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青木　竜一 ｱｵｷ ﾘｭｳｲﾁ アジア史およびアフリカ史
関連

中国中世軍事文化の新知見：軍はいつから皇
帝のものとなったのか

東北大学 文学研究科 川合　安 教授

浅田　直規 ｱｻﾀﾞ ﾅｵｷ 文化人類学および民俗学関
連

ルーマニアの児童福祉を通じた「家族」の成
立における子どもの主体的役割に関する研究

筑波大学 人文社会科学研究科 関根　久雄 教授

足立　恵理子 ｱﾀﾞﾁ ｴﾘｺ 美学および芸術論関連 新プラトン主義と規範学　柳宗悦の美の思想 京都大学 文学研究科 杉山　卓史 准教授

池澤　匠 ｲｹｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 言語学関連 脱ロシア化と再ウクライナ化：現代ウクライ
ナに於ける言語イデオロギーの二面性

東京大学 人文社会系研究科 楯岡　求美 教授

池田　泉 ｲｹﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 美術史関連 近世土佐派研究-光起における伝統の継承と
革新性

早稲田大学 文学研究科 成澤　勝嗣 教授

石井　萌加 ｲｼｲ ﾓｴｶ 美学および芸術論関連 ブラームス受容史におけるドイツのナショナ
リズム-20世紀前半を中心に-

東京大学 総合文化研究科 ゴチェフスキ　ヘル
マン

教授

石橋　佐紀子 ｲｼﾊﾞｼ ｻｷｺ 日本文学関連 琉球人が享受した大和芸能の研究-組踊を手
がかりとして-

沖縄県立芸術大学 芸術文化学研究科 波平　八郎 教授

伊藤　優 ｲﾄｳ ﾕｳ 宗教学関連 日本における近代的「不思議」の誕生 東京大学 人文社会系研究科 西村　明 准教授

岩下　夏岐 ｲﾜｼﾀ ﾅﾂｷ 文化人類学および民俗学関
連

タイ中部における高齢者リハビリテーション
の人類学的研究

総合研究大学院大学 文化科学研究科 平井　京之介 教授

榮福　真穂 ｴｲﾌｸ ﾏﾎ 哲学および倫理学関連 スピノザ哲学の源泉としてのオランダ・デカ
ルト主義--観念の実在をめぐって

京都大学 文学研究科 大河内　泰樹 教授

Ｅｓｔａｃｉｏ　Ｉａｎ ｴｽﾀｼｵ ｲｱﾝ 人文地理学関連 人間の意思決定がもたらす土地利用の変化を
正確に予測するためのモデリング手法

京都大学 地球環境学舎 星野　敏 教授

ＷＡＮＧ　ＱＩＯＮＧＨ
ＡＩ

ｵｳ ｹｲｶｲ 美学および芸術論関連 戦時下アニメーションの「音画」研究による
新しいアニメーション理論の創出

立命館大学 先端総合学術 千葉　雅也 教授

王　紫沁 ｵｳ ｼｼﾝ 美術史関連 18～19世紀における日中画人の交遊及び南画
への影響の研究：来舶清人を中心に

総合研究大学院大学 文化科学研究科 劉　建輝 教授

大塚　千聖 ｵｵﾂｶ ﾁｻﾄ 日本文学関連 中世王朝物語における王権の総合的研究-密
通における帝像の変容を起点として-

日本女子大学 文学 石井　倫子 教授
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大槻　薫子 ｵｵﾂｷ ｶｵﾙｺ 日本語教育関連 日本人介護職員が業務中使用する「普通体」
の機能分析-技能実習生への還元に向けて-

筑波大学 人文社会ビジネス科
学学術院

関崎　博紀 准教授

大沼　陽太郎 ｵｵﾇﾏ ﾖｳﾀﾛｳ 美術史関連 東アジアの武装する仏教彫刻に施される「獅
噛」装飾の研究

東北大学 文学研究科 長岡　龍作 教授

大村　優介 ｵｵﾑﾗ ﾕｳｽｹ 文化人類学および民俗学関
連

ラオス・首都ビエンチャンの男性同性愛者の
ネットワーク形成に関する都市人類学的研究

東京大学 総合文化研究科 箭内　匡 教授

岡田　悠汰 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 哲学および倫理学関連 間文化哲学の基礎づけ：ハイデガーの「民
族」概念の批判的再検討を通じて

京都大学 人間・環境学研究科 安部　浩 教授

小川　主税 ｵｶﾞﾜ ﾁｶﾗ 中国文学関連 20世紀中国文学における男子学生表象--規範
と逸脱に着目して

大阪大学 人文学研究科 浅見　洋二 教授

奧村　文音 ｵｸﾑﾗ ﾌﾐﾈ ヨーロッパ文学関連 文学における「有機的文化」研究-V．フレー
ブニコフを事例として

東京外国語大学 大学院総合国際学研
究科

沼野　恭子 教授

小田　麟太郎 ｵﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 哲学および倫理学関連 ナンシー哲学の研究：ハイデガー存在論の
「作り直し」という意図を軸とした統一的解
明

京都大学 人間・環境学研究科 安部　浩 教授

小高　絢子 ｵﾀﾞｶ ｱﾔｺ 宗教学関連 近現代日本における仏教の変容と展開-寺院
と社会環境との相互作用をめぐる比較研究

東京工業大学 環境・社会理工学院 弓山　達也 教授

鏡　耀子 ｶｶﾞﾐ ﾖｳｺ 日本語学関連 現代日本語における「です・ます」の機能と
文法体系への位置づけ

東北大学 文学研究科 大木　一夫 教授

ＫＷＡＫ　ＭＩＮＳＥＯ
Ｋ

ｶｸ ﾐﾝｿｸ 思想史関連 植民地朝鮮と京都学派 京都大学 人間・環境学研究科 小倉　紀蔵 教授

郭　立東 ｶｸ ﾘｯﾄｳ 宗教学関連 戦後日本宗教史における「水子」の言説：新
宗教・知識人・政治・大衆メディアのもつれ

東京大学 人文社会系研究科 西村　明 准教授

柏　美紀 ｶｼﾜ ﾐｷ 地域研究関連 マレーシアの「三大民族」の狭間に生きるプ
ラナカン・インディアンの人類学的研究

京都大学 アジア・アフリカ地
域研究研究科

石川　登 教授

金澤　木綿 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳ 日本史関連 鎌倉幕府支配構造の研究：東国周縁部を中心
とした御家人支配制度の検討から

京都大学 人間・環境学研究科 熊谷　隆之 教授

金丸　雄一 ｶﾈﾏﾙ ﾕｳｲﾁ 文化人類学および民俗学関
連

「環境変動による磯根資源への影響とアマ
（海士・海女）の適応」

総合研究大学院大学 文化科学研究科 池谷　和信 教授
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川村　祐斗 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾄ 日本語学関連 サ系接続表現の史的展開-""別れの挨拶語""
化を事例として-

名古屋大学 人文学研究科 ＭｃＥｌｗａｉｎ
Ｋｅｎｎｅｔｈ

教授

木内　涼 ｷｳﾁ ﾘｮｳ 美学および芸術論関連 19世紀中葉のオペラ＝コミックにおける喜劇
的音楽語法：フランス的「笑い」を探る

東京藝術大学 音楽研究科 沼口　隆 准教授

木村　彩音 ｷﾑﾗ ｱﾔﾈ 文化人類学および民俗学関
連

先住民トレス海峡諸島民社会における移民祖
先の系譜をめぐる人類学的研究

神戸大学 国際文化学研究科 梅屋　潔 教授

清田　顕子 ｷﾖﾀ ｱｷｺ 外国語教育関連 専門内容を英語で討論する能力の発達過程の
解明：EMIでの困難克服分析より

早稲田大学 教育学研究科 原田　哲男 教授

國方　沙希 ｸﾆｶﾀ ｻｷ 文化財科学関連 20世紀の油彩画修復に用いられた蜜蝋系接着
剤の除去方法の検討

東京藝術大学 美術研究科 土屋　裕子 教授

久保田　ちひろ ｸﾎﾞﾀ ﾁﾋﾛ 地域研究関連 契約農業への参加をめぐる農家の生計戦略：
ケニアにおける輸出作物の栽培を事例として

京都大学 アジア・アフリカ地
域研究研究科

高橋　基樹 教授

熊澤　真沙歩 ｸﾏｻﾞﾜ ﾏｻﾎ 日本文学関連 川端康成文学における舞踊と美術-大正期か
ら昭和初期のドイツ表現主義との関連を探る

東京外国語大学 大学院総合国際学研
究科

友常　勉 教授

ケイ　光大 ｹｲ ｺｳﾀﾞｲ 文化人類学および民俗学関
連

社会主義社会における政教関係の拮抗と調
整：中国広東省梅州市の「香花派」を例とし
て

慶應義塾大学 社会学研究科（三
田）

三尾　裕子 教授

ＫＡＮＧ　ＪＩＡＱＩ ｺｳ ｶｷ 美術史関連 元代中国書法の東アジアにおける伝播と受容
--日本・韓国を中心に

関西大学 東アジア文化研究科 吾妻　重二 教授

小谷　昂久 ｺﾀﾆ ｱｷﾋｻ 中国哲学、印度哲学および
仏教学関連

5-10世紀における毘婆沙師説解釈発展の解明 東京大学 人文社会系研究科 高橋　晃一 准教授

小西　洋子 ｺﾆｼ ﾖｳｺ 日本文学関連 慶滋保胤の願文の研究 大阪大学 人文学研究科 滝川　幸司 教授

小林　ゆり子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘｺ ヨーロッパ文学関連 プルーストにおける「個」と「普遍」の美
学：死による愛する者の消滅という観点から

東京大学 人文社会系研究科 塚本　昌則 教授

齋藤　真理子 ｻｲﾄｳ ﾏﾘｺ 地理学関連 熱帯都市域における複数のトレーサーを用い
た地下水資源の量的・質的評価

筑波大学 理工情報生命学術院 辻村　真貴 教授

作元　裕也 ｻｸﾓﾄ ﾕｳﾔ 言語学関連 文派生におけるフェイズの決定要因の研究：
通言語的観点から

九州大学 人文科学府 西岡　宣明 教授
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佐藤　良聖 ｻﾄｳ ﾘｮｳｾｲ アジア史およびアフリカ史
関連

近代中国における海洋政策の形成過程：領海
を中心に

東京大学 人文社会系研究科 吉澤　誠一郎 教授

三條　竜平 ｻﾝｼﾞｮｳ ﾘｭｳﾍｲ 地理学関連 フィールド調査と砂箱実験によるカルデラ形
成過程解明の新たな手法

東京大学 新領域創成科学研究
科

須貝　俊彦 教授

朱　若麟 ｼｭ ｼﾞｬｸﾘﾝ 文化財科学関連 日中乾漆仏の技術変遷に関する研究-6世紀か
ら8世紀を中心として

東京藝術大学 美術研究科 岡田　靖 准教授

篠原　史生 ｼﾉﾊﾗ ﾌﾐｵ 科学社会学および科学技術
史関連

戦後精神保健医療福祉における救護施設の役
割と実践：アーカイブズ整備の検討とともに

立命館大学 先端総合学術 美馬　達哉 教授

清水　加奈子 ｼﾐｽﾞ ｶﾅｺ 地域研究関連 スリランカ清掃労働者集落住民のアイデン
ティティと社会的モビリティ

京都大学 アジア・アフリカ地
域研究研究科

池亀　彩 准教授

志水　圭歩 ｼﾐｽﾞ ｶﾎ 美術史関連 女性画家エレオノール・エスカリエによる新
たな「装飾」表現の探求とその自己表象

お茶の水女子大学 人間文化創成科学研
究科

天野　知香 教授

志村　春香 ｼﾑﾗ ﾊﾙｶ 英語学関連 英語の完了進行形に関わる諸現象の分析-認
知言語学的観点から-

筑波大学 人文社会科学研究科 和田　尚明 教授

下村　恭太 ｼﾓﾑﾗ ｷｮｳﾀ 言語学関連 ヴィラモヴィアン語における接続詞と人称代
名詞の融合現象とその類似現象に関する考察

京都大学 人間・環境学研究科 河崎　靖 教授

杉山　東洋 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｳﾖｳ ヨーロッパ文学関連 19世紀オーストリア文学における社会小説の
影響-A・シュティフターの小説を中心に

京都大学 文学研究科 川島　隆 准教授

鈴木　崇司 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 考古学関連 関東・中部高地の初期鉄器文化研究-東アジ
ア的視点に基づく生産と流通論を中心に-

駒澤大学 人文科学研究科 寺前　直人 教授

鈴木　功子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 地域研究関連 COVID19 パンデミックに関するエチオピア保
健普及員の役割と住民の行動変容

京都大学 アジア・アフリカ地
域研究研究科

金子　守恵 准教授

関　佳奈 ｾｷ ｶﾅ 外国語教育関連 内容言語統合型学習におけるトランスラン
ゲージングの活用と効果:学習者心理の考察

早稲田大学 文学学術院 ＲＹＡＮ　Ｓｔｅｐ
ｈｅｎ

教授

ＳＯ　ＣＨＩＴ　ＳＨＩ
ＮＧ

ｿ ﾃﾂ ｾｲ アジア史およびアフリカ史
関連

19世紀から20世紀初頭東アジアにおけるアメ
リカン・ボードの影響

同志社大学 グローバル・スタ
ディーズ研究科

村田　雄二郎 教授

田坪　賢人 ﾀﾂﾎﾞ ｹﾝﾄ 日本史関連 近世巨大都市大坂における大工の存在形態に
ついての研究

大阪公立大学 大学院文学研究科 佐賀　朝 教授
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田中　昇一 ﾀﾅｶ ｼｮｳｲﾁ 日本史関連 日本古代の地方行政機構における雑任層の編
成と展開

神戸大学 人文学研究科 古市　晃 教授

谷川　春菜 ﾀﾆｶﾜ ﾊﾙﾅ アジア史およびアフリカ史
関連

内陸アジア遊牧民の商取引ネットワーク：清
代ハルハ＝モンゴルの駐屯地を例に

早稲田大学 文学研究科 柳澤　明 教授

谷口　力光 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾁｶﾐﾂ 中国哲学、印度哲学および
仏教学関連

ガウディーヤ学派梵語文献群を主要資料とし
た南アジア中近代法制史研究

東京大学 人文社会系研究科 梶原　三恵子 教授

玉置　文弥 ﾀﾏｵｷ ﾌﾞﾝﾔ 宗教学関連 20世紀東アジアにおける宗教交流と思想連鎖
-道院世界紅卍字会と大本教の連合運動-

東京工業大学 環境・社会理工学院 中島　岳志 教授

塚崎　夏子 ﾂｶｻｷ ﾅﾂｺ 日本文学関連 『栄花物語』の政治性--儀礼・人物の叙述を
中心に--

東京大学 人文社会系研究科 高木　和子 教授

土屋　憲靖 ﾂﾁﾔ ﾉﾘﾔｽ 芸術実践論関連 パレストリーナ様式の対位法教程に関する解
全列挙プログラムと学習支援システムの開発

国立音楽大学 音楽研究科 友利　修 教授

堤崎　暁 ﾂﾂﾐｻﾞｷ ﾃﾙ ヨーロッパ文学関連 ジョルジュ・サンドの社会主義小説に関する
研究-ピエール・ルルーとの関係から-

大阪大学 人文学研究科 山上　浩嗣 教授

綱澤　広貴 ﾂﾅｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 日本史関連 日本近世藩領における地方支配機構の構造的
研究-武家奉公人の役割を中心に-

大阪大学 人文学研究科 野村　玄 准教授

冨岡　采花 ﾄﾐｵｶ ｱﾔｶ 美術史関連 運慶の作風変遷について-鎌倉時代前期にお
ける仏像制作の実態に着目して-

京都大学 文学研究科 筒井　忠仁 准教授

富山　隆広 ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 日本文学関連 間狂言本文を用いた世阿弥・金春禅竹作品の
再検討

法政大学 人文科学研究科 伊海　孝充 法政大学
文学部日
本文学科
教授

中江　太一 ﾅｶｴ ﾀｲﾁ ヨーロッパ文学関連 文学と思想の交差地としての現代フランスの
無人島言説:近代的人間・自然像の転換

東京大学 人文社会系研究科 塚本　昌則 東京大学
人文社会
系研究科
教授

中島　潤 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 言語学関連 語処理の神経基盤の因果関係の解明　脳波と
経頭蓋電気刺激による研究

九州大学 人文科学府 太田　真理 講師

中津　陽菜 ﾅｶﾂ ﾊﾙﾅ 日本語学関連 三重県における方言アクセントの研究 早稲田大学 文学研究科 上野　和昭 教授
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永井　萌子 ﾅｶﾞｲ ﾓｴｺ ジェンダー関連 フランスのサハラ以南出身LGB難民による場
所構築の検討

お茶の水女子大学 人間文化創成科学研
究科

倉光　ミナ子 准教授

西　真輝 ﾆｼ ﾏｻｷ アジア史およびアフリカ史
関連

秦漢代官僚制における属吏層の研究 京都大学 文学研究科 吉本　道雅 教授

西川　雄也 ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾔ 日本史関連 日本近世における寺社の民間宗教者編成の研
究

京都大学 人間・環境学研究科 吉江　崇 准教授

西山　遥 ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙｶ 英語学関連 相互行為内の言い換え表現における話し手の
意図・聞き手の解釈方法

慶應義塾大学 文学研究科（三田） 井上　逸兵 教授

萩野　はな ﾊｷﾞﾉ ﾊﾅ 考古学関連 日本列島日本海地域における縄文文化の変遷
と交流に関する研究

東京大学 人文社会系研究科 福田　正宏 准教授

早坂　若子 ﾊﾔｻｶ ﾜｶｺ 美学および芸術論関連 「マコム（makom/場）」思想解明に基づくダ
ニ・カラヴァンの立体造形作品の再考

慶應義塾大学 文学研究科（三田） 後藤　文子 教授

潘　紅明 ﾊﾝ ｺｳﾒｲ 文化人類学および民俗学関
連

チベットのアンティーク路上市場における異
民族商人間の取引に関する人類学的研究

立教大学 社会学部/社会学研
究科

木村　自 准教授

ＢＡＲＴＮＥＣＫ　ＴＯ
ＢＩＡＳ

ﾊﾞｰﾄﾈｯｸ ﾄﾋﾞｱｽ 宗教学関連 京都学派のケノーシス論ーー西谷啓治の十字
架

京都大学 人間・環境学研究科 安部　浩 教授

久中　綾子 ﾋｻﾅｶ ｱﾔｺ 英文学および英語圏文学関
連

16世紀イングランドにおける法学院サークル
と印刷業者の出版活動に関する歴史的研究

慶應義塾大学 文学研究科（三田） 井出　新 教授

平田　哲也 ﾋﾗﾀ ﾃﾂﾔ ヨーロッパ史およびアメリ
カ史関連

ブーヘンヴァルト強制収容所の過去と戦後ド
イツの歴史認識：囚人たちの経験分析から

九州大学 人文科学府 今井　宏昌 准教授

藤井　健太朗 ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 文学一般関連 1950-60年代メキシコにおける文芸誌の展開
と「世界文学ネットワーク」の形成

