカイト型酸化物触媒の高機能化と選 東京工業大学 物質理工学院 鎌田　慶吾 准教授
関連 択酸化反応系の開発

柴田　基樹 ｼﾊﾞﾀ ﾓﾄｷ 高分子化学関連 会合性高分子の一次構造設計による高次構造 京都大学 工学研究科 古賀　毅 教授
制御とその分子機構の解明

下山　雄人 ｼﾓﾔﾏ ﾕｳﾄ 無機・錯体化学関連 メソ多孔性イオン結晶-金属クラスター触媒 東京大学 総合文化研究科 内田　さや 准教授
による協奏的なCO2光還元反応系の構築 か

趙　賢兒 ｼﾞﾖ ﾕﾅ 生体関連化学 生体シグナルに応答して薬剤を放出するタン 東京大学 工学系研究科 相田　卓三 教授
パク質被覆多孔質輸送体の開発

平　典子 ﾀｲﾗ ﾉﾘｺ 分析化学関連 病理理解のための長期局所計測を実現する走 東北大学 環境科学研究科 珠玖　仁 教授
査型イオンコンダクタンス顕微鏡

高棹　玄徳 ﾀｶｻｵ ｹﾞﾝﾄｸ 高分子化学関連 機械学習によるチーグラー・ナッタ触媒一次 北陸先端科学技 先端科学技術研究 谷池　俊明 准教授
粒子の非経験的構造決定と構造性能相関解明 術大学院大学 科

瀧口　あさひ ﾀｷｸﾞﾁ ｱｻﾋ 生体関連化学 有機化学的手法による新規人工ヘムの合成お 名古屋大学 工学研究科 忍久保　洋 教授
よび高活性ヘム酵素の開発

竹熊　晴香 ﾀｹｸﾏ ﾊﾙｶ 無機物質および無機材料化学 新奇可視プラズモニックC1型合金材料の合成 京都大学 理学研究科 寺西　利治 教授
関連 と評価

武隈　侑也 ﾀｹｸﾏ ﾕｳﾔ エネルギー関連化学 アップコンバージョンを応用する新規有機系 東京理科大学 工学研究科 永田　衞男 准教授
太陽電池の開発

立花　佑一 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳｲﾁ 基礎物理化学関連 電子散乱を利用した原子運動量計測法の開発 東北大学 工学研究科 高橋　正彦 教授
による化学反応中の分子内力場イメージング

立石　友紀 ﾀﾃｲｼ ﾄﾓｷ 構造有機化学および物理有機 分子自己集合過程に基づく新規自己集合体合 東京大学 総合文化研究科 平岡　秀一 教授
化学関連 成法の開拓
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種子田　英伸 ﾀﾈﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 高分子材料関連 固体界面における高分子鎖の凝集状態・熱運 九州大学 工学府 田中　敬二 教授
動性に基づく接着界面の設計

千葉　裕介 ﾁﾊﾞ ﾕｳｽｹ 無機物質および無機材料化学 チタン系酸フッ化物大型単結晶の電気化学的 神奈川大学 工学研究科 本橋　輝樹 教授
関連 育成と光機能性の開拓

辻　昌武 ﾂｼﾞ ﾏｻﾀｹ 無機物質および無機材料化学 環境低負荷な光デバイス創製に向けた新規発 東京工業大学 物質理工学院 細野　秀雄 特命教授
関連 光材料の探索

土屋　祐人 ﾂﾁﾔ ﾕｳﾄ 有機合成化学関連 光触媒を用いる多官能性ラジカルの発生と合 名古屋大学 工学研究科 大井　貴史 教授
成化学的利用

滕　鎮遠 ﾃﾝ ﾁﾝｲﾝ エネルギー関連化学 時間依存密度汎関数解析による過酸化水素製 九州工業大学 工学府 横野　照尚 教授
造用の金属配位型窒化炭素誘導体の開発

戸田　広樹 ﾄﾀﾞ ﾋﾛｷ 無機・錯体化学関連 マンガン錯体や鉄錯体を用いたアンモニア分 東京大学 工学系研究科 西林　仁昭 教授
子の触媒的な変換反応の開発

飛田　郁也 ﾄﾋﾞﾀ ﾌﾐﾔ 有機合成化学関連 不均一系ヘテロ元素ドープカーボン触媒の開 東京大学 理学系研究科 小林　修 教授
発と有機合成反応の集積化

冨田　和孝 ﾄﾐﾀ ｶｽﾞﾀｶ 分析化学関連 有機半導体薄膜の構造制御を可能にする構造 京都大学 理学研究科 長谷川　健 教授
形成機構の解明

道場　貴大 ﾄﾞｳﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 有機合成化学関連 早期第一周期遷移金属を用いた炭素-水素結 東京大学 理学系研究科 中村　栄一 特任教授
合活性化による共役ポリマー合成法の開拓

中澤　克昭 ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾂｱｷ 無機物質および無機材料化学 アモルファス構造の三次元原子分解能観察 東京大学 工学系研究科 溝口　照康 教授
関連

中村　俊太 ﾅｶﾑﾗ ｼﾕﾝﾀ 機能物性化学関連 テトラセン分子ワイヤにおける特異な励起子 慶應義塾大学 理工学研究科 羽曾部　卓 教授
輸送の発現と高次集積化への展開

浪花　晋平 ﾅﾆﾜ ｼﾝﾍﾟｲ グリーンサステイナブルケミ 光触媒的脱水素型クロスカップリング反応に 京都大学 人間・環境学研究 吉田　寿雄 教授
ストリーおよび環境化学関連 おける統一的構造活性相関の解明 科

西川　理穂 ﾆｼｶﾜ ﾘﾎ 高分子材料関連 高分子溶融体中におけるフィラー添加による 北陸先端科学技 先端科学技術研究 山口　政之 教授
構造制御 術大学院大学 科

西澤　佑一朗 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高分子材料関連 ハイドロゲルのナノ構造／機能相関の解明と 信州大学 総合医理工学研究 鈴木　大介 准教授
超高速刺激応答ゲルの創製 科

西山　慶音 ﾆｼﾔﾏ ｹｲﾈ 分析化学関連 家畜伝染病の迅速な初動防疫のための免疫分 北海道大学 大学院総合化学院 渡慶次　学 教授
析システムの開発
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能條　航 ﾉｳｼﾞﾖｳ ﾜﾀﾙ 構造有機化学および物理有機 分子ダイオード/ジャンクションに応用可能 北海道大学 大学院総合化学院 鈴木　孝紀 教授
化学関連 な分子膜形成能を有する芳香族アミンの開発

能登原　展穂 ﾉﾄﾊﾗ ﾋﾛｵ 無機物質および無機材料化学 カーボンナノ空間を利用した全固体電池の高 長崎大学 工学研究科 森口　勇 教授
関連 容量電極材料の設計

林　兼輔 ﾊﾔｼ ｹﾝｽｹ 無機物質および無機材料化学 鉄系コランダム酸化物の反強磁性共鳴による 岐阜大学 工学研究科 嶋　睦宏 教授
関連 、ミリ波/テラヘルツ波吸収体の作製

ＨＡＮ　ＪＩＨ ﾊﾝ ｼﾞﾍ エネルギー関連化学 超濃厚電解液と均一高分子網目を組み合わせ 山口大学 創成科学研究科 藤井　健太 准教授
ＡＥ た強靭性ゲル電解質材料の開発と機能設計

福永　健悟 ﾌｸﾅｶﾞ ｹﾝｺﾞ 機能物性化学関連 筒状炭化水素と極性回転子からなる外場応答 東京大学 理学系研究科 磯部　寛之 教授
性動的超分子固体の開発

藤田　祐輝 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ 基礎物理化学関連 新開発極低温顕微鏡による植物の光エネルギ 東北大学 理学研究科 叶　深 教授
ー利用効率の調節機構の解明

藤本　隼斗 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾔﾄ 有機合成化学関連 C-P結合の切断を鍵とするキラルビスホスフ 大阪大学 工学研究科 鳶巣　守 教授
ィンの新奇合成法と不斉自己触媒反応

保坂　知宙 ﾎｻｶ ﾄﾓｵｷ エネルギー関連化学 カリウムイオン電池の急速充放電を実現する 東京理科大学 理学研究科 駒場　慎一 教授
有機電解液および正極材料の創製

細谷　広務 ﾎｿﾔ ﾋﾛﾑ 有機合成化学関連 ニトロ基およびアゾ基の還元反応によるナイ 大阪大学 基礎工学研究科 真島　和志 教授
トレンの発生を鍵とする新反応の開発

掘井　康稀 ﾎﾘｲ ｺｳｷ 構造有機化学および物理有機 開殻性/反芳香族性の制御を指向した新規非 大阪大学 工学研究科 安田　誠 教授
化学関連 交互炭化水素の創成と機能性材料への展開

堀江　直宏 ﾎﾘｴ ﾅｵﾋﾛ 生体関連化学 陽電荷を有する修飾核酸の合成と特性評価- 大阪大学 薬学研究科 小比賀　聡 教授
細胞内移行性獲得に向けた分子戦略-

本間　榛花 ﾎﾝﾏ ﾊﾙｶ 有機合成化学関連 銀カルベノイドを利用した不斉脱芳香化カス 千葉大学 医学薬学府 根本　哲宏 教授
ケード反応の開発と生物活性物質の合成

前田　諒太 ﾏｴﾀﾞ ﾘﾖｳﾀ 有機機能材料関連 ゲル化成膜法による三次元ネットワークの創 東北大学 工学研究科 三ツ石　方 教授
成と新規熱電機能の発現 也

町田　崇 ﾏﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 有機機能材料関連 ねじれた直鎖ポリエンによる柔軟なπ共役系 北海道大学 大学院総合化学院 佐田　和己 教授
の構築

松尾　健司 ﾏﾂｵ ｹﾝｼﾞ 無機物質および無機材料化学 イオン伝導を利用した新規な高活性環境触媒 大阪大学 工学研究科 今中　信人 教授
関連
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松本　健太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 構造有機化学および物理有機 アミノ酸ジアミドの準安定状態を利用する複 名古屋大学 理学研究科 山口　茂弘 教授
化学関連 合材料の創製

間藤　芳允 ﾏﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ 高分子化学関連 多環状ポリマーを活用した動的架橋の構築法 北海道大学 大学院総合化学院 佐藤　敏文 教授
開発と超弾性材料の創製

丸山　敬裕 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 無機物質および無機材料化学 パイロクロア型酸化物へのアニオンドープに 東京大学 理学系研究科 長谷川　哲 教授
関連 よる新規物性発現 也

水野　翔太 ﾐｽﾞﾉ ｼﾖｳﾀ 有機合成化学関連 ルテニウム触媒による環境調和型立体選択的 総合研究大学院 物理科学研究科 魚住　泰広 教授
アリル位アミノ化反応の開発 大学

Ｍｕ　Ｈｕｉｙ ﾑｰ ﾎｲｲﾝ 生体関連化学 鉄イオンによるオキシム切断に基づく蛍光セ 京都大学 工学研究科 大江　浩一 教授
ｉｎｇ ンサーによるリソソーム内鉄代謝機構の解明

矢木　智章 ﾔｷﾞ ﾄﾓｱｷ 基礎物理化学関連 古典密度汎関数法に基づく結晶化過程の分子 京都大学 京都大学大学院工 佐藤　啓文 教授
理論 学研究科分子工学

専攻

保田　侑亮 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高分子材料関連 マルチスケールシミュレーションによる環動 東京大学 新領域創成科学研 伊藤　耕三 教授
高分子の強靭化メカニズム解明 究科

山野　雄平 ﾔﾏﾉ ﾕｳﾍｲ 生体関連化学 光応答性人工核酸SNAの開発 名古屋大学 工学研究科 浅沼　浩之 教授

ＹＵ　ＣＲＡＩ ﾕｰ ｸﾚｸﾞ ﾍﾟｲﾁ 構造有機化学および物理有機 ヘリンボーン集合体構造を有する高性能n型 東京大学 新領域創成科学研 岡本　敏宏 准教授
Ｇ　ＰＥＩＱＩ 化学関連 有機半導体材料の創製 究科

行平　奈央 ﾕｷﾋﾗ ﾅｵ 生体関連化学 高効率エネルギー伝達を可能にする光捕集ア 関西学院大学 理工学研究科 橋本　秀樹 教授
ンテナ系中のカロテノイドの電子構造の解明

横森　創 ﾖｺﾓﾘ ｿｳ 機能物性化学関連 πおよびd電子と水素結合を併せ持つ新規分 東京大学 理学系研究科 森　初果 教授
子性結晶の開発と物性・機能の探索

ＬＩＵ　Ｗｅｎ ﾘﾕｳ ｳｴﾝﾕ 生物分子化学関連 血栓形成の制御を目指した多数のジスルフィ 東京大学 理学系研究科 菅　裕明 教授
ｙｕ ド結合を持つ天然物様環状ペプチドの開発

劉　晨晨 ﾘﾕｳ ﾁｴﾝﾁｴﾝ 分析化学関連 分子認識PEGゲルキャピラリー電気泳動によ 京都大学 工学研究科 大塚　浩二 教授
る生体分子の構造・サイズ選択的分離

若藤　空大 ﾜｶﾌｼﾞ ｺｳﾀﾞｲ 有機合成化学関連 双性イオン触媒を用いたエステル類の効率的 九州大学 理学府 徳永　信 教授
不斉変換法の開発
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相原　健司 ｱｲﾊﾗ ﾀｹｼ 触媒プロセスおよび資源化学 反応場を精密制御した機能性触媒によるバイ 東京都立大学 大学院都市環境科 宍戸　哲也 教授
プロセス関連 オマス資源の選択的水素化分解 学研究科

青木　涼馬 ｱｵｷ ﾘﾖｳﾏ 航空宇宙工学関連 層厚効果を考慮した薄層CFRP積層板のマルチ 東京大学 工学系研究科 横関　智弘 准教授
スケール損傷解析手法の開発

阿部　裕太 ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ 薄膜および表面界面物性関連 炭化ケイ素MOS型トランジスタ中の単一光子 筑波大学 数理物質科学研究 梅田　享英 准教授
源を用いた量子センシング技術の開発 科

新井　希 ｱﾗｲ ﾉｿﾞﾐ 移動現象および単位操作関連 粒子間相互作用力制御に基づくコロイド粒子 京都大学 工学研究科 宮原　稔 教授
集団の普遍的構造制御手法の確立

新井　久旺 ｱﾗｲ ﾋｻｱｷ 航空宇宙工学関連 月惑星探査機や再使用宇宙往還機の着陸誤差 東京大学 工学系研究科 土屋　武司 教授
分散最小化の誘導手法提案と可用性検討

池田　隼人 ｲｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ 医用システム関連 血管を対象にした強力集束超音波治療におけ 東北大学 医工学研究科 西條　芳文 教授
る新規血流イメージング手法の開発

石崎　拓也 ｲｼｻﾞｷ ﾀｸﾔ 熱工学関連 界面熱移動現象の動的計測に基づくマルチス 名古屋大学 工学研究科 長野　方星 教授
ケール熱抵抗発現メカニズムの理解

石橋　未央 ｲｼﾊﾞｼ ﾐｵ 電子デバイスおよび電子機器 人工反強磁性体中を伝播するスピン波の偏光 京都大学 理学研究科 小野　輝男 教授
関連 制御

板井　駿 ｲﾀｲ ｼﾕﾝ 生体医工学関連 アトピー性皮膚炎の炎症再現が可能なin vit 慶應義塾大学 理工学研究科 尾上　弘晃 准教授
ro皮膚組織モデルの構築

市川　啓太 ｲﾁｶﾜ ｹｲﾀ ロボティクスおよび知能機械 電界誘起気泡による自動歯垢除去システムの 九州大学 工学府 山西　陽子 教授
システム関連 研究

伊藤　広平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ バイオ機能応用およびバイオ 皮下埋め込み型マルチセンサーへの応用を目 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 的とした直接電子伝達酵素の創生

井上　祥子 ｲﾉｳｴ ｻｷｺ 建築構造および材料関連 伝統木造建築のための木材の材料特性を評価 京都工芸繊維大 工芸科学研究科 村本　真 准教授
する実用的高精度解析法の開発 学

今井　健人 ｲﾏｲ ｹﾝﾄ バイオ機能応用およびバイオ 中長鎖機能性ペプチドの産業応用化に向けた 名古屋大学 工学研究科 本多　裕之 教授
プロセス工学関連 研究

今井　祐太 ｲﾏｲ ﾕｳﾀ バイオ機能応用およびバイオ 細胞形態解析技術を応用した新規薬剤スクリ 名古屋大学 創薬科学研究科 加藤　竜司 准教授
プロセス工学関連 ーニング技術の開発

ＷＵ　ＪＵＮ ｳ ｼﾕﾝ 複合材料および界面関連 非晶質リン酸カルシウム膜の徐放性を利用し 東北大学 工学研究科 成島　尚之 教授
た骨形成能と抗菌能の両立
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上田　智也 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 生体材料学関連 高分子-タンパク質-細胞界面の階層構造に着 九州大学 工学府 田中　賢 教授
目した細胞接着選択性の発現機構の解明

江口　晃弘 ｴｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ バイオ機能応用およびバイオ Fv界面への変異導入による抗体アゴニスト活 東京大学 工学系研究科 山東　信介 教授
プロセス工学関連 性調節方法の開発

枝本　雅史 ｴﾀﾞﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ 航空宇宙工学関連 機械動作によらない宇宙機の推力偏向を目的 九州大学 総合理工学府 山本　直嗣 教授
とした磁気ノズルによるプラズマ流方向制御

エン　ライ ｴﾝ ﾗｲ 生体医工学関連 毛髪再生のためのヒト毛乳頭細胞電気増殖技 横浜国立大学 理工学府 福田　淳二 教授
術の開発

麻植　凌 ｵｴ ﾘﾖｳ 光工学および光量子科学関連 光コムのフォトニックRF変換機能を用いたRF 徳島大学 大学院先端技術科 安井　武史 教授
周波数読み出し型バイオセンサーの開発 学教育部

大石　若菜 ｵｵｲｼ ﾜｶﾅ 土木環境システム関連 ウイルス不活化モデルに基づくし尿の衛生学 東北大学 工学研究科 西村　修 教授
的安全管理手法の確立

大谷　悠介 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｽｹ バイオ機能応用およびバイオ 膜タンパク質の安定発現のためのコレステロ 千葉大学 融合理工学府 梅野　太輔 教授
プロセス工学関連 ール類似脂質の大腸菌生産

大平　拓実 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾀｸﾐ 金属材料物性関連 Co系リエントラント変態による逆弾性熱量効 東北大学 工学研究科 貝沼　亮介 教授
果の研究

大西　一生 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞｷ 結晶工学関連 高性能GaN系素子作製に向けたハライド気相 名古屋大学 工学研究科 天野　浩 教授
成長技術の確立

大野　真澄 ｵｵﾉ ﾏｽﾐ ロボティクスおよび知能機械 対偶すき間を考慮したパラレルロボットの健 東京工業大学 工学院 武田　行生 教授
システム関連 全性評価と高精度・高速運動の実現

岡崎　友紀 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｷ 流体工学関連 多孔体表面の流動抵抗低減を実現する壁面構 大阪府立大学 工学研究科 須賀　一彦 教授
造の探索

岡村　知拓 ｵｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 原子力工学関連 溶融塩高速炉による放射性廃棄物処分負荷低 東京工業大学 環境・社会理工学 竹下　健二 教授
減型原子力システムの構築 院

ＪＩＡ　ＸＩＡ ｶ ｷﾞﾖｳﾛ 安全工学関連 障害物配置の最適化による歩行環境の改善 東京大学 工学系研究科 柳澤　大地 准教授
ＯＬＵ

角田　貴之 ｶｸﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 土木環境システム関連 MBRを用いた下水処理におけるリポ多糖の挙 北海道大学 大学院工学院 木村　克輝 教授
動に着目した膜目詰まり制御手法の開発