東京大学 人文社会系研究科 柳原　孝敦 教授

包　福升 ﾎｳ ﾌｸｼｮｳ アジア史およびアフリカ史
関連

中国内モンゴルにおける自治運動と民族語教
育-1930~50年代に着目して-

京都大学 教育学研究科 駒込　武 教授

堀　雄高 ﾎﾘ ﾕﾀｶ 日本史関連 近代日本における実業補習学校の社会史的研
究

京都大学 文学研究科 谷川　穣 教授

堀下　翔 ﾎﾘｼﾀ ｶｹﾙ 日本文学関連 明治期和歌表現の史的研究 筑波大学 人文社会科学研究科 馬場　美佳 准教授



人文学 44652 令和4年度 101

氏名 カナ氏名 小区分 研究課題名 受入研究機関 部局 受入研究者 職名

ＤＣ２・人文学　101名　令和4年度特別研究員採用者一覧

本田　元 ﾎﾝﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 科学社会学および科学技術
史関連

古代ギリシアにおける球面幾何学とその天文
学への応用の天文学史上の位置付け

東京大学 人文社会系研究科 日向　太郎 教授

益田　喜和子 ﾏｽﾀﾞ ｷﾜｺ 文化人類学および民俗学関
連

都市における汎エスニシティ構築過程の人類
学的研究：台湾の汎原住民族性に着目して

慶應義塾大学 社会学研究科（三
田）

三尾　裕子 教授

松尾　樹志郎 ﾏﾂｵ ﾐｷｼﾛｳ 考古学関連 生産用具からみた弥生時代後半期における農
業生産技術の展開過程

九州大学 地球社会統合科学府 田尻　義了 准教授

松岡　葵 ﾏﾂｵｶ ｱｵｲ 言語学関連 日本語諸方言における心情述語文の格標示に
関する基礎的研究：述語の品詞に着目して

九州大学 人文科学府 下地　理則 准教授

松波　伸浩 ﾏﾂﾅﾐ ﾉﾌﾞﾋﾛ 日本文学関連 古浄瑠璃本文・挿絵総合データベース構築と
活用の研究

名古屋大学 人文学研究科 塩村　耕 教授

御手洗　靖大 ﾐﾀﾗｲ ﾔｽﾋﾛ 日本文学関連 『拾遺抄』・『拾遺和歌集』の研究 早稲田大学 文学研究科 兼築　信行 教授

三橋　咲歩 ﾐﾂﾊｼ ｻﾎ アジア史およびアフリカ史
関連

中世後期エジプトにおける都市と自然災害の
関係史

早稲田大学 文学研究科 大稔　哲也 教授

宮田　瑞穂 ﾐﾔﾀ ﾐｽﾞﾎ 日本語学関連 非真理条件性に基づく日本語時間副詞の意味
の分析とモダリティ研究への応用

東京大学 総合文化研究科 森　芳樹 教授

森脇　透青 ﾓﾘﾜｷ ﾄｳｾｲ 哲学および倫理学関連 前期デリダ思想における「表現の脱構築」に
ついて--包括的解釈の試み

京都大学 文学研究科 伊原木　大祐 准教授

安原　瑛治 ﾔｽﾊﾗ ｴｲｼﾞ 文学一般関連 スペイン語圏前衛詩における「超絶主義」の
系譜-ビセンテ・ウイドブロを中心に-

東京大学 人文社会系研究科 柳原　孝敦 教授

山名　諒 ﾔﾏﾅ ﾘｮｳ 哲学および倫理学関連 時間の動性の経験的基盤の解明 京都大学 人間・環境学研究科 青山　拓央 准教授

山中　蛍 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓﾙ 地理学関連 断層変位地形の詳細分布にもとづく南部
フォッサマグナのプレート三重会合様式の解
明

広島大学 人間社会科学研究科 後藤　秀昭 准教授

山本　由梨 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘ 美術史関連 近代日本の女性と美人画-制作・鑑賞・美容- 総合研究大学院大学 文化科学研究科 大久保　純一 教授

横井　謙斗 ﾖｺｲ ｹﾝﾄ 科学社会学および科学技術
史関連

戦前日本における真空管技術の社会史的研究 東京大学 総合文化研究科 岡本　拓司 教授
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吉田　眞生子 ﾖｼﾀﾞ ﾏｲｺ ヨーロッパ史およびアメリ
カ史関連

近代フィンランド国民形成過程の概念史的検
討

早稲田大学 文学研究科 小原　淳 教授

吉野　良祐 ﾖｼﾉ ﾘｮｳｽｹ 美術史関連 貫戦期における建築ジャーナリズムと建築史
学史の統合的再構築

東京大学 工学系研究科 加藤　耕一 教授

レベデフ　ヴァシリ ﾚﾍﾞﾃﾞﾌ ヴｧｼﾘ アジア史およびアフリカ史
関連

満洲における中国共産党の基層武装集団動員
と日・ソの対立

東京大学 人文社会系研究科 吉澤　誠一郎 教授

渡邊　文佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐｶ アジア史およびアフリカ史
関連

モロッコ・ナショナリズム運動再考：アラブ
地域の思想と秩序をめぐる政治運動への視座

早稲田大学 文学研究科 佐藤　尚平 准教授
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淺野　雄輝 ｱｻﾉ ﾕｳｷ 実験心理学関連 社会の""絆""を生み出す小脳グリア機能の解
明

東北大学 生命科学研究科 松井　広 教授

芦沢　柚香 ｱｼｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ 教育学関連 米国キャリア教育における学校段階に応じた
「文脈学習」の特質：オハイオ州を事例に

筑波大学 人間総合科学学術院 藤田　晃之 教授

有賀　ゆうアニース ｱﾙｶﾞ ﾕｳｱﾆｰｽ 社会学関連 「混血児問題」の歴史社会学: 戦後日本にお
ける多人種性をめぐる実践と経験

東京大学 学際情報学府 北田　暁大 教授

ＡＲＦＩＡＮＤＨＡＮＩ
Ｐｕｐｕｔ

ｱﾙﾌｨｱﾝﾀﾞﾆ ﾌﾟ
ﾌﾟｯﾄ

外国語教育関連 英語教員養成の実習生のGRIT 関西大学 外国語教育学研究科 竹内　理 教授

石井　貴大 ｲｼｲ ﾀｶﾋﾛ 理論経済学関連 技術の無償供与が経済成長に与える影響の理
論的分析

大阪大学 経済学研究科 祝迫　達郎 教授

石井　悠紀子 ｲｼｲ ﾕｷｺ 社会心理学関連 感情的落涙の規定因及び適応的帰結に関わる
統合的研究-自己観の個人差の視座から-

東京大学 教育学研究科 遠藤　利彦 東京大学
大学院
教育学研
究科　教
授

伊藤　将人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 社会学関連 地方移住から地方定住への転換-移住者と地
元住民の社会的葛藤と再移住の構造分析-

一橋大学 大学院社会学研究科 堂免　隆浩 教授

伊藤　麟稀 ｲﾄｳ ﾘﾝｷ 経済政策関連 国際的R＆Dスピルオーバー効果と付加価値貿
易

京都大学 経済学研究科 神事　直人 教授

猪股　大輝 ｲﾉﾏﾀ ﾀﾞｲｷ 教育学関連 占領期日本における特別教育活動成立過程の
研究-教科外活動「学校内化」の観点から

東京大学 教育学研究科 小玉　重夫 教授

井元　拓斗 ｲﾓﾄ ﾀｸﾄ 政治学関連 現代日本の連立政権：連立ガバナンスのジレ
ンマに着目して

京都大学 法学研究科 建林　正彦 教授

上田　江里子 ｳｴﾀﾞ ｴﾘｺ 実験心理学関連 乳幼児の気質・認知特性の多様性機序の解明
-腸内細菌叢に着目して

京都大学 教育学研究科 明和　政子 教授

植村　優貴 ｳｴﾑﾗ ﾕｷ 理論経済学関連 景気循環における失業者の求職活動に関する
分析

京都大学 経済学研究科 西山　慎一 教授

上本　翔大 ｳｴﾓﾄ ｼｮｳﾀ 公法学関連 プラットフォーム規制に関する日米比較-プ
ラットフォーム事業者の表現の自由を焦点に

大阪大学 法学研究科 高井　裕之 教授

宇隨　佳 ｳｽﾞｲ ｹｲ 経済政策関連 資源配分の歪みが1990年代以降の日本の経済
成長に与えた影響

東京大学 経済学研究科 植田　健一 教授

宇多　鼓次朗 ｳﾀﾞ ｺｼﾞﾛｳ 公法学関連 憲法上の婚姻の意味変化に関する研究-ドイ
ツ基本法6条1項の婚姻を題材に

大阪大学 法学研究科 高田　篤 教授

ＤＣ２・社会科学　111名　令和4年度特別研究員採用者一覧



社会科学 44652 令和4年度 111

氏名 カナ氏名 小区分 研究課題名 受入研究機関 部局 受入研究者 職名

ＤＣ２・社会科学　111名　令和4年度特別研究員採用者一覧

内田　奈緒 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵ 教育心理学関連 中高の英語学習における語彙学習方略の適応
的な変容：その機序の解明と指導法の検討

東京大学 教育学研究科 植阪　友理 准教授

江見　桐子 ｴﾐ ｷﾘｺ 社会心理学関連 いじめの傍観者はいかにしてディフェンダー
となりうるか -愛着理論的アプローチ-

東京大学 教育学研究科 遠藤　利彦 教授

呉　先珍 ｵ ｿﾝｼﾞﾝ 社会学関連 疎外の時間論による解明-道徳性概念を通し
た時間論と疎外論の接続

東京大学 人文社会系研究科 出口　剛司 教授

王　ギョク ｵｳ ｷﾞｮｸ 教育心理学関連 子どもの社会情動的発達における親の役割を
再考する -母系モソ人の検討を通して-

東京大学 教育学研究科 遠藤　利彦 教授

大石　寛 ｵｵｲｼ ｶﾝ 子ども学および保育学関連 思春期小児の身体活動・睡眠・肥満傾向と近
隣環境との関係性の解明

同志社大学 スポーツ健康科学研究科 石井　好二郎 教授

大久保　らな ｵｵｸﾎﾞ ﾗﾅ 実験心理学関連 周辺色錯視に基づく周辺視野における色知覚
メカニズムの解明

東京大学 人文社会系研究科 村上　郁也 教授

太田　直斗 ｵｵﾀ ﾅｵﾄ 認知科学関連 物体の機能認識の解明-メカニズムと一般化
可能性に着目した包括的検討-

名古屋大学 情報学研究科 北神　慎司 准教授

岡田　聖貴 ｵｶﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 公法学関連 違憲審査と社会通念、国民意識 一橋大学 大学院法学研究科 只野　雅人 教授

岡田　玖美子 ｵｶﾀﾞ ｸﾐｺ ジェンダー関連 夫婦の親密性に潜むジェンダー・ポリティク
ス：現代日本における妻の葛藤に着目して

大阪大学 人間科学研究科 辻　大介 准教授

尾川　周平 ｵｶﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 特別支援教育関連 自閉スペクトラム症者の自尊感情の質と主観
的幸福感に着目した新規支援法の開発

筑波大学 人間総合科学学術院 小島　道生 准教授

小坂　和広 ｵｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ 公法学関連 法的概念としてのライシテ─その変容と連続
についての歴史的分析─

東京大学 法学政治学研究科 石川　健治 教授

小澤　駿弥 ｵｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 経済政策関連 国際生産ネットワークを考慮した定量的貿易
モデルの構築と原産地規則に関する厚生分析

京都大学 経済学研究科 神事　直人 教授

小俵　将之 ｵﾄﾞﾗ ﾏｻﾕｷ 理論経済学関連 潜在的な利害対立を抱えた集団における熟議
と投票に関する理論分析

早稲田大学 経済学研究科 浅古　泰史 准教授

小野　弾 ｵﾉ ﾊｽﾞﾑ 政治学関連 政権担当能力の政治経済学 東京大学 法学政治学研究科 ＭｃＥｌｗａｉｎ
Ｋｅｎｎｅｔｈ

教授

梶原　千恵 ｶｼﾞﾜﾗ ﾁｴ 教科教育学および初等中等
教育学関連

災害伝承の「共訳不可能性」を乗り越える美
術活動についての事例研究

九州大学 芸術工学府 中村　美亜 准教授

加藤　一聖 ｶﾄｳ ｲｯｾｲ 実験心理学関連 濡れの神経基盤の探索 早稲田大学 人間科学研究科 永島　計 教授
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川瀬　朗 ｶﾜｾ ｱｷﾗ 国際関係論関連 EUのアンチダンピング税を通じた貿易保護措
置に関する政治学的分析

京都大学 法学研究科 鈴木　基史 教授

川太　悠史 ｶﾜﾀ ﾕｳｼﾞ 公共経済および労働経済関
連

職場におけるピア効果の分析-人事データと
健康データを組み合わせた研究-

早稲田大学 経済学研究科 大湾　秀雄 教授

北島　佑樹 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ 国際法学関連 戦間期までの国際規制犯罪における個人の国
際法上の責任

東京大学 総合文化研究科 西村　弓 教授

金　希相 ｷﾑ ﾋｻﾝ 社会学関連 日本における移民の居住格差と住宅消費に関
する研究

東京大学 人文社会系研究科 祐成　保志 准教授

吉良　美緯 ｷﾗ ﾐﾖｺ 家政学および生活科学関連 重症心身障害児・低出生体重児の衣生活支援
と被服設計

神戸大学 人間発達環境学研究科 井上　真理 教授

窪内　尊之 ｸﾎﾞｳﾁ ﾀｶﾕｷ 国際関係論関連 戦後フランスと西側陣営の形成-価値の同盟
の誕生1945-1954年ー

早稲田大学 政治学研究科 都丸　潤子 教授

久保田　紘行 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 理論経済学関連 テキストデータと高頻度データを組み合わせ
た金融政策ショックの識別

東京大学 経済学研究科 新谷　元嗣 教授

熊埜御堂　央 ｸﾏﾉﾐﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 経済政策関連 企業の海外進出と生産性の関係を弱める要因
に関する研究

一橋大学 大学院経済学研究科 冨浦　英一 教授

栗原　勇人 ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾄ 認知科学関連 円滑な対人インタラクションを実現する神経
基盤の解明とその支援技術の提案

早稲田大学 人間科学研究科 大須　理英子 教授

桑原　啓 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾋﾛﾑ 社会学関連 ひきこもり現象における自立観の研究 京都大学 人間・環境学研究科 吉田　純 教授

ＨＵ　ＹＩＤＩ ｺ ｴｷﾃｷ 社会学関連 現代日本社会におけるケア責任をめぐる二重
の乖離に関する実証的研究

京都大学 人間・環境学研究科 柴田　悠 准教授

古井戸　祐樹 ｺｲﾄﾞ ﾕｳｷ 教育学関連 ユージン・ジェンドリンの「暗在性の哲学」
における教育学的意義

早稲田大学 教育学研究科 佐藤　隆之 教授

小岩　広平 ｺｲﾜ ｺｳﾍｲ 教育心理学関連 『空気』を読めない他者に対する「攻撃エス
カレーションモデル」の提案とその検討

東北大学 教育学研究科 若島　孔文 教授

黄　金峰 ｺｳ ｷﾝﾎｳ 特別支援教育関連 吃音の神経生理学的メカニズムに関する研究 筑波大学 人間総合科学学術院 宮本　昌子 教授

佐藤　太一 ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 社会福祉学関連 事例検討会による保健師の職場内教育
（OJT）を推進するガイドブックの開発と検
証

千葉大学 看護学研究科 石丸　美奈 教授

佐藤　広人 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 理論経済学関連 動学的情報設計における完全遂行 東京大学 経済学研究科 神取　道宏 教授
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澤口　右樹 ｻﾜｸﾞﾁ ﾕｳｷ ジェンダー関連 現代イスラエルにおける女性の兵役経験と
ジェンダー・エスニシティの交差

東京大学 総合文化研究科 鶴見　太郎 准教授

周　源 ｼｭｳ ｹﾞﾝ 国際関係論関連 政権安定化の手段としての中国対外プロパガ
ンダ：理論と実証

神戸大学 法学研究科 栗栖　薫子 教授

塩田　友果 ｼｵﾀ ﾕｶ 子ども学および保育学関連 脳機能画像およびゲノム解析による診断閾下
自閉スペクトラム症の診断指標の確立

大阪大学 連合小児発達学研究科 横山　茂 教授

重本　秀人 ｼｹﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ 経済統計関連 金融資産共分散行列の予測とリスク管理に関
する研究

関西学院大学 理工学研究科 森本　孝之 教授

申　變敬 ｼﾝ ﾅｰｷﾞｮﾝ 実験心理学関連 ミラーシステムの自他弁別特性についての研
究

九州大学 統合新領域学府 樋口　重和 教授

寿　秋露 ｼﾞｭ ｼｭｳﾛ 社会心理学関連 信頼の個性を生み出す分子メカニズムの解明 玉川大学 脳科学研究科 高岸　治人 准教授

杉山　侑吏 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳﾘ 経済政策関連 公共空間が多様性に寛容な規範の形成に与え
る影響に関する実証的研究

一橋大学 大学院経済学研究科 手島　健介 教授

隅田　玲 ｽﾐﾀﾞ ﾚｲ 臨床心理学関連 離婚後のコペアレンティング関係構築に向け
た心理教育介入プログラムの提案

東京大学 教育学研究科 高橋　美保 大学教授

図師　直弥 ｽﾞｼ ﾅｵﾔ 実験心理学関連 情動状態が味知覚に影響を及ぼすメカニズム
の解明

筑波大学 人間総合科学学術院 綾部　早穂 教授

ＳＯＮＧ　ＹＵＡＮＭＥ
ＮＧ

ｿｳ ｴﾝﾑ 社会学関連 「二人っ子政策」期における現代中国社会の
新たな生政治--人々の認識に焦点をあてて

京都大学 文学研究科 丸山　里美 准教授

高橋　あおい ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 科学教育関連 科学系博物館における幼児を対象とした学習
支援を実現するための理念と展示運営の関係

神戸大学 人間発達環境学研究科 山口　悦司 教授

武石　将大 ﾀｹｲｼ ｼｮｳﾀ 経済統計関連 多様なデータに対するChange-planeモデルの
推定手法と理論について

東京大学 経済学研究科 下津　克己 教授

武内　保 ﾀｹｳﾁ ﾀﾓﾂ 社会学関連 集合的記憶論における「技術と記憶の関係」
と「記憶力とはなにか」とに関する理論研究

早稲田大学 文学研究科 草柳　千早 教授

谷　京 ﾀﾆ ｹｲ 国際関係論関連 戦後日本の対朝鮮半島政策の歴史的再検討 一橋大学 大学院法学研究科 クォン　ヨンソク 准教授

塚目　孝紀 ﾂｶﾒ ﾀｶﾉﾘ 政治学関連 内閣制度の創設と初期の運用-帝国憲法体制
における君主無答責と大臣責任制

東京大学 法学政治学研究科 五百旗頭　薫 教授

辻　百合香 ﾂｼﾞ ﾕﾘｶ 特別支援教育関連 自閉スペクトラム症傾向と言語音声聴取能力
の関連の解明：困り感・不安の予防に向けて

お茶の水女子大学 人間文化創成科学研究科 今泉　修 准教授
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坪田　大河 ﾂﾎﾞﾀ ﾀｲｶﾞ 経済統計関連 双曲割引の下での動学的離散選択における識
別および推定

東京大学 経済学研究科 下津　克己 教授

寺本　理紗 ﾃﾗﾓﾄ ﾘｻ 社会心理学関連 ボツワナのKgatla集団における女性の多婚戦
術の拡散と継承動態の解明

京都大学 アジア・アフリカ地域研究研
究科

高田　明 准教授

杜　雪菲 ﾄ ｾﾂﾋ 会計学関連 投資家の情報処理意思決定について 東京大学 経済学研究科 首藤　昭信 准教授

等々力　花歩 ﾄﾄﾞﾘｷ ｶﾎ 子ども学および保育学関連 乳幼児の援助行動の表出メカニズムの解明
ー他者との行動同期経験の影響を通して

京都大学 教育学研究科 明和　政子 教授

中越　みずき ﾅｶｺﾞｼ ﾐｽﾞｷ 政治学関連 低所得層における自民党への投票の心理基盤 関西学院大学 社会学研究科 稲増　一憲 教授

中山　博晶 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 教育学関連 社会的排除に抗する包摂モデルの構築：大
阪・釜ヶ崎を事例とした社会教育学的研究

九州大学 人間環境学府 岡　幸江 教授

長澤　敦士 ﾅｶﾞｻﾜ ｱﾂｼ 教育社会学関連 子どもと「共にある」貧困対策のあり方に関
する検討

京都大学 人間・環境学研究科 倉石　一郎 教授

ＮＯＲＤＳＴＲＯＥＭ
Ｒｏｂｅｒｔ　Ｔｏｒ
Ｅｒｉｋ

ﾉｰﾄﾞｽﾄﾛｰﾑ ﾛﾊﾞｰ
ﾄ ﾄｰﾙ ｴﾘｯｸ

政治学関連 地方選挙での無投票当選の民主主義にもたら
す影響

早稲田大学 政治学研究科 河野　勝 教授

野上　慶子 ﾉｶﾞﾐ ｹｲｺ 特別支援教育関連 高い不安症状のある発達障害児のための母親
焦点化型ＦＣＢＴプログラムの開発

神戸大学 人間発達環境学研究科 山根　隆宏 准教授

畑　佑美 ﾊﾀ ﾕｳﾐ 実験心理学関連 内受容感覚が習慣行動と目標志向行動を調整
するメカニズムの解明

専修大学 文学 澤　幸祐 教授

Ｐｈａｔｔｈａｒａｔｈ
ａｎａｓｕ　Ｔｕｗａｎ
ｏｎｔ

ﾊﾟｯﾀﾗﾀﾅｽ ﾀｳﾜﾉﾝ 地域研究関連 社会運動のグローバリゼーションー汎アジア
運動としての「ミルクティー同盟」

早稲田大学 アジア太平洋研究科 見市　建 教授

樋口　大夢 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛﾑ 教育学関連 主権者教育における理論研究-ハンナ・アレ
ントの「自発性」に着目して-

東京大学 教育学研究科 小玉　重夫 教授

櫃割　仁平 ﾋﾂﾜﾘ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 認知科学関連 俳句の曖昧性が審美性に与える影響の心理・
神経・生理メカニズムの解明

京都大学 教育学研究科 野村　理朗 准教授

平尾　遼海 ﾋﾗｵ ﾘｮｳﾐ 刑事法学関連 予備罪の外形的行為について 九州大学 法学府 野澤　充 教授

平田　貴士 ﾋﾗﾀ ﾀｶｼ 認知科学関連 瞳孔・眼球運動を指標とした認知状態の評価
と操作

名古屋大学 情報学研究科 川合　伸幸 教授
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廣戸　健悟 ﾋﾛﾄ ｹﾝｺﾞ 教育心理学関連 調整プロセスとしてみる幼児期の向社会性の
発達：自然観察による縦断的解明

東京大学 教育学研究科 遠藤　利彦 東京大学
大学院教
育学研究
科　教授

深谷　舜 ﾌｶﾔ ｼｭﾝ 社会学関連 イギリスのヘゲモニーにおける鉄道ゲージの
諸問題：統治性・地理・科学技術

東京外国語大学 大学院総合国際学研究科 吉本　秀之 教授

福島　広大 ﾌｸｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ 教育工学関連 天文学を題材とする課題把握・俯瞰能力向上
の為のVRを活用した教育プログラム開発

東京大学 学際情報学府 川越　至桜 准教授

藤田　駿介 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 教育学関連 ドイツ連邦ギムナジウムにおけるキャリア教
育の特質：地域連携の作用に焦点を当てて

筑波大学 人間総合科学学術院 藤田　晃之 教授

藤谷　未央 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾐｵ 教育学関連 1989年版幼稚園教育要領の形成過程研究：戦
後日本の幼児教育認識と政策展開から

お茶の水女子大学 人間文化創成科学研究科 小玉　亮子 教授

藤本　慎也 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝﾔ 社会学関連 防災リテラシー格差の発生・維持メカニズム
の解明とその縮減方策の検討

同志社大学 社会学研究科 立木　茂雄 教授

藤本　丈史 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹﾌﾐ 経済政策関連 開発政策の効果の異質性とその要因を推定す
るレジーム・スイッチングモデルの開発

東京大学 新領域創成科学研究科 鈴木　綾 教授

二荒　麟 ﾌﾀﾗ ﾘﾝ 経済政策関連 健康的な食品消費を促すヘルスケアポリシー
に関する実証分析

慶應義塾大学 経済学研究科（三田） 星野　崇宏 教授

ＰＲＡＴＩＰＰＯＲＮＫ
ＵＬ　ＲＵＥＮＧＲＩＮ

ﾌﾟﾗﾃｨｯﾎﾟｰﾝｸﾝ ﾙ
ｱﾝﾘﾝ

ジェンダー関連 タイ深南部における児童婚: 宗教と地域特性
上の要因との関係性に着目して

大阪大学 国際公共政策研究科 河村　倫哉 准教授

平安名　萌恵 ﾍﾝﾅ ﾓｴ 社会学関連 沖縄のシングルマザーの子産み・子育てをめ
ぐる実証的研究-自立と主体性の再考

立命館大学 先端総合学術研究科 岸　政彦 教授

堀池　航洋 ﾎﾘｲｹ ｺｳﾖｳ 政治学関連 明治期日本における住民把握の理論フレーム
の構築に関する研究

立命館大学 政策科学研究科 重森　臣広 教授

本間　祥吾 ﾎﾝﾏ ｼｮｳｺﾞ 社会心理学関連 不確実な環境における制度と心の共進化：資
源分配とリスク回避の理論・実証的検討

北海道大学 文学院 竹澤　正哲 准教授

ＭＡ　ＨＡＯＸＩＮＧ ﾏｰ ﾊｫｰｼﾝ 経済政策関連 オンラインプラットフォームにおける偽ユー
ザー: 消費者保護政策の理論分析

大阪大学 国際公共政策研究科 室岡　健志 准教授

松隈　誠矢 ﾏﾂｸﾏ ｾｲﾔ 教科教育学および初等中等
教育学関連

思春期の子どもの精神的不調に対する座位行
動の影響の解明

東京大学 教育学研究科 佐々木　司 教授

松田　えりか ﾏﾂﾀﾞ ｴﾘｶ 特別支援教育関連 学校教育が中途障害者に与える教育的・社会
的意義

筑波大学 人間総合科学学術院 宮内　久絵 准教授
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水原　啓太 ﾐｽﾞﾊﾗ ｹｲﾀ 実験心理学関連 呼吸と外界の認知との関連に注目した身体と
脳の相互作用に関する研究

大阪大学 人間科学研究科 入戸野　宏 教授

宮地　俊介 ﾐﾔﾁ ｼｭﾝｽｹ 社会学関連 「地域開発」の歴史社会学──戦後日本にお
けるシンクタンクの実践を対象として

東京大学 学際情報学府 北田　暁大 教授

惠　明子 ﾒｸﾞﾐ ｱｷｺ 特別支援教育関連 書字動態および生理指標を用いた発達障害児
の診断支援システムの開発と行動療法の評価

熊本大学 社会文化科学教育部 安村　明 准教授

百瀬　由璃絵 ﾓﾓｾ ﾕﾘｴ 社会学関連 福祉政策の非対象者に関する実証研究：健康
上の問題による労働市場からの排除を中心に

東京大学 教育学研究科 三輪　哲 教授

森石　千尋 ﾓﾘｲｼ ﾁﾋﾛ 臨床心理学関連 社交不安における再発のリスク要因の同定：
爪コルチゾールの観点から

早稲田大学 人間科学研究科 嶋田　洋徳 教授

矢澤　順根 ﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 社会心理学関連 対人関係におけるクリティカルシンキングの
役割モデルの提案と検証

広島大学 人間社会科学研究科 中島　健一郎 准教授

保道　晴奈 ﾔｽﾐﾁ ﾊﾙﾅ 社会学関連 日本におけるムスリム女性の相互行為：マイ
クロアグレッションに着目したフレーム分析

大阪大学 人間科学研究科 藤川　信夫 教授

柳田　和哉 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 教育学関連 フンボルトの人間形成・陶冶の政治理論の再
構成

京都大学 教育学研究科 広瀬　悠三 准教授

矢野　真沙代 ﾔﾉ ﾏｻﾖ 社会学関連 認知症当事者同士の語り合いによる当事者の
自己の変遷といかに語りがたさは生じるか

中央大学 文学研究科 天田　城介 教授

吉川　実希 ﾖｼｶﾜ ﾐｷ 教育学関連 デンマークにおける若年者移行支援機関所属
職員の専門性に関する研究

筑波大学 人間総合科学学術院 藤田　晃之 教授

吉田　奨 ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾑ 経済政策関連 バリューチェーン強化による農村開発の可能
性

政策研究大学院大学 政策（学） 高橋　和志 教授

吉原　雅人 ﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾄ 基礎法学関連 法制度と実践の存在論的分析 京都大学 法学研究科 近藤　圭介 准教授

李　雨桐 ﾘ ｳﾄｳ 政治学関連 アメリカ連邦制下における多州連合訴訟の政
治学的分析

神戸大学 国際文化学研究科 安岡　正晴 教授

ＬＩＵ　ＹＩＮＧＸＵ ﾘｭｳ ｲﾝｼｭｳ 社会福祉学関連 社会的流動性が高齢期脳神経機能に及ぼす影
響の解明

東北大学 医学系研究科 瀧　靖之 教授

ＬＩＮ　ＹＡＱＩＯＮＧ ﾘﾝ ｱｹｲ 経済政策関連 従来型の貿易協定と深化した貿易協定の環境
への影響

名古屋大学 経済学研究科 柳瀬　明彦 教授

渡邊　明寿香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ 臨床心理学関連 包括的支援に向けたトラウマ焦点化技法と非
焦点化技法の統合的プロセスモデルの構築

兵庫教育大学 連合学校教育学研究科 伊藤　大輔 准教授
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渡辺　彩加 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 教育社会学関連 難民教育がキャリア形成に及ぼす影響：タ
イ・ミャンマー難民を事例に

京都大学 総合生存学館 関山　健 准教授

渡部　綾一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｲﾁ 認知科学関連 視覚的意識の発生プロセスおよび意識の神経
相関における発達的検討

京都大学 文学研究科 森口　佑介 准教授
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青木　基記 ｱｵｷ ﾓﾄﾌﾐ 数理解析学関連 実解析的手法による粘性流体に対するエネル
ギー保存性と正則性の解析

東北大学 理学研究科 岩渕　司 准教授

赤穗　龍一郎 ｱｶﾎ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する理
論

ボルツマンニュートリノ輸送計算で探るブ
ラックホール形成と極限物理

早稲田大学 先進理工学研究
科

山田　章一 教授

浅井　孝文 ｱｻｲ ﾀｶﾌﾐ プラズマ科学関連 レーザープラズマ加速陽子線の核スピン制御
への挑戦

神戸大学 海事科学 山内　知也 教授

朝野　哲郎 ｱｻﾉ ﾃﾂﾛｳ 天文学関連 数値シミュレーションと位置天文学観測デー
タを用いた銀河動力学の研究

東京大学 理学系研究科 藤井　通子 准教授

安達　駿弥 ｱﾀﾞﾁ ｼｭﾝﾔ 基礎解析学関連 モノドロミー不変エルミート形式に由来する
パンルヴェ方程式の解の研究

熊本大学 自然科学教育部 原岡　喜重 教授

安部　大晟 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｾｲ 天文学関連 現代的な星形成理論構築に向けた、分子雲に
おけるフィラメント構造の進化過程の研究

名古屋大学 理学研究科 犬塚　修一郎 教授

天谷　宇志 ｱﾏｶﾞｲ ﾀｶｼ 固体地球科学関連 深部由来岩脈の透輝石メルト包有物を用いた
鉱床形成プロセスと探査プローブ開発

筑波大学 理工情報生命学
術院

黒澤　正紀 准教授

荒井　駿 ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ 数理物理および物性基礎関
連

一般確率論と状態識別性能を用いた大規模量
子系の実現可能性の定量的評価

名古屋大学 多元数理科学研
究科

Ｌｅ　Ｇａｌｌ　Ｆ
ｒａｎｃｏｉｓ

准教授

新井　陽介 ｱﾗｲ ﾖｳｽｹ 磁性、超伝導および強相関
系関連

「悪魔の階段」転移を示す希薄キャリアセリ
ウム化合物の新奇な強相関電子機構の研究

東京大学 理学系研究科 近藤　猛 准教授

安藤　誠 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 天文学関連 原始銀河団の系統的探査に基づく宇宙の高密
度環境における銀河進化の解明

東京大学 理学系研究科 嶋作　一大 准教授

池田　理 ｲｹﾀﾞ ｵｻﾑ 固体地球科学関連 含水鉱物の音速測定から探る、マントル 下
部への水輸送と大規模地震波低速度域の関係

東北大学 理学研究科 鈴木　昭夫 准教授

池田　雅志 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｼ 地球生命科学関連 分子化石を用いた地衣類の地球史的研究 北海道大学 理学院 沢田　健 教授

石黒　奎弥 ｲｼｸﾞﾛ ｹｲﾔ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する理
論

特異点解消に基づく超弦理論のランドスケー
プの現象論的検証

総合研究大学院大学 高エネルギー加
速器科学研究科

溝口　俊弥 講師

稲村　寛生 ｲﾅﾑﾗ ｶﾝｾｲ 数理物理および物性基礎関
連

圏論的対称性に守られたトポロジカル相と量
子臨界現象

東京大学 理学系研究科 押川　正毅 教授

ＤＣ２・数物系科学　144名　令和4年度特別研究員採用者一覧
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井上　智裕 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ 固体地球科学関連 陸域及び海域の測地観測網を用いた沈み込み
帯浅部における滑り収支の解明

京都大学 理学研究科 伊藤　喜宏 准教授

今泉　恵太 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｹｲﾀ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する理
論

量子周期に基づく弦理論・M理論の非摂動的
定式化

東京工業大学 理学院 伊藤　克司 教授

今村　均 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾄｼ 磁性、超伝導および強相関
系関連

構造緩和現象による1層グラフェン2次元モア
レ超格子の作製と物性探索

九州大学 工学府 田中　悟 教授

岩崎　龍太 ｲﾜｻﾞｷ ﾘｭｳﾀ 磁性、超伝導および強相関
系関連

多軌道モット絶縁体におけるスピンと軌道自
由度から生じる多体効果の解析

埼玉大学 理工学研究科 星野　晋太郎 助教

内山　慶祐 ｳﾁﾔﾏ ｹｲｽｹ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する実
験

高感度X線偏光観測衛星IXPEによるマグネ
ター磁気エネルギー解放機構の解明

東京理科大学 理学研究科 玉川　徹 客員教授

ＷＡＮＧ　ＴＩＡＮＣＨ
ＵＮ

ｵｳ ﾃﾝｼﾞｭﾝ 磁性、超伝導および強相関
系関連

非従来型超伝導に対する第一原理手法の開発 東京大学 工学系研究科 有田　亮太郎 教授

大金　原 ｵｵｶﾞﾈ ﾊｼﾞﾒ 天文学関連 大気乱流分布を組み込んだ高精度レーザート
モグラフィによる可視光補償光学

東北大学 理学研究科 秋山　正幸 教授

大貫　良輔 ｵｵﾇｷ ﾘｮｳｽｹ 生物物理、化学物理および
ソフトマターの物理関連

球状コロイドクラスターの形成過程の直接観
察

東京理科大学 理工学研究科 吉岡　伸也 教授

大野　瑞貴 ｵｵﾉ ﾐｽﾞｷ 磁性、超伝導および強相関
系関連

磁性トポロジカル半金属の薄膜・ヘテロ構造
を用いた量子輸送現象の解明と新奇相開拓

東京大学 工学系研究科 川崎　雅司 教授

大間々　知輝 ｵｵﾏﾏ ﾄﾓｷ 天文学関連 ミリ秒時間・分光X線観測及び 新データ解
析手法で挑むブラックホール近傍の構造

総合研究大学院大学 物理科学研究科 辻本　匡弘 准教授

大宮　英俊 ｵｵﾐﾔ ﾋﾃﾞﾄｼ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する理
論

回転するブラックホールと重力波によるスト
リングアクシオン探査に向けた理論研究

京都大学 理学研究科 田中　貴浩 教授

岡嵜　郁也 ｵｶｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 基礎解析学関連 α/2-調和写像から定まる部分多様体上の不
連続なマルチンゲールに関する研究

東北大学 理学研究科 針谷　祐 教授

荻野　直樹 ｵｷﾞﾉ ﾅｵｷ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する実
験

ブラックホール時空誕生の瞬間に迫る史上
高感度のX線検出器システム開発

金沢大学 自然科学研究科 米徳　大輔 教授

小倉　将紘 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ 数理物理および物性基礎関
連

新奇な可解模型の統一的研究とそのトポロジ
カル物性への応用

京都大学 理学研究科 佐藤　昌利 教授
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尾崎　壮駿 ｵｻﾞｷ ｿｳｼｭﾝ 磁性、超伝導および強相関
系関連

特異な電子状態が生む異常な軌道磁気応答の
研究

東京大学 理学系研究科 ＭｃＥｌｗａｉｎ
Ｋｅｎｎｅｔｈ

教授

ＧＵＯ　ＺＩＸＵＡＮ ｶｸ ｼｾﾝ 地球生命科学関連 聴覚機能から見たマイルカ小目（哺乳類・鯨
偶蹄目）の系統進化と適応放散の解明

筑波大学 理工情報生命学
術院

甲能　直樹 教授

柏木　頼我 ｶｼﾜｷﾞ ﾗｲｶﾞ 天文学関連 フィラメント状分子雲同士の衝突に起因した
誘発的星形成過程の理論的研究

総合研究大学院大学 物理科学研究科 岩崎　一成 助教

片田　舞 ｶﾀﾀﾞ ﾏｲ 幾何学関連 自由群の自己同型群のヤコビ図の空間への作
用

京都大学 理学研究科 葉廣　和夫 教授

金村　佳範 ｶﾅﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 代数学関連 有理点を持つ曲面族の割合に関する研究 慶應義塾大学 理工学研究科
（矢上）

坂内　健一 教授

川上　竜平 ｶﾜｶﾐ ﾀｯﾍﾟｲ 磁性、超伝導および強相関
系関連

遷移金属ダイカルコゲナイド原子層薄膜のス
ピン・角度分解光電子分光

東北大学 理学研究科 佐藤　宇史 教授

川崎　良寛 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾋﾛ 天文学関連 ガス降着段階における原始惑星系円盤の磁場
の進化

九州大学 理学府 町田　正博 准教授

川田　七海 ｶﾜﾀﾞ ﾅﾅﾐ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する実
験

世界 高精度での地球ニュートリノ観測によ
るマントル対流構造の解明

東北大学 理学研究科 井上　邦雄 教授

川原　光滋 ｶﾜﾊﾗ ｺｳｼﾞ 磁性、超伝導および強相関
系関連

多秩序の共存による相転移ダイナミクス 東京大学 理学系研究科 常次　宏一 教授

邱　天 ｷｭｳ ﾃﾝ 天文学関連 すばるHSCによる高速固有運動の測定に基づ
くコンパクト天体の研究

東京大学 理学系研究科 高田　昌広 教授

ＱＩＡＮＧ　ＢＯＷＥＮ ｷｮ ﾋﾛﾌﾞﾐ 磁性、超伝導および強相関
系関連

複金属窒化物薄膜におけるバルク反強磁性ス
キルミオン

名古屋大学 シンクロトロン
光研究センター

伊藤　孝寛 准教授

菊地　渉太 ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する理
論

超弦理論のトーラスコンパクト化モデルによ
る素粒子標準模型のフレーバー構造の再現

北海道大学 理学院 小林　達夫 教授

木原　孝輔 ｷﾊﾗ ｺｳｽｹ 宇宙惑星科学関連 太陽周辺環境の解析と機械学習を用いた、太
陽高エネルギー粒子現象の予報研究

京都大学 理学研究科 浅井　歩 准教授

木村　真博 ｷﾑﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ 宇宙惑星科学関連 水生成を伴う原始大気の進化モデルの構築と
系外地球型惑星の獲得水量予測

東京大学 理学系研究科 橘　省吾 教授
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桐田　勇利 ｷﾘﾀ ﾕｳﾘ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する実
験

2色の極短パルス近赤外レーザーを用いた
sub-eVアクシオンの探索

広島大学 先進理工系科学
研究科

本間　謙輔 准教授

久保田　勇祐 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｽｹ 固体地球科学関連 硫黄・オスミウム同位体組成を用いたコマチ
アイトの成因の解明