柏木　敬 ｶｼﾜｷﾞ ｹｲ 地盤工学関連 初期せん断応力が不飽和土の繰返しせん断挙 京都大学 工学研究科 渦岡　良介 教授
動に与える影響について



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　198名　令和 2年度特別研究員採用者一覧

加藤　譲 ｶﾄｳ ﾕｽﾞﾙ 制御およびシステム工学関連 量子性の強い系に特有の量子同期現象に関す 東京工業大学 工学院 中尾　裕也 教授
る解析とその技術応用

金井　綾香 ｶﾅｲ ｱﾔｶ 電気電子材料工学関連 レアメタルフリー超低コストCTS系薄膜太陽 東京理科大学 理工学研究科 杉山　睦 教授
電池の高効率化

金子　凌 ｶﾈｺ ﾘﾖｳ 水工学関連 実測・疑似拡張気象データの機械学習による 東京理科大学 理工学研究科 二瓶　泰雄 教授
新たな豪雨予測モデルの開発

川村　拓史 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 加工学および生産工学関連 固体イオン交換法によるガラス内金属析出メ 千葉大学 融合理工学府 松坂　壮太 准教授
カニズムの解明およびガラス加工への展開

北原　暁 ｷﾀﾊﾗ ｷﾞﾖｳ 電子デバイスおよび電子機器 ディスプレイの全印刷製造に向けた低電圧・ 東京大学 工学系研究科 長谷川　達 教授
関連 安定駆動有機トランジスタアレイの開発 生

金　根佑 ｷﾑ ｸﾞﾇ 金属生産および資源生産関連 シミュレーションによる界面物性の新規異方 北海道大学 工学院 大野　宗一 教授
性を考慮した凝固組織制御法の構築

ＫＩＭ　ＧＯＷ ｷﾑ ｺﾞｳﾝ 無機材料および物性関連 遷移金属酸化物の金属-絶縁体転移を利用し 北海道大学 情報科学研究科 太田　裕道 教授
ＯＯＮ た熱トランジスタの開発

ＫＩＭ　ＪＩＹ ｷﾑ ｼﾞﾕﾝ 建築計画および都市計画関連 災害リスクの変化と災害対応拠点としての公 東京大学 工学系研究科 加藤　孝明 教授
ＯＯＮ 共施設の再編方案に関する研究

木村　光佑 ｷﾑﾗ ｺｳｽｹ 通信工学関連 ディジタル信号処理を用いたコヒーレントナ 東北大学 工学研究科 廣岡　俊彦 教授
イキストパルス伝送の高度化に関する研究

桐村　誠 ｷﾘﾑﾗ ﾏｺﾄ 電力工学関連 超電導磁石を用いた新生血管閉塞療法に関す 大阪大学 工学研究科 秋山　庸子 准教授
る基礎的研究

楠野　宏明 ｸｽﾉ ﾋﾛｱｷ 流体工学関連 気泡クラスタを形成する気泡間相互作用の解 静岡大学 自然科学系教育部 真田　俊之 准教授
明と工学モデルの作成

工藤　康平 ｸﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 電気電子材料工学関連 Fe系ホイスラー合金の結晶規則度制御による 大阪大学 基礎工学研究科 浜屋　宏平 教授(001)
IoT用薄膜熱電変換素子の創製

久野　純平 ｸﾉ ｼﾞﾕﾝﾍﾟｲ ナノマイクロシステム関連 キラル半導体ナノ結晶のキラリティー制御と 奈良先端科学技 先端科学技術研究 河合　壯 教授
超階層キラリティー転写 術大学院大学 科

久山　智弘 ｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 電気電子材料工学関連 インピーダンス分光を用いた誘電体内の高精 京都大学 工学研究科 江利口　浩 教授
度ナノ欠陥解析手法と制御プロセスの開発 二

椋橋　奈穂 ｸﾗﾊｼ ﾅﾎ 応用物性関連 LEC構造を持つ電流励起ペロブスカイトレー 奈良先端科学技 先端科学技術研究 柳　久雄 教授
ザーの実現 術大学院大学 科
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ＮＧＵＹＥＮ　 ｸﾞｴﾝ ｳﾞｱﾝﾌｵｰ ロボティクスおよび知能機械 アマガエルの濡れた付着メカニズムの解明と 北陸先端科学技 先端科学技術研究 ＨＯ　Ａｎ 准教授
ＶＡＮＰＨＯ システム関連 、そのソフトロボットハンド開発への応用 術大学院大学 科 ｈｖａｎ

高　相圭 ｺ ｻﾝｷﾞﾕ 電子デバイスおよび電子機器 超高密度・大容量メモリデバイスの実現に向 東京理科大学 理学研究科 木下　健太 准教授
関連 けた金属有機構造体の応用検討 郎

小泉　洸生 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛｷ 電気電子材料工学関連 電圧印加による複合膜界面における磁気層間 筑波大学 数理物質科学研究 柳原　英人 教授
結合の制御手法の確立 科

湖上　碩樹 ｺｶﾞﾐ ﾋﾛｷ ロボティクスおよび知能機械 片麻痺患者の筋シナジーに合わせて介入する 東京大学 工学系研究科 淺間　一 教授
システム関連 起立動作のリハビリテーションシステム

小室　博明 ｺﾑﾛ ﾋﾛｱｷ 生体材料学関連 マイクロベジクル・アパタイト複合ベクター 東京医科歯科大 大学院医歯学総合 笹野　哲郎 教授
を用いた心臓への遺伝子治療の開発 学 研究科

ＷＵ　ＪＩＡＮ ｺﾞ ｺｳ 医療福祉工学関連 高齢者の移乗支援現場に向けた非侵襲装着式 東京大学 新領域創成科学研 小竹　元基 准教授
Ｇ 人工筋肉の開発 究科

五味　伸太郎 ｺﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 船舶海洋工学関連 不定形な網状柔軟構造物の動態を自在に制御 北海道大学 水産科学院 高木　力 教授
する状態制御技術の確立とその応用

ＱＩ　ＱＩＵＫ ｻｲ ｼﾕｳｶｲ ロボティクスおよび知能機械 シワの形態による能動的な触覚センサの開発 北陸先端科学技 先端科学技術研究 ＨＯ　Ａｎ 准教授
ＡＩ システム関連 とソフトロボットへの応用 術大学院大学 科 ｈｖａｎ

齋藤　匠 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 生体医工学関連 細胞構造構成分子の分子交換計測と数理解析 大阪大学 基礎工学研究科 出口　真次 教授
に基づくメカノトランスダクション機能解明

齋藤　亘 ｻｲﾄｳ ﾜﾀﾙ 構造材料および機能材料関連 点欠陥制御によるMg2Sn熱電材料の高性能化 東北大学 工学研究科 宮崎　讓 教授
～室温近傍でzT>1への挑戦～

坂本　琢馬 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾏ ロボティクスおよび知能機械 群ロボットによる環境地図自動構築にむけた 東京大学 工学系研究科 久保田　孝 東京大学工
システム関連 適応型知能の研究 学系研究科

教授

坂本　優莉 ｻｶﾓﾄ ﾕﾘ 電気電子材料工学関連 新奇動作機構を有した高機能化グラフェンセ 東京農工大学 大学院生物システ 前橋　兼三 教授
ンサの開発 ム応用科学府

佐々木　開 ｻｻｷ ｶｲ バイオ機能応用およびバイオ 呼気癌マーカー複数同時検出のための酵素電 山形大学 大学院有機材料シ 時任　静士 教授
プロセス工学関連 気化学センサアレイの開発 ステム研究科

笹原　悠輝 ｻｻﾊﾗ ﾕｳｷ 薄膜および表面界面物性関連 超高圧技術と薄膜技術の融合による新奇材料 東京工業大学 物質理工学院 一杉　太郎 教授
開発

佐藤　光流 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 原子力工学関連 環境宇宙線ミュオンの低エネルギー成分を用 九州大学 総合理工学府 金　政浩 准教授
いた非破壊探査



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　198名　令和 2年度特別研究員採用者一覧

澤田　祐甫 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 電子デバイスおよび電子機器 高次モードを用いた超小型光モードスイッチ 北海道大学 情報科学院 齊藤　晋聖 教授
関連 の実現

澤端　日華瑠 ｻﾜﾊﾀ ﾋｶﾙ ナノ構造物理関連 第一原理計算によるマルチフェロイックCher 金沢大学 自然科学研究科 石井　史之 准教授
n絶縁体の探索

椎木　政人 ｼｲﾉｷ ﾏｻﾄ 金属材料物性関連 液体金属の拡散係数を統一的に記述する新規 早稲田大学 基幹理工学研究科 鈴木　進補 教授
推算式の構築

汐除　明 ｼｵﾖｹ ｱｷﾗ 熱工学関連 非平衡プラズマが誘起する低温ラジカル生成 京都大学 エネルギー科学研 川那辺　洋 教授
・輸送と反応の相互作用による燃焼制御 究科

篠崎　基矢 ｼﾉｻﾞｷ ﾓﾄﾔ 応用物性関連 磁性体スピントロニクスに基づく色中心エン 東北大学 工学研究科 深見　俊輔 教授
ジニアリング

清水　恒輔 ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 通信工学関連 超スマートセキュリティ社会のための任意コ 筑波大学 システム情報工学 鈴木　大三 准教授
ンテンツ知覚暗号化 研究科

謝　鴻 ｼﾔ ｺｳ 熱工学関連 エレクトレットによる非定常熱環境発電に関 東京大学 工学系研究科 鈴木　雄二 教授
する研究

荘司　成熙 ｼﾖｳｼﾞ ﾅﾙｷ 原子力工学関連 超音波探傷式流動計測と機械学習による複雑 東京工業大学 工学院 木倉　宏成 准教授
流路欠陥のスマートセンシング

ＪＩＡＮＧ　Ｍ ｼﾞﾔﾝ ﾐﾝｸｰ 生体医工学関連 血液細胞分離法を利用した低血液ダメージな 東京工業大学 工学院 土方　亘 准教授
ＩＮＧ 小型人工心臓の開発

鄭　然範 ｼﾞﾖﾝ ﾖﾝﾎﾞﾑ ナノ材料科学関連 脱成分技術を駆使したナノ多孔質電極の開発 東北大学 工学研究科 加藤　秀実 教授
と水素製造光電気化学セルの高効率化

神保　泰俊 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾔｽﾄｼ 電子デバイスおよび電子機器 フレキシブル有機電気化学トランジスタによ 東京大学 工学系研究科 染谷　隆夫 教授
関連 る長期心筋細胞イメージング

杉本　悠真 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ 構造工学および地震工学関連 高力ボルト引張接合を汎用化するための設計 大阪市立大学 工学研究科 山口　隆司 教授
手法の開発

鈴木　子游 ｽｽﾞｷ ｼﾕｳ 材料力学および機械材料関連 温度と時間に依存したNi基超合金の疲労き裂 東京工業大学 工学院 阪口　基己 准教授
進展メカニズムに関する研究

鈴木　朱羅 ｽｽﾞｷ ｼﾕﾗ 制御およびシステム工学関連 特異なロコモーション様式を発現するワニか 東北大学 工学研究科 石黒　章夫 教授
ら切り拓く全身自由度の統御原理

鈴木　亮太 ｽｽﾞｷ ﾘﾖｳﾀ 電気電子材料工学関連 強磁性金属／半導体ハイブリッド量子スピン 東京大学 工学系研究科 大矢　忍 准教授
トロニクスデバイス
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須田　沙織 ｽﾀﾞ ｻｵﾘ 流体工学関連 遊泳マイクロ液滴を利用した自律制御型反応 京都大学 理学研究科 市川　正敏 講師
器の開発

孫　一帆 ｽﾝ ｲｰﾌｱﾝ 原子力工学関連 多成分溶融ウラン合金の熱物性に及ぼすウラ 大阪大学 工学研究科 大石　佑治 助教
ンと酸素比率の影響

宋　海成 ｿｳ ｶｲｾｲ 原子力工学関連 非破壊検査信号の確率論的取扱いによる配管 東北大学 工学研究科 遊佐　訓孝 准教授
減肉管理高度化方法論の構築

高田　賢志 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｼ 電子デバイスおよび電子機器 強誘電体ゲートFETの負性容量発現における 大阪府立大学 工学研究科 藤村　紀文 教授
関連 界面ポテンシャルモデルの提案とその実証

高橋　伸太郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾀﾛｳ 熱工学関連 超高精度燃焼反応モデル実現に向けた可燃性 東北大学 工学研究科 丸田　薫 教授
冷媒の特異着火現象の解明

高橋　拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 航空宇宙工学関連 一方向CFRPの静水圧依存性を考慮した圧縮破 東京工業大学 工学院 轟　章 教授
壊則の創成

高橋　博美 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ ナノバイオサイエンス関連 マイクロヒーター・ナノワイヤを用いた分子 名古屋大学 工学研究科 馬場　嘉信 教授
交雑に基づくDNA配列解析法の創出

高橋　祐貴 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 建築構造および材料関連 折紙を用いた展開式型枠に関する基礎的研究 東京大学 工学系研究科 川口　健一 教授

高橋　竜二 ﾀｶﾊｼ ﾘﾕｳｼﾞ 流体工学関連 液体水素の高効率輸送に向けた気泡初生に対 九州大学 工学府 渡邉　聡 教授
する量子効果発現機構の解明及びモデリング

高橋　亮平 ﾀｶﾊｼ ﾘﾖｳﾍｲ 設計工学関連 超小型火星着陸プロジェクトにおける着陸機 東京大学 工学系研究科 中須賀　真 教授
およびプロジェクトの同時設計最適化 一

高原　一晶 ﾀｶﾊﾗ ｶｽﾞｱｷ 電力工学関連 広角駆動と高位置決め精度を有する多自由度 大阪大学 工学研究科 平田　勝弘 教授
電磁アクチュエータの開発

瀧口　耕介 ﾀｷｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 電気電子材料工学関連 強磁性半導体を含む複合ヘテロ構造を用いた 東京大学 工学系研究科 田中　雅明 東京大学工
次世代不揮発性論理デバイスの実現 学系研究科

電気系工学
専攻教授

武田　将貴 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ 移動現象および単位操作関連 コア-シェル型電荷移動結晶を発光層に用い 山形大学 大学院理工学研究 増原　陽人 准教授
た有機ELデバイスの構築 科

竹田　悠大河 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 光工学および光量子科学関連 回路量子電磁力学を用いた超低損失マイクロ 東京大学 工学系研究科 中村　泰信 教授
波サーキュレータの開発

武塙　浩太郎 ﾀｹﾊﾅ ｺｳﾀﾛｳ 熱工学関連 酸素水素燃焼発電の実現に向けた基礎研究 東京工業大学 工学院 野崎　智洋 教授
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竹村　謙信 ﾀｹﾑﾗ ｹﾝｼﾝ ナノバイオサイエンス関連 多機能ナノ材料複合体の電気化学的・光学的 静岡大学 自然科学系教育部 朴　龍洙 教授
応答による高感度ウイルス遺伝子型の同定

立川　冴子 ﾀﾁｶﾜ ｻｴｺ ナノ構造物理関連 ナノギャップを伝わる伝熱機構の解明～輻射 東京大学 工学系研究科 野村　政宏 准教授
か伝導か？～

田中　慶吾 ﾀﾅｶ ｹｲｺﾞ 加工学および生産工学関連 副産物的に生じる金属蒸気を利用した新時代 大阪大学 工学研究科 田中　学 教授
の機械化アーク溶接技術の確立

田中　俊成 ﾀﾅｶ ｼﾕﾝｾｲ 土木材料、施工および建設マ 直径１mm以下の削孔によるコンクリート構造 東京大学 工学系研究科 酒井　雄也 講師
ネジメント関連 物の超微破壊検査手法の構築

田中　友晃 ﾀﾅｶ ﾄﾓｱｷ 薄膜および表面界面物性関連 単層鉄セレン薄膜/基板界面で周期的に配列 東京工業大学 理学院 平原　徹 准教授
した鉄原子によるマヨラナ超格子の検出

峪　龍一 ﾀﾆ ﾘﾕｳｲﾁ 土木計画学および交通工学関 自動運転車の普及過程における不完全観測デ 北海道大学 大学院工学院 内田　賢悦 教授
連 ータに基づく交通状態観測・予測手法の開発

谷川　陸 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾘｸ 建築計画および都市計画関連 風致地区制度に基づく京都の景域の形成・管 京都大学 工学研究科 川崎　雅史 教授
理に関する歴史的研究

谷口　有沙子 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｻｺ 無機材料および物性関連 液相原子層堆積法に立脚した低温・低環境負 筑波大学 数理物質科学研究 鈴木　義和 准教授
荷セラミックスコーティング技術の開発 科

千釜　広己 ﾁｶﾞﾏ ﾋﾛｷ 生体材料学関連 形状融合性に優れた高機能骨組織再生材料の 東北大学 医工学研究科 金高　弘恭 准教授
創製

ＴＲＡＮ　ＡＮ ﾁﾔﾝ ｱﾝｷﾔﾂﾄ 生体医工学関連 電気インピーダンスによる流路内の血球検査 千葉大学 融合理工学府 武居　昌宏 教授
Ｈ　ＫＩＥＴ とマラリア検出への応用

ＴＲＡＮ　ＰＨ ﾁﾔﾝ ﾌｵﾝ ﾀｵ 土木環境システム関連 嫌気的メタン酸化脱窒とアナモックス複合反 長岡技術科学大 工学研究科 山口　隆司 教授
ＵＯＮＧ　ＴＨ
ＡＯ

応を利用した新規窒素除去システムの開発 学

ＣＨＯ　Ｙｏｕ ﾁﾖ ﾖﾝﾁｴ 制御およびシステム工学関連 太陽光発電と蓄電池の大量導入された次世代 東京工業大学 工学院 井村　順一 教授
ｎｇｃｈａｅ 電力システムのための電力市場設計

ＺＨＡＮＧ　Ｒ ﾁﾖｳ ｼﾞﾝ 生体材料学関連 細胞親和型リン脂質ポリマー/細胞外マトリ 東京大学 工学系研究科 石原　一彦 教授
ＥＮ ックス複合体の創製と生体組織融合特性評価

張　静 ﾁﾖｳ ｾｲ 機械要素およびトライボロジ 超大規模分子動力学法による化学反応と機械 東北大学 工学研究科 久保　百司 教授
ー関連 力学を制御した超低摩耗技術の理論構築

辻　史香 ﾂｼﾞ ﾌﾐｶ 無機材料および物性関連 高い導電率と安全性を両立したナトリウムイ 大阪府立大学 工学研究科 林　晃敏 教授
オン伝導性固体電解質の開発
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綱田　錬 ﾂﾅﾀ ﾚﾝ 電力工学関連 扁平形状を有するアキシャルギャップモータ 北海道大学 情報科学院 小笠原　悟 教授
における高効率化に関する研究 司

釣　優香 ﾂﾘ ﾕｳｶ 結晶工学関連 結晶成長のその場観察と成長環境制御による 大阪大学 工学研究科 森　勇介 教授
有機低分子化合物の結晶多形制御技術開発

ティワリ　ニト ﾃｲﾜﾘ ﾆﾄｳ 流体工学関連 AIとCFDの融合による革新的な流体計測技術 北海道大学 工学院 村井　祐一 教授
ゥ の創出

寺田　吏 ﾃﾗﾀﾞ ﾂｶｻ ナノ構造物理関連 二次元IV族原子層の選択的元素置換による熱 大阪大学 基礎工学研究科 中村　芳明 教授
電変換用新ディラック材料の開発

出口　聡一郎 ﾃﾞｸﾞﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ 金属材料物性関連 マルチカノニカル分子動力学によるナノポー 京都大学 エネルギー科学研 馬渕　守 教授
ラス金とインテグリンの相互作用の動的解析 究科

ＤＥＮＧ　ＣＨ ﾃﾞﾝ ﾁ ｿﾞﾝ 計測工学関連 長距離伝搬Bloch表面波導波路用いた高スル 東京大学 工学系研究科 Ｄｅｌａｕ 准教授
ＩＨ　ＺＯＮＧ ープットセンシングの研究 ｎａｙ　Ｊ

ーＪ

東条　樹 ﾄｳｼﾞﾖｳ ﾀﾂｷ ナノ構造物理関連 スピン・軌道相互作用により変調された半導 早稲田大学 先進理工学研究科 武田　京三 教授
体量子閉じ込め場中正孔のスピンテクスチャ 郎

遠山　幸也 ﾄｵﾔﾏ ﾕｷﾔ 電子デバイスおよび電子機器 非定常環境振動から電力自給可能なマイクロ 東京大学 工学系研究科 年吉　洋 教授
関連 エレクトロニクス

渡久地　政周 ﾄｸﾞﾁ ﾏｻﾁｶ 電気電子材料工学関連 光電気化学反応を利用した窒化ガリウムの低 北海道大学 情報科学院 佐藤　威友 准教授
損傷トレンチ加工と縦型トランジスタ応用

冨永　雄介 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ 計測工学関連 オプトメカニクスに基づく高感度・広帯域な 京都大学 理学研究科 竹腰　清乃 教授
核磁気共鳴測定法の開発 理

鳥居　将太郎 ﾄﾘｲ ｼﾖｳﾀﾛｳ 土木環境システム関連 都市域水道における塩素に依存したウイルス 東京大学 工学系研究科 片山　浩之 教授
制御の安全性評価

土井　拓馬 ﾄﾞｲ ﾀｸﾏ 薄膜および表面界面物性関連 SiC MOSFETの高移動度動作を可能にする革新 名古屋大学 工学研究科 中塚　理 教授
的な酸化膜の低温形成技術の開発

土井　英生 ﾄﾞｲ ﾋﾃﾞｵ ナノバイオサイエンス関連 三者間シナプスの解明に向けた非標識神経伝 豊橋技術科学大 工学研究科 澤田　和明 教授
達物質イメージセンサの開発 学

仲田　章太郎 ﾅｶﾀﾞ ｼﾖｳﾀﾛｳ 建築構造および材料関連 鋼部材の被害状況に応じた屋内運動場の被災 東京工業大学 環境・社会理工学 吉敷　祥一 准教授
後補修法 院

中林　実輝絵 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｴ 生体医工学関連 拡散相関分光法を用いた高精度生体組織血流 明治大学 明治大学大学院　 小野　弓絵 教授
計測システムの開発 理工学研究科
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永井　薫子 ﾅｶﾞｲ ﾕｷｺ ナノバイオサイエンス関連 カーボンナノチューブ界面制御による近赤外 九州大学 工学府 藤ヶ谷　剛 教授
光セラノスティクスの実現 彦

長友　竜帆 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾀﾂﾎ ロボティクスおよび知能機械 液体金属を用いたフレキシブル触覚センサの 慶應義塾大学 理工学研究科 三木　則尚 教授
システム関連 開発

永松　秀朗 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾋﾃﾞｱｷ 加工学および生産工学関連 ＷＡＡＭによるマグネシウム合金とチタン合 東京農工大学 大学院工学府 笹原　弘之 教授
金を用いた異種金属積層法の開発

ＮＡＧ　ＳＡＲ ﾅｸﾞ ｻﾙﾀﾂｸ 熱工学関連 液中TEM技術によるナノスケール沸騰現象の 九州大学 工学府 河野　正道 教授
ＴＨＡＫ 直接観測

西　颯人 ﾆｼ ﾊﾔﾄ 建築計画および都市計画関連 地理的特性と時系列的変化を反映した市場分 東京大学 工学系研究科 浅見　泰司 教授
割法の開発と応用

西尾　卓純 ﾆｼｵ ﾀｸｽﾞﾐ ロボティクスおよび知能機械 天井効果を用いた多肢型マルチロータロボッ 東京大学 学際情報学府 稲葉　雅幸 教授
システム関連 トの動的付着歩行による点検行動様式の獲得

西田　吉秀 ﾆｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 触媒プロセスおよび資源化学 アモルファス-クリスタル混成ナノ粒子の創 名古屋大学 工学研究科 永岡　勝俊 教授
プロセス関連 製とケモダイバージェント合成への応用

西野　隆太郎 ﾆｼﾉ ﾘﾕｳﾀﾛｳ 薄膜および表面界面物性関連 ビスマス系強誘電体を用いたペロブスカイト 東京大学 工学系研究科 川崎　雅司 教授
型ニッケル酸化物の電子相制御

野入　信人 ﾉｲﾘ ﾏｺﾄ 生体材料学関連 脳梗塞治療を目指した細胞表面修飾による幹 東京大学 工学系研究科 寺村　裕治 准教授
細胞ターゲッティング療法

野元　彬久 ﾉﾓﾄ ｱｷﾋｻ 建築環境および建築設備関連 多様性を考慮した熱的快適性評価手法に関す 早稲田大学 創造理工学研究科 田邉　新一 教授
る研究

橋田　礼博 ﾊｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ バイオ機能応用およびバイオ ヒトiPS細胞集塊の心筋分化誘導における剪 大阪大学 工学研究科 紀ノ岡　正 教授
プロセス工学関連 断ストレスへの応答性評価に関する研究 博

橋本　翼 ﾊｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ バイオ機能応用およびバイオ 巨大蛋白質会合体ヘモシアニンを利用した汎 東北大学 生命科学研究科 田中　良和 教授
プロセス工学関連 用的な電子顕微鏡単粒子解析技術の開発

浜田　愛 ﾊﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 建築計画および都市計画関連 地域の持続性の観点から見た都市部職住混在 東京大学 工学系研究科 中島　直人 准教授
空間の実態と継承に関する研究

濱地　威明 ﾊﾏﾁ ﾀｹｱｷ 結晶工学関連 窒化ガリウム結晶及びデバイスにおける貫通 大阪大学 基礎工学研究科 酒井　朗 教授
転位に起因した漏れ電流発生機構の解明

原　勇心 ﾊﾗ ﾕｳｼﾝ 航空宇宙工学関連 宇宙機構造の動的特性を圧電素子を１つ組み 東北大学 工学研究科 槙原　幹十 教授
込むだけで取得する革新的システム同定手法 朗
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ＰＡＴＭＯＮＯ ﾊﾟﾄﾓﾉｱｼﾞ ｱﾆﾝﾃﾞ 地球資源工学およびエネルギ 二酸化炭素地下貯留における貯留メカニズム 東京工業大学 工学院 末包　哲也 教授
ＡＪＩ　Ａｎｉ
ｎｄｉｔｙｏ

ｲﾃｲﾖ ー学関連 の学術基盤構築

東　小百合 ﾋｶﾞｼ ｻﾕﾘ ナノ材料科学関連 DNAとペプチドからなる新規多重成分ナノバ 岐阜大学 連合創薬医療情報 池田　将 教授
イオ材料の創製と再生医療への応用 研究科

平田　海斗 ﾋﾗﾀ ｶｲﾄ 薄膜および表面界面物性関連 原子間力顕微鏡を用いた液中局所電位分布計 金沢大学 自然科学研究科 福間　剛士 教授
測技術の開発と局所反応分布への応用

福永　崇平 ﾌｸﾅｶﾞ ｼﾕｳﾍｲ 電力工学関連 SiCパワーモジュールの電気および熱特性の 大阪大学 工学研究科 舟木　剛 教授
連成解析手法の開発および高電力密度設計

藤榮　文博 ﾌｼﾞｴ ﾌﾐﾋﾛ 構造材料および機能材料関連 高温その場観察によるシリコンカーバイド結 名古屋大学 工学研究科 宇治原　徹 教授
晶中の欠陥形成ダイナミクスの解明

藤田　道也 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾁﾔ 安全工学関連 反応性化学物質の暴走反応への反応遷移過程 横浜国立大学 環境情報学府 三宅　淳巳 教授
における学理の探求

藤原　比呂 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾛ 材料力学および機械材料関連 高力アルミニウム合金の局所的な水素脆化発 九州大学 工学府 戸田　裕之 教授
生条件の解明

藤原　直也 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ 反応工学およびプロセスシス 中温作動型電解セルを用いた二酸化炭素還元 東京大学 工学系研究科 菊地　隆司 准教授
テム工学関連 反応の研究

文野　光 ﾌﾐﾉ ﾋｶﾙ 建築構造および材料関連 高炉スラグ微粉末の還元効果によるセメント 東京理科大学 理工学研究科 兼松　学 教授
硬化体の六価クロム溶出抑制に関する研究

古庄　玄樹 ﾌﾙｼﾖｳ ｹﾞﾝｷ 建築計画および都市計画関連 三次元計測データ解析とロボット加工による 千葉大学 融合理工学府 平沢　岳人 教授
最適な高付加価値加工の実現

ＰＯＯＰＩＰＡ ﾌﾟｰﾋﾟﾊﾟﾂﾀﾅｰ ｼﾖ 土木環境システム関連 東京湾沿岸域における降雨後の医薬品類及び 東京大学 工学系研究科 古米　弘明 教授
ＴＴＡＮＡ　Ｃ
ＨＯＭＰＨＵＮ
ＵＴ

ﾝﾌﾟｰﾇﾂﾄ 糞便性指標微生物の消長モデル解析

細江　美欧 ﾎｿｴ ﾐｵ 土木計画学および交通工学関 複数のビッグデータを用いた地方都市の交通 鳥取大学 工学研究科 桑野　将司 教授
連 需要予測手法の開発

堀内　啓佑 ﾎﾘｳﾁ ｹｲｽｹ 建築史および意匠関連 戦前の日本における住居法の立案過程に関す 神戸大学 工学研究科 中江　研 准教授
る研究

堀口　竜麻 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾘﾖｳﾏ 電気電子材料工学関連 コアシェルナノワイヤによる縦型スピントラ 北海道大学 情報科学院 原　真二郎 准教授
ンジスタの作製と高性能化



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　198名　令和 2年度特別研究員採用者一覧

前田　恭吾 ﾏｴﾀﾞ ｷﾖｳｺﾞ 触媒プロセスおよび資源化学 複数活性種の固体表面位置制御固定による位 東京工業大学 物質理工学院 本倉　健 准教授
プロセス関連 置選択的芳香族C-H結合活性化触媒の開発

町田　茉南 ﾏﾁﾀﾞ ﾏﾅﾝ ナノ材料科学関連 多光子還元による生体親和性ゲル内部への特 慶應義塾大学 理工学研究科 寺川　光洋 准教授
性可変金属ナノ構造の作製

松浦　拓哉 ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾔ 水工学関連 水素・酸素同位体比観測と水文観測を併用し 富山県立大学 工学研究科環境工 手計　太一 准教授
た水循環解析の不確実性の解明 学専攻

松方　妙子 ﾏﾂｶﾀ ﾀｴｺ 光工学および光量子科学関連 位相制御された多極子の干渉ナノイメージン 東京工業大学 物質理工学院 三宮　工 准教授
グ

松本　浩輔 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｽｹ 光工学および光量子科学関連 液晶分子の非線形光学効果により生じる回折 東京工業大学 物質理工学院 宍戸　厚 教授
光精密解析と入射光特性の検出

丸井　幸博 ﾏﾙｲ ﾕｷﾋﾛ ナノ構造物理関連 軌道ホール効果の観測と磁化制御への応用 東京大学 理学系研究科 林　将光 准教授

丸山　祐樹 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 電子デバイスおよび電子機器 シンメトリック有機ラジカル電池を活用した 山形大学 大学院有機材料シ 時任　静士 教授
関連 折り紙電池技術の構築とデバイスへの搭載 ステム研究科

三上　裕也 ﾐｶﾐ ﾕｳﾔ 光工学および光量子科学関連 屈折率デザイン可能なシリカマイクロディス 九州大学 システム情報科学 興　雄司 教授
クレーザーの開発 府

溝上　慧祐 ﾐｿﾞｶﾐ ｹｲﾕｳ 金属材料物性関連 第一原理格子熱伝導率計算およびベイズ最適 京都大学 工学研究科 田中　功 教授
化を用いた低格子熱伝導率物質の探索

三井　雅史 ﾐﾂｲ ﾏｻｼ 地球資源工学およびエネルギ 高温型燃料電池の大容量化に向けた無機材料 筑波大学 システム情報工学 石田　政義 教授
ー学関連 に関する直流高電圧絶縁現象の解明 研究科

三ツ井　良輔 ﾐﾂｲ ﾘﾖｳｽｹ バイオ機能応用およびバイオ 植物二次代謝産物の高効率生産に向けた革新 大阪府立大学 工学研究科 山田　亮祐 准教授
プロセス工学関連 的酵母代謝改変技術の開発

南　貴大 ﾐﾅﾐ ﾀｶﾋﾛ 土木計画学および交通工学関 橋梁のメンテナンスサイクルの構築と戦略的 金沢大学 自然科学研究科 藤生　慎 准教授
連 次世代型点検支援システムの構築

宮川　敬太 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲﾀ 光工学および光量子科学関連 テラヘルツ電磁波による新規太陽電池材料内 大阪大学 基礎工学研究科 芦田　昌明 教授
の光励起キャリアの超高速挙動の解明

村井　俊哉 ﾑﾗｲ ﾄｼﾔ 電子デバイスおよび電子機器 光磁気変換を用いたシリコン導波路型光メモ 東京工業大学 工学院 庄司　雄哉 准教授
関連 リの開発

望月　諒 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘﾖｳ 電子デバイスおよび電子機器 マイクロ波帯におけるベルトラミ場の研究 京都大学 工学研究科 篠原　真毅 教授
関連

本告　遊太郎 ﾓﾄｵﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 流体工学関連 渦の階層から探る壁乱流の物理とそれに基づ 大阪大学 基礎工学研究科 後藤　晋 教授
く工学応用
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ＤＣ２・工学系科学　198名　令和 2年度特別研究員採用者一覧

本橋　宏大 ﾓﾄﾊｼ ｺｳﾀ 無機材料および物性関連 有機カチオンを構造骨格に利用する新規設計 東北大学 工学研究科 雨澤　浩史 教授
指針に基づく高速アニオン伝導体の創製

ＭＯＲＩＫＡＷ ﾓﾘｶﾜ ﾀﾞﾆｴﾙ ｼｹﾞ 防災工学関連 物質移動を伴う自然災害の粒子法による災害 九州大学 工学府 浅井　光輝 准教授
Ａ　ＤＡＮＩＥ
Ｌ　ＳＨＩＧＵ
ＥＯ

ｵ 初期から被害予測までのマルチステージ解析

森下　貴都 ﾓﾘｼﾀ ﾀｶﾄ 航空宇宙工学関連 マイクロ波放電式中和器の大電流化およびプ 東京大学 工学系研究科 西山　和孝 准教授
ラズマ物理現象の解明

森谷　亮太 ﾓﾘﾀﾆ ﾘﾖｳﾀ 土木材料、施工および建設マ 3次元現況反映型モデル生成の高品質・高効 北海道大学 情報科学研究科 金井　理 教授
ネジメント関連 率化を可能とする予測型SfM技術の開発

八百山　太郎 ﾔｵﾔﾏ ﾀﾛｳ 構造工学および地震工学関連 時空間構造物相互監視の概念に基づくデータ 東京大学 工学系研究科 糸井　達哉 准教授
駆動型都市監視手法の構築

八瀬　快人 ﾔｾ ﾊﾔﾄ ロボティクスおよび知能機械 脊柱を模した空気式半外骨格型装置による促 香川大学 工学研究科 佐々木　大 准教授
システム関連 通反復療法に基づいた歩行支援に関する研究 輔

谷田部　和貴 ﾔﾀﾍﾞ ｶｽﾞｷ 生体材料学関連 FRETを利用した生体適合性張力センサー材料 電気通信大学 情報理工学研究科 瀧　真清 准教授
の開発

山内　悠 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳ ロボティクスおよび知能機械 自律性により効果的な捜索を実現する次世代 東北大学 情報科学研究科 昆陽　雅司 准教授
システム関連 柔軟ヘビ型レスキューロボットへの挑戦

山崎　佑 ﾔﾏｻｷ ﾕｳ 通信工学関連 最適化アルゴリズムを用いた光パルスの信号 大阪大学 工学研究科 小西　毅 准教授
品質向上による高性能光A/D変換の実現

山澤　春菜 ﾔﾏｻﾜ ﾊﾙﾅ 建築環境および建築設備関連 床面衝突噴流を用いた準置換換気空調方式の 大阪大学 工学研究科 小林　知広 准教授
性能予測モデルの開発

山崎　樂 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾞｸ 原子力工学関連 境界要素法によるリチウム含有溶融フッ化物 総合研究大学院 物理科学研究科 長坂　琢也 教授
塩と接する構造材料腐食の予測 大学

山崎　龍朗 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾛｳ 熱工学関連 脈動乱流における運動量/熱輸送の非相似性 関西大学 理工学研究科 松本　亮介 教授
発現機構の解明と乱流熱流束モデルの構築

山崎　友香理 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｶﾘ 構造材料および機能材料関連 高次元多孔体を基軸とした色彩・構造制御さ 大阪大学 工学研究科 山下　弘巳 教授
れたプラズモンナノ粒子触媒の開発と応用

山下　裕介 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ 航空宇宙工学関連 2光子レーザ誘起蛍光法と粒子解析によるECR 東京大学 工学系研究科 西山　和孝 准教授
プラズマ源の電離機構の解明

山本　壮太 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ ナノ構造物理関連 単一量子ナノ構造での異常ハンル効果に基づ 北海道大学 大学院工学院 足立　智 教授
く核スピンの光制御と応用
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ＹＡＮＧ　ＸＩ ﾔﾝ ｼﾖｳﾃﾂ 加工学および生産工学関連 難加工材料に対する超音波援用電気化学機械 大阪大学 工学研究科 山村　和也 教授
ＡＯＺＨＥ 研磨法の開発

楊　楚楚 ﾔﾝ ﾁﾕｳﾁﾕｳ 無機材料および物性関連 異種元素偏析アルミナ粒界の原子構造解析と 東京大学 工学系研究科 幾原　雄一 教授
機能特性評価

結城　光平 ﾕｳｷ ｺｳﾍｲ 電気電子材料工学関連 最適電磁・熱構造ポーラス安定化材導入によ 東北大学 工学研究科 橋爪　秀利 教授
る抵抗型超伝導限流器実現への挑戦

楊　鎮駿 ﾖｳ ﾁﾝｼﾕﾝ 材料力学および機械材料関連 金属基磁歪複合材料の設計・開発と高性能振 東北大学 工学研究科 成田　史生 教授
動エネルギー回収デバイスへの応用

楊　文セイ ﾖｳ ﾌﾞﾝｾｲ 生体材料学関連 効率的なmRNA送達に向けた柔軟な生分解性ナ 東京大学 工学系研究科 ＣＡＢＲＡ 准教授
ノキャリアの設計 Ｌ　Ｈｏｒ

ａｃｉｏ

吉崎　れいな ﾖｼｻﾞｷ ﾚｲﾅ 加工学および生産工学関連 レーザによる局所選択的加熱を用いたガラス 東京大学 工学系研究科 杉田　直彦 教授
の三次元微細加工法

吉田　一樹 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 電気電子材料工学関連 室温原子層堆積法による複合酸化物超格子ガ 山形大学 大学院理工学研究 廣瀬　文彦 教授
スバリア膜の創生 科