東京工業大学 理学院 上野　雄一郎 教授

ＫＵＭＡＲ　ＨＡＲＩＨ
ＡＲＡ　ＳＵＤＨＡＮ

ｸﾏｰﾙ ﾊﾘﾊﾗ ｽﾀﾞｰ
ﾝ

プラズマ科学関連 高強度レーザー照射グラフェンにおける異常
イオン加速機構の解明

東北大学 工学研究科 大西　直文 教授

栗林　宗一郎 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する実
験

レプトンセクターにおけるCP対称性の破れの
探索

京都大学 理学研究科 中家　剛 教授

桑野　太輔 ｸﾜﾉ ﾀﾞｲｽｹ 地球生命科学関連 石灰質ナノ化石群集に基づく水温・塩分・栄
養塩量の新規復元手法の構築

千葉大学 融合理工学府 亀尾　浩司 教授

小正路　崚太郎 ｺｼｮｳｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 数理物理および物性基礎関
連

数理計画法に基づく結晶構造探索手法の開発 東京大学 理学系研究科 尾崎　泰助 教授

古谷　侑士 ｺﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 天文学関連 4m太陽望遠鏡を用いた太陽光球でのジェット
状構造の統計解析

京都大学 理学研究科 浅井　歩 准教授

小谷　翼 ｺﾀﾞﾆ ﾂﾊﾞｻ 宇宙惑星科学関連 高速イオン注入モデルを用いた非一様磁場中
の低域混成波に関する粒子シミュレーション

京都大学 理学研究科 田口　聡 教授

近藤　雅起 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 磁性、超伝導および強相関
系関連

磁性・極性と共存したスピン・バレー結合状
態における輸送現象の開拓

大阪大学 理学研究科 花咲　徳亮 教授

齊藤　圭太 ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ 生物物理、化学物理および
ソフトマターの物理関連

局所力源で駆動された非平衡ソフトマターの
巨視的物性の解明

九州大学 理学府 木村　康之 教授

斎藤　勇太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 代数学関連 Lubin-Tate (φ， Γ)加群のモジュライに関
する研究

東京大学 数理科学研究科 今井　直毅 准教授

酒井　恵祐 ｻｶｲ ｹｲｽｹ 地球生命科学関連 縄文海進時に対馬海流が北海道東部に到達？
～海と陸の古環境指標からのアプローチ～

神戸大学 人間発達環境学
研究科

大串　健一 教授

佐藤　有汰留 ｻﾄｳ ｱﾀﾙ 地球生命科学関連 ウラン化合物における速度論的同位体分別効
果：新規計算手法の開発

東京都立大学 理学研究科 波田　雅彦 教授

至田　直人 ｼﾀﾞ ﾅｵﾄ 数理解析学関連 特異な多重線形擬微分作用素に対する有界性
定理の精密化

大阪大学 理学研究科 冨田　直人 教授



数物系科学 44652 令和4年度 144

氏名 カナ氏名 小区分 研究課題名 受入研究機関 部局 受入研究者 職名

ＤＣ２・数物系科学　144名　令和4年度特別研究員採用者一覧

篠木　正隆 ｼﾉｷ ﾏｻﾀｶ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する実
験

スーパーカミオカンデにおける核破砕反応の
測定と超新星背景ニュートリノの探索

東京理科大学 理工学研究科 石塚　正基 教授

清水　康希 ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 応用数学および統計数学関
連

多変量解析に関する特異ランダム行列の固有
値分布論の新展開

東京理科大学 理学研究科 橋口　博樹 教授

白井　菖太郎 ｼﾗｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 半導体、光物性および原子
物理関連

2次の非線形効果を用いた超伝導共振器内光
子状態の超高精度制御

東京大学 総合文化研究科 野口　篤史 准教授

白木　啓文 ｼﾗｷ ﾋﾛﾌﾐ 半導体、光物性および原子
物理関連

環境の幾何学的デザインが拓く超蛍光の新た
な多体相関機構

大阪公立大学 工学研究科 秋田　成司 教授

杉本　馨 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｵﾙ プラズマ応用科学関連 量子線源への応用を目指した高強度レーザー
駆動高温輻射プラズマ形成過程の解明

大阪大学 理学研究科 千徳　靖彦 教授

杉本　昇大 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳｷ 数理物理および物性基礎関
連

孤立量子多体系の熱平衡化機構の解明 東京大学 理学系研究科 上田　正仁 教授

鈴木　裕太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 半導体、光物性および原子
物理関連

カイラリティの誘起する新奇なスピン輸送現
象の解明

東京大学 理学系研究科 加藤　雄介 教授

鈴木　雄大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 宇宙惑星科学関連 理論モデルおよび宇宙機の観測データを用い
た長周期彗星の形成環境と熱史に関する研究

東京大学 理学系研究科 吉岡　和夫 講師

須田　慶樹 ｽﾀﾞ ｹｲｼﾞｭ 生物物理、化学物理および
ソフトマターの物理関連

生体膜内における側方枯渇効果によるタンパ
ク質２次元結晶相の形成

九州大学 理学府 秋山　良 准教授

須藤　健太 ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 半導体、光物性および原子
物理関連

非相反磁気抵抗を増強する散乱機構の解明 東北大学 理学研究科 野尻　浩之 教授

砂田　佳希 ｽﾅﾀﾞ ﾖｼｷ 半導体、光物性および原子
物理関連

超伝導人工原子の発光遷移の広帯域化とそれ
を用いたマイクロ波量子通信

東京大学 工学系研究科 中村　泰信 教授

図司　陽平 ｽﾞｼ ﾖｳﾍｲ 生物物理、化学物理および
ソフトマターの物理関連

液晶乱流解明に向けた、駆動されたトポロジ
カル欠陥運動の３次元計測

東京大学 理学系研究科 竹内　一将 准教授

ＳＯＮＧ　ＰＥＮＧ ｿｳ ﾎｳ 磁性、超伝導および強相関
系関連

三元水素化物高温超伝導体の情報科学的構造
探索

北陸先端科学技術大学院
大学

先端科学技術研
究科

前園　涼 教授

高久　諒太 ﾀｶｸ ﾘｮｳﾀ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する実
験

モスアイレーザー加工を用いたCMB偏光変調
器の開発によるインフレーションの検証

東京大学 理学系研究科 山崎　典子 併任教授
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高嶋　聡 ﾀｶｼﾏ ｻﾄｼ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する実
験

宇宙重元素合成の直接実証を目指した大有効
面積液体アルゴンガンマ線望遠鏡の開発

東京大学 理学系研究科 馬場　彩 准教授

高橋　幹弥 ﾀｶﾊｼ ﾐｷﾔ 天文学関連 輻射輸送と流体の同時計算によるブラック
ホールスピンの新たな測定法

筑波大学 理工情報生命学
術院

大須賀　健 教授

瀧下　恒星 ﾀｷｼﾀ ｺｳｾｲ 固体地球科学関連 噴煙からの火山灰の放出過程の推定に基づく
降灰予測の改良

京都大学 理学研究科 井口　正人 教授

武内　太貴 ﾀｹｳﾁ ﾀｲｷ 数理解析学関連 流体の影響を考慮した二重走化性モデルの数
理解析

早稲田大学 基幹理工学研究
科

小薗　英雄 教授

竹村　英晃 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 天文学関連 分子雲コアへの質量降着を考慮した星形成シ
ナリオの構築に向けた赤外線暗黒星雲の観測

総合研究大学院大学 物理科学研究科 中村　文隆 准教授

多田　誠之郎 ﾀﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ 地球生命科学関連 鼻腔構造にもとづく恐竜類における内温性獲
得過程の解明

東京大学 理学系研究科 對比地　孝亘 併任准教
授

田中　悠也 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 数理解析学関連 ロジスティック項付きケラー・シーゲル系の
臨界現象の解明とその応用

東京理科大学 理学研究科 横田　智巳 教授

Ｃｈｕａｎｇ　Ｃｈｉｅ
ｎーＷｅｎ

ﾁｭｱﾝ ﾁｪﾝｳｪﾝ 磁性、超伝導および強相関
系関連

スピン分解ARPESによる遷移金属ダイカルコ
ゲナイド磁性薄膜の研究

東北大学 理学研究科 佐藤　宇史 教授

ＺＨＡＮＧ　Ｒｏｎｇｓ
ｈｉ

ﾁｮｳ ﾖｳｼﾞﾂ 核融合学関連 ヘリウムプラズマ照射によるバンドル状金属
ナノ構造の形成機構と核融合炉への影響

名古屋大学 工学研究科 大野　哲靖 教授

千代　祐太朗 ﾁﾖ ﾕｳﾀﾛｳ 数理解析学関連 準線形走化性方程式系に対する数学的研究基
盤の構築

東京理科大学 理学研究科 横田　智巳 教授

辻　寛 ﾂｼﾞ ﾋﾛｼ 幾何学関連 非負の重みつきリッチ曲率をもつ空間上での
幾何解析

大阪大学 理学研究科 太田　慎一 教授

辻川　吉明 ﾂｼﾞｶﾜ ﾖｼｱｷ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する実
験

世界 高エネルギーでの陽子陽子衝突事象を
用いたベルの不等式の検証

京都大学 理学研究科 隅田　土詞 助教

辻村　潤 ﾂｼﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する理
論

笠-高柳公式に代わるホログラフィックなエ
ンタングルメントエントロピー公式の構築

名古屋大学 理学研究科 南部　保貞 准教授

都築　豊 ﾂﾂﾞｷ ﾕﾀｶ 量子ビーム科学関連 原子物理と検出器物理の融合による高エネル
ギー光子の量子反応過程の解明

東京大学 理学系研究科 高橋　忠幸 教授
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坪内　俊太郎 ﾂﾎﾞｳﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 数理解析学関連 1-ラプラス作用素とp-ラプラス作用素を含む
特異拡散方程式の弱解の正則性

東京大学 数理科学研究科 石毛　和弘 教授

鶴田　哲也 ﾂﾙﾀ ﾃﾂﾔ 量子ビーム科学関連 位置検出可能な大面積吸収体を持つガンマ線
用TES型マイクロカロリメータの開発

九州大学 工学府 伊豫本　直子 准教授

鶴橋　知典 ﾂﾙﾊｼ ﾄﾓﾉﾘ 数理解析学関連 流体方程式の弱解の非一意性と微視的構造の
数理解析

東京大学 数理科学研究科 儀我　美一 教授

冨田　拓希 ﾄﾐﾀ ﾀｸｷ 代数学関連 絶対Euler積を用いた絶対ゼータ関数の研究 慶應義塾大学 理工学研究科
（矢上）

坂内　健一 教授

土肥　明 ﾄﾞﾋ ｱｷﾗ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する理
論

中性子星の光度で見るエキゾチックな高密度
物質の解明

九州大学 理学府 山本　一博 教授

中島　直道 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵﾐﾁ 幾何学関連 特異点理論の情報幾何学への応用探究～《特
異モデルの情報幾何学》の創設

北海道大学 情報科学院 大本　亨 教授

中村　勇貴 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 宇宙惑星科学関連 太陽高エネルギー粒子が火星大気の微量成分
組成に与える影響の解明

東北大学 理学研究科 寺田　直樹 教授

長澤　俊作 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｭﾝｻｸ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する実
験

次世代硬X線太陽撮像観測で迫る磁気エネル
ギー解放による粒子加速機構

東京大学 理学系研究科 高橋　忠幸 教授

名越　俊平 ﾅｺﾞｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ 天文学関連 反響マッピング・多波長観測・長期間光度曲
線を用いた、状態遷移するクエーサーの研究

京都大学 理学研究科 岩室　史英 准教授

奈良　誠大 ﾅﾗ ｾｲﾀﾞｲ 宇宙惑星科学関連 人為起源物質による上部中間圏・下部熱圏大
気の汚染状況とメカニズムの解明

筑波大学 理工情報生命学
術院

久野　成夫 教授

仁木　創太 ﾆｷ ｿｳﾀ 固体地球科学関連 燐酸塩鉱物3種年代測定によるマグマ過程の
解明：ウラン-トリウム放射非平衡の活用

東京大学 理学系研究科 平田　岳史 教授

西村　大輝 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 核融合学関連 トカマクプラズマにおける局所乱流と大域性
の研究

九州大学 総合理工学府 藤澤　彰英 教授

西山　学 ﾆｼﾔﾏ ｶﾞｸ 宇宙惑星科学関連 線状重力異常から探る月惑星の熱進化史 東京大学 理学系研究科 杉田　精司 教授

羽柴　康仁 ﾊｼﾊﾞ ﾔｽﾋﾄ 基礎解析学関連 作用素環の分類と内部構造の解析 東京大学 数理科学研究科 河東　泰之 教授
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長谷川　耀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳ 幾何学関連 固有でない双曲的測地空間における無限遠の
研究

大阪大学 理学研究科 金　英子 教授

林　晃平 ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ 基礎解析学関連 大規模相互作用系に対するKardar-Parisi-
Zhang普遍性

東京大学 数理科学研究科 佐々田　槙子 准教授

林田　健二 ﾊﾔｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 半導体、光物性および原子
物理関連

多様なスピンと軌道の結合を記述する有効磁
場のk・p理論

北海道大学 工学院 明楽　浩史 教授

林田　健志 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾀｹｼ 半導体、光物性および原子
物理関連

フェロアキシャル秩序に関する新規物性開拓 東京大学 新領域創成科学
研究科

木村　剛 教授

原　隆文 ﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ 量子ビーム科学関連 自動サイクロトロン共鳴を利用したメガワッ
ト級小型加速器の開発

大阪大学 理学研究科 福田　光宏 教授

原子　秀一 ﾊﾗｺ ｼｭｳｲﾁ 幾何学関連 シンプレクティック微分リー代数のホモロ
ジー群の研究

東京大学 数理科学研究科 逆井　卓也 准教授

ＢＡＮＥＲＪＥＥ　ＳＭ
ＡＲＡＮＩＫＡ

ﾊﾞﾅｼﾞｰ ｽﾏﾗﾆｶ 天文学関連 中性子星合体で迫る重元素の起源とジェット
の形成メカニズム

東北大学 理学研究科 田中　雅臣 准教授

ＰＡＮ　Ｙｉｍｉｎｇ ﾊﾟﾝ ｲｰﾐﾝ プラズマ科学関連 自己相似解で必要なプラズマ初期状態の電子
密度・温度・速度場の時間・空間分解計測

九州大学 総合理工学府 山形　幸彦 准教授

平野　光浩 ﾋﾗﾉ ﾐﾂﾋﾛ 固体地球科学関連 地殻変動下における重力・電磁場の統一的研
究～情報幾何学的試み

東北大学 理学研究科 長濱　裕幸 教授

平峰　玲緒奈 ﾋﾗﾐﾈ ﾚｵﾅ 地球人間圏科学関連 漂着軽石の生産・運搬・堆積過程の解明：過
去の黒潮流路の復元に向けて

東京都立大学 都市環境科学研
究科

鈴木　毅彦 教授

廣瀬　拓哉 ﾋﾛｾ ﾀｸﾔ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する理
論

背景磁場を含む6次元理論におけるヒッグ
ス・インフレーション

大阪公立大学 大学院理学研究
科

丸　信人 教授

ピーダーセン　珠杏ウィ
リアム

ﾋﾟｰﾀﾞｰｾﾝ ｼﾞｭｱﾝ
ｳｨﾘｱﾑ

素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する理
論

量子コンピュータを用いた非平衡過程シミュ
レーション手法の開発

東京大学 総合文化研究科 菊川　芳夫 教授

古川　圭介 ﾌﾙｶﾜ ｹｲｽｹ 大気水圏科学関連 中期更新世遷移期(MPT)の原因に関する新仮
説「水蒸気増大仮説」の検証

北海道大学 環境科学院 関　宰 准教授

古郡　秀雄 ﾌﾙｺﾞｵﾘ ﾋﾃﾞｵ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する理
論

ドレス状態を考慮した場の量子論による、検
証可能なメモリー効果の解析

名古屋大学 理学研究科 野尻　伸一 教授
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本間　和明 ﾎﾝﾏ ｶｽﾞｱｷ 宇宙惑星科学関連 新の星・円盤形成の理解に立脚した早期木
星形成下での太陽系形成モデル構築と検証

東京工業大学 理学院 奥住　聡 准教授

前田　夏穂 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂﾎ 宇宙惑星科学関連 衛星材料の組成進化と小天体反射特性から探
る太陽系惑星軌道移動史

神戸大学 理学研究科 大槻　圭史 教授

増田　滉己 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 固体地球科学関連 大規模重合によるスロー地震スペクトルの評
価：広帯域スロー地震現象の解明に向けて

東京大学 理学系研究科 井出　哲 教授

松本　孝文 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ 代数学関連 放物接続とそのモジュライ空間の研究 神戸大学 理学研究科 吉岡　康太 神戸大学
大学院理
学研究科
教授

松本　遼 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する実
験

超対称大統一模型の予言する中性K中間子へ
の陽子崩壊の探索

東京理科大学 理工学研究科 石塚　正基 教授

ＭＡＨＭＯＵＤＩ　Ｓｏ
ｎｉａ

ﾏﾑｰﾃﾞｨ ｿﾆｱ 幾何学関連 織り構造の構築と分類 東北大学 理学研究科 小谷　元子 教授

水谷　歩 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾕﾑ 地球人間圏科学関連 地震時海底変位の即時推定に基づく高速かつ
高精度な津波即時予測手法の確立

北海道大学 理学院 蓬田　清 特任教授

水野　雄貴 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ 代数学関連 K3曲面上の層のモジュライ空間 早稲田大学 基幹理工学研究
科

楫　元 教授

三橋　一輝 ﾐﾂﾊｼ ｲｯｷ 天文学関連 ALMAとすばるの協調観測から多角的に探るサ
ブミリ波銀河の爆発的星形成機構

東京大学 理学系研究科 阪本　成一 併任教授

三野　裕哉 ﾐﾉ ﾕｳﾔ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する実
験

史上 高エネルギー加速器と低運動量パイオ
ン飛跡で測る暗黒物質の長寿命

京都大学 理学研究科 中家　剛 教授

Ｍｉｈａｌａｃｈｅ　Ｓ
ｅｒｂａｎ　Ｍａｔｅｉ

ﾐﾊﾗｹ ｾﾙﾊﾞﾝ ﾏﾃｲ 幾何学関連 5角関係式を用いた３次元多様体の量子不変
量

東北大学 理学研究科 寺嶋　郁二 教授

宮川　明裕 ﾐﾔｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 基礎解析学関連 自由確率論における非可換有理関数の解析 京都大学 理学研究科 ＣＯＬＬＩＮＳ　Ｂ
ｅｎｏｉｔ

教授

村上　耕太郎 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する理
論

格子QCDを用いたメソン-バリオン散乱の解析
によるペンタクォークの研究

京都大学 理学研究科 青木　慎也 教授
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森　遥 ﾓﾘ ﾊﾙｶ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する理
論

双対共変な新しい超重力理論によるド・ジッ
ター宇宙の網羅的探索と沼地問題

北里大学 理学研究科 川崎　健夫 教授

安田　傑 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶｼ 生物物理、化学物理および
ソフトマターの物理関連

高分子溶液・ゲル・スライムにおける浸透圧
の普遍的物理法則の探究

東京大学 工学系研究科 酒井　崇匡 教授

山口　航平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 代数学関連 表現論および可積分系とMacdonald-
Koornwinder多項式

名古屋大学 多元数理科学研
究科

柳田　伸太郎 准教授

山口　樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂｷ 代数学関連 超準解析的手法による特異点の研究 東京大学 数理科学研究科 高木　俊輔 教授

山崎　勇樹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 磁性、超伝導および強相関
系関連

時間反転対称性が破れたトポロジカル超伝導
体表面におけるマヨラナ準粒子の電磁気応答

名古屋大学 理学研究科 河野　浩 教授

山田　廉仁 ﾔﾏﾀﾞ ﾚﾝﾄ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する理
論

S行列の解析的及び幾何学的構造から迫る閾
近傍エキゾチックハドロンの解明

東京大学 理学系研究科 森松　治 併任准教
授

吉岡　純平 ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 地球生命科学関連 ケイ素循環から紐解く「中期・後期中新世全
球的寒冷化イベント」

東京大学 理学系研究科 黒田　潤一郎 准教授

吉崎　彪雅 ﾖｼｻﾞｷ ﾋｭｳｶﾞ 代数学関連 拡張ペル方程式によるウェーバー予想への応
用

東京理科大学 理工学研究科 加塩　朋和 准教授

吉澤　和子 ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｺ 地球生命科学関連 中生代海棲爬虫類の尾部軟組織復元と機能形
態学的解析に基づく水棲適応史の解明