吉田　和憲 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ ロボティクスおよび知能機械 ヒト起立動作における感覚情報に基づく制御 東京大学 工学系研究科 淺間　一 教授
システム関連 モデルとリハビリによる長期変容の解明

慶長　泰周 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｲｼﾕｳ ナノ材料科学関連 高色純度カーボンドット蛍光体の革新的液相 慶應義塾大学 理工学研究科 磯部　徹彦 教授
合成法の開拓

米沢　平成 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾍｲｾｲ 機械力学およびメカトロニク バックラッシとエンジン周期制約に対処した 北海道大学 大学院工学院 梶原　逸朗 教授
ス関連 自動車駆動系における振動制御の高性能化

米田　成 ﾖﾈﾀﾞ ﾅﾙ 電子デバイスおよび電子機器 超高速多次元多重記録技術による大容量ホロ 和歌山大学 システム工学研究 野村　孝徳 教授
関連 グラフィックデータストレージの実現 科

延　在鳳 ﾖﾝ ｾﾞﾎﾞﾝ 材料加工および組織制御関連 表面微細クレバス構造の形成機構の解明と微 大阪大学 工学研究科 田中　敏宏 教授
細構造の制御技術の確立

李　宗恩 ﾘ ｿｳｵﾝ 電子デバイスおよび電子機器 高性能SiGeチャネルCMOSに向けたSiGeゲート 東京大学 工学系研究科 高木　信一 教授
関連 スタック構造の研究

李　文揚 ﾘ ﾌﾞﾝﾖｳ ロボティクスおよび知能機械 固有覚を持つ擬人化ロボットアームの開発 電気通信大学 情報理工学研究科 姜　銀来 准教授
システム関連

Ｌｉ　Ｈｅｚｈ ﾘ ﾍｼﾞﾔﾝ 結晶工学関連 ハーフメタルフルホイスラーの規則度制御に 東北大学 工学研究科 宮崎　讓 教授
ａｎｇ よる性能向上と次世代デバイスのチャレンジ
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ＤＣ２・工学系科学　198名　令和 2年度特別研究員採用者一覧

ＬＩＮ　ＨＡＯ ﾘﾝ ﾊｵｼｴﾝ 熱工学関連 フラーレンカチオンを利用した炭素五員環フ 東京大学 工学系研究科 丸山　茂夫 教授
ＳＨＥＮＧ ラーレン誘導体の開発と太陽電池の応用

羅　軼凡 ﾙｳｰ ｲｰﾌｱﾝ 材料力学および機械材料関連 高温クリープ疲労環境におけるNi基超合金初 東北大学 工学研究科 三浦　英生 教授
期損傷メカニズムの解明

渡邉　萌 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ 土木計画学および交通工学関 パネルデータによる動的解析に基づく災害復 熊本大学 自然科学教育部 円山　琢也 准教授
連 興政策のデザイン



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・情報学　73名　令和 2年度特別研究員採用者一覧

青木　健 ｱｵｷ ﾀｹﾙ ソフトコンピューティング関 自己構成型大脳新皮質学習による高次アンサ 電気通信大学 情報理工学研究科 佐藤　寛之 准教授
連 ンブル予測

阿久澤　圭 ｱｸｻﾞﾜ ｹｲ 知能情報学関連 モデルベース強化学習のための変分自己符号 東京大学 工学系研究科 松尾　豊 東京大学大
化器を用いた系列モデルの開発 学院工学系

研究科教授

浅倉　祥文 ｱｻｸﾗ ﾖｼﾌﾐ 生命、健康および医療情報学 クロマチンと発生制御をつなぐ階層的モデリ 京都大学 大学院生命科学研 本田　直樹 准教授
関連 ング 究科

新　恭兵 ｱﾀﾗｼ ｷﾖｳﾍｲ 知能情報学関連 高次の組合せ特徴を用いる機械学習アルゴリ 北海道大学 情報科学研究科 小山　聡 准教授
ズムの解釈性・性能の向上に関する研究

荒木　諒介 ｱﾗｷ ﾘﾖｳｽｹ 知能ロボティクス関連 ビジュアルフィードバックによる深層モーシ 中部大学 工学研究科 山下　隆義 准教授
ョンプランニングに関する研究

石田　隆 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ 情報学基礎論関連 主観的ラベル付きデータに基づく機械学習の 東京大学 新領域創成科学研 杉山　将 教授
研究 究科

磯沼　大 ｲｿﾇﾏ ﾏｻﾙ 知能情報学関連 談話構造を用いた教師なし文書要約生成 東京大学 工学系研究科 坂田　一郎 教授

伊東　燦 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 計算機システム関連 トロイフリー暗号ハードウェアの高水準設計 東北大学 工学研究科 本間　尚文 教授
・検証手法の開拓

伊東　聖矢 ｲﾄｳ ｾｲﾔ 知能ロボティクス関連 カメラ幾何と深層学習の融合による画像を用 青山学院大学 理工学研究科 鷲見　和彦 教授
いた環境のセマンティックモデリング

井上　克馬 ｲﾉｳｴ ｶﾂﾏ 知能情報学関連 深層学習のダイナミクスを埋め込んだ物理リ 東京大学 情報理工学系研究 國吉　康夫 教授
ザバー計算の提案 科

伊原　滉也 ｲﾊﾗ ｺｳﾔ ソフトコンピューティング関 進化計算と機械学習を用いたトンネル建設に 名古屋工業大学 工学研究科 加藤　昇平 教授
連 おける工事計画・施工の自動化

上田　裕己 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｷ ソフトウェア関連 流動的なプログラミング作法の最適化技術 奈良先端科学技 先端科学技術研究 松本　健一 教授
術大学院大学 科

大西　健斗 ｵｵﾆｼ ｹﾝﾄ 情報セキュリティ関連 耐量子暗号の数学的構造を利用した多様な物 東京大学 情報理工学系研究 高木　剛 教授
理的攻撃に対する精密な安全性評価 科

於久　太祐 ｵｸ ﾀﾞｲｽｹ 計算機システム関連 集積回路に対するスキャンベース攻撃手法と 早稲田大学 基幹理工学研究科 戸川　望 教授
防御手法に関する研究

小澤　誠 ｵｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 生命、健康および医療情報学 固視中の視線ゆらぎに基づく眼球姿勢制御と 大阪大学 基礎工学研究科 野村　泰伸 教授
関連 神経疾患によるその変容に関する研究
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鍛治　秀伍 ｶｼﾞ ｼﾕｳｺﾞ 情報セキュリティ関連 電磁的情報漏えいの脅威に対抗するトロージ 奈良先端科学技 先端科学技術研究 林　優一 教授
ャンフリーなハードウェア設計技術の開拓 術大学院大学 科

春日　遥 ｶｽｶﾞ ﾊﾙｶ 認知科学関連 飼い主ーロボット間インタラクションにおけ 北海道大学 情報科学院 小野　哲雄 教授
る伴侶動物の社会性認知の切替条件の調査

加藤　凱生 ｶﾄｳ ﾖｼｷ 計算科学関連 DNNsを用いた分子活性予測システムとそれら 豊橋技術科学大 工学系研究科 後藤　仁志 准教授
に適用する新規三次元記述子の開発 学

河野　誠也 ｶﾜﾉ ｾｲﾔ 図書館情報学および人文社会 情報検索対話における情報仲介者の対話機能 奈良先端科学技 先端科学技術研究 中村　哲 教授
情報学関連 のモデル化とその応用に関する研究 術大学院大学 科

ＧＡＮ　Ｗｅｎ ｶﾝ ﾌﾞﾝﾋﾝ 学習支援システム関連 認知診断評価に基づいた個性化した質問と回 総合研究大学院 複合科学研究科 孫　媛 准教授
ｂｉｎ 答の生成によるAI適応型学習システム 大学

菅間　幸司 ｶﾝﾏ ｺｳｼﾞ 計算科学関連 ディープニューラルネットワークモデルの高 和歌山大学 システム工学研究 和田　俊和 教授
速化および省メモリ化 科

北川　晋吾 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 知能ロボティクス関連 協調文脈学習と作業記憶活用に基づく協働ロ 東京大学 情報理工学系研究 岡田　慧 教授
ボットの協調自律学習実現システムの研究 科

城戸　孝士郎 ｷﾄﾞ ｺｳｼﾛｳ 生命、健康および医療情報学 非接触センシングに基づく睡眠生理動態モニ 奈良先端科学技 先端科学技術研究 金谷　重彦 教授
関連 タリングのためのAI技術の研究開発 術大学院大学 科

木原　眞紀 ｷﾊﾗ ﾏｷ 情報セキュリティ関連 検証可能暗号に関する数理的基礎研究および 東京理科大学 理工学研究科 入山　聖史 准教授
応用

木村　直紀 ｷﾑﾗ ﾅｵｷ ヒューマンインタフェースお 口腔内超音波画像を用いた無声発話生成と認 東京大学 学際情報学府 暦本　純一 教授
よびインタラクション関連 識に関する研究

木谷　裕紀 ｷﾔ ﾋﾛﾉﾘ エンタテインメントおよびゲ 完全情報化による不完全情報ゲームの数理的 名古屋大学 情報学研究科 小野　廣隆 教授
ーム情報学関連 解析

窪田　智徳 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾉﾘ ヒューマンインタフェースお 操作者と対話相手双方への有効性に着目した 大阪大学 基礎工学研究科 石黒　浩 教授
よびインタラクション関連 実用的な半自律対話ロボットの実現

黒川　陽太 ｸﾛｶﾜ ﾖｳﾀ 計算機システム関連 耐故障手法を有する高性能なNoCの実現 山口大学 創成科学研究科 福士　将 准教授

酒寄　健 ｻｶﾖﾘ ｹﾝ 情報学基礎論関連 圏論的意味論に基づく並行プログラミング言 東京大学 情報理工学系研究 小林　直樹 教授
語の分析 科

佐久間　仁 ｻｸﾏ ｼﾞﾝ 知能情報学関連 汎言語的単語分割・並び替えに基づく多様な 東京大学 情報理工学系研究 吉永　直樹 准教授
言語・タスクに適用可能な多言語モデル 科

佐藤　匠哉 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ ソフトコンピューティング関 ニューラルネットワークの学習を通した低自 東京大学 総合文化研究科 金子　邦彦 教授
連 由度構造の獲得
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柴田　大作 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｻｸ 生命、健康および医療情報学 電子カルテデータからの患者状態表現の自動 奈良先端科学技 先端科学技術研究 荒牧　英治 教授
関連 抽出に関する研究 術大学院大学 科

朱　臻陽 ｼﾕ ｼﾝﾖｳ 知覚情報処理関連 障がいの度合に適応可能な色覚障がい支援用 山梨大学 医工農学総合教育 茅　暁陽 教授
色変換技術の開発 部

申　忱 ｼﾝ ﾏｺﾄ 生命、健康および医療情報学 医用画像に基づく膵管拡張における診断支援 名古屋大学 情報学研究科 森　健策 教授
関連 システムの開発

杉本　実夏 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅﾂ デザイン学関連 人の歩行を拡張する足首装着型エンパワーツ 筑波大学 グローバル教育院 岩田　洋夫 教授
ールの研究

炭谷　晋司 ｽﾐﾀﾆ ｼﾝｼﾞ ソフトコンピューティング関 ロボット聴覚技術に基づく鳥類の歌行動にお 名古屋大学 情報学研究科 鈴木　麗璽 准教授
連 ける相互作用理解

仙波　翔吾 ｾﾝﾊﾞ ｼﾖｳｺﾞ 計算機システム関連 非同期式回路に基づく低消費エネルギーなIo 会津大学 コンピュータ理工 齋藤　寛 上級准教授
T回路の設計技術に関する研究 学研究科

曹　誉文 ｿｳ ﾖﾌﾞﾝ 情報学基礎論関連 強化学習を用いた広帯域ミリ波最適スペクト 慶應義塾大学 理工学研究科 大槻　知明 教授
ル制御と先験知識を予測する技術の開発

枌　尚弥 ｿｷﾞ ﾅｵﾔ 知覚情報処理関連 高い解釈性を有する異常行動検知に関する研 筑波大学 システム情報工学 福井　和広 教授
究 研究科

ＳＯＮＧ　ＳＥ ｿﾝ ｽﾝﾌｱﾝ 情報セキュリティ関連 量子通信によるプライベート情報検索及び分 名古屋大学 多元数理科学研究 Le　Gall　 准教授
ＵＮＧＨＯＡＮ 散型紛失通信の安全性と効率の解析 科 Francois

高橋　哲史 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾌﾐ ヒューマンインタフェースお 腱直上での経皮的神経電気刺激による力覚提 電気通信大学 情報理工学研究科 梶本　裕之 教授
よびインタラクション関連 示

田村　浩人 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾄ ソフトコンピューティング関 予測符号化ネットワークを用いたミラーニュ 東京大学 工学系研究科 田中　剛平 特任准教授
連 ーロンシステムの数理モデル化とその解析

田村　祐馬 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾏ 情報学基礎論関連 擬似独立性を持つフィードバック点集合問題 東北大学 情報科学研究科 周　暁 教授
の提唱とアルゴリズムの開発

鶴峯　義久 ﾂﾙﾐﾈ ﾖｼﾋｻ 知能ロボティクス関連 多様なタスクに適用可能なサンプル効率の良 奈良先端科学技 先端科学技術研究 杉本　謙二 教授
い深層強化学習と実ロボットへの応用 術大学院大学 科

徳永　潤平 ﾄｸﾅｶﾞ ｼﾞﾕﾝﾍﾟｲ 情報ネットワーク関連 ブロックチェーンを利用したマルチホップネ 関西大学 理工学研究科 榎原　博之 教授
ットワークの可用性向上に関する研究

永澤　謙太郎 ﾅｶﾞｻﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 高性能計算関連 再現と計測の融合による複雑流体の解析 東京大学 理学系研究科 岡田　真人 教授

長沼　大樹 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾋﾛｷ 知能情報学関連 大規模並列深層学習のための損失関数の平滑 東京工業大学 情報理工学院 横田　理央 准教授
化による効率的な最適化手法の開発
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野口　洋平 ﾉｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 知能ロボティクス関連 仲介役ロボットが高齢者の悩みを有効に家族 筑波大学 システム情報工学 田中　文英 准教授
に伝えるための質量感提示手法に関する研究 研究科

野村　政宗 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾑﾈ 計算科学関連 幾何マルチグリッド法による非構造人体解析 宮崎大学 農学工学総合研究 武居　周 准教授
の高速・高精度化の研究 科

浜西　夏生 ﾊﾏﾆｼ ﾅﾂｷ ヒューマンインタフェースお 動画中の身体動作検索と観察補助による模倣 東京大学 学際情報学府 暦本　純一 教授
よびインタラクション関連 技能支援技術の研究

原　啓祐 ﾊﾗ ｹｲｽｹ 情報セキュリティ関連 実社会を捉えた複合的な情報漏洩に耐性を持 東京工業大学 情報理工学院　数 田中　圭介 教授
つ暗号化方式の構成 理・計算科学系

原　崇徳 ﾊﾗ ﾀｶﾉﾘ 情報ネットワーク関連 ユーザの利己性を考慮した群衆誘導 奈良先端科学技 先端科学技術研究 笠原　正治 教授
術大学院大学 科

板東　正祐 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 知能ロボティクス関連 ヒューマノイドによるロープを道具として用 東京大学 情報理工学系研究 岡田　慧 教授
いる多種全身移動動作実現 科

平井　健士 ﾋﾗｲ ﾀｹｼ 情報ネットワーク関連 衝突事故警告システムにおける混雑した帯域 名古屋大学 情報学研究科 村瀬　勉 教授
でも高品質な電力重畳型車車間通信の検討

廣井　裕一 ﾋﾛｲ ﾕｳｲﾁ ヒューマンインタフェースお 光線の計測と変調に基づく光学シースルー頭 東京工業大学 情報理工学院 伊藤　勇太 助教
よびインタラクション関連 部搭載型ディスプレイによる視覚的質感再現

ＨＷＡＮＧ　Ｄ ﾌｱﾝ ﾄﾞﾝﾋﾖﾝ ヒューマンインタフェースお 超広視野角一人称視点映像を用いた光学式動 東京工業大学 情報理工学院 小池　英樹 教授
ｏｎｇ　Ｈｙｕ
ｎ

よびインタラクション関連 作計測システムに関する研究

福島　卓弥 ﾌｸｼﾏ ﾀｸﾔ 知能情報学関連 実世界応用を目指した汎用的なエージェント 大阪府立大学 人間社会システム 中島　智晴 教授
行動学習の研究 科学研究科

藤井　綺香 ﾌｼﾞｲ ｱﾔｶ 知能ロボティクス関連 模倣遊びを習得するロボットによる認知発達 東京大学 情報理工学系研究 稲葉　雅幸 教授
モデル解明を通じた発達障害児支援の研究 科

古谷　勇 ﾌﾙﾔ ｲｻﾑ データベース関連 階層的な反復構造を持つデータのための可逆 北海道大学 情報科学院 有村　博紀 教授
圧縮モデルとアルゴリズムの研究開発

堀江　新 ﾎﾘｴ ｱﾗﾀ ヒューマンインタフェースお 分布力覚提示による自己運動感覚の誘発に関 東京大学 工学系研究科 稲見　昌彦 教授
よびインタラクション関連 する研究

増井　建斗 ﾏｽｲ ｹﾝﾄ エンタテインメントおよびゲ 深層学習によるCGイラスト制作自動化に向け 東京大学 情報理工学系研究 中山　英樹 准教授
ーム情報学関連 た、CGイラスト制作補助システムの開発 科

ＭＡＳＵＫＡＷ ﾏｽｶﾜ ﾏﾙｸｽ 生命、健康および医療情報学 DNAゲルを用いた新規遺伝子導入システムの 東京工業大学 情報理工学院 瀧ノ上　正 准教授
Ａ　Ｍａｒｃｏ
ｓ

関連 開発 浩
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三重野　琢也 ﾐｴﾉ ﾀｸﾔ 情報学基礎論関連 最先端文字列アルゴリズム理論に基づく巨大 九州大学 システム情報科学 竹田　正幸 教授
データ解析技法 府

三竹　祐矢 ﾐﾀｹ ﾕｳﾔ デザイン学関連 持続可能な製品サービスシステムデザインの 東京都立大学 大学院システムデ 下村　芳樹 教授
ための多様性綜合手法の開発 ザイン研究科

宮下　恵 ﾐﾔｼﾀ ﾒｸﾞﾐ 知能ロボティクス関連 「慎重さ」を取り入れた重大な失敗を避ける 東京農工大学 大学院工学府 近藤　敏之 教授
強化学習アルゴリズム

宮本　拓 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｷ ヒューマンインタフェースお 身体意識の拡張を伴う身体部位拡張の実現 大阪大学 情報科学研究科 前田　太郎 教授
よびインタラクション関連

山田　宏樹 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 知覚情報処理関連 時変動グラフ上の信号情報処理：大規模時空 東京農工大学 大学院生物システ 田中　雄一 准教授
間センシングデータのスパース表現 ム応用科学府

山田　寛章 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 図書館情報学および人文社会 議論構造に基づいた日本判決書の自動要約 東京工業大学 情報理工学院 徳永　健伸 教授
情報学関連

山本　瑶司 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｼﾞ 情報ネットワーク関連 キャッシュへの先読みを活用した可変レート 大阪大学 情報科学研究科 長谷川　亨 教授
動画の再生品質向上に関する研究

山本　洋太 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳﾀ 高性能計算関連 ホログラフィ専用プロセッサの開発による次 千葉大学 融合理工学府 伊藤　智義 教授
世代VRシステム

山本　陽平 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳﾍｲ ソフトウェア関連 平織りの技法を用いた平面方向に伸縮可能な 筑波大学 システム情報工学 三谷　純 教授
構造の開発 研究科

ＬＩＵ　ＪＩＡ ﾘﾕｳ ｶｹｲ 知覚情報処理関連 深層学習を用いた音声、表情、動作解析によ 立命館大学 情報理工学研究科 陳　延偉 教授
ＱＩＮＧ る抑うつ状態自己診断システムの開発

ＷＡＮＧ　ＸＩ ﾜﾝ ｼﾕｴ ヒューマンインタフェースお 積み木型センサデバイスを用いた長期的な幼 東北大学 情報科学研究科 北村　喜文 教授
ＹＵＥ よびインタラクション関連 児の心理状態推定システム
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青山　悠 ｱｵﾔﾏ ﾊﾙｶ 生態学および環境学関連 なぜ競争的弱者が生き残る？：植食者の食い 京都府立大学 生命環境科学研究 大島　一正 准教授
跡を利用した飼い殺し型寄生者の生存戦略 科

赤穗　吏映 ｱｺｳ ﾘｴ 神経機能学関連 精緻な運動の企画・実行における小脳-視床- 東京大学 大学院医学系研究 松崎　政紀 教授
運動野多重経路の情報表現と機能の解明 科

Ａｒｏｒａ　Ｊ ｱﾛﾗ ｼﾞｷﾞﾔｰｻ 進化生物学関連 ショットガンメタゲノミクスによるシロアリ 沖縄科学技術大 科学技術研究科 ブギーニョ 准教授
ｉｇｙａｓａ 腸内微生物群集の進化動態の解明 学院大学 ン　トマ

岩崎　加奈子 ｲﾜｻｷ ｶﾅｺ 動物生理化学、生理学および Sik3変異マウスにおける睡眠量の恒常性制御 筑波大学 人間総合科学研究 柳沢　正史 教授
行動学関連 を担う神経細胞集団の探索 科

臼井　郁 ｳｽｲ ｶｵﾙ 多様性生物学および分類学関 コウモリ類における反響定位獲得機構の解明 東邦大学 理学研究科 土岐田　昌 講師
連 和

宇都宮　聡介 ｳﾂﾉﾐﾔ ｿｳｽｹ 細胞生物学関連 I型ミオシンとアクチンを要素とする細胞キ 大阪大学 理学研究科 松野　健治 教授
ラリティの起源に関する研究

衛藤　光 ｴﾄｳ ﾋｶﾙ 神経科学一般関連 ポリコーム群タンパク質複合体による大脳背 東京大学 薬学系研究科 後藤　由季 教授
腹軸制御 子

大岡　紘治 ｵｵｵｶ ｺｳｼﾞ 生物物理学関連 統計力学モデルによるタンパク質のダイナミ 東京大学 理学系研究科 新井　宗仁 教授
クス解析

大竹　遼河 ｵｵﾀｹ ﾘﾖｳｶﾞ 生態学および環境学関連 昆虫の実験進化からせまる模倣行動の適応的 京都大学 農学研究科 松浦　健二 教授
意義

大矢　佑基 ｵｵﾔ ﾕｳｷ 多様性生物学および分類学関 ヒラムシ類における生殖器形態の多様化進化 北海道大学 理学院 柁原　宏 准教授
連 史の解明

小神野　翔平 ｵｶﾞﾐﾉ ｼﾖｳﾍｲ 発生生物学関連 超短命魚で解き明かすモルフォゲン制御によ 群馬大学 医学系研究科 石谷　太 教授
る個体老化機構

小川　基行 ｵｶﾞﾜ ﾓﾄﾕｷ 細胞生物学関連 ASK1-p38α-FGF21経路を介した極性崩壊細胞 東京大学 薬学系研究科 一條　秀憲 教授
の排除機構の解析

小此木　闘也 ｵｺﾉｷﾞ ﾄｳﾔ 神経科学一般関連 求心性迷走神経活動の光操作による空間記憶 東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授
固定化への影響の解明

小田　悠介 ｵﾀﾞ ﾕｳｽｹ 生態学および環境学関連 淡水プランクトン生物間の化学的な情報伝達 信州大学 総合医理工学研究 宮原　裕一 教授
と人為化学物質によるその攪乱に関する研究 科

小野　由美子 ｵﾉ ﾕﾐｺ 細胞生物学関連 アピカル膜へのスフィンゴミエリンの輸送を 九州大学 システム生命科学 池ノ内　順 教授
制御する分子機構の解明 府 一
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香川　理 ｶｶﾞﾜ ｵｻﾑ 生態学および環境学関連 貝殻上のオアシス：共進化が創出した新たな 東北大学 生命科学研究科 千葉　聡 教授
群集

春日　優佑 ｶｽｶﾞ ﾕｳｽｹ 神経機能学関連 扁桃体基底外側複合体における不快情動を伴 東京大学 総合文化研究科 ＪＯＨＡＮ 客員准教授
う学習神経回路の入力と出力の機能構造関係 ＳＥＮ　Ｊ

ｏｓｈｕａ

片野　和馬 ｶﾀﾉ ｶｽﾞﾏ 植物分子および生理科学関連 シロイヌナズナ生殖器官の熱ストレスによる 上智大学 理工学研究科 鈴木　伸洋 准教授
形態変化を制御する分子機構の解明

加藤　玲於奈 ｶﾄｳ ﾚｵﾅ ゲノム生物学関連 DNA二重鎖切断の修復過程においてR-loop構 東京大学 大学院医学系研究 宮川　清 教授
造を保護する機構に解明 科

金岡　泰哲 ｶﾅｵｶ ﾔｽﾃﾂ 発生生物学関連 栄養依存的な神経突起の発達メカニズムと個 京都大学 生命科学研究科 上村　匡 教授
体の生理機能に果たす意義の追究

河合　繁 ｶﾜｲ ｼｹﾞﾙ 生態学および環境学関連 光合成細菌とイオウ不均化細菌の共代謝によ 東京都立大学 大学院理工学研究 春田　伸 教授
る新規イオウ酸化機構 科

川野　幸平 ｶﾜﾉ ｺｳﾍｲ 神経科学一般関連 脊髄介在ニューロンサブタイプの分子マーカ 総合研究大学院 生命科学研究科 東島　眞一 教授
ー同定と神経機能の解析 大学

川原　遼太 ｶﾜﾊﾗ ﾘﾖｳﾀ 分子生物学関連 がん細胞の血管擬態におけるマーカータンパ 慶應義塾大学 理工学研究科 清水　史郎 教授
ク質の同定

神田　勇輝 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 分子生物学関連 ストレス顆粒へのトランスロケーションに着 近畿大学 薬学研究科 杉浦　麗子 教授
目したPKCシグナル制御機構の解明

ＫＩＭ　ＪＵＮ ｷﾑ ｼﾞﾕﾝ ｲﾝ 分子生物学関連 RNA編集酵素ADAR1のアイソフォーム特異的機 大阪大学 医学系研究科 河原　行郎 教授
Ｇ　ＩＮ 能の解明

木村　悠介 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 細胞生物学関連 １細胞リボソームプロファイリング法の開発 東京大学 新領域創成科学研 岩崎　信太 客員准教授
と動物組織への応用 究科 郎

楠本　竜也 ｸｽﾓﾄ ﾀﾂﾔ 発生生物学関連 直接リプログラミングによるヒト肺細胞分化 慶應義塾大学 医学研究科 福永　興壱 教授
誘導法の開発

國井　厚志 ｸﾆｲ ｱﾂｼ システムゲノム科学関連 選択的スプライシング異常をモデル化・制御 広島大学 理学研究科 佐久間　哲 准教授
可能にするエピゲノム編集技術の開発 史

洪　啓栄 ｺｳ ｹｲｴｲ 神経科学一般関連 扁桃体CRF神経に着目した情動と睡眠との機 名古屋大学 医学系研究科 山中　章弘 教授
能連関の仕組みの解明

小武　健二郎 ｺﾀｹ ｹﾝｼﾞﾛｳ システムゲノム科学関連 人工RNAを基盤としたmiRNA活性の大規模解析 京都大学 医学研究科 齊藤　博英 教授
手法の開発
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小森　禎之 ｺﾓﾘ ﾀﾀﾞﾕｷ 機能生物化学関連 Rab7L1の生理的機能解析から迫るリソソーム 東京大学 大学院医学系研究 岩坪　威 教授
ストレス応答機構の解明 科

Ｋｏｒｏｎｆｅ ｺﾛﾝﾌｴﾙ ﾘｰﾅ ﾓﾊﾒ 神経科学一般関連 プルキンエ細胞の樹状突起における連合学習 沖縄科学技術大 科学技術研究科 Ｋｕｈｎ　 准教授
ｌ　Ｌｉｎａ　
Ｍｏｈａｍｅｄ

ﾄﾞ の時空間的符号化 学院大学 Ｂｅｒｎｄ

佐伯　泰河 ｻｴｷ ﾀｲｶﾞ 生態学および環境学関連 脊椎動物における協同繁殖の進化要因の特定 大阪市立大学 大学院理学研究科 幸田　正典 教授
：カワスズメ科魚類を用いたアプローチ

阪村　颯 ｻｶﾑﾗ ｿｳ 発生生物学関連 神経細胞のキラリティによる脳の左右非対称 大阪大学 理学研究科 松野　健治 教授
性形成機構の研究

櫻井　友理希 ｻｸﾗｲ ﾕﾘｷ 分子生物学関連 植物におけるRNAサイレンシング増幅機構の 東京大学 新領域創成科学研 泊　幸秀 教授
試験管内再現 究科

佐藤　大気 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 進化生物学関連 「個性」の進化遺伝学：VMAT1遺伝子に探る 東北大学 生命科学研究科 河田　雅圭 教授
ヒトの情動とその多様性の進化的意義

嶋谷　寛之 ｼﾏﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ 動物生理化学、生理学および 加齢によって減衰する昼寝の体温変動におけ 京都大学 薬学研究科 土居　雅夫 教授
行動学関連 る概日時計中枢の加齢性メタボライトの役割

ＣＨＵＮＧ　Ｐ ｼﾖｳ ﾊｲｹﾞﾝ 分子生物学関連 カイコ培養細胞におけるpiRNA関連構造体の 東京大学 新領域創成科学研 泊　幸秀 教授
ＵＩ　ＹＵＥＮ 動態 究科

白石　椋 ｼﾗｲｼ ﾘﾖｳ 神経形態学関連 小脳顆粒細胞の新規発生制御機構の解明ー小 東京医科歯科大 大学院医歯学総合 星野　幹雄 連携教授
児がんメデュロブラストーマへの展開ー 学 研究科

末田　梨沙 ｽｴﾀﾞ ﾘｻ 神経科学一般関連 成体脳神経幹細胞の長期活性化に向けた技術 京都大学 生命科学研究科 影山　龍一 教授
開発 郎

鈴木　匠爾 ｽｽﾞｷ ｼﾖｳｼﾞ 分子生物学関連 教科書には載っていない第3の生物アーキア" 九州大学 生物資源環境科学 石野　良純 教授
"における新規な遺伝情報維持機構の解明"" 府

鈴木　裕香 ｽｽﾞｷ ﾕｶ 生態学および環境学関連 メタ群集の空間構造と個体の分散が与える生 沖縄科学技術大 科学技術研究科 ＥＣＯＮＯ 准教授
態的浮動と選択への影響の解析 学院大学 ＭＯ　Ｅｖ

ａｎ

宋　普錫 ｿﾝ ﾎﾞｿｸ 植物分子および生理科学関連 植物の気孔葉緑体が持つ独自の形成メカニズ 九州大学 システム生命科学 祢宜　淳太 准教授
ムと機能の解明 府 郎

高野　智之 ﾀｶﾉ ﾄﾓﾕｷ 多様性生物学および分類学関 植物陸上進出の鍵を握る接合藻類アオミドロ 神戸大学 理学研究科 坂山　英俊 准教授
連 属の属内系統関係の全貌解明

高橋　拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 進化生物学関連 生物進化・文化進化の理論を応用した言語の 東京大学 理学系研究科 井原　泰雄 講師
拡散・分布の解析
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武井　夏海 ﾀｹｲ ﾅﾂﾐ 分子生物学関連 卵成熟における翻訳制御機構：RNA結合タン 北海道大学 生命科学院 小谷　友也 准教授
パク質の特異性と相転移からのアプローチ

竹内　俊祐 ﾀｹｳﾁ ｼﾕﾝｽｹ 神経科学一般関連 概日リズムがもたらす感覚ゲーティングの制 東京大学 理学系研究科 榎本　和生 教授
御機構の解明

田中　悠貴 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 機能生物化学関連 ホスファチジルイノシトールの特徴的脂肪酸 東京大学 薬学系研究科 河野　望 准教授
鎖の変化による脂肪肝発症機構の解明

趙　慶慈 ﾁﾖｳ ｹｲｼﾞ 生物物理学関連 ゲノム編集技術を活用したインセル NMR観測 東京大学 薬学系研究科 上田　卓見 准教授
による細胞内Ras活性制御機構の解明

藤　博貴 ﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 機能生物化学関連 溶連菌による天然変性蛋白質を介した宿主ホ 京都大学 医学研究科 中川　一路 教授
スホイノシタイドシグナル攪乱機構の解明

戸川　優弥子 ﾄｶﾞﾜ ﾕﾐｺ 進化生物学関連 ミノウミウシにおける盗刺胞機構：ミノおよ 筑波大学 生命環境科学研究 深津　武馬 連携大学院
び刺胞嚢の形成 科 (教授)

富田　篤弘 ﾄﾐﾀ ｱﾂﾋﾛ 生物物理学関連 ATP7ファミリーの機能・構造解析 東京大学 理学系研究科 濡木　理 教授

仲井　理沙子 ﾅｶｲ ﾘｻｺ 自然人類学関連 チンパンジー/ヒトiPS細胞を用いた初期神経 京都大学 理学研究科 今村　公紀 助教
発生におけるヒト特異的分子基盤の解明

中村　遥奈 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾅ 進化生物学関連 ヴィクトリア湖産シクリッドの適応放散を促 東京工業大学 生命理工学院 二階堂　雅 准教授
した遺伝的基盤の解明 人

永田　理奈 ﾅｶﾞﾀ ﾘﾅ 細胞生物学関連 細胞競合の普遍的メカニズムとその生理的意 京都大学 生命科学研究科 井垣　達吏 教授
義の遺伝学的解明

永濱　藍 ﾅｶﾞﾊﾏ ｱｲ 生態学および環境学関連 熱帯山地林における展葉・開花・結実フェノ 九州大学 システム生命科学 佐竹　暁子 教授
ロジーと葉における遺伝子発現の季節変化 府

二宮　小牧 ﾆﾉﾐﾔ ｺﾏｷ 細胞生物学関連 Rho-GEF，PLEKHG4Bの細胞間接着を介した力 東北大学 生命科学研究科 大橋　一正 教授
覚応答機構の解明

早坂　亮祐 ﾊﾔｻｶ ﾘﾖｳｽｹ 動物生理化学、生理学および 細胞間コミュニケーション分子『エクソソー 慶應義塾大学 政策・メディア研 冨田　勝 教授
行動学関連 ム』中の代謝物質の解明 究科

林　希奈 ﾊﾔｼ ｷﾅ 生態学および環境学関連 クマノミ類との相互作用によって創出される 琉球大学 理工学研究科 ＲＥＩＭＥ 准教授
イソギンチャク共生系の解明 Ｒ　Ｊａｍ

ｅｓ

ＰＡＲＫ　ＳＯ ﾊﾟｸ ｽｼﾞﾝ 細胞生物学関連 JUNO mRNA補完法による精子卵融合の分子機 大阪大学 医学系研究科 伊川　正人 教授
ＯＪＩＮ 構解明
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平山　千尋 ﾋﾗﾔﾏ ﾁﾋﾛ 構造生物化学関連 PDIファミリー酵素が触媒する翻訳途上新生 東北大学 生命科学研究科 稲葉　謙次 教授
鎖の酸化的フォールディング機構の解析

廣木　進吾 ﾋﾛｷ ｼﾝｺﾞ 神経科学一般関連 刺激強度の履歴を記録するDAG分子が行動を 東京大学 理学系研究科 飯野　雄一 教授
反転させるメカニズム

廣田　敏 ﾋﾛﾀ ﾋﾞﾝ 発生生物学関連 昆虫における細胞内共生器官の発生および進 東京大学 理学系研究科 深津　武馬 併任教授
化機構の解明

黄　勇太 ﾌｱﾝ ﾖﾝﾃ 生物物理学関連 1分子・多分子力計測から迫る、心機能に適 東京大学 理学系研究科 樋口　秀男 教授
した心筋ミオシンの分子特性

藤井　悟 ﾌｼﾞｲ ｻﾄﾙ 分子生物学関連 ミトコンドリアへのホスファチジルセリン新 九州大学 理学府 久下　理 教授
規輸送機構の解明

細木　拓也 ﾎｿｷ ﾀｸﾔ 進化生物学関連 新規交雑集団における急速な適応進化の検証 総合研究大学院 生命科学研究科 北野　潤 教授
大学

本田　信吾 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 生物物理学関連 インフルエンザウイルスの多次元デジタル計 東京大学 工学系研究科 野地　博行 教授
測技術の開発とウイルス多様性の解析

前川　洋太 ﾏｴｶﾜ ﾖｳﾀ 動物生理化学、生理学および 時差ぼけ症状におけるバソプレシン受容体を 京都大学 薬学研究科 土居　雅夫 教授
行動学関連 介した臓器間ネットワークの役割

孫田　佳奈 ﾏｺﾞﾀ ｶﾅ 多様性生物学および分類学関 多様な光環境下に生育するユキノシタ科ダイ 京都大学 人間・環境学研究 瀬戸口　浩 教授
連 モンジソウにおける生態的種分化機構の解明 科 彰

正木　佑治 ﾏｻｷ ﾕｳｼﾞ 動物生理化学、生理学および マウス視覚野における投射特異的サブネット 名古屋大学 創薬科学研究科 小坂田　文 准教授
行動学関連 ワークの構造および機能の解明 隆

松浦　輝 ﾏﾂｳﾗ ｱｷﾗ 生態学および環境学関連 潜葉性小蛾類を中心としたメタ群集動態モデ 北海道大学 環境科学院 内海　俊介 准教授
ルの作成

松原　慧 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾄﾙ 生態学および環境学関連 植食性昆虫における落下行動の進化に寄主植 神戸大学 農学研究科 杉浦　真治 准教授
物が与える影響

丸山　慎太郎 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 生物物理学関連 回転分子モーターV1-ATPaseの一方向回転メ 千葉大学 融合理工学府 村田　武士 教授
カニズムの解明

水野　理央 ﾐｽﾞﾉ ﾘｵｳ 生態学および環境学関連 クビレハリアリ類の生態の比較研究から迫る 愛媛大学 連合農学研究科 伊藤　文紀 教授
軍隊アリ症候群""の進化とメカニズム""

見世　慎太朗 ﾐｾ ｼﾝﾀﾛｳ 分子生物学関連 Long non-coding RNAから翻訳される新規ポ 九州大学 医学系学府 中山　敬一 主幹教授
リペプチドの機能解析
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三田　真理恵 ﾐﾀ ﾏﾘｴ 動物生理化学、生理学および 生細胞イメージングによる脳神経系の代謝制 東京大学 総合文化研究科 坪井　貴司 教授
行動学関連 御機構の解明

三村　真大 ﾐﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 生物物理学関連 DNA/ヒストン液-液相分離による遺伝子転写 筑波大学 数理物質科学研究 栗田　僚二 准教授
制御機構の解明 科

御代川　涼 ﾐﾖｶﾜ ﾘﾖｳ 進化生物学関連 ブラウンヒドラ-クロロコッカム共生系にお 九州大学 地球社会統合科学 楠見　淳子 准教授
ける細胞システムと進化メカニズムの解明 府