東京大学 理学系研究科 對比地　孝亘 併任准教
授

吉田　章吾 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 磁性、超伝導および強相関
系関連

強相関トポロジカル絶縁体における表面効果
と圧力スイッチング効果

兵庫県立大学 理学研究科 水戸　毅 教授

吉田　雄城 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 宇宙惑星科学関連 分子動力学法によるダスト粒子間相互作用の
解明と大規模並列計算で探るダスト成長過程

東京大学 理学系研究科 小久保　英一郎 併任教授

世田　拓也 ﾖﾀﾞ ﾀｸﾔ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する理
論

リサージェンス理論を用いたカイラル相転移
の解析的研究

京都大学 理学研究科 橋本　幸士 教授

四塚　麻衣 ﾖﾂﾂﾞｶ ﾏｲ 素粒子、原子核、宇宙線お
よび宇宙物理に関連する実
験

ミューオンg-2及びEDMの精密測定に向けた低
エミッタンスミューオンビームの実証

名古屋大学 理学研究科 飯嶋　徹 教授

米田　亮介 ﾖﾈﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 数理物理および物性基礎関
連

時空間ダイナミクスのデータ駆動型数理モデ
ル構築

京都大学 情報学研究科 青柳　富誌生 教授
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李　公彦 ﾘ ｷﾐﾋｺ 代数学関連 プリズマティックコホモロジーの高レベル対
数化とp進解析化

東京大学 数理科学研究科 志甫　淳 教授

ＬＩＵ　Ｚｉｙｉｎ ﾘｭｳ ｼｲﾝ 数理物理および物性基礎関
連

深層学習に於ける可解模型 東京大学 理学系研究科 上田　正仁 教授

鷲ノ上　遥香 ﾜｼﾉｳｴ ﾊﾙｶ 天文学関連 小質量低金属量恒星大気の性質の統一的理解
に向けた理論研究

東京大学 総合文化研究科 鈴木　建 教授

渡邉　南 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 数理解析学関連 非線形シュレディンガー方程式の初期値によ
る解の大域挙動の分類

津田塾大学 理学研究科 菊池　弘明 教授

渡邊　竜太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 磁性、超伝導および強相関
系関連

トポロジカル絶縁体ヘテロ接合による界面量
子物性の開拓

東京大学 工学系研究科 十倉　好紀 卓越教授
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青山　拓磨 ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾏ 高分子材料関連 カテナン高分子網目の多軸変形解析による絡み
合い相互作用の解明と新規物性の創出

京都工芸繊維大
学

工芸科学研究科 西川　幸宏 准教授

足立　惇弥 ｱﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 機能物性化学関連 脂質二重層で機能する有機開殻種の可逆的物性
制御

東京工業大学 生命理工学院 金原　数 教授

阿部　諒太 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 有機合成化学関連 [2+2+2]付加環化反応を鍵とするフルオランテ
ン含有π共役分子の触媒的不斉合成

東京工業大学 物質理工学院 田中　健 教授

荒井　博貴 ｱﾗｲ ﾋﾛｷ 有機機能材料関連 分子間相互作用による TADF 発光分子の完全水
平配向と超高効率有機 EL 素子

山形大学 有機材料システム
研究科

城戸　淳二 教授

伊藤　正樹 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 高分子化学関連 二重ラセンヘリケート形成に基づくキラルな超
分子ナノ構造体の構築と卓越機能の創出

名古屋大学 工学研究科 八島　栄次 教授

今川　大樹 ｲﾏｶﾞﾜ ﾀｲｷ 構造有機化学および物理有
機化学関連

積層シクロブタジエンの合成と熱/光スイッチ
ング

広島大学 先進理工系科学研
究科

中本　真晃 准教授

今村　祐司 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 高分子化学関連 触媒規制型立体選択的ラジカル重合を可能にす
る新規分子触媒の開発

京都大学 工学研究科 山子　茂 教授

岩田　恭宗 ｲﾜﾀ ﾀｶﾋﾛ 生体関連化学 液-液相分離を応用した抗体キャリアの開発及
び抗体による細胞内分子制御への展開

京都大学 薬学研究科 二木　史朗 教授

氏江　優希子 ｳｼﾞｴ ﾕｷｺ 生物分子化学関連 病原真菌ー免疫細胞共培養法による新規天然物
の探索と「浸潤進化」の解明研究

慶應義塾大学 理工学研究科（矢
上）

荒井　緑 教授

内田　海路 ｳﾁﾀﾞ ｶｲｼﾞ エネルギー関連化学 二水素錯体を利用した水素同位体クロマトグラ
フィー分離法の開発

東北大学 理学研究科 坂本　良太 教授

内田　光 ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾙ 有機機能材料関連 自己集合フラーレン薄膜を用いた新奇な機能的
有機薄膜材料の創製

東京大学 理学系研究科 中村　栄一 特別教授

梅寺　倖平 ｳﾒﾃﾞﾗ ｺｳﾍｲ ケミカルバイオロジー関連 三次元骨格を基盤としたペプチド模倣分子の開
発とPPI阻害剤への展開

東京工業大学 生命理工学院 中村　浩之 教授

梅野　圭太郎 ｳﾒﾉ ｹｲﾀﾛｳ 有機合成化学関連 生物活性発現機構の解明を目指したマイトトキ
シンの北半球部分の合成研究

九州大学 理学府 大石　徹 教授

ＷＡＮＧ　ＹＵＢＯ ｵｳ ｷﾞｮｸﾊｸ 高分子化学関連 環状ポリマーによるナノ粒子の分散安定性の制
御

北海道大学 総合化学院 山本　拓矢 准教授

ＤＣ２・化学　99名　令和4年度特別研究員採用者一覧
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奥田　省吾 ｵｸﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 高分子化学関連 機能性ラセン記憶型星型ポリマーの合成と革新
的スイッチングキラルマテリアルへの応用

名古屋大学 工学研究科 八島　栄次 教授

小野瀬　雅穂 ｵﾉｾ ﾏｻﾎ 無機・錯体化学関連 第一原理計算を活用した新奇ペロブスカイト型
遷移金属酸化物の戦略的高圧合成

東京大学 工学系研究科 齊藤　英治 教授

垣内　亮 ｶｷｳﾁ ﾘｮｳ ケミカルバイオロジー関連 画期的分子技術によるヘムの組織三次元イメー
ジングとオミクス解析

岐阜薬科大学 薬学科 永澤　秀子 教授

片桐　佳 ｶﾀｷﾞﾘ ｹｲ 有機合成化学関連 空気中の酸素を用いるエナンチオ選択的ラジカ
ルカチオン[2+2]環化付加反応の開発

名古屋大学 工学研究科 石原　一彰 教授

金山　大輝 ｶﾅﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 生体関連化学 EF-P改変による翻訳導入可能な非天然アミノ酸
種の拡充

東京大学 理学系研究科 菅　裕明 教授

加納　春華 ｶﾉｳ ﾊﾙｶ 有機機能材料関連 新規球状π共役分子の有機合成研究 奈良先端科学技
術大学院大学

先端科学技術研究
科

山田　容子 教授

上村　祐悟 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳｺﾞ 生体関連化学 人工的クロマチン液液相分離による生細胞内で
の遺伝子領域特異的な触媒反応場の構築

東京大学 薬学系研究科 金井　求 教授

上山　祐史 ｶﾐﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 高分子材料関連 超高分子量ポリマーとイオン液体からなる機能
性ソフトマテリアルの開拓

北海道大学 生命科学院 上木　岳士 客員准教授

河瀬　侑大 ｶﾜｾ ﾕｳﾀﾞｲ エネルギー関連化学 結晶面選択的な光励起キャリア輸送に基づく光
触媒のヘテロ構造設計

東京大学 工学系研究科 高鍋　和広 教授

河西　遼大 ｶﾜﾆｼ ﾘｮｳﾀ 有機合成化学関連 脱炭酸的不斉官能基化反応を鍵とする新規スピ
ロ環化反応の開発

豊橋技術科学大
学

大学院工学研究科 柴富　一孝 教授

菅野　翔太 ｶﾝﾉ ｼｮｳﾀ 有機合成化学関連 チェーンウォーキングを経るアルケン類の遠隔
ビスメタル化反応の開発に関する研究

慶應義塾大学 理工学研究科（矢
上）

垣内　史敏 教授

菊池　幸祐 ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 生体関連化学 集合力トポロジー制御を基軸としたシンプルな
タンパク質集合構造設計

東京工業大学 生命理工学院 上野　隆史 教授

小泉　慶洋 ｺｲｽﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 無機・錯体化学関連 二相系ポリオキソメタレート触媒による低級ア
ルカンの選択酸化反応の開発

東京大学 工学系研究科 山口　和也 教授
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黄　栩昊 ｺｳ ｼｭｳﾎ 生体関連化学 α線核医学治療法を目指した機能性金ナノ粒子
の開発

大阪大学 理学研究科 深瀬　浩一 教授

小杉　佳久 ｺｽｷﾞ ﾖｼﾋｻ 無機物質および無機材料化
学関連

異常高原子価イオンを含む新規酸化物の合成と
その熱量効果に関する研究

京都大学 理学研究科 ＭｃＥｌｗａｉｎ
Ｋｅｎｎｅｔｈ

教授

小菅　啓史 ｺｽｹﾞ ﾋﾛﾌﾐ 生体関連化学 がん抑制蛋白質PRELPの多重特異的相互作用に
基づく腫瘍抑制機構の解明と分子設計

東京大学 工学系研究科 津本　浩平 教授

小村　真央 ｺﾑﾗ ﾏｵ 構造有機化学および物理有
機化学関連

金属錯体に迫る大きなりん光速度定数をもつ有
機分子の開発

大阪大学 理学研究科 久保　孝史 教授

ＧＯＮＧ　ＨＡＯ ｺﾞﾝ ﾊｵ 機能物性化学関連 固液界面における水溶性ポリマーの塩析に関す
る新現象

東京大学 工学系研究科 相田　卓三 教授

齊藤　杏実 ｻｲﾄｳ ｱﾐ ケミカルバイオロジー関連 植物CK1サブタイプ選択的阻害剤の開発 早稲田大学 先進理工学研究科 山口　潤一郎 教授

齊藤　雅之 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 高分子材料関連 高次元外場応答性を有する水面上動的ポリマー
ブラシ系の基礎的理解と応用展開

東京大学 新領域創成科学研
究科

横山　英明 准教授

齊藤　里菜 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 生物分子化学関連 植物の有用二次代謝産物生産を活性化する分子
技術の開発と展開

東北大学 生命科学研究科 上田　実 教授

坂上　弘輝 ｻｶｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 基礎物理化学関連 外場を考慮した平面波局在基底ハイブリッド法
の開発と電極触媒反応への応用

横浜市立大学 データサイエンス
研究科（DS）

立川　仁典 教授

坂巻　拓海 ｻｶﾏｷ ﾀｸﾐ 構造有機化学および物理有
機化学関連

ルイス酸塩基錯形成を鍵とした含BNナノグラ
フェンの創製と有機半導体への応用開拓

東京大学 理学系研究科 中村　栄一 特別教授

佐藤　宏祐 ｻﾄｳ ﾋﾛﾏｻ 基礎物理化学関連 オペランド分光/顕微計測による光触媒メタン
部分酸化活性正孔と助触媒担持効果の解明

総合研究大学院
大学

物理科学研究科 杉本　敏樹 准教授

佐藤　亮太 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 有機合成化学関連 位置特異的脱水素型クロスカップリング反応手
法の確立

筑波大学 理工情報生命学術
院

神原　貴樹 教授

周戸　大季 ｼｭｳﾄﾞ ﾋﾛｷ 構造有機化学および物理有
機化学関連

長尺カーボンナノベルトの化学合成 名古屋大学 理学研究科 伊丹　健一郎 教授

シュヴァリエ　オリビエ ｼｭヴｧﾘｴ ｵﾘﾋﾞｴ 無機・錯体化学関連 鉛ペロブスカイト量子ドットの原子レベルでの
構造制御と発光特性

東京大学 理学系研究科 中村　栄一 特別教授
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重信　圭佑 ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｹｲｽｹ エネルギー関連化学 イオン輸送理論と分子設計論のクロスオーバー
によるシングルイオン伝導電解液の創製

横浜国立大学 大学院理工学府 上野　和英 准教授

柴田　将成 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾅﾘ 生体関連化学 ペプチド核酸による二本鎖ＤＮＡ認識の構造学
的解析と遺伝子工学応用

名古屋大学 理学研究科 荘司　長三 教授

島田　拓馬 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 高分子化学関連 超分子ポリマーの精密合成を可能とする重合開
始剤の開発

九州大学 工学府 若山　裕 講師

清水　宏明 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ 有機合成化学関連 インドール由来の不安定中間体を活用した多環
式天然物の合成研究

名古屋大学 創薬科学研究科 横島　聡 教授

ＪＩＮＧ　ＹＵＡＮ ｼﾞﾝ ﾕｱﾝ 無機物質および無機材料化
学関連

外挿的機械学習手法による未踏触媒材料の設計
と創出

北海道大学 総合化学院 清水　研一 教授

杉澤　直斗 ｽｷﾞｻﾜ ﾅｵﾄ 有機合成化学関連 ベイズ 適化を駆使したペプチドのワンフロー
合成法の開発

名古屋大学 創薬科学研究科 布施　新一郎 教授

杉原　尚季 ｽｷﾞﾊﾗ ﾅｵｷ 有機合成化学関連 光酸化還元触媒を用いた新規炭素ーフッ素結合
変換反応の開発

大阪大学 工学研究科 安田　誠 教授

角田　瑠輝 ｽﾐﾀﾞ ﾘｭｳｷ 無機・錯体化学関連 芳香環カプセルを活用した揮発性有機化合物の
分子変換法および捕捉技術の開発

東京工業大学 物質理工学院 吉沢　道人 教授

陶山　めぐみ ｽﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 基礎物理化学関連 構造因子の精密制御による配位子保護金クラス
ター間電子移動反応の反応機構解明

東京大学 理学系研究科 佃　達哉 教授

高橋　健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 基礎物理化学関連 電極電位一定量子化学計算手法の開発と電位変
化の反応機構への影響の微視的解明

京都大学 工学研究科 佐藤　啓文 教授

竹田　大樹 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 生物分子化学関連 分子間カップリングを基盤とした代謝耐性型シ
アロ糖鎖の網羅的合成法の確立と応用

九州大学 薬学府 平井　剛 教授

武政　雄大 ﾀｹﾏｻ ﾕｳﾀ 構造有機化学および物理有
機化学関連

新たな芳香族性：ヘキサアザビトリプチシルの
合成とその酸化によるLπ芳香族性の発現

東京大学 工学系研究科 野崎　京子 教授

田島　慶太 ﾀｼﾞﾏ ｹｲﾀ 構造有機化学および物理有
機化学関連

超近接π積層を示す機能性電子不足π共役分子
の新規創製

名古屋大学 工学研究科 忍久保　洋 教授

田畑　裕 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛ エネルギー関連化学 二酸化炭素を原料とした糖の電気化学的合成 大阪大学 基礎工学研究科 中西　周次 教授
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程　逸人 ﾁｪﾝ ｲｰﾚﾝ 高分子化学関連 力学的に強靭な超分子ポリマー材料の開発 東京大学 工学系研究科 相田　卓三 教授

ＺＨＡＮＧ　ＹＵＬＩＮ ﾁｬﾝ ﾕｰﾘﾝ 有機合成化学関連 ジヒドロピリジン誘導体をアルキル化剤として
利用した不斉合成と新規窒素固定法の開発

東京大学 工学系研究科 西林　仁昭 教授

ＺＨＡＮＧ　Ｘｉｙｕａ
ｎ

ﾁｮｳ ｷｴﾝ 高分子材料関連 錯体ナノ空間が可能にする窒素含有ラダー高分
子の精密合成と機能開拓

東京大学 新領域創成科学研
究科

植村　卓史 教授

塚本　兼司 ﾂｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 有機機能材料関連 五員環の数と位置で制御する反芳香族性化合物
群の開拓とn型半導体材料への応用

名古屋工業大学 工学研究科 高木　幸治 准教授

ＣＨＥＮＧ　ＲＯＮＧ ﾃｲ ﾖｳ 生体関連化学 シナプス間隙での銅放出を可視化するための銅
応答性タンパク質標識ツールの開発

京都大学 工学研究科 浜地　格 教授

鳥海　創 ﾄﾘｳﾐ ﾊｼﾞﾒ エネルギー関連化学 ヒドリドイオン・電子混合伝導体の開発と水ー
二酸化炭素共電解セルへの応用

北海道大学 総合化学院 青木　芳尚 准教授

中津　幸輝 ﾅｶﾂ ｺｳｷ 生体関連化学 収束的One-potペプチド連結による長鎖タンパ
ク質超高効率化学合成法の確立

名古屋大学 工学研究科 村上　裕 教授

中根　啓太 ﾅｶﾈ ｹｲﾀ 生体関連化学 一重項酸素を活用した細胞内タンパク質間相互
作用ダイナミクス解析法の創成

東北大学 生命科学研究科 石川　稔 教授

長瀬　真依 ﾅｶﾞｾ ﾏｲ 構造有機化学および物理有
機化学関連

三次元電荷輸送能をもつ結晶性有機分子の創製 総合研究大学院
大学

物理科学研究科 瀬川　泰知 准教授

Ｎｉ　Ｌｕ ﾆ ﾛ ケミカルバイオロジー関連 RNA結合分子による環状RNAの生合成促進 大阪大学 理学研究科 中谷　和彦 教授

西野　創士 ﾆｼﾉ ｿｳｼ 有機合成化学関連 極性転換の概念を利用するアルケンの新規触媒
的不斉二官能基化反応の開発

大阪大学 工学研究科 平野　康次 准教授

畑　真知 ﾊﾀ ﾏﾁ 無機・錯体化学関連 がん細胞選択的に毒性を発現する二核銅錯体の
開発及びその構造と活性の因果関係の解明

同志社大学 理工学研究科 小寺　政人 教授

原田　芽生 ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ 有機機能材料関連 理論と実験の協奏によるNIR-II・III応答性開
殻系分子の戦略的創出

東京大学 薬学系研究科 内山　真伸 教授

藤井　俊樹 ﾌｼﾞｲ ﾄｼｷ 構造有機化学および物理有
機化学関連

有機ヒ素化学を活かした新奇機能性材料の創出 京都工芸繊維大
学

工芸科学研究科 中　建介 教授
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藤井　直香 ﾌｼﾞｲ ﾅｵｶ 構造有機化学および物理有
機化学関連

特異な光電子機能の創出を指向した高度に構造
制御された超分子集合体の開発

広島大学 先進理工系科学研
究科

平尾　岳大 助教

藤崎　寛人 ﾌｼﾞｻｷ ﾋﾛﾄ 無機・錯体化学関連 疎水性反応場を導入した金属錯体を担持した固
体触媒によるメタン変換触媒系の構築

筑波大学 理工情報生命学術
院

小島　隆彦 教授

馬　子涵 ﾏ ｼﾞｶﾝ エネルギー関連化学 高出力プロトン電池の開発に向けたプロトン挿
入メカニズムの究明

東京大学 工学系研究科 山田　淳夫 教授

牧野　寛 ﾏｷﾉ ﾋﾛｼ 高分子化学関連 アルケニルボロン酸エステル共重合体のルイス
酸性ホウ素を鍵とした側鎖協働型触媒機能

京都大学 工学研究科 大内　誠 教授

正田　浩一朗 ﾏｻﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 有機合成化学関連 遷移金属メタラベンゼン多座配位子を有する二
核金属錯体の合成と触媒応用

東京大学 工学系研究科 野崎　京子 教授

松永　周 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱﾏﾈ 有機機能材料関連 ヨウ素-ヨウ素相互作用による分子配向制御を
用いたC-I結合解離電子材料の創製

山形大学 理工学研究科
（理・工）

片桐　洋史 教授

松本　倖汰 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 無機物質および無機材料化
学関連

秩序無秩序相が誘起するニッケル層状酸化物の
新奇金属絶縁体転移と超伝導物性への展開

東北大学 理学研究科 福村　知昭 教授

松本　知大 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 無機物質および無機材料化
学関連

複合金属酸化物によるメタン酸化カップリング
反応触媒の高活性化および実用触媒の開発

神奈川大学 工学研究科 本橋　輝樹 教授

眞邉　潤 ﾏﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 機能物性化学関連 分子性結晶への新奇キャリアドーピング法の確
立と精密電子状態制御

広島大学 先進理工系科学研
究科

西原　禎文 教授

三浦　敬 ﾐｳﾗ ﾀｶｼ ケミカルバイオロジー関連 γ-アミノ酸やδ-アミノ酸を含有する特殊環状
ペプチドスクリーニング法の開発

東京大学 理学系研究科 菅　裕明 教授

宮崎　栞 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｵﾘ 基礎物理化学関連 希土類錯体を用いた電界発光素子の動作環境下
における発光機構解明

九州大学 理学府 恩田　健 教授

宮澤　圭史 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲｼ 無機・錯体化学関連 水素と二酸化炭素を原料とするアルデヒド合成
法の開発

九州大学 工学府 小江　誠司 教授

宮澤　友樹 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ 構造有機化学および物理有
機化学関連

湾曲したパラフェニレンで繋がれたマルチラジ
カルの構造と電子的性質

広島大学 先進理工系科学研
究科

安倍　学 教授

ＭＩＮ　ＨＹＵＫＧＩ ﾐﾝ ﾋｮｸｷﾞ 有機機能材料関連 多重極分子特性を活用した青色有機LEDの高性
能化

九州大学 工学府 安田　琢麿 教授
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孟　凡強 ﾓｳ ﾎﾞﾝｷｮｳ 無機・錯体化学関連 レニウム錯体を用いたアンモニア生成・酸化反
応をともに触媒する双方向性触媒の開発

東京大学 工学系研究科 西林　仁昭 教授

森　未妃 ﾓﾘ ﾐｷ 生体関連化学 人工ATPトランスポーターの創製を通じたアク
ティブミクロ空間の構築

東京工業大学 生命理工学院 金原　数 教授

森合　達也 ﾓﾘｱｲ ﾀﾂﾔ 無機物質および無機材料化
学関連

卑金属サブナノ粒子の合金化による触媒機能増
幅

東京工業大学 物質理工学院 山元　公寿 教授

森山　貴博 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 生物分子化学関連 代謝耐性型ラクトシルセラミドプローブの開発
と自然免疫機構解析への応用

九州大学 薬学府 平井　剛 教授

山浦　遼生 ﾔﾏｳﾗ ﾊﾙｷ 生物分子化学関連 共生・発酵菌リピドAの化学合成が拓く革新的
な粘膜ワクチンアジュバント開発

大阪大学 理学研究科 深瀬　浩一 教授

山科　直也 ﾔﾏｼﾅ ﾅｵﾔ 無機物質および無機材料化
学関連

[１１１]方向の人工格子薄膜による新規物性開
拓

京都大学 工学研究科 陰山　洋 教授

山本　結生 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 有機合成化学関連 医薬品の迅速自在合成を可能にするグリーン酸
化/連続多成分反応の革新的プロセス創生

大阪公立大学 工学研究科 小川　昭弥 教授

游　震生 ﾕｰ ｼﾞｪﾝｾｲ 有機合成化学関連 有機リン化合物を活用した触媒および合成反応
の開発

北海道大学 総合化学院 澤村　正也 教授

吉田　航 ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 基礎物理化学関連 有機開殻分子集合系における三次非線形光学物
性の集合系構造依存性に関する理論研究

大阪大学 基礎工学研究科 西山　憲和 教授

吉本　将隆 ﾖｼﾓﾄ ﾏｻﾀｶ エネルギー関連化学 光だけで充電可能な蓄電池開発に向けたモデル
薄膜電池における光イオン脱離現象の解明

東京工業大学 物質理工学院 平山　雅章 教授

ＬＩＵ　Ｙｕａｎｆｅｉ ﾘｳ ﾕｴﾝﾌｪｲ 無機・錯体化学関連 光駆動型不斉還元触媒を指向した四面体型
Chiral-at-metal錯体の創成

東京大学 理学系研究科 塩谷　光彦 教授

若林　拓 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸ 無機・錯体化学関連 ＤＮＡ-金属錯体複合触媒を用いた電気化学的
な二酸化炭素還元反応の開発

名古屋大学 理学研究科 斎藤　進 教授

渡辺　清瑚 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｺﾞ 高分子材料関連 分子間相互作用の制御に基づく含硫黄超高屈折
率ポリマーの創出

早稲田大学 先進理工学研究科 小柳津　研一 教授
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渡部　光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 有機合成化学関連 着脱可能なスルホニル基が誘導するオレフィン
の位置/立体選択的多官能基化反応の開発

岡山理科大学 工学研究科 折田　明浩 岡山理科大
学、工学
部、教授

和田　圭介 ﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ 構造有機化学および物理有
機化学関連

面性不斉を有する環状ホスト分子による集合体
構築とその機能開拓

京都大学 工学研究科 生越　友樹 教授

王　豪 ﾜﾝ ﾊｳ 高分子化学関連 常温自己修復性ガラス状ポリマー 東京大学 工学系研究科 相田　卓三 教授
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青島　慶人 ｱｵｼﾏ ｹｲﾄ 電気電子材料工学関連 耐放射線窒化ガリウム電子デバイス実現に向
けた放射線誘起欠陥と素子特性劣化の解明

名古屋大学 工学研究科 須田　淳 教授

秋田　佳祐 ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 熱工学関連 超高圧縮比エンジン実現に向けた冷炎反応制
御によるノッキング抑制手法の創出

東北大学 工学研究科 丸田　薫 教授

秋山　桃子 ｱｷﾔﾏ ﾓﾓｺ バイオ機能応用およびバイ
オプロセス工学関連

人工アゴニストの精密活性制御に向けた増殖
因子受容体活性化過程の速度論解析

東京大学 工学系研究科 山東　信介 教授

浅見　明太 ｱｻﾐ ﾒｲﾀ 電気電子材料工学関連 波状量子構造におけるキャリア輸送過程の解
明と水素生成用高電流密度太陽電池の開発

東京大学 工学系研究科 杉山　正和 教授

伊神　翼 ｲｶﾐ ﾂﾊﾞｻ 流体工学関連 導電性ポリマ型TSPによる回転翼ブレード表
面の非定常流れ場評価手法の創出

東北大学 工学研究科 永井　大樹 教授

五十嵐　陽彦 ｲｶﾗｼ ﾀｶﾋｺ 薄膜および表面界面物性関
連

新奇オペランド計測による電気二重層トラン
ジスタ内部のサブナノスケール多次元解析

金沢大学 新学術創成研究
科

福間　剛士 教授

井澤　佳織 ｲｻﾜ ｶｵﾘ 建築計画および都市計画関
連

複数主体を前提とした歴史的建造物の保存戦
略に関する数理的研究

東京大学 工学系研究科 本間　裕大 准教授

石川　和輝 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 建築環境および建築設備関
連

温湿度変動による文化財資料の変形・損傷予
測に基づいた収蔵施設の環境制御方法の提案

京都大学 工学研究科 小椋　大輔 教授

石原　奎太 ｲｼﾊﾗ ｹｲﾀ 電気電子材料工学関連 トポロジカル量子演算に向けた強磁性半導体
/超伝導体からなるジョセフソン接合の研究

東京大学 工学系研究科 田中　雅明 教授

石橋　啓太郎 ｲｼﾊﾞｼ ｹｲﾀﾛｳ ロボティクスおよび知能機
械システム関連

ミニロボットのための昆虫のフ節を規範とす
る把持機構の設計論の構築

早稲田大学 創造理工学研究
科

石井　裕之 准教授

磯田　佳孝 ｲｿﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 機械力学およびメカトロニ
クス関連

周期流における魚型ロボットの作業効率の向
上に向けた尾ひれによる泳法の提案

京都工芸繊維大学 工芸科学研究科 田中　洋介 准教授

市川　卓人 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾄ 光工学および光量子科学関
連

超広帯域電気光学効果を用いた新規超高速走
査型プローブ顕微鏡法の確立

筑波大学 理工情報生命学
術院

長谷　宗明 教授

伊藤　佳乃子 ｲﾄｳ ｶﾉｺ 建築環境および建築設備関
連

室内温熱環境条件が眼の不快感に及ぼす影響
の生理的メカニズムに基づく評価

神戸大学 工学研究科 高田　暁 教授

井上　大 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲ 応用物性関連 混合溶媒系の電気化学ゼーベック係数の微視
的理解と巨大化

筑波大学 理工情報生命学
術院

守友　浩 教授

ＤＣ２・工学系科学　224名　令和4年度特別研究員採用者一覧
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岩井　愛 ｲﾜｲ ﾏﾅ 材料加工および組織制御関
連

不動態アルマイトの構造革新による長寿命ア
ルミニウム材料の創製

北海道大学 工学院 菊地　竜也 准教授

岩場　雅司 ｲﾜﾊﾞ ﾏｻｼ 応用物性関連 マグノントランジスタ作製へ向けたスピン波
帰還構造の研究

横浜国立大学 大学院理工学府 関口　康爾 教授

呉　念念 ｳｰ ﾆｴﾝﾆｴﾝ ナノ材料科学関連 新機能素材としてのグラフィティックカーボ
ンナイトライド薄膜

東京大学 工学系研究科 相田　卓三 教授

江田　尚弘 ｴﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 計測工学関連 MRI を用いた人体内部の磁場再構成および電
気特性再構成への応用

東京大学 情報理工学系研
究科

奈良　高明 教授

王　吟麗 ｵｳ ｷﾞﾝﾚｲ 構造材料および機能材料関
連

電池レスIoTセンサに向けた高配向層状カル
コゲナイド系圧電薄膜の創成とシステム化

東北大学 工学研究科 須藤　祐司 教授

欧　昊 ｵｳ ﾊｳ ナノ構造物理関連 原子層半導体モアレヘテロ接合を用いた高性
能・高機能偏光発光素子

名古屋大学 工学研究科 竹延　大志 教授

王　文苑 ｵｳ ﾌﾞﾝｴﾝ 構造材料および機能材料関
連

レーザ3D積層造形技術を活かした新規アルミ
ニウム耐熱合金の創製

名古屋大学 工学研究科 高田　尚記 准教授

大野　哲之 ｵｵﾉ ｱｷﾕｷ 水工学関連 水物質のランダム性に基づく積乱雲の組織化
モデル開発と梅雨豪雨の予測精度評価

京都大学 工学研究科 中北　英一 教授

大原　直也 ｵｵﾊﾗ ﾅｵﾔ ナノ構造化学関連 中空球状タンパク質ナノ粒子の金属イオン応
答性会合を利用した物質内包系の構築

慶應義塾大学 理工学研究科
（矢上）

宮本　憲二 教授

岡　美奈実 ｵｶ ﾐﾅﾐ 複合材料および界面関連 リサイクル性と光着脱性を併せ持つイオン導
電性高分子網目の創製

東京大学 総合文化研究科 豊田　太郎 准教授

岡田　孟士 ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ 電力工学関連 自動車駆動用ハイブリッド界磁フラックスス
イッチングモータの高性能化に関する研究

名古屋工業大学 工学研究科 小坂　卓 教授

小川　和輝 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 機械力学およびメカトロニ
クス関連

薄鋼板の湾曲磁気浮上システムの研究 東海大学 総合理工学 成田　正敬 講師

小川　輝 ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 反応工学およびプロセスシ
ステム工学関連

固体高分子形燃料電池の反応工学的カソード
モデルの開発

京都大学 工学研究科 河瀬　元明 教授

小倉　宏斗 ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾄ ナノ材料科学関連 高濃度・局所電子ドープによる二次元トンネ
ルトランジスタの高性能化

東京都立大学 理学研究科 宮田　耕充 准教授
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小野寺　弘晃 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｱｷ 社会システム工学関連 セクターカップリングと地域間連携を考慮し
た脱炭素エネルギーシステムの統合設計

東北大学 工学研究科 ＭｃＥｌｗａｉｎ
Ｋｅｎｎｅｔｈ

教授

小原　優 ｵﾊﾞﾗ ﾕｳ 医用システム関連 心筋収縮特性の解明による虚血性心疾患の超
音波定量診断への挑戦

東北大学 医工学研究科 金井　浩 教授

恩田　一生 ｵﾝﾀﾞ ｲｯｾｲ ロボティクスおよび知能機
械システム関連

超脆弱・狭隘空間内での非接触推進が可能な
中空多層構造を有する柔剛切替え索状体

東北大学 情報科学研究科 多田隈　建二郎 准教授

片山　想太郎 ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾀﾛｳ 制御およびシステム工学関
連

接触を伴うロボットの統合制御に向けた適応
モデル予測制御

京都大学 情報学研究科 大塚　敏之 教授

加藤　太朗 ｶﾄｳ ﾀﾛｳ 電子デバイスおよび電子機
器関連

熱の局在化を基軸とした超低エネルギー金属
ナノシートガスセンサの創出

東京大学 工学系研究科 内田　建 教授

金山　佳督 ｶﾅﾔﾏ ｹｲｽｹ 熱工学関連 リチウムイオン電池発火ゼロに向けた無機塩
を含む電解液の気液連成燃焼現象の解明

東北大学 工学研究科 中村　寿 准教授

金子　真悟 ｶﾈｺ ｼﾝｺﾞ 機械力学およびメカトロニ
クス関連

液体架橋を用いた局所環境制御による光合成
細胞評価技術の開拓

東京大学 工学系研究科 新井　史人 教授

鎌田　幹也 ｶﾏﾀ ﾐｷﾔ 光工学および光量子科学関
連

Siフォトニクス集積型LiDARによる3次元イ
メージングの実証

横浜国立大学 大学院理工学府 馬場　俊彦 教授

河合　勝己 ｶﾜｲ ｶﾂﾐ 電子デバイスおよび電子機
器関連

ウェアラブルデバイスへ向けた無線電力伝送
システム用小型高効率受電レクテナの開発

京都大学 工学研究科 篠原　真毅 教授

川浦　正之 ｶﾜｳﾗ ﾏｻﾕｷ 機械要素およびトライボロ
ジー関連

自己修復するトライボ膜の制御に向けた反応
分子動力学法の開発と低摩擦界面の学理構築

東北大学 工学研究科 久保　百司 教授

川上　隆 ｶﾜｶﾐ ﾀｶｼ 土木材料、施工および建設
マネジメント関連

ASRの劣化機構に基づくペシマムを考慮した
コンクリートの長期膨張予測法の開発

九州大学 工学府 濱田　秀則 教授

川口　晴生 ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 光工学および光量子科学関
連

光渦レーザー誘起質量前方転写法による液中
ナノ微粒子の秩序制御

千葉大学 融合理工学府 尾松　孝茂 教授

川崎　晟也 ｶﾜｻｷ ｾｲﾔ 電子デバイスおよび電子機
器関連

GaN IMPATTダイオードを用いた新規テラヘル
ツ光源の開発

名古屋大学 工学研究科 天野　浩 教授

川崎　陽祐 ｶﾜｻｷ ﾖｳｽｹ 機械力学およびメカトロニ
クス関連

残存能力誘起動作のトランスフォーメーショ
ンモデリング

慶應義塾大学 理工学研究科
（矢上）

高橋　正樹 教授
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河田　早矢 ｶﾜﾀﾞ ｻｷﾔ バイオ機能応用およびバイ
オプロセス工学関連

機械学習による進化分子工学の加速：抗体分
子の機能創出を目指して

東北大学 工学研究科 梅津　光央 教授

川端　玲 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾚｲ 電子デバイスおよび電子機
器関連

有機デバイスの高密度実装に向けた柔軟微細
配線の研究開発

大阪大学 工学研究科 関谷　毅 教授

韓　霽珂 ｶﾝ ｾｲｶ 構造工学および地震工学関
連

マルチスケール・マルチステージ新破壊理論
による構造物の精緻な崩壊予測への挑戦

東北大学 工学研究科 寺田　賢二郎 教授

ＱＩ　ＸＵＡＮＭＥＮＧ ｷ ｼｭｱﾒﾝ ナノマイクロシステム関連 異種圧電材料を集積した革新的超音波ＭＥＭ
Ｓデバイスおよび高性能超音波撮像器の創出

東北大学 工学研究科 田中　秀治 教授

ＱＩＡＯ　ＸＩＡＮＧＹ
Ｕ

ｷｮｳ ｺｳｳ 材料力学および機械材料関
連

歪誘起液相分子吸着脱離特性の制御技術の確
立とマルチ分子検出センサの開発

東北大学 工学研究科 鈴木　研 准教授

岸本　慧大 ｷｼﾓﾄ ｹｲﾀﾞｲ 建築計画および都市計画関
連

地域循環共生圏の構築に向けた都市近郊農業
の可能性とその土地利用計画

慶應義塾大学 政策・メディア
研究科（藤沢）

厳　網林 教授

ＫＩＭ　Ｇｉｒｙｅｏｎ ｷﾑ ｷﾞﾘｮﾝ ロボティクスおよび知能機
械システム関連

擦り動作時の柔らかさ知覚原理の解明と静電
摩擦触刺激による硬い表面での柔らかさ提示

名古屋大学 工学研究科 丸山　央峰 准教授

ＫＩＭ　ＪＡＥＩＬ ｷﾑ ｼﾞｪｲﾙ 機械要素およびトライボロ
ジー関連

炭化物形成エネルギーに基づくDLC摩擦面に
おける低摩擦移着層の安定実現条件の確立

名古屋大学 工学研究科 梅原　徳次 教授

ＫＩＭ　Ｄａｓｏｍ ｷﾑ ﾀﾞｿﾑ 複合材料および界面関連 低酸素粉末冶金法による高性能アルミ -
カーボンナノチューブ複合材料の開発

名古屋大学 工学研究科 ＫＯＢＡＳＨＩ　Ｍ
ＡＫＯＴＯ

教授

金　大永 ｷﾑ ﾃﾞﾖﾝ 熱工学関連 電子駆動触媒反応とカーボンリサイクリング
に関する基礎研究

東京工業大学 工学院 野崎　智洋 教授

瘧師　貴幸 ｷﾞｬｸｼ ﾀｶﾕｷ 電気電子材料工学関連 金属ナノ粒子によるランダムネットワークを
用いた新しい機能デバイスの開拓

北海道大学 情報科学院 有田　正志 准教授

楠本　哲也 ｸｽﾓﾄ ﾃﾂﾔ 航空宇宙工学関連 真に降りたい地点への着陸のための展開型
ターゲットマーカーを用いた航法誘導制御

東京大学 工学系研究科 津田　雄一 教授

桑田　力真 ｸﾜﾀﾞ ﾘｷﾏ 複合材料および界面関連 ジュズダマから着想を得た軽量で高強度な傾
斜機能材料の創生

名古屋工業大学 工学研究科 石井　大佑 准教授

ＮＧＵＹＥＮ　ＴＨＵ
ＨＵＯＮＧ

ｸﾞｴﾝ ﾄｩｰﾎｳ 土木環境システム関連 嫌気性微生物間の共生関係解明に基づく新規
染色排水処理システムの構築

長岡技術科学大学 工学（系） 山口　隆司 教授
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小池　壮太 ｺｲｹ ｿｳﾀ 熱工学関連 半導体超格子構造を有する高性能平面型熱電
変換デバイスの実現

東京大学 工学系研究科 野村　政宏 准教授

神山　一貴 ｺｳﾔﾏ ｶｽﾞｷ 流体工学関連 壁面せん断流の亜臨界乱流遷移に関する普遍
性解明と工学応用に向けた確率モデル開発

東京理科大学 理工学研究科 塚原　隆裕 准教授

琴岡　匠 ｺﾄｵｶ ﾀｸﾐ 応用物理一般関連 セレン化銀ナノワイヤを用いたリザバーコン
ピューティングデバイスの開発と評価

九州工業大学 大学院生命体工
学研究科

田中　啓文 教授

小林　裕太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 応用物性関連 カイラル反強磁性体における新規スピン軌道
トルクの解明