森　秀人 ﾓﾘ ﾋﾃﾞﾄ システムゲノム科学関連 大規模ゲノムリソースからの新規ゲノム編集 慶應義塾大学 政策・メディア研 冨田　勝 教授
タンパク質の同定 究科

山内　直紀 ﾔﾏｳﾁ ﾅｵｷ 神経機能学関連 慢性痛による不快情動生成の神経機構 北海道大学 生命科学院 南　雅文 教授

山内　仁喬 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾀｶ 生物物理学関連 タンパク質の線維化が引き起こす細胞膜破壊 総合研究大学院 物理科学研究科 奥村　久士 准教授
の分子機構解明 大学

山田　藍生 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲｷ 多様性生物学および分類学関 ナミバラアリ属Acanthomyrmexにおける種多 東京都立大学 大学院理学研究科 江口　克之 准教授
連 様性と社会進化の解明

山田　一輝 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 形態および構造関連 初期分化段階の生殖細胞の環境依存的な副腎 名古屋大学 理学研究科 田中　実 教授
皮質ホルモン分泌機能とその作用機序の解明

山田　真行 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 生物物理学関連 酵素反応の動的機構を高速にシミュレーショ 東京大学 情報理工学系研究 清水　謙多 教授
ンする手法開発とプロトン転移反応への応用 科 郎

従野　雅義 ﾖﾘﾉ ﾏｻﾖｼ 発生生物学関連 肝細胞への直接運命転換におけるセルメモリ 九州大学 医学系学府 鈴木　淳史 教授
ー消去機構の解明

頼本　隼汰 ﾖﾘﾓﾄ ｼﾕﾝﾀ 進化生物学関連 多重感染している絶対共生細菌の機能・進化 総合研究大学院 生命科学研究科 重信　秀治 教授
過程の解明 大学
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足立　晴彦 ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾋｺ 昆虫科学関連 昆虫における折り畳まれた原基形成を介した 大阪大学 生命機能研究科 近藤　滋 教授
三次元形態形成機構の解明

安部　大樹 ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ 食品科学関連 食物消化過程における食中毒細菌の生存確率 北海道大学 農学院 小関　成樹 准教授
を予測：食中毒発症リスク評価モデルの開発

安藤　奏音 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾄ 環境影響評価関連 人為的環境改変が秋芳洞観光客の意識に与え 東京大学 新領域創成科学研 斎藤　馨 教授
る影響 究科

飯島　大智 ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 自然共生システム関連 気候変動に対する応答の生態系間ミスマッチ 千葉大学 融合理工学府 村上　正志 教授
は、高山帯の鳥類群集を崩壊させるのか？

石川　和雄 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｵ 水圏生産科学関連 黒潮沿岸域におけるマアジ卵・仔稚魚の輸送 東京大学 農学生命科学研究 伊藤　幸彦 准教授
過程に関する研究 科

石川　拓郎 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾛｳ 獣医学関連 スタチンのがん治療応用に向けた感受性規定 山口大学 連合獣医学研究科 割田　克彦 准教授
因子の解明と抗転移剤としての可能性の追究

伊藤　遥 ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 動物生産科学関連 転写因子FOXL2から探る、卵巣発達・疾患の 東京大学 農学生命科学研究 杉浦　幸二 准教授
メカニズム 科

宇野　晋平 ｳﾉ ｼﾝﾍﾟｲ 生物有機化学関連 合成キノン類を駆使した呼吸鎖複合体-Iの基 京都大学 農学研究科 三芳　秀人 教授
質認識機構の解明

衞藤　翔太郎 ｴﾄｳ ｼﾖｳﾀﾛｳ 獣医学関連 DAMPsを標的とした新規がん免疫療法創成の 東京大学 農学生命科学研究 西村　亮平 教授
分子基盤の構築 科

ＹＡＮ　ＤＯＮ ｴﾝ ﾄｳ 環境動態解析関連 オホーツク海における冬春季の環境変動に対 北海道大学 環境科学院 鈴木　光次 教授
Ｇ する珪藻群集の光生理適応と群集組成の関連

ＷＡＮＧ　ＹＵ ｵｳ ｴﾝ 動物生命科学関連 マウス1細胞期胚におけるDNA損傷反応 東京大学 新領域創成科学研 青木　不学 教授
ＡＮ 究科

岡　大椰 ｵｶ ﾋﾛﾔ 応用生物化学関連 麹菌における転写制御数理モデルの構築とそ 名古屋大学 生命農学研究科 中野　秀雄 教授
れを用いた合理的代謝エンジニアリング

岡田　萌子 ｵｶﾀﾞ ﾓｴｺ 遺伝育種科学関連 コムギ近縁ゲノム種における新規種間雑種生 神戸大学 農学研究科 宅見　薫雄 教授
育不全遺伝子の同定と機能解析

岡本　一央 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 生物有機化学関連 電解条件における合成等価体を利用した天然 東京農工大学 大学院生物システ 千葉　一裕 教授
アルカロイド類コア骨格の構築 ム応用科学府

小川　友希 ｵｶﾞﾜ ﾕｷ 応用微生物学関連 指向性進化を用いた芳香族ポリマー原料生合 東京大学 農学生命科学研究 大西　康夫 教授
成経路の構築 科
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沖　啓輔 ｵｷ ｹｲｽｹ 応用生物化学関連 DNA複製複合体の構造変換による、RNAプライ 九州大学 生物資源環境科学 石野　良純 教授
マー鎖長の制御機構の解明 府

奥　尉平 ｵｸ ｼﾞﾖｳﾍｲ 昆虫科学関連 ヒゲナガキバガ科（鱗翅目）の分類学的再検 九州大学 生物資源環境科学 広渡　俊哉 教授
討と腐植質分解機構の探索 府

加藤　謙吾 ｶﾄｳ ｹﾝｺﾞ 環境材料およびリサイクル技 省資源・省エネルギー化を目指した未利用鉄 大阪大学 工学研究科 藤本　愼司 教授
術関連 資源の有効利用

加藤　由悟 ｶﾄｳ ﾕｳｺﾞ 応用微生物学関連 乳酸菌Lactobacillus caseiによる金ナノ粒 東京大学 農学生命科学研究 鈴木　道生 准教授
子合成機構の解明 科

金井　俊貴 ｶﾈｲ ﾄｼﾀｶ 獣医学関連 イヌ皮膚リンパ腫の転移メカニズムに関する 岐阜大学 連合獣医学研究科 前田　貞俊 教授
時空動態解析

神木　春彦 ｶﾐｷ ﾊﾙﾋｺ 獣医学関連 A型インフルエンザウイルスの新規レセプタ 東京大学 農学生命科学研究 堀本　泰介 教授
ーの探索 科

川口　航平 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 園芸科学関連 接ぎ木接着に関わる二次代謝物の探索および 名古屋大学 生命農学研究科 白武　勝裕 准教授
その機構解明

河野　響 ｶﾜﾉ ﾋﾋﾞｷ 応用微生物学関連 プラスミド「非感受性」宿主の分子基盤の解 東京大学 農学生命科学研究 野尻　秀昭 教授
明 科

川原崎　聡子 ｶﾜﾗｻｷ ｻﾄｺ 食品科学関連 脂肪組織における抗肥満ターゲット分子UCP1 京都大学 農学研究科 後藤　剛 准教授
の発現調節機構に関する研究

岸　和寿 ｷｼ ｶｽﾞﾋｻ 獣医学関連 糖尿病における消化管ペースメーカー細胞の 東京大学 農学生命科学研究 堀　正敏 教授
病態生理機能の解明と創薬標的への応用 科

木島　佑輔 ｷｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 水圏生命科学関連 筋幹細胞系譜追跡による魚類筋肉の形成メカ 東京大学 農学生命科学研究 木下　滋晴 准教授
ニズムの解明 科

北川　悠梨 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕﾘ 動物生命科学関連 ストレスによる繁殖抑制機構の温度生物学的 名古屋大学 生命農学研究科 大蔵　聡 教授
解析

北野　泰佑 ｷﾀﾉ ﾀｲｽｹ 動物生命科学関連 アドレナリン受容体を介したアストロサイト 北海道大学 獣医学院 乙黒　兼一 教授
の突起形態制御機構の解明

木村　建貴 ｷﾑﾗ ﾀﾂｷ 環境動態解析関連 微生物由来の天然キレート剤が放射性セシウ 京都大学 工学研究科 米田　稔 教授
ムの環境動態に与える影響の解明

儀武　菜美子 ｷﾞﾌﾞ ﾅﾐｺ 応用微生物学関連 微生物による廃棄ゴムからプラスチックへの 長岡技術科学大 工学研究科 笠井　大輔 准教授
直接変換 学
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國井　宏樹 ｸﾆｲ ﾋﾛｷ 動物生産科学関連 ウシ子宮外組織に及ぼす胚由来因子インター 北海道大学 農学院 川原　学 准教授
フェロン・タウの影響解析

倉澤　智樹 ｸﾗｻﾜ ﾄﾓｷ 地域環境工学および農村計画 地下水中における汚染輸送現象の解明と簡易 神戸大学 農学研究科 井上　一哉 准教授
学関連 的な透水性分布の現場計測手法の開発

黒田　真央 ｸﾛﾀﾞ ﾏｵ 環境影響評価関連 海洋ごみ調査手法の調和化 東京海洋大学 海洋科学技術研究 宮本　佳則 教授
科

邊　遍 ｺｳ ﾍﾝ 植物栄養学および土壌学関連 イネにおける窒素とリン酸シグナルネットワ 東京大学 農学生命科学研究 藤原　徹 教授
ーク制御の統合分子基盤 科

近藤　里沙子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｻｺ 木質科学関連 褐色腐朽過程においてリグニンの構造変化が 東京農工大学 大学院連合農学研 吉田　誠 教授
果たす生理的役割に関する研究 究科

齋藤　大蔵 ｻｲﾄｳ ﾀｲｿﾞｳ 獣医学関連 トキソプラズマの再活性化のタイミングを決 岐阜大学 連合獣医学研究科 高島　康弘 准教授
定する、分子メカニズムの解明

齊藤　大幹 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 植物保護科学関連 フザリウム菌が有する植物病害防除能はアク 東京農工大学 大学院連合農学研 有江　力 教授
セサリー染色体に支配されるか 究科

齋藤　穂高 ｻｲﾄｳ ﾎﾀﾞｶ 食品科学関連 コレステロール恒常性を制御する細胞内コレ 東京大学 農学生命科学研究 山内　祥生 准教授
ステロール輸送機構の解明 科

斎藤　嘉人 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾄ 地域環境工学および農村計画 光多重散乱を用いた豆腐の凝固特性の評価 京都大学 農学研究科 近藤　直 教授
学関連

佐藤　元映 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 動物生産科学関連 新規脂肪酸カルシウムによる牛のメタン低減 京都大学 農学研究科 熊谷　元 准教授
～菌叢解析によるメカニズムの解明～

朱　陸亭 ｼﾕ ﾘｸﾃｲ 木質科学関連 炭化バイオナノファイバーの構造解析と機能 大阪大学 工学研究科 能木　雅也 教授
開拓

杉山　賢子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖﾘｺ 森林科学関連 宿主特異性による、外生菌根菌の分布拡大制 京都大学 人間・環境学研究 市岡　孝朗 教授
限の検証 科

鈴木　亮彦 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ 水圏生命科学関連 飼育下鯨類の腸内主要細菌群の分離および検 日本大学 生物資源科学研究 鈴木　美和 教授
出法の確立とその機能の解明 科

鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 動物生産科学関連 マウス栄養外胚葉においてCdx2発現を制御す 東京農業大学 農学研究科 小川　英彦 東京農業大
る新規分子機構の解明 学　生命科

学部　教授

鈴木　れいら ｽｽﾞｷ ﾚｲﾗ 植物保護科学関連 植物感染性線虫の感染鍵遺伝子ARF5の機能解 熊本大学 自然科学教育部 澤　進一郎 教授
析
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角田　功太郎 ｽﾐﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 木質科学関連 大地震に対してもレジリエンスを有する次世 京都大学 農学研究科 五十田　博 教授
代の高耐震化住宅の実現

関　圭樹 ｾｷ ﾀﾏｷ 環境負荷およびリスク評価管 メタボロミクスによる神経作用薬の魚類に対 鹿児島大学 連合農学研究科 宇野　誠一 教授
理関連 する影響評価

関　真由子 ｾｷ ﾏﾕｺ 環境農学関連 熱帯半乾燥地における侵略植物由来のバイオ 東京農工大学 大学院連合農学研 杉原　創 特任准教授
炭を用いた持続可能な集約化 究科

瀬古　祐吾 ｾｺ ﾕｳｺﾞ 生物資源保全学関連 社会性が採餌能力を通じてアルゼンチンアリ 近畿大学 農学研究科 早坂　大亮 准教授
・在来アリ類の薬剤応答に与える影響の解明

高須　蒼生 ﾀｶｽ ｿｵ 食品科学関連 体内動態解明に基づくアザ糖の安全性・機能 東北大学 農学研究科 仲川　清隆 教授
性の評価

竹村　太秀 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛﾋﾃﾞ 生物有機化学関連 植物成長調節物質であるフェアリー化合物"" 静岡大学 自然科学系教育部 河岸　洋和 教授
が植物ホルモンであることの証明""

武山　藍 ﾀｹﾔﾏ ｱｲ 食品科学関連 食事リン脂質は小腸由来エクソソーム分泌お 九州大学 生物資源環境科学 佐藤　匡央 教授
よびその臓器指向性を変化させるか 府

田中　美樹 ﾀﾅｶ ﾐｷ 化学物質影響関連 大気中微粒子曝露による神経炎症を介した脳 広島大学 統合生命科学研究 石原　康宏 准教授
梗塞の予後悪化メカニズムの解明 科

谷口　琢紀 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ 作物生産科学関連 遺伝子発現量の時空間的解析によるダイズの 九州大学 生物資源環境科学 石橋　勇志 准教授
開花・結莢制御機構の新理解 府

大長　一帆 ﾀﾞｲﾁﾖｳ ｶｽﾞﾎ 木質科学関連 セルロースナノファイバーの結晶性操作によ 東京大学 農学生命科学研究 齋藤　継之 准教授
る高性能化 科

千菅　太一 ﾁｽｶﾞ ﾀｲﾁ 生物有機化学関連 モジュール型ポリケチド合成酵素の全体構造 東京工業大学 理学院 江口　正 教授
とドメイン間相互作用の解明

鄭　秀娟 ﾁﾖﾝ ｽﾖﾝ 応用生物化学関連 サポニン生合成におけるCellulose-synthase 大阪大学 工学研究科 村中　俊哉 教授
-likeの機能解明

塚田　海馬 ﾂｶﾀﾞ ｶｲﾏ 放射線影響関連 ゲノム安定性維持におけるBloom症候群病因 東京工業大学 環境・社会理工学 松本　義久 准教授
遺伝子BLMの役割 院

寺嵜　桃香 ﾃﾗｻｷ ﾓﾓｶ 応用微生物学関連 日本酒造りにおける混入微生物が日本酒の品 富山県立大学 工学研究科 西田　洋巳 教授
質に与える影響の解明

出戸　秀典 ﾃﾞﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ 生物資源保全学関連 絶滅危惧種の保全と害虫防除の両立に向けた 東京大学 農学生命科学研究 宮下　直 教授
畦畔管理の開発 科
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渡嘉敷　直杏 ﾄｶｼｷ ｼﾞｷｱﾝ 応用微生物学関連 麹菌の過剰な発酵熱発生のメカニズム解明 鹿児島大学 連合農学研究科 外山　博英 教授

都甲　梓 ﾄｺﾞｳ ｱｽﾞｻ 木質科学関連 虫歯菌の酵素を利用した新規高性能バイオマ 東京大学 農学生命科学研究 岩田　忠久 教授
スプラスチックの創製と生分解性評価 科

中尾　祥宏 ﾅｶｵ ﾖｼﾋﾛ 作物生産科学関連 アフリカにおける種子プライミング技術を用 鹿児島大学 連合農学研究科 坂上　潤一 教授
いた陸稲栽培体系の確立

仲宗根　峻也 ﾅｶｿﾈ ｼﾕﾝﾔ 地域環境工学および農村計画 水中ラドンを用いた石灰岩地域の複雑な水理 琉球大学 琉球大学大学院理 古川　雅英 教授
学関連 特性の解明とその汎用性に関する研究 工学研究科（博士

後期課程）海洋環
境学専攻

中迎　菖平 ﾅｶﾑｶｲ ｼﾖｳﾍｲ 水圏生命科学関連 カイメンにおける有用共生微生物の可培養化 東京大学 農学生命科学研究 松永　茂樹 教授
シグナル分子の探索 科

中山　理智 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾀｶ 森林科学関連 森林の植物が根滲出物を介して土壌の微生物 京都大学 農学研究科 舘野　隆之 准教授
群集および物質循環に与える影響 輔

西島　也寸彦 ﾆｼｼﾞﾏ ﾔｽﾋｺ 農業環境工学および農業情報 次世代病害虫防除に向けた音響放射によるコ 筑波大学 システム情報工学 水谷　孝一 教授
工学関連 ナジラミ類の増殖防止法に関する研究 研究科

西谷　広平 ﾆｼﾔ ｺｳﾍｲ 水圏生命科学関連 魚類造血細胞における分子制御機構の解明 日本大学 獣医学研究科 森友　忠昭 教授

日田　アトム ﾆﾂﾀ ｱﾄﾑ 食料農業経済関連 直接支払いは稲作経営の安定性・生産性を向 北海道大学 農学院 山本　康貴 教授
上させたか？：農業政策の国際比較に向けて

野村　高志 ﾉﾑﾗ ﾀｶｼ 木質科学関連 セルロースの熱分解反応制御による有用ケミ 京都大学 エネルギー科学研 河本　晴雄 教授
カルス生産 究科

野村　知宏 ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 作物生産科学関連 多様な生態型のイネ品種群を用いたGWA解析 東京農工大学 大学院連合農学研 大川　泰一 教授
による強稈遺伝子の同定と機能解明 究科 郎

長谷川　祐也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 水圏生命科学関連 チョウザメ類の卵成熟誘起ステロイドの同定 北海道大学 水産科学院 足立　伸次 特任教授
とその産生制御機構の解明

服部　友香子 ﾊﾂﾄﾘ ﾕｶｺ 森林科学関連 重要樹木病原菌への新分類基準の導入と簡易 三重大学 生物資源学研究科 中島　千晴 教授
同定システムの構築

羽生　航 ﾊﾆﾕｳ ﾜﾀﾙ 獣医学関連 犬間葉系幹細胞からの３次元脊髄様組織の構 東京大学 農学生命科学研究 西村　亮平 教授
築と移植による慢性脊髄損傷治療法の開発 科

早坂　央希 ﾊﾔｻｶ ｵｳｷ 水圏生命科学関連 特定光波長照射による性転換誘導を介した新 鹿児島大学 連合農学研究科 小谷　知也 教授
規性統御技術の開発
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原　沙和 ﾊﾗ ｻﾜ 応用微生物学関連 ブラディリゾビウム細菌の陸域生態系におけ 東北大学 生命科学研究科 東谷　篤志 教授
る生存戦略：タンパク質分泌系の役割の解明

ＢＨＡＴＴＡ　 ﾊﾞﾂﾀ ｸﾏﾙ ﾌﾟﾗｻﾄ 食料農業経済関連 開発途上国におけるSDGｓを踏まえたアグリ 千葉大学 園芸学研究科 丸山　敦史 准教授
ＫＵＭＡＲ　Ｐ
ＲＡＳＡＤ

ﾞ ツーリズム開発戦略の計量的な研究

Ｐａｎｇ　Ｙｕ ﾊﾟﾝ ﾕｰﾒﾝ 水圏生産科学関連 海洋環境条件と個体群交流がケンサキイカの 東京大学 農学生命科学研究 岩田　容子 准教授
ｍｅｎｇ 資源変動に与える影響 科

平田　梨佳子 ﾋﾗﾀ ﾘｶｺ 応用分子細胞生物学関連 植物microRNA前駆体の二次構造改変による新 大阪府立大学 生命環境科学研究 岩田　雄二 准教授
規育種技術の創出 科

二股　良太 ﾌﾀﾏﾀ ﾘﾖｳﾀ 応用分子細胞生物学関連 膜脂質輸送型ABCタンパク質が担う未知の生 京都大学 農学研究科 木岡　紀幸 教授
理的役割の解明

Ｆｌｅｍｉｎｇ ﾌﾚﾐﾝｸﾞ ﾄｰﾏｽ 水圏生命科学関連 メダカにおけるメスの性的受容に関わる神経 東京大学 農学生命科学研究 大久保　範 准教授
　Ｔｈｏｍａｓ メカニズムの解析 科 聡

堀井　和広 ﾎﾘｲ ｶｽﾞﾋﾛ 獣医学関連 脳・脊髄による大腸運動制御における雌雄差 岐阜大学 連合獣医学研究科 志水　泰武 教授
のメカニズム解明

前澤　誠希 ﾏｴｻﾞﾜ ﾏｻｷ 獣医学関連 3歳齢未満の地方病性牛白血病発症牛におけ 岐阜大学 連合獣医学研究科 松本　高太 兼任准教授
るエピジェネティックな変異の解析 郎 （387）

松本　宜大 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 地域環境工学および農村計画 不連続な間隙構造をもつ土塊土壌における特 東京大学 農学生命科学研究 吉田　修一 教授
学関連 異な水分動態を考慮した水分分布予測 科 郎

松山　紘之 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 環境影響評価関連 マダニ媒介感染症の制御に向けた新戦略 -感 東京大学 新領域創成科学研 鈴木　牧 准教授
染症生態学によるリスクの特定と予測- 究科

松吉　祐児 ﾏﾂﾖｼ ﾕｳｼﾞ 動物生産科学関連 筋幹細胞分泌因子Sema3Aによる筋線維型制御 九州大学 生物資源環境科学 辰巳　隆一 教授
機構の食品機能学的調節 府

丸尾　裕一 ﾏﾙｵ ﾕｳｲﾁ 農業環境工学および農業情報 多孔質体中における液状水移動の屈曲度、粘 明治大学 明治大学大学院　 登尾　浩助 教授
工学関連 度及び水蒸気移動の重力依存性 農学研究科

向井　八尋 ﾑｶｲ ﾔﾋﾛ 動物生命科学関連 ユビナガコウモリゲノムに内在するボルナウ 京都大学 生命科学研究科 朝長　啓造 教授
イルス由来遺伝子の機能解析

向　亮 ﾑｺｳ ﾘﾖｳ 獣医学関連 血中 HRG を指標とするウマ全身性炎症反応 東京農工大学 大学院生物システ 田中　あか 教授
症候群の病態解析 ム応用科学府 ね

ＭＵＨＡＭＡＤ ﾑﾊﾏﾄﾞ ｺｲｰﾙ ｻﾞｷ 地域環境工学および農村計画 天水農地における在来知を活用した渇水に強 岐阜大学 連合農学研究科 乃田　啓吾 助教
　ＫＨＯＩＲＵ
　ＺＡＫＩ

学関連 靭な営農モデルの開発
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森本　和月 ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾂｷ 水圏生命科学関連 魚類の細菌感染症に対する炎症メカニズムの 宮崎大学 農学工学総合研究 引間　順一 准教授
解明およびその役割 科

山北　絵理 ﾔﾏｷﾀ ｴﾘ 環境動態解析関連 土壌形成初期におけるコケと菌類による岩石 大阪大学 理学研究科 近藤　忠 教授
元素の溶解と植物利用可能性の解明

山下　寛人 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾄ 植物栄養学および土壌学関連 テアニン生合成をモデルとした植物の代謝分 岐阜大学 連合農学研究科 一家　崇志 兼任准教授
化による新規栄養応答戦略の理解

横地　穣 ﾖｺﾁ ﾐﾉﾙ 地域環境工学および農村計画 農地管理の形態の違いが泥炭地の地盤沈下の 北海道大学 国際食資源学院 井上　京 教授
学関連 動態に及ぼす影響の解明

吉岡　育哲 ﾖｼｵｶ ｲｻﾄ 応用微生物学関連 クエン酸生産糸状菌を基盤とした遺伝子置換 早稲田大学 先進理工学研究科 桐村　光太 教授
技術の開発と有用有機酸生産菌の育種 郎

渡邉　康太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 応用微生物学関連 ヒト毛髪に常在する細菌群集の生態とその構 九州大学 生物資源環境科学 酒井　謙二 教授
造を決定する因子の解明 府

渡邉　友実加 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐｶ 作物生産科学関連 イネ根系を構成する「個根」の水吸収・輸送 名古屋大学 生命農学研究科 山内　章 教授
の仕組みおよび根系内での役割分担の解明

辺　浩美 ﾜﾀﾘ ﾋﾛﾐ 水圏生命科学関連 海洋天然物を武器に紐解く造血サイトカイン 北海道大学 水産科学院 酒井　隆一 教授
受容体活性化の多様性

和田　将吾 ﾜﾀﾞ ｼﾖｳｺﾞ 生物有機化学関連 寄生植物ストライガの新規吸器誘導物質の同 奈良先端科学技 先端科学技術研究 吉田　聡子 特任准教授
定 術大学院大学 科

ＷＡＮＧ　ＳＨ ﾜﾝ ｼﾃｲﾌﾝ 森林科学関連 モウソウチク林に成熟竹と筍の炭水化物の移 京都大学 農学研究科 岡田　直紀 准教授
ＩＴＥＰＨＥＮ 動過程に関する研究
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赤星　佑 ｱｶﾎｼ ﾕｳ 血液および腫瘍内科学関連 糖鎖解析技術を利用した移植片対宿主病に対 自治医科大学 医学研究科 神田　善伸 教授
する新規バイオマーカーの探索

浅野　聡文 ｱｻﾉ ﾄｼﾌﾐ 薬系化学および創薬科学関連 医薬品のプロセス開発を指向したリチウムビ 熊本大学 薬学教育部 中島　誠 教授
ナフトラート触媒による新規不斉反応の開発

安藤　栞 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｵﾘ 薬理学関連 iPS細胞の骨格筋発生ダイナミズムを応用し 岐阜薬科大学 薬学研究科 原　英彰 教授
た脊髄性筋萎縮症の病態解明と治療法開発

家城　博隆 ｲｴｷ ﾋﾛﾀｶ 循環器内科学関連 次世代型フレームワークを用いた冠動脈疾患 東京大学 大学院医学系研究 小室　一成 教授
関連レアバリアントの網羅的探索と機能解析 科

伊克拉木　阿力 ｲｸﾗﾑ ｱﾘﾌ 生理学関連 脊椎動物の生理機能における細胞時計の役割 東京医科歯科大 大学院医歯学総合 仁科　博史 教授
甫 解明 学 研究科

池上　暁湖 ｲｹｶﾞﾐ ｱｺ 生理学関連 長期in vivoイメージングとエピゲノム解析 名古屋大学 医学系研究科 和氣　弘明 教授
による統合失調症メカニズムの解明

石川　瑞穂 ｲｼｶﾜ ﾐｽﾞﾎ 実験病理学関連 MTA1-S100A4相互作用を標的とした新規血管 鳥取大学 医学系研究科 尾崎　充彦 准教授
新生阻害剤の探索

伊藤　雄介 ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 血液および腫瘍内科学関連 ヒトにおける好中球特異的前駆細胞の同定お 東京大学 大学院医学系研究 黒川　峰夫 教授
よび好中球分化メカニズムの解明 科

稲垣　賢 ｲﾅｶﾞｷ ｻﾄｼ 薬理学関連 病原性OPTNの伝播による視神経変性加速機構 岐阜薬科大学 薬学研究科 原　英彰 教授
の解明とそのバイオマーカーへの応用

猪瀬　智也 ｲﾉｾ ﾄﾓﾔ 放射線科学関連 排泄能を有す高造影能血管造影剤を用いた腫 東北大学 医学系研究科 権田　幸祐 教授
瘍血管の成長と阻害のイメージング解析

今堀　大輔 ｲﾏﾎﾘ ﾀﾞｲｽｹ 衛生学および公衆衛生学分野 食品中テルペノイド類の探索および幹細胞を 京都薬科大学 薬学系研究科 渡辺　徹志 教授
関連：実験系を含む 用いたがん再発・転移予防薬の創製

上野（奥村）　 ｳｴﾉ(ｵｸﾑﾗ) ｹｲｺ 衛生学および公衆衛生学分野 救急医療の効率化に向けた利用者の社会的背 東京大学 大学院医学系研究 近藤　尚己 准教授
恵子 関連：実験系を含まない 景の解明と地域の多職種連携システムの構築 科

江藤　太亮 ｴﾄｳ ﾀｲｽｹ 栄養学および健康科学関連 子どもの睡眠不足を招く夜の光環境の改善に 九州大学 統合新領域学府 樋口　重和 教授
向けた一検討：概日リズムに着目した研究

海老原　健人 ｴﾋﾞﾊﾗ ｹﾝﾄ 薬系化学および創薬科学関連 HIV-1膜融合を標的としたヘテロダイマー型 東京医科歯科大 大学院医歯学総合 玉村　啓和 教授
二価型阻害剤の創製研究 学 研究科

遠藤　栞乃 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾉ 腫瘍診断および治療学関連 遺伝性乳がんの診断と抗がん剤感受性予測の 東北大学 医学系研究科 千葉　奈津 教授
ためのDNA修復活性測定法の開発 子
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太田　亮作 ｵｵﾀ ﾘﾖｳｻｸ 医療薬学関連 タンパク質構造に基づくヒト免疫不全ウイル 京都大学 薬学研究科 山下　富義 教授
スの抗ウイルス薬に対する耐性の予測

大庭　卓也 ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾔ 病態神経科学関連 リソソーム調節因子Progranulinによる新規 岐阜薬科大学 薬学研究科 原　英彰 教授
パーキンソン病治療戦略の開発

大堀　文俊 ｵｵﾎﾘ ﾌﾐﾄｼ 成長および発育系歯学関連 骨細胞のネクロプトーシスにより放出される 東北大学 歯学研究科 溝口　到 教授
核内因子IL-33の骨代謝への影響の解明

小川　卓範 ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾉﾘ 呼吸器内科学関連 直接リプログラミング法で作成した肺上皮細 慶應義塾大学 医学研究科 福永　興壱 教授
胞オルガノイドの肺線維症への有効性の検討

小川　湧也 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 医化学関連 性分化におけるSox9発現制御機構の解明 東京医科歯科大 大学院医歯学総合 高田　修治 連携教授
学 研究科

小澤　崇之 ｵｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 腫瘍生物学関連 がん悪液質・筋萎縮症に対する新規ミオスタ 東京大学 大学院医学系研究 宮園　浩平 教授
チン阻害薬開発 科

小曽根　海知 ｵｿﾞﾈ ｶｲﾁ スポーツ科学関連 スポーツ障害発症要因の解明及び障害発症予 埼玉県立大学 保健医療福祉学研 金村　尚彦 教授
防戦略の確立に向けた適切な運動形式の選定 究科

小野　喬 ｵﾉ ﾀｶｼ 眼科学関連 網膜変性疾患に関わる新しい脂質代謝経路の 東京大学 大学院医学系研究 相原　一 教授
同定と疾患調節メカニズムの解明 科

小野寺　純也 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞﾕﾝﾔ 薬理学関連 母体免疫活性化による胎児期マイクログリア 東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授
プライミングの影響の解明

貝出　翔 ｶｲﾃﾞ ｼﾖｳ 薬系分析および物理化学関連 アミロイド結合性化合物の探索と神経変性疾 京都大学 薬学研究科 小野　正博 教授
患を対象とした生体イメージングへの応用

加藤　隼平 ｶﾄｳ ｼﾞﾕﾝﾍﾟｲ リハビリテーション科学関連 非ヒト霊長類を用いた脳卒中後運動障害モデ 筑波大学 人間総合科学研究 高島　一郎 教授(連携
ルにおける免疫細胞活性の操作 科 大学院)

加藤　拓也 ｶﾄｳ ﾀｸﾔ リハビリテーション科学関連 股関節回旋運動における股関節内転筋群の形 札幌医科大学 保健医療学研究科 片寄　正樹 札幌医科大
態および機械特性に着目した筋機能解明 学　保健医

療学部　教
授

加藤　智起 ｶﾄｳ ﾄﾓｷ 実験病理学関連 幹細胞競合の動作原理から解く老化のメカニ 東京医科歯科大 大学院医歯学総合 西村　栄美 教授
ズム 学 研究科

門脇　裕 ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛｼ 循環器内科学関連 がん由来因子によるアントラサイクリン心筋 東京大学 大学院医学系研究 小室　一成 教授
症増悪機構の解明と臨床への応用 科

亀田　和明 ｶﾒﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 血液および腫瘍内科学関連 異種移植モデルの間質の変化から読み解くア 自治医科大学 医学研究科 神田　善伸 教授
グレッシブNK細胞白血病の腫瘍微小環境
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河合　洋幸 ｶﾜｲ ﾋﾛﾕｷ 薬理学関連 セロトニン神経活動の光計測/光操作による 京都大学 薬学研究科 金子　周司 教授
不安制御回路の同定と創薬への応用

北村　啓太 ｷﾀﾑﾗ ｹｲﾀ 生体医工学関連 グリオーマ亜集団標的型ナノDDSの創成と転 千葉大学 医学薬学府 秋田　英万 教授
写リプログラミング遺伝子治療への応用

北村　友佳 ｷﾀﾑﾗ ﾕｶ 医化学関連 生殖細胞特異的Mgaによる非典型PRC1の機能 埼玉医科大学 医学研究科 奥田　晶彦 教授
抑制を介した減数分裂開始の促進

北本　博規 ｷﾀﾓﾄ ﾋﾛｷ 消化器内科学関連 炎症性腸疾患における腸管マクロファージの 京都大学 医学研究科 妹尾　浩 教授
鉄動態と免疫代謝学に基づく機能変化の解明

紀本　夏実 ｷﾓﾄ ﾅﾂﾐ 放射線科学関連 医用画像の物理的定量解析を実現するフォト 金沢大学 医薬保健学総合研 宮地　利明 教授
ンカウンティングイメージング検出器の開発 究科

仇　嘉禾 ｷﾕｳ ﾖｼｶ リハビリテーション科学関連 多発性嚢胞腎モデルへの長期的運動と薬物療 東北大学 医学系研究科 上月　正博 教授
法の併用効果の分子機序解明

久木田　麻子 ｸｷﾀ ｱｻｺ 産婦人科学関連 人工知能を用いた卵巣癌のヒストン修飾異常 東京大学 大学院医学系研究 藤井　知行 教授
の解明および新規エピゲノム治療薬の開発 科

草野　善晴 ｸｻﾉ ﾖｼﾊﾙ 腫瘍生物学関連 染色体ダイナミックス制御におけるSMC5/6複 東京医科歯科大 大学院医歯学総合 広田　亨 連携教授
合体の機能解明 学 研究科

國光　真生 ｸﾆﾐﾂ ﾏｵ 高齢者看護学および地域看護 創部マイクロバイオーム制御に基づく治癒促 東京大学 大学院医学系研究 仲上　豪二 准教授
学関連 進のための創傷被覆材の開発 科 朗

熊谷　祐二 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｼﾞ 腫瘍生物学関連 広い細胞間隙に誘起されるがん細胞の集団浸 北海道大学 生命科学院 芳賀　永 教授
潤

藏田　玲美 ｸﾗﾀ ﾚﾐ 整形外科学関連 関節リウマチの病態形成におけるRANKL逆シ 東京大学 薬学系研究科 鈴木　洋史 教授
グナルの関与についての解析

ＫＥＴＥＭＡ　 ｹﾃﾏ ﾗﾍﾙ ﾒｽﾌｲﾝ 衛生学および公衆衛生学分野 尿中フタル酸代謝物と喘息及び酸化ストレス 北海道大学 保健科学院 齋藤　健 特任教授
ＲＡＨＥＬ　Ｍ
ＥＳＦＩＮ

関連：実験系を含む との関連

小坂元　陽奈 ｺｻｶﾓﾄ ﾋﾅ 薬系衛生および生物化学関連 組織特異的な新規アミノ酸センシング機構の 東京大学 薬学系研究科 三浦　正幸 教授
解明

小林　稔季 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ 体育および身体教育学関連 身体運動における動作ミスの予兆：その検知 東京大学 教育学研究科 野崎　大地 教授
と脳状態操作による事前回避

駒瀬　優 ｺﾏｾ ﾕｳ 栄養学および健康科学関連 職場における感謝法プログラムの開発とその 東京大学 大学院医学系研究 川上　憲人 教授
効果検討: クラスター無作為化比較試験 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・医歯薬学　139名　令和 2年度特別研究員採用者一覧

小森　里美 ｺﾓﾘ ｻﾄﾐ 免疫学関連 樹状細胞による二次リンパ組織の恒常性維持 神戸大学 医学研究科 的崎　尚 教授
の分子基盤に関する研究

近藤（溝口）　 ｺﾝﾄﾞｳ(ﾐｿﾞｸﾞﾁ) 栄養学および健康科学関連 栄養摂取がサーカディアンリズムを介して糖 京都大学 医学研究科 稲垣　暢也 教授
亜樹 ｱｷ 代謝に及ぼす影響の検討

後藤　悠太 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾀ スポーツ科学関連 新しい概念に基づく走運動発達の解析 早稲田大学 スポーツ科学研究 彼末　一之 教授
科

佐伯　翼 ｻｴｷ ﾂﾊﾞｻ 耳鼻咽喉科学関連 疾患特異的iPS細胞を用いた有毛細胞不動毛 慶應義塾大学 医学研究科 岡野　栄之 教授
障害の病態解析

坂井　麻衣子 ｻｶｲ ﾏｲｺ 栄養学および健康科学関連 栄養応答シグナル mTOR複合体2 を介した新 徳島大学 大学院栄養生命科 竹谷　豊 教授
規リソソーム活性制御機構の解明 学教育部

佐藤　謙一郎 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神経内科学関連 深層学習を用いた歩行異常の自動判定システ 東京大学 大学院医学系研究 戸田　達史 教授
ムの構築 科

澤崎　鷹 ｻﾜｻﾞｷ ﾀｶ 薬系化学および創薬科学関連 アルツハイマー病の原因となるタウアミロイ 東京大学 薬学系研究科 金井　求 教授
ドを標的とした光酸素化触媒の開発

澤田　杏理 ｻﾜﾀﾞ ｱﾝﾘ 実験病理学関連 腎炎症性疾患，腎移植におけるFROUNTを標的 日本医科大学 医学研究科 清水　章 大学院教授
とした新規免疫抑制療法の確立

柴山　惟 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕｲ 代謝および内分泌学関連 脂肪滴周囲蛋白ペリリピンによるアルドステ 北海道大学 医学院 渥美　達也 教授
ロン合成制御解明と肥満高血圧治療への応用

島田　寛人 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ 医化学関連 クライオ電子顕微鏡によるTRPV3標的阻害薬 東京大学 理学系研究科 濡木　理 教授
の阻害機構の解明

志村　拓哉 ｼﾑﾗ ﾀｸﾔ 栄養学および健康科学関連 脂肪酸の質の異常が惹起する嗅覚障害の分子 筑波大学 人間総合科学研究 島野　仁 教授
機序解明と健康科学への応用 科

下浦　佳南子 ｼﾓｳﾗ ｶﾅｺ リハビリテーション科学関連 外反母趾の解剖学的特性の解明と筋特性に基 京都大学 医学研究科 青山　朋樹 教授
づく電気刺激を用いた新たな治療法の開発