京都大学 理学研究科 小野　輝男 教授

小渕　大輔 ｺﾌﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 電力工学関連 低漏洩磁界と高効率給電を両立する無線電力
伝送用送受電器コイルの自動設計

東京大学 工学系研究科 森川　博之 教授

小松　憲人 ｺﾏﾂ ｹﾝﾄ 光工学および光量子科学関
連

半導体光フェーズドアレイによる高分解三次
元イメージング手法の構築

東京大学 工学系研究科 種村　拓夫 准教授

小松原　祐樹 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｷ ナノ材料科学関連 構造制御による電子状態・散乱操作した高性
能透明熱電材料の創製

大阪大学 基礎工学研究科 中村　芳明 教授

近藤　宙貴 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾀｶ 航空宇宙工学関連 編隊飛行による宇宙赤外線干渉計実現に向け
た高精度光路差制御手法に関する研究

東京大学 工学系研究科 中須賀　真一 教授

高　鍾斌 ｺﾞ ｼﾞｮﾝﾋﾞﾝ 材料力学および機械材料関
連

不均一超微細粒組織を有するマグネシウム合
金の変形機構の解明

京都大学 工学研究科 辻　伸泰 教授

後藤　貴滉 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 制御およびシステム工学関
連

筋骨格系の自律的協調を生み出す，筋骨格ロ
ボットの新規制御法の構築

大阪大学 工学研究科 杉本　靖博 准教授

齋藤　遥 ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ 材料加工および組織制御関
連

希少耐食元素を濃化領域として活用した新規
高耐食ステンレス鋼の創製

東北大学 工学研究科 武藤　泉 教授

酒井　優太 ｻｶｲ ﾕｳﾀ 建築構造および材料関連 小開口付き木質面材耐力壁の耐力算定手法の
確立

東京大学 農学生命科学研
究科

稲山　正弘 教授

坂部　俊郎 ｻｶﾍﾞ ﾄｼﾛｳ 原子力工学関連 放電型核融合中性子源の実用化に向けた自己
制御システムの構築に関する研究

京都大学 エネルギー科学
研究科

八木　重郎 講師

佐々木　弘毅 ｻｻｷ ｺｳｷ 反応工学およびプロセスシ
ステム工学関連

二分子膜を鋳型とするナノシートのサイズ制
御法の開発

大阪大学 基礎工学研究科 西山　憲和 教授
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佐々木　俊太 ｻｻｷ ｼｭﾝﾀ 無機材料および物性関連 無容器法による希土類酸化物高含有ガラスの
創製と設計指針の確立

弘前大学 理工学研究科 増野　敦信 准教授

佐藤　顕彦 ｻﾄｳ ｱｷﾋｺ 構造工学および地震工学関
連

土木FRP構造物の疲労損傷評価及び探傷方法
の開発

京都大学 工学研究科 杉浦　邦征 教授

佐藤　峻 ｻﾄｳ ﾀｶｼ ロボティクスおよび知能機
械システム関連

液体金属の接触抵抗要因の解明による高伸
縮・高性能な伸縮電子デバイスの実現

早稲田大学 基幹理工学研究
科

岩瀬　英治 教授

佐藤　まどか ｻﾄｳ ﾏﾄﾞｶ ナノバイオサイエンス関連 膜内電界制御と機械学習の融合に基づく人工
細胞膜機能評価システムの創出

東北大学 医工学研究科 平野　愛弓 教授

佐藤　優大 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 薄膜および表面界面物性関
連

乱れの弱い二次元超伝導体における量子臨界
現象の微視的描像の構築

東京大学 工学系研究科 長谷川　幸雄 教授

佐藤　亮太 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 移動現象および単位操作関
連

結晶格子の歪みを制御したペロブスカイト量
子ドットの晶析条件とフロー合成法の確立

山形大学 理工学研究科
（理・工）

増原　陽人 教授

澤田　大輝 ｻﾜﾀﾞ ﾀｲｷ 電子デバイスおよび電子機
器関連

有機半導体単結晶を用いたGHz応答トランジ
スタの開発

東京大学 新領域創成科学
研究科

竹谷　純一 教授

澤田　万尋 ｻﾜﾀﾞ ﾏﾋﾛ 材料力学および機械材料関
連

方向性気孔を有するポーラス金属におけるプ
ラトー現象制御のための構造・材質 適化

早稲田大学 基幹理工学研究
科

鈴木　進補 教授

謝　暉 ｼｬ ｷ 土木環境システム関連 下水処理場から放流される薬剤耐性菌と耐性
遺伝子が水環境に及ぼす影響に関する研究

宮崎大学 農学工学総合研
究科

鈴木　祥広 教授

朱　伝奇 ｼｭ ﾃﾞﾝｷ 材料加工および組織制御関
連

複雑共晶組織の形成および微細化機構の解明 大阪大学 工学研究科 小泉　雄一郎 教授

重光　勇太朗 ｼｹﾞﾐﾂ ﾕｳﾀﾛｳ 防災工学関連 ドローンと人工衛星によるSARデータを複合
した3次元地表変動量の推定

京都大学 工学研究科 林　為人 教授

篠崎　真良 ｼﾉｻﾞｷ ﾏｻﾖｼ 医用システム関連 毛細血管再充満時間の機序解明と医療従事者
の救急活動能力を高める生体計測装置の開発

千葉大学 融合理工学府 中口　俊哉 教授

篠原　敬人 ｼﾉﾊﾗ ｹｲﾄ 地球資源工学およびエネル
ギー学関連

紫外マルチスペクトルイメージングシステム
による地下鉱物資源探査

大阪大学 工学研究科 猿倉　信彦 教授

嶋川　肇 ｼﾏｶﾜ ﾊｼﾞﾒ 電力工学関連 深層学習を活用した多機能性スーパーコンポ
ジット絶縁材料の創出

東京大学 工学系研究科 熊田　亜紀子 教授
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志村　和大 ｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 電力工学関連 磁気部品の低損失化・小型化のための磁性装
荷平角線の研究

信州大学 総合医理工学研
究科

水野　勉 教授

シン　飛龍 ｼﾝ ﾌｪﾛﾝ 触媒プロセスおよび資源化
学プロセス関連

ハイエントロピー合金を駆使した表面反応場
の精密設計と革新的触媒の開発

北海道大学 総合化学院 古川　森也 准教授

秦　涼太 ｼﾝ ﾘｮｳﾀ 安全工学関連 複数車両・複数道路橋・複数計測による車
両・橋梁・路面システム同時同定法

筑波大学 理工情報生命学
術院

岡田　幸彦 准教授

ＺＨＥＮＧ　Ｘｉａｏｙ
ａｎｇ

ｼﾞｪﾝ ｼｬｵﾔﾝ 構造材料および機能材料関
連

深層学習を用いたオーセチックメタマテリア
ルの設計

筑波大学 理工情報生命学
術院

渡邊　育夢 准教授
（連係大
学院）

軸屋　雄太 ｼﾞｸﾔ ﾕｳﾀ 防災工学関連 降雨後の土砂災害に対する警報解除に向けた
地表面蒸発量推測手法の開発

鹿児島大学 理工学研究科 酒匂　一成 教授

ＣＨＥＮ　Ｈａｏ ｼﾞﾝ ｺﾞｳ 薄膜および表面界面物性関
連

λ相五酸化三チタン自立膜の作製と光誘起相
変化デバイスへの応用

東京大学 理学系研究科 山田　鉄兵 教授

陳野　莉子 ｼﾞﾝﾉ ﾘｺ バイオ機能応用およびバイ
オプロセス工学関連

ハイブリッドリポソームを用いた造腫瘍性細
胞の排除に関する研究

崇城大学 工学研究科 石田　誠一 教授

陣場　優貴 ｼﾞﾝﾊﾞ ﾕｳｷ 構造材料および機能材料関
連

超高温構造材料応用を見据えた金属ホウ化物
の低温焼結法の開発

東北大学 工学研究科 笠田　竜太 教授

スミス　ライアン ｽﾐｽ ﾗｲｱﾝ 原子力工学関連 超伝導転移端センサによる治療用炭素重粒子
線の超精密線質評価

東京大学 工学系研究科 高橋　浩之 教授

孫　安陽 ｽﾝ ｱﾝﾖｳ 建築環境および建築設備関
連

物質移動が木質部材の火災後の燃え止まり現
象へ及ぼす影響に関する研究

京都大学 工学研究科 原田　和典 教授

ＣＨＥＮＧ　Ｌｕｇｅ ｾｲ ﾚｶ 建築構造および材料関連 中性化した鉄筋コンクリート部材中の鉄筋腐
食速度の予測と健全性評価法の提案

東京大学 工学系研究科 丸山　一平 教授

薛　高格 ｾﾂ ｺｳｶｸ 材料力学および機械材料関
連

チタン合金の超高サイクル疲労における微小
内部き裂の発生・停留メカニズム

北海道大学 工学院 中村　孝 教授

曽根田　健輔 ｿﾈﾀﾞ ｹﾝｽｹ 航空宇宙工学関連 モーフィング航空機の舵面・全機スケールに
おける構造・空力・制御連成解析手法の構築

東京大学 工学系研究科 横関　智弘 准教授

田上　聖人 ﾀｳｴ ﾏｻﾄ 地盤工学関連 砂礫混合土の微視的モデルによる初期状態量
と強度の評価に関する研究

山口大学 大学院創成科学
研究科

中田　幸男 教授
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田川　帆師 ﾀｶﾞﾜ ﾎｼ 土木計画学および交通工学
関連

国際コンテナネットワークにおける近接港湾
の協力関係構築の影響分析

東京工業大学 環境・社会理工
学院

花岡　伸也 教授

田口　剛輝 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｷ 電子デバイスおよび電子機
器関連

感光性絶縁膜を用いた有機CMOS増幅回路の高
性能化と超柔軟生体センサへの応用

大阪大学 工学研究科 関谷　毅 教授

竹内　雅樹 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｷ 医療福祉工学関連 喉頭がんの切除等により失われた声を取り戻
すウェアラブルデバイスの開発

東京大学 工学系研究科 関野　正樹 東京大学
バイオエ
ンジニア
リング専
攻教授

竹内　祐貴 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ ナノ構造化学関連 プラズモン誘起化学反応を利用した金属ナノ
粒子ダイマーの高選択的作製法の確立

岡山大学 自然科学研究科 武安　伸幸 准教授

田崎　拓海 ﾀｻﾞｷ ﾀｸﾐ 水工学関連 Lagrange型固液混相モデルによる砕波帯内の
漂砂動力学の新展開

京都大学 工学研究科 後藤　仁志 教授

田中　智之 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 電子デバイスおよび電子機
器関連

断熱的量子磁束回路を用いた超低消費電力機
械学習システムの実現

横浜国立大学 大学院理工学府 吉川　信行 教授

田中　寛人 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ 航空宇宙工学関連 宇宙機熱システムの高精度デジタルツイン構
築を目指したデータ駆動型熱解析

東北大学 工学研究科 永井　大樹 教授

田中　友規 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 応用物性関連 インクジェットプリンテッドフレキシブル有
機半導体レーザー

名古屋大学 工学研究科 竹延　大志 教授

谷口　彩乃 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 反応工学およびプロセスシ
ステム工学関連

複合状態が高度に制御された複合金属酸化物
構造体のワンポット合成法の構築

高知工科大学 工学研究科 小廣　和哉 教授

田端　恵介 ﾀﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 反応工学およびプロセスシ
ステム工学関連

高分子化イオン液体被覆シリカナノ粒子によ
る電解質膜作製プロセスの開発

山形大学 理工学研究科
（理・工）

増原　陽人 教授

田村　伊織 ﾀﾑﾗ ｲｵﾘ ナノバイオサイエンス関連 クリックケミストリーによって実現する動的
微小環境の組織透明化蛍光イメージング

東京大学 工学系研究科 山東　信介 教授

伊達　周吾 ﾀﾞﾃ ｼｭｳｺﾞ 航空宇宙工学関連 複合材航空機主翼の空力・構造・破壊解析統
合と非線形非定常性を考慮した設計法の確立

東北大学 工学研究科 岡部　朋永 教授

ＺＨＡＮＧ　ＹＵＣＨＥ
ＮＧ

ﾁｮｳ ｷﾞｮｸﾄｳ 熱工学関連 新エネルギー材料開発のための協調的知能化
技術の創成

東京大学 工学系研究科 鈴木　雄二 教授
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張　書睿 ﾁｮｳ ｼｭｳﾘｭｲ 材料力学および機械材料関
連

渦電流磁気指紋法を用いた電磁鋼板における
残留応力と損失の評価

東北大学 工学研究科 内一　哲哉 教授

ＪＥＯＮＧ　ＳＵＮＧＹ
ＥＯＢ

ﾁｮﾝ ｿﾝﾖﾌﾞ 加工学および生産工学関連 レーザー照射を用いたポリマー内部の 直接
レーザー誘起グラフェン加工

東京大学 工学系研究科 杉田　直彦 教授

塚本　祐作 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳｻｸ 熱工学関連 新型流跡線流速測定法(PSV)による地中熱
ヒートポンプシステムの高精度熱量評価

山梨大学 医工農学総合教
育部

武田　哲明 教授

辻　流輝 ﾂｼﾞ ﾘｭｳｷ 無機材料および物性関連 印刷による無機ナノ多孔質電極を基軸とした
超低価格ペロブスカイト太陽電池の開発

兵庫県立大学 工学研究科 伊藤　省吾 教授

ＴＩＮＧ　ＫＡＨＷＥＩ ﾃｨﾝ ｶｰｳｪｲ 触媒プロセスおよび資源化
学プロセス関連

二酸化炭素から一段で高付加価値化合物を合
成する固体触媒系の開発

北海道大学 総合化学院 清水　研一 教授

ＣＨＥＮＧ　ＺＨＩＺＨ
ＯＮＧ

ﾃｲ ｼﾞﾁｭｳ 熱工学関連 生体模擬型マイクロピラミッド構造を用いた
日中放射冷却凝縮器の開発

東京大学 工学系研究科 塩見　淳一郎 教授

戸田　翔太 ﾄﾀﾞ ｼｮｳﾀ 生体材料学関連 マクロファージ担持微粒子を用いた生体材料
の免疫学的評価法の開発

東京医科歯科大学 大学院医歯学総
合研究科

岸田　晶夫 教授

冨澤　拓真 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 土木材料、施工および建設
マネジメント関連

ベイズ推定を活用した確率論的手法による非
破壊検査不確実性の定量的評価手法の開発

東北大学 工学研究科 遊佐　訓孝 教授

富田　愛 ﾄﾐﾀ ｱｲ 建築構造および材料関連 地震応答低減効果を有する滑り基礎構造に関
する研究

東京理科大学 理工学研究科 永野　正行 教授

富安　範行 ﾄﾐﾔｽ ﾉﾘﾕｷ バイオ機能応用およびバイ
オプロセス工学関連

超臨界流体技術を基盤とした宿主受容体-脂
質リガンドの網羅的探索法の開発

九州大学 システム生命科
学府

馬場　健史 教授

豊原　涼太 ﾄﾖﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 生体医工学関連 仙腸関節疾患における発症メカニズムの解明
と治療法の有効性検証

北海道大学 工学院 大橋　俊朗 教授

鳥海　拓都 ﾄﾘｳﾐ ﾀｸﾄ 生体材料学関連 分岐鎖アミノ酸を基盤とする高分子自己組織
化薬による筋力増強と作用機序の解明

筑波大学 理工情報生命学
術院

長崎　幸夫 教授

ＤＯＮＧ　ＺＯＮＧＨＡ
Ｏ

ﾄﾞﾝ ｿﾞﾝﾊｵ ロボティクスおよび知能機
械システム関連

受動的福祉用具を必要な時に必要な場所へ！
介護施設で搬送ロボットがもたらす自立支援

東北大学 工学研究科 平田　泰久 教授

仲　泰正 ﾅｶ ﾔｽﾏｻ 電子デバイスおよび電子機
器関連

kQ理論に基づく水中電界型ワイヤレス電力伝
送の高効率化

豊橋技術科学大学 大学院工学研究
科

田村　昌也 教授
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中川　悠太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ ナノマイクロシステム関連 画像活性化ドロップレット分取装置の開発と
薬剤耐性がん細胞単離法の確立

東京大学 理学系研究科 合田　圭介 教授

中島　樹 ﾅｶｼﾏ ｲﾂｷ 機械力学およびメカトロニ
クス関連

自動車構造の効率的振動分析と対策技術の開
発

九州大学 工学府 井上　卓見 教授

中島　達彦 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂﾋｺ 結晶工学関連 ナトリウムフラックス法を用いた高品質窒化
ガリウム結晶の高速成長

大阪大学 工学研究科 森　勇介 教授

中野　秀仁 ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞﾄ 原子力工学関連 3Dプリンタを用いた新規核反応測定装置の開
発

東京工業大学 環境・社会理工
学院

片渕　竜也 准教授

中野渡　淳 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ｽﾅｵ 触媒プロセスおよび資源化
学プロセス関連

ハイスループット実験と証拠理論に基づく外
挿的触媒探索法の開発と実証

北陸先端科学技術大
学院大学

先端科学技術研
究科

谷池　俊明 教授

中村　航大 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 電子デバイスおよび電子機
器関連

光イーサネットの飛躍的な通信容量拡大のた
めの波長・モード多重技術に関する研究

北海道大学 情報科学院 齊藤　晋聖 教授

中村　駿介 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 建築史および意匠関連 寺院と町人の経営にみる近世門前町の都市空
間についての研究

東京大学 工学系研究科 海野　聡 准教授

中村　悠人 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 反応工学およびプロセスシ
ステム工学関連

マイクロ電解セルを用いるカチオン/アニオ
ン型クロスカップリング反応の開発

横浜国立大学 大学院理工学府 跡部　真人 教授

中山　牧水 ﾅｶﾔﾏ ﾎﾞｸｽｲ 光工学および光量子科学関
連

金ナノ粒子と温度応答性ポリマーを用いたア
リ群知能の物理実装

慶應義塾大学 理工学研究科
（矢上）

斎木　敏治 教授

長崎　滉大 ﾅｶﾞｻｷ ｺｳﾀ 土木計画学および交通工学
関連

方向統計学を用いた道路網の評価手法の提案 東京工業大学 環境・社会理工
学院

瀬尾　亨 准教授

波形　光 ﾅﾐｶﾞﾀ ﾋｶﾙ ナノ材料科学関連 外部刺激に応じて集合的コロイド運動が誘起
される粒子配列体による音調可視化への挑戦

東北大学 工学研究科 長尾　大輔 教授

奈良　玲伊 ﾅﾗ ﾚｲ 建築環境および建築設備関
連

介護施設内の環境要因が認知症高齢者の各種
症状と行動に与える影響に関する研究

お茶の水女子大学 人間文化創成科
学研究科

長澤　夏子 准教授

南部　洸太 ﾅﾝﾌﾞ ｺｳﾀ 無機材料および物性関連 強電場下におけるセラミックスの点欠陥構造
と高温物質輸送に関する研究

九州大学 工学府 森田　孝治 講師

南部　誠明 ﾅﾝﾌﾞ ﾄﾓｱｷ 結晶工学関連 低複屈折性常誘電体結晶を用いた微小共振器
型遠UV-C第二高調波発生デバイスの開発

大阪大学 工学研究科 片山　竜二 教授
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西原　達平 ﾆｼﾊﾗ ﾀｯﾍﾟｲ 電気電子材料工学関連 ヘテロ接合界面を有するタンデム型太陽電池
のバンド構造を考慮した透明導電膜の開発

明治大学 理工学研究科 小椋　厚志 教授

西端　樹 ﾆｼﾊﾞﾀ ｲﾂｷ 加工学および生産工学関連 高強度レーザ伝播に作用する屈折率変動機構
解明と高強度レーザ加工への展開

大阪大学 工学研究科 佐野　智一 教授

西山　活 ﾆｼﾔﾏ ｶﾂ 熱工学関連 2相共存界面における異常低摩擦現象の解明 早稲田大学 先進理工学研究
科

多辺　由佳 教授

野田　拓実 ﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ 生体医工学関連 ウェアラブル超音波デバイスのための深層学
習を用いた超音波撮像法の開発