謝　智奇 ｼﾔ ﾁｷ 薬系衛生および生物化学関連 骨髄由来免疫抑制細胞の動態・機能における 大阪大学 薬学研究科 岡田　直貴 教授
エピジェネティックな制御機構の解明

白井　隆長 ｼﾗｲ ﾀｶﾅｶﾞ スポーツ科学関連 骨格筋の質的可塑性を制御する細胞外マトリ 筑波大学 人間総合科学研究 武政　徹 教授
ックスの役割 科

榛葉　有希 ｼﾝﾊﾞ ﾕｳｷ 栄養学および健康科学関連 動脈硬化を予防するマイオカイン探索と、バ 静岡県立大学 薬食生命科学総合 三浦　進司 教授
リン投与と運動の併用による予防効果増強 学府 食品栄養科

学専攻
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神保　光児 ｼﾞﾝﾎﾞ ｺｳｼﾞ 血液および腫瘍内科学関連 白血病と正常造血における直鎖状ユビキチン 東京大学 大学院医学系研究 東條　有伸 教授
鎖生成酵素LUBACの機能解析と臨床応用 科

菅原　久純 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋｻﾖｼ 基礎看護学関連 患者の睡眠時における最適なケアタイミング 千葉大学 看護学研究科 小宮山　政 教授
を考慮したケア方法の開発 敏

杉本　理菜 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾅ 栄養学および健康科学関連 母親の食生活が子のPaneth細胞による腸内環 北海道大学 生命科学院 綾部　時芳 教授
境制御に与える影響の解明

鈴木　成実 ｽｽﾞｷ ﾅﾙﾐ 病態医化学関連 SASP不全マウスを用いた個体老化・加齢性疾 東京大学 理学系研究科 中西　真 教授
病における老化細胞の役割の解明

清宮　崇博 ｾｲﾐﾔ ﾀｶﾋﾛ 消化器内科学関連 膵癌における新規circular RNAの機能解明と 東京大学 大学院医学系研究 小池　和彦 教授
バイオマーカーへの応用 科

関口　優佳 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｶ リハビリテーション科学関連 障害予防特化型インソール確立に向けた高齢 埼玉県立大学 埼玉県立大学大学 金村　尚彦 大学院　研
者における動作時の足部内関節間力解明 院 究科長　教

授

蘇　泓如 ｿ ｵｳｼﾞﾖ 細菌学関連 新興リケッチア目細菌感染症に関する研究 静岡県立大学 薬食生命科学総合 大橋　典男 教授
学府　薬食生命科
学専攻

高田　尚輝 ﾀｶﾀﾞ ﾅｵｷ スポーツ科学関連 規則的な運動による臓器連関メディエーター 大阪市立大学 大学院医学研究科 中村　博亮 教授
を介するがん抑制効果の解明

高橋　和樹 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 腫瘍生物学関連 TGF-βによるがん悪性化を制御する分子機構 東京医科歯科大 大学院医歯学総合 渡部　徹郎 教授
の解明と治療への応用 学 研究科

高村　理沙 ﾀｶﾑﾗ ﾘｻ 病態神経科学関連 アルツハイマー病モデルマウスにおける神経 早稲田大学 先進理工学研究科 大島　登志 教授
細胞死の分子機構解明 男

高山　幸也 ﾀｶﾔﾏ ﾕｷﾔ 医療薬学関連 細胞の機能化による高性能な間葉系幹細胞の 東京理科大学 薬学研究科 西川　元也 教授
開発とがん治療への応用

竹原　朋宏 ﾀｹﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ 呼吸器内科学関連 分子イメージングによるPD-L2結合で誘導さ 慶應義塾大学 医学研究科 福永　興壱 教授
れるPD-1抑制性シグナルソーム解明

田中　喜晃 ﾀﾅｶ ﾖｼｱｷ 栄養学および健康科学関連 運動タイミングと生活習慣病リスク：位相反 筑波大学 人間総合科学研究 佐藤　誠 教授
応曲線から中枢・末梢時計のずれ""の推定"" 科

谷田　けい ﾀﾆﾀ ｹｲ 免疫学関連 原発性免疫不全症の遺伝的素因解明に関する 東京医科歯科大 大学院医歯学総合 森尾　友宏 教授
研究 学 研究科

玉井　浩二 ﾀﾏｲ ｺｳｼﾞ 呼吸器内科学関連 ヒトiPS細胞由来の多細胞系肺胞オルガノイ 京都大学 医学研究科 平井　豊博 教授
ドの開発と間質性肺炎疾患モデルの樹立
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田宗　秀隆 ﾀﾑﾈ ﾋﾃﾞﾀｶ 精神神経科学関連 既存薬再開発に向けたヒトiPS細胞由来神経 東京大学 大学院医学系研究 岡部　繁男 教授
回路の動態可視化技術開発 科

田村　光 ﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 保存治療系歯学関連 エリスロマイシン改変体の抗炎症Del-1分子 新潟大学 新潟大学大学院医 寺尾　豊 教授
誘導による炎症性骨吸収制御法の検索 歯学総合研究科微

生物感染症学分野

多森　翔馬 ﾀﾓﾘ ｼﾖｳﾏ 薬系衛生および生物化学関連 癌患者ゲノムデータを基盤とした癌幹細胞に 東京理科大学 薬学研究科 秋本　和憲 教授
おけるオートファジー依存的な特性の解析

張　理正 ﾁﾔﾝ ｲｼﾞﾖﾝ リハビリテーション科学関連 脳損傷後の機能回復を促す神経回路再編機構 大阪大学 生命機能研究科 山本　亘彦 教授
の解明

張　春明 ﾁﾖｳ ｼﾕﾝﾒｲ 人体病理学関連 Cryo-EMを用いる生体環境におけるβ2ミクロ 大阪大学 薬学研究科 井上　豪 教授
グロブリン線維形成機構の解明

堤　崚太郎 ﾂﾂﾐ ﾘﾖｳﾀﾛｳ 解剖学関連 成体脳神経幹細胞の繊毛が側脳室の恒常性維 大阪大学 理学研究科 古川　貴久 教授
持に寄与するメカニズムとその生理学的意義

鶴田　佳保里 ﾂﾙﾀ ｶﾎﾘ 薬系衛生および生物化学関連 GPx4欠損新規細胞死(リポキシトーシス)にお 北里大学 薬学研究科 今井　浩孝 教授
けるLipo-3の機能解析

丁　悦文 ﾃｲ ｴﾂﾌﾐ 解剖学関連 成体神経幹細胞の胎生期起源細胞ニッチの解 東京大学 薬学系研究科 後藤　由季 教授
析 子

田　甜 ﾃﾝ ﾃﾝ 成長および発育系歯学関連 ゼブラフィッシュを用いた上皮-間葉相互作 九州大学 歯学府 高橋　一郎 教授
用検出システムの構築とその応用

天宅　あや ﾃﾝﾀｸ ｱﾔ 栄養学および健康科学関連 分泌系インタラクトームによる基底膜コラー 徳島大学 大学院栄養生命科 高橋　章 教授
ゲン極性輸送の解明 学教育部

戸ヶ崎　和博 ﾄｶﾞｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ 消化器内科学関連 細胞系列特性に着目した胃がん発生機序の解 慶應義塾大学 医学研究科 金井　隆典 教授
明

殿村　修一 ﾄﾉﾑﾗ ｼﾕｳｲﾁ 神経内科学関連 cnm遺伝子陽性ミュータンス菌による脳内出 京都大学 医学研究科 高橋　良輔 教授
血発症機序の解明

鳥羽　由希子 ﾄﾊﾞ ﾕｷｺ 医療薬学関連 マイクロ流体デバイスを用いた腸肝循環を再 大阪大学 薬学研究科 水口　裕之 教授
現可能なin vitro毒性試験法の開発

内藤　龍彦 ﾅｲﾄｳ ﾀﾂﾋｺ 神経内科学関連 大規模ゲノム情報を用いたパーキンソン病の 東京大学 大学院医学系研究 戸田　達史 教授
遺伝学的背景の解明 科

中島　孝平 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 薬系分析および物理化学関連 放射線治療におけるがん免疫の関与の解明と 北海道大学 生命科学院 小川　美香 教授
光免疫療法への応用 子
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中嶋　瞳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 栄養学および健康科学関連 栄養バランスが誘導する新規細胞死メカニズ 京都大学 生命科学研究科 垣塚　彰 教授
ムの解明

中西　和毅 ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞｷ リハビリテーション科学関連 予防的運動介入がグリア細胞分極や神経生存 鹿児島大学 保健学研究科　保 榊間　春利 教授
と行動学的評価に与える影響の解明 健学専攻　神経運

動障害基礎学分野

中屋敷　弘晟 ﾅｶﾔｼｷ ｺｳｾｲ リハビリテーション科学関連 事象関連脱同期の生成機序解明による脳波型 東京農工大学 大学院工学府 近藤　敏之 教授
BCIリハビリテーションの実現

西尾　隆佑 ﾆｼｵ ﾘﾕｳｽｹ 薬系衛生および生物化学関連 亜鉛イオン神経毒性を介したパーキンソン病 静岡県立大学 静岡県立大学大学 武田　厚司 教授
の発症メカニズムとその防御戦略 院薬食生命科学総

合学府博士課程薬
学専攻

丹羽　智紀 ﾆﾜ ﾄﾓｷ 薬系化学および創薬科学関連 ジアニオン触媒と光反応を組み合わせた立体 静岡県立大学 薬食生命科学総合 濱島　義隆 教授
選択的C-Hフッ素化反応の開発 学府

沼　尚吾 ﾇﾏ ｼﾖｳｺﾞ 眼科学関連 人工知能を用いた遺伝性網膜疾患の新規原因 京都大学 医学研究科 辻川　明孝 教授
遺伝子探索手法の構築

橋本　昂之 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 生理学関連 スパインCa2+イメージングを用いた顔選択性 東京大学 大学院医学系研究 大木　研一 教授
細胞のシナプスレベルの機能構築の解明 科

羽田　優花 ﾊﾈﾀﾞ ﾕｶ 解剖学関連 原羊膜由来細胞の胚組織形成における役割と 東京大学 大学院医学系研究 栗原　裕基 教授
その分化機構の解明 科

濱口　裕貴 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ スポーツ科学関連 非筋型ミオシンの骨格筋における機能解析と 東京都立大学 大学院人間健康科 眞鍋　康子 准教授
筋萎縮の病態におよぼす影響 学研究科

日野　俊哉 ﾋﾉ ﾄｼﾔ 血液および腫瘍内科学関連 抗腫瘍T細胞の長期生存能に関わる転写因子 東京大学 大学院医学系研究 黒川　峰夫 教授
の探索と養子免疫療法への応用 科

平出　貴裕 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾀｶﾋﾛ 循環器内科学関連 特発性肺動脈性肺高血圧症の新規発症原因遺 慶應義塾大学 医学研究科 福田　恵一 教授
伝子候補の機能解析と創薬ターゲットの検索

平岡　秀樹 ﾋﾗｵｶ ﾋﾃﾞｷ 薬系衛生および生物化学関連 環境中化学物質による神経障害メカニズムの 岡山大学 医歯薬学総合研究 上原　孝 教授
解明と新規創薬アプローチの確立 科

廣内　大成 ﾋﾛｳﾁ ﾀｲｾｲ 腫瘍生物学関連 白血病におけるゲノム異常と翻訳活性化をつ 東京大学 新領域創成科学研 内丸　薫 教授
なぐ新たながん進化モデルと分子標的薬開発 究科

広瀬　思帆 ﾋﾛｾ ｼﾎ 腫瘍生物学関連 ERK経路の異常活性化によるエクソソーム内m 東京大学 新領域創成科学研 武川　睦寛 教授
iRNAを介した癌化分子機構の解明 究科
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福井　大和 ﾌｸｲ ﾔﾏﾄ 産婦人科学関連 着床期におけるエピジェネティックな子宮内 東京大学 大学院医学系研究 大須賀　穣 教授
膜および胚盤胞の転写制御機構の解明 科

藤井　裕也 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾔ 眼科学関連 原疾患治療同時投与可能な低分子化合物治療 九州大学 医学系学府 園田　康平 教授
薬による網膜再生医療の確立

藤中　彩乃 ﾌｼﾞﾅｶ ｱﾔﾉ 生体医工学関連 X線透視動画を用いた頭頸部構造物の形動態 筑波大学 システム情報工学 滝沢　穂高 准教授
解析に基づく嚥下障害の解明 研究科

舩城　桐子 ﾌﾅｷ ﾄｳｺ 腫瘍生物学関連 小細胞肺がんの悪性化における細胞接着分子 東京大学 新領域創成科学研 村上　善則 教授
CADM1の機能解析 究科

細川　大瑛 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｱｷ リハビリテーション科学関連 側頭葉てんかん外科治療における顔認知障害 東北大学 医学系研究科 鈴木　匡子 教授
の分析と顔認知に関わる脳領域の解明

堀内　優奈 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾅ 内科学一般関連 臨床現場で利用可能なコレステロール引き抜 東京医科歯科大 大学院医歯学総合 大川　龍之 教授
き能評価法の確立 学 研究科 介

松澤　拓郎 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾛｳ 薬理学関連 ヘパラン硫酸を標的とした新規糖尿病治療薬 東北大学 医学系研究科 谷内　一彦 教授
の探索

松田　知華 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｶ スポーツ科学関連 月経周期を考慮したリカバリー法の開発 日本体育大学 体育科学研究科 須永　美歌 教授
子

松村　英明 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 脳神経外科学関連 脳梗塞急性期治療において移植可能な自家歯 筑波大学 人間総合科学研究 松丸　祐司 教授
髄・歯肉由来神経系細胞の研究開発 科

松本　光希 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ 薬系化学および創薬科学関連 可視光活性型リガンドの創成とクロスカップ 千葉大学 医学薬学府 根本　哲宏 教授
リング反応の開発

松本　博成 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼｹﾞ 高齢者看護学および地域看護 コンビニエンスストアを対象とした認知症教 東京大学 大学院医学系研究 山本　則子 教授
学関連 育プログラムの普及に関する研究 科

丸山　修紀 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾕｳｷ 基盤脳科学関連 7テスラMRIを用いた興奮抑制バランスとヒト 総合研究大学院 生命科学研究科 定藤　規弘 教授
脳ネットワークの動的メカニズムの解明 大学

三田　佳貴 ﾐﾀ ﾖｼﾀｶ スポーツ科学関連 Type I 筋線維からの分泌因子によって筋萎 東京都立大学 大学院人間健康科 眞鍋　康子 准教授
縮への耐性が生じることの証明 学研究科

光武　明彦 ﾐﾂﾀｹ ｱｷﾋｺ 神経内科学関連 神経核内封入体病の病態の解明 東京大学 大学院医学系研究 戸田　達史 教授
科

峯岸　美紗 ﾐﾈｷﾞｼ ﾐｻ 腫瘍生物学関連 がん細胞の近接細胞を蛍光標識する新規技術 東京工業大学 生命理工学院 近藤　科江 教授
を用いた骨転移ニッチの解明
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目黒　史也 ﾒｸﾞﾛ ﾌﾐﾔ 常態系口腔科学関連 体つくりの共通メカニズムの解明～歯と口蓋 新潟大学 医歯学総合研究科 大峽　淳 教授
の類似性・相違性から～

目澤　義弘 ﾒｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 腫瘍生物学関連 ヒストン脱アセチル化の亢進した癌関連線維 順天堂大学 順天堂大学大学院 折茂　彰 准教授
芽細胞サブセットの特性解明と治療標的化 　医学研究科　分

子病理病態学

望月　達貴 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾂｷ 医療薬学関連 ヒトBBBにおいて薬物中枢移行を担う新規経 東京大学 薬学系研究科 楠原　洋之 教授
路の同定およびその分子機構解析

夜久　愛 ﾔｸ ｱｲ 膠原病およびアレルギー内科 Regnase-1における肺動脈性肺高血圧制御機 京都大学 医学研究科 大村　浩一 准教授
学関連 構の解明 郎

安川　大貴 ﾔｽｶﾜ ﾀﾞｲｷ 消化器外科学関連 多機能分子ナルディライジンに着目した膵癌 滋賀医科大学 医学系研究科 谷　眞至 教授
の病態解明

山内　聡一郎 ﾔﾏｳﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ 腫瘍診断および治療学関連 難治性固形癌への効率的抗体デリバリーを可 熊本大学 薬学教育部 森岡　弘志 教授
能とする二段階送達システムの開発

山川　康平 ﾔﾏｶﾜ ｺｳﾍｲ 消化器内科学関連 膵癌の転移・播種において生着を可能にする 神戸大学 医学研究科 児玉　裕三 教授
因子の同定

山下　真司 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｼ リハビリテーション科学関連 骨格筋の密度に着目した心臓リハビリテーシ 北里大学 医療系研究科 松永　篤彦 教授
ョンの効果の解明

山城　梨沙 ﾔﾏｼﾛ ﾘｻ 病態医化学関連 グリア貪食能低下と神経変性を伴った新規モ 名古屋市立大学 薬学研究科 飯島　浩一 客員教授
デルの作製と神経変性修飾グリア因子の探索

山田　麻未 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾐ スポーツ科学関連 筋タンパクの分解と合成を制御する新規分子 名古屋市立大学 システム自然科学 奥津　光晴 准教授
機構の解明 研究科

山本　かおり ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾘ 栄養学および健康科学関連 地域在住高齢者の認知機能に対する多様な食 東洋大学 食環境科学研究科 矢野　友啓 教授
品摂取と睡眠の質との複合効果の検証

山本　一貴 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 薬系化学および創薬科学関連 構造活性相関研究を超高速化する天然物創薬 北海道大学 生命科学院 市川　聡 教授
手法の開発と抗薬剤耐性菌薬リードの創製

山本　亮介 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾖｳｽｹ 耳鼻咽喉科学関連 単一細胞RNAシークエンシング法による蝸牛 京都大学 医学研究科 大森　孝一 教授
と前庭の発生機構の解明

横溝　陵 ﾖｺﾐｿﾞ ﾘﾖｳ 産婦人科学関連 子宮内膜の再生医療 東京慈恵会医科 医学研究科 岡本　愛光 教授
大学

依藤（池田）　 ﾖﾘﾌｼﾞ(ｲｹﾀﾞ) ｲﾖ 脳神経外科学関連 脊髄損傷後に組織修復と神経再生を担う新生 大阪大学 医学系研究科 坂田　泰史 教授
依代 児特異的細胞サブタイプの機能解明
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楽満　憲太 ﾗｸﾐﾂ ｹﾝﾀ 薬系化学および創薬科学関連 配糖体型モノテルペノイドインドールアルカ 熊本大学 自然科学教育部 石川　勇人 教授
ロイドの生合成を模倣した集団的全合成研究

渡辺　藍子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｺ スポーツ科学関連 マクロファージの細胞時計の錯乱が筋再生に 東京医科歯科大 大学院医歯学総合 澁谷　浩司 教授
与える影響の解明 学 研究科

渡辺　数基 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 保存治療系歯学関連 歯周病が骨格筋でのglucose uptakeに与える 東京医科歯科大 医歯学総合研究科 岩田　隆紀 教授
影響とそのメカニズムの解明 学

渡邊　美幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｷ 免疫学関連 レクチン受容体シグナルの時間的伝播の違い 大阪大学 医学系研究科 山崎　晶 教授
が異なる樹状細胞応答を決定する分子機構

綿貫　慎太郎 ﾜﾀﾇｷ ｼﾝﾀﾛｳ 血液および腫瘍内科学関連 生細胞ATP濃度測定技術を用いた造血幹細胞 慶應義塾大学 医学研究科 岡野　栄之 教授
のエネルギー代謝動態の包括的解明