東京大学 工学系研究科 佐久間　一郎 教授

服部　皓大 ﾊｯﾄﾘ ｱｷﾋﾛ 航空宇宙工学関連 ミスト生成を伴う着霜現象の数値予測及びミ
ストを利用した着霜低減手法に関する研究

早稲田大学 基幹理工学研究
科

佐藤　哲也 教授

服部　隼也 ﾊｯﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 加工学および生産工学関連 高速応力制御による超短パルスレーザ微細精
密加工技術の開発

東京大学 工学系研究科 杉田　直彦 教授

橋本　信吾 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｺﾞ ナノ構造化学関連 化学修飾によるホモキラルなグラフェン表面
の創出

明治大学 理工学研究科 田原　一邦 教授

橋本　吉史 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 建築史および意匠関連 近現代ロンドンの商業建築の発展に見る都市
文化の解明

東京大学 工学系研究科 加藤　耕一 教授

長谷部　宏明 ﾊｾﾍﾞ ﾋﾛｱｷ ナノ材料科学関連 アクセシブル増強磁場を有する高屈折率誘電
体メタサーフェスの開発と光化学反応場応用

神戸大学 工学研究科 藤井　稔 教授

畠山　幸太 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳﾀ 流体工学関連 塗布形成したマイクロ・ナノ粒子分散液膜に
おける配向や変形を考慮した新たな乾燥力学

長岡技術科学大学 工学（系） 高橋　勉 教授

原田　彩花 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 生体材料学関連 細胞内寄生菌感染症の治療に向けた細胞接着
能を有する銀ナノ粒子の開発

熊本大学 自然科学教育部 新留　琢郎 教授

Ｐａｒｋ　Ｇｕｅｂａｅ ﾊﾟｸ ｺﾍﾞ 光工学および光量子科学関
連

事前事後選択による多光子量子もつれ状態の
生成と制御

京都大学 工学研究科 竹内　繁樹 教授

ＰＡＲＫ　ＳＵＮＧＣＨ
ＥＯＬ

ﾊﾟｸ ｻﾝﾁｮﾙ 材料力学および機械材料関
連

水素環境中のNi基超合金積層造形材の疲労限
度に及ぼす造形欠陥の影響の定量評価

九州大学 工学府 松永　久生 教授

朴　聖經 ﾊﾟｸ ｿﾝｷﾞｮﾝ 建築環境および建築設備関
連

高層オフィスビルにおける火災時の順次避難
計画と運用ガイドラインの構築に関する研究

東京理科大学 理工学研究科 大宮　喜文 教授
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東野　真 ﾋｶﾞｼﾉ ﾏｺﾄ 無機材料および物性関連 強磁性金属間化合物を利用した磁気プラズモ
ニック結晶による偏光状態の制御

京都大学 工学研究科 田中　勝久 教授

平井　遼 ﾋﾗｲ ﾘｮｳ 航空宇宙工学関連 ロケットノズル内の衝撃波・熱乱流境界層干
渉の物理モデル構築とノズル振動現象の解明

東北大学 工学研究科 河合　宗司 教授

平塚　雅史 ﾋﾗﾂｶ ﾏｻﾌﾐ 無機材料および物性関連 レーザー誘起構造変化による電極/電解質界
面の形成に基づく酸化物全固体電池の創製

長岡技術科学大学 工学研究科 本間　剛 准教授

深田　真衣 ﾌｶﾀﾞ ﾏｲ 航空宇宙工学関連 端面燃焼式ハイブリッドロケットにおける安
定燃焼条件の解明

北海道大学 工学院 永田　晴紀 教授

福田　伊織 ﾌｸﾀﾞ ｲｵﾘ 建築構造および材料関連 持続可能な社会へ向けた超高層建物のレジリ
エント・デザインへの挑戦

東北大学 工学研究科 五十子　幸樹 教授

藤田　佳佑 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｽｹ 材料力学および機械材料関
連

三次元周期構造制御した高エントロピー合金
の創製とその損傷メカニズムの解明

静岡大学 自然科学系教育
部

菊池　将一 准教授

藤田　翔乃 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾉ 防災工学関連 災害時の機械学習システムの特性を考慮した
建物被害検出システムの開発

京都大学 情報学研究科 畑山　満則 教授

藤田　真太郎 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 制御およびシステム工学関
連

産業用制御システムのハイブリッドモデル化
による正常・異常動作の特性解析

電気通信大学 情報理工学研究
科

澤田　賢治 准教授

藤田　雅大 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 航空宇宙工学関連 複数の宇宙機で構成される電波干渉計実現の
ための信号処理手法の確立

東京大学 工学系研究科 津田　雄一 教授

藤原　聡子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾄｺ 生体医工学関連 エクソソーム網羅的構造解析マイクロ・ナノ
デバイスによるガン転移機構解明

大阪公立大学 工学研究科 久本　秀明 教授

藤原　正寛 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ 航空宇宙工学関連 不確定な力学環境に適応可能な宇宙機の自律
軌道誘導制御

東京大学 工学系研究科 船瀬　龍 准教授

布施　寛人 ﾌｾ ﾋﾛﾄ バイオ機能応用およびバイ
オプロセス工学関連

長期常温保存可能な細胞バイオセンサの基盤
技術開発

東京大学 新領域創成科学
研究科

黄川田　隆洋 客員准教
授

二塚　俊洋 ﾌﾀﾂﾞｶ ﾄｼﾋﾛ 金属材料物性関連 結晶粒界における荷電欠陥の拡散機構解明 東京大学 工学系研究科 幾原　雄一 教授

古野　琴子 ﾌﾙﾉ ｺﾄｺ 生体材料学関連 家族性拡張型心筋症の治療に資するナノファ
イバーを用いたゲノム編集技術の開発

大阪大学 基礎工学研究科 境　慎司 教授
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武道　宏平 ﾌﾞﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 電力工学関連 大電力・高電圧用単方向絶縁型AC-DCコン
バータの出力電力制御

名古屋工業大学 工学研究科 竹下　隆晴 教授

Ｂｏｕｌｏｕｍｉｓ　Ｔ
ｈｅｏｄｏｒｏｓ

ﾌﾞﾙﾐｽ ﾃｵﾄﾞﾛｽ ナノ構造物理関連 メタマテリアルピンセットによる量子ドット
操作と光子放出制御

沖縄科学技術大学院
大学

科学技術研究科 ニコーマック　シー
レ

教授

Ｂｅｒｔｈｅｔ　Ｍａｘ
ｉｍｉｌｉｅｎ

ﾍﾞﾙﾃ ﾏｯｸｽﾐﾘｱﾝ 航空宇宙工学関連 空気力と太陽輻射圧の連成による将来向き低
軌道小型衛星のデザイン

東京大学 工学系研究科 鈴木　宏二郎 教授

ＨＵＡＮＧ　ＹＩＮＧ ﾎﾜﾝ ｲﾝ 電子デバイスおよび電子機
器関連

微小機械式可変メタマテリアルのプラズモン
共鳴変調機構の解明と超高速THz波制御

東北大学 工学研究科 金森　義明 教授

前川　啓一郎 ﾏｴｶﾞﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ 無機材料および物性関連 高温無加湿燃料電池の高性能化に向けた新規
プロトン伝導体の合成とその応用

豊橋技術科学大学 大学院工学研究
科

松田　厚範 教授

前島　敦 ﾏｴｼﾞﾏ ｱﾂｼ バイオ機能応用およびバイ
オプロセス工学関連

組織浸透性評価手法の確立による高機能かつ
低副作用な二重特異性がん治療抗体の開発

東京農工大学 大学院工学府 浅野　竜太郎 教授

牧野　裕介 ﾏｷﾉ ﾕｳｽｹ 土木環境システム関連 音源移動に伴う周波数・振幅変調を考慮した
交通騒音予測手法の構築

京都大学 工学研究科 高野　靖 教授

増田　啓人 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾄ 金属材料物性関連 反対称層間交換相互作用を有する人工反強磁
性構造における電流誘起高速磁化反転

東北大学 工学研究科 加藤　秀実 教授

松尾　稜介 ﾏﾂｵ ﾘｮｳｽｹ 土木環境システム関連 太陽光と下水をエネルギー源とした二酸化炭
素還元有価物合成システムの構築

北海道大学 工学院 岡部　聡 教授

松田　大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾞｲ 熱工学関連 レーザ誘起エキサイプレックス蛍光法を用い
た燃料噴霧時空間濃度の計測とモデル化

同志社大学 理工学研究科 松村　恵理子 教授

松田　涼佑 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ ロボティクスおよび知能機
械システム関連

ソフトアクチュエータを用いたウェアラブル
点字ディスプレイデバイスに関する研究

横浜国立大学 大学院理工学府 太田　裕貴 准教授

松永　隆正 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶﾏｻ 防災工学関連 広域的な融雪地すべり警戒指標設定手法の提
案

北海道大学 農学院 桂　真也 助教

真中　智世 ﾏﾅｶ ﾄﾓﾖ 材料加工および組織制御関
連

医療用ステンレス鋼の耐食性を向上させる新
規プロセスの開発

東京医科歯科大学 大学院医歯学総
合研究科

塙　隆夫 教授

三浦　隆太郎 ﾐｳﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 材料加工および組織制御関
連

電析コバルトの結晶形と共析水素：微細配線
へ向けた伝導性との相関解明

京都大学 工学研究科 邑瀬　邦明 教授
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三井　晃司 ﾐﾂｲ ｺｳｼﾞ 電力工学関連 次世代電動航空機を対象とした電力変換回路
の自動設計法

東京都立大学 システムデザイ
ン研究科

和田　圭二 教授

宮本　真之 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 金属生産および資源生産関
連

電解製錬の高度化：３次電流分布モデリング
に基づく電析形状制御と生産性向上

京都大学 工学研究科 邑瀬　邦明 教授

武藤　宝 ﾑﾄｳ ﾀｶﾗ 建築構造および材料関連 生きた植物が発揮する力の特性の解明および
植物から着想を得た空気膜構造に関する研究

東京大学 工学系研究科 川口　健一 教授

村川　悠磨 ﾑﾗｶﾜ ﾕｳﾏ 電力工学関連 電力変換器の受動性に基づく直並列化に関す
る研究

京都大学 工学研究科 引原　隆士 教授

Ｍｅｎｇ　Ｙｕｘｉａｎ ﾓｳ ﾕｾﾝ 材料力学および機械材料関
連

原子炉配管内壁補修技術のための革新的コー
ルドスプレーノズルの開発とその評価

東北大学 工学研究科 小川　和洋 教授

茂田井　和紀 ﾓﾀｲ ｶｽﾞﾉﾘ ナノ構造化学関連 水素結合を駆使したペプチド結晶の構造と電
子物性の制御

東京工業大学 物質理工学院 早水　裕平 准教授

持田　峻佑 ﾓﾁﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 機械力学およびメカトロニ
クス関連

傾斜ロータをもつマルチロータ型UAVの構造
設計とロータ故障時の墜落を防ぐ制御

東京工業大学 工学院 三平　満司 教授

茂木　大知 ﾓﾃｷ ﾀﾞｲﾁ 防災工学関連 河川の信頼性向上のための二次元計測法の確
立

新潟大学 自然科学研究科 安田　浩保 研究教授

元田　智大 ﾓﾄﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ ロボティクスおよび知能機
械システム関連

陳列棚の状態の認識に基づくピッキングや充
填作業のためのロボットの動作計画

大阪大学 基礎工学研究科 原田　研介 教授

森永　明日香 ﾓﾘﾅｶﾞ ｱｽｶ 触媒プロセスおよび資源化
学プロセス関連

オペランド分光法と理論計算の協奏による積
層2Dナノ反応場の設計

山口大学 大学院創成科学
研究科

堤　宏守 教授

八木　雅大 ﾔｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 土木計画学および交通工学
関連

道路の昼夜間における視界状況のエッジコン
ピューティングによる評価法の確立

北海道大学 工学院 高橋　翔 准教授

八木　渉 ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ 機械要素およびトライボロ
ジー関連

MEMSを応用した理想ナノすきまにおける境界
/流体潤滑場での原理的摩擦特性の解明

京都大学 工学研究科 平山　朋子 教授

矢口　寛 ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 無機材料および物性関連 酸塩化物の新構造型イオン伝導体の探索と構
造物性

東京工業大学 理学院 八島　正知 教授

彌富　昌 ﾔﾄﾐ ﾏｻｼ 無機材料および物性関連 層状ケイ酸塩の表面構造を転写した直径サブ
nmの金属ナノワイヤーの作製

早稲田大学 先進理工学研究
科

下嶋　敦 教授
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矢野　武尊 ﾔﾉ ﾀｹﾙ 移動現象および単位操作関
連

微視的構造解析に立脚した粉体の弾塑性圧縮
メカニズムの解明

大阪公立大学 工学研究科 綿野　哲 教授

山口　大翔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 建築計画および都市計画関
連

3Dプリント技術に着目した幾何学モジュール
に基づく建築設計システムの構築

東京大学 工学系研究科 今井　公太郎 教授

山田　智子 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ ナノ材料科学関連 多重イオン制御照射によるガラス固体内非平
衡反応を利用した機能性ナノ構造体の合成

大阪公立大学 工学研究科 堀　史説 准教授

大和　尚記 ﾔﾏﾄ ﾅｵｷ 生体医工学関連 持ち運び可能な非線形ラマン散乱硬性内視鏡
による実時間神経イメージング

北海道大学 情報科学院 橋本　守 教授

山中　耀介 ﾔﾏﾅｶ ﾖｳｽｹ 材料力学および機械材料関
連

CFRPのプロダクトライフサイクル予測を可能
にするマルチスケール計算科学の創生

東北大学 工学研究科 寺田　賢二郎 教授

山根　伊知郎 ﾔﾏﾈ ｲﾁﾛｳ 無機材料および物性関連 金属錯体への高温高圧処理による高担持量か
つ高分散な遷移金属炭化物触媒の創成

北海道大学 総合化学院 島田　敏宏 教授

山根　達郎 ﾔﾏﾈ ﾀﾂﾛｳ 構造工学および地震工学関
連

損傷の位置情報と専門知を連携させた機械学
習による橋梁撮影画像からの自動診断手法

東京大学 新領域創成科学
研究科

本田　利器 教授

山室　悠香 ﾔﾏﾑﾛ ﾕｶ 加工学および生産工学関連 超短パルスレーザ照射によるジルコニア表面
へのマイクロ・ナノ構造形成

慶應義塾大学 理工学研究科
（矢上）

閻　紀旺 教授

山本　達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 薄膜および表面界面物性関
連

有機薄膜PN接合界面に生じる界面双極子の単
分子スケール観測

大阪大学 工学研究科 菅原　康弘 教授

山本　裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 薄膜および表面界面物性関
連

薄膜エピタキシーによる重元素ニクタイド正
方格子単結晶の電子物性の開拓

東北大学 理学研究科 福村　知昭 教授

姚　杰 ﾖｳ ｹﾂ 触媒プロセスおよび資源化
学プロセス関連

触媒活性サイトの空間組織が反応に及ぼす影
響研究

富山大学 理工学教育部 椿　範立 教授

葉　敏 ﾖｳ ﾋﾞﾝ 土木環境システム関連 創エネルギーとリン回収が可能な低炭素型下
水処理システムの開発

東北大学 工学研究科 李　玉友 教授

ＹＥ　ＭＩＮＺＨＩ ﾖｳ ﾐﾝｼ 建築環境および建築設備関
連

革新的な冷暖房システム導入によるゼロカー
ボン建築の実現ポテンシャルに関する研究

北海道大学 工学院 長野　克則 教授

楊　銘悦 ﾖｳ ﾒｲｴﾂ ナノマイクロシステム関連 10nm線幅金パラジウム合金ナノワイヤ水素ガ
スセンサの高速応答と高耐久性の実現

東京工業大学 物質理工学院 真島　豊 教授
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横山　裕杜 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾄ 流体工学関連 3Dバイオプリンティング実現に向けた軟質基
板への液滴衝突現象の解明

東京農工大学 大学院工学府 田川　義之 教授

横山　諒 ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳ 原子力工学関連 材料-熱流動ハイブリッド法による福島第一
原子力発電所燃料デブリ分布推定

東京大学 工学系研究科 鈴木　俊一 特任教授

吉野　和泰 ﾖｼﾉ ｶｽﾞﾔｽ デザイン学関連 道路空間再編におけるデザイン・ドリブン型
合意形成の方法論

京都大学 工学研究科 川崎　雅史 教授

米沢　安成 ﾖﾈｻﾞﾜ ｱﾝｾｲ 機械力学およびメカトロニ
クス関連

生産方式の変革に対応した制御対象のモデル
を使わない振動制御技術の開発

北海道大学 工学院 梶原　逸朗 教授

李　晋廷 ﾘ ｼﾝﾃｲ 生体医工学関連 免疫寛容の高効率な誘導によるアレルギーの
寛解を目指した経口性ナノ粒子製剤の開発

九州大学 システム生命科
学府

片山　佳樹 教授

ＬＩ　ＲＵＮＭＩＮ ﾘ ﾙﾝﾐﾝ 光工学および光量子科学関
連

リアルタイム空気屈折率自己補正機能付き高
精度・高速LiDAR技術の研究

電気通信大学 情報理工学研究
科

美濃島　薫 教授

ＬＩＵ　ＺＨＥＮ ﾘｭｳ ｾﾞﾝ 電子デバイスおよび電子機
器関連

中赤外・THz光電力変換用高性能レクテナダ
イオードの開発

東北大学 工学研究科 清水　信 准教授

林　超 ﾘﾝ ﾁｬｵ 建築環境および建築設備関
連

都市空間における高温度汚染物質に適用する
乱流拡散モデルの開発

東京大学 工学系研究科 大岡　龍三 教授

渡邊　俊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 航空宇宙工学関連 過減衰系ダイナミクスのみを適用した航空機
の横風応答ゲイン低減に関する研究

名古屋大学 工学研究科 砂田　茂 教授

ＷＡＮＧ　ＸＩＡＯＨＡ
Ｎ

ﾜﾝ ｼｬｳﾊﾝ 熱工学関連 共有結合性有機骨格を用いた革新的な蓄熱エ
ネルギー系の創出と開拓

東京工業大学 工学院 村上　陽一 教授

ＷＡＮＧ　ＺＨＡＯＹＵ ﾜﾝ ﾁｬｵﾕ 機械力学およびメカトロニ
クス関連

骨格筋を模倣したバイオアクチュエータを利
用したマイクロロボット

東京大学 工学系研究科 新井　史人 教授

王　方一 ﾜﾝ ﾌｧﾝｲ 機械力学およびメカトロニ
クス関連

高出力圧電デバイスの動的共振周波数比制御 東京大学 新領域創成科学
研究科

森田　剛 教授

ＷＡＮＧ　ＹＵＥＬＩＮ ﾜﾝ ﾕｴﾘﾝ ナノ材料科学関連 貴金属フリー炭素系材料における酸素還元反
応の大規模第一原理電子状態計算による研究

大阪大学 工学研究科 森川　良忠 教授

王　雷 ﾜﾝ ﾚｲ 材料加工および組織制御関
連

マルチ機能性コーティングのためのTi/Ni複
材粉末床の溶融凝固挙動の解明

大阪大学 工学研究科 小泉　雄一郎 教授
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ＭＢＯＵＰ　ＡＩＳＳＡ
ＴＯＵ

ﾝﾌﾞｯﾌﾟ ｱｲｻﾄｩ 地球資源工学およびエネル
ギー学関連

方向別許容入射角を持つ3次元太陽集光器の
設計法の開発およひ性能検証

東京農工大学 大学院生物シス
テム応用科学府

秋澤　淳 教授
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秋山　俊太 ｱｷﾔﾏ ｼｭﾝﾀ 統計科学関連 適化と汎化を統合した深層学習理論の構築 東京大学 情報理工学系研
究科

鈴木　大慈 准教授

朝倉　卓人 ｱｻｸﾗ ﾀｸﾄ 知能情報学関連 数式理解のための定義抽出と分類 東京大学 情報理工学系研
究科

宮尾　祐介 教授

東　悟大 ｱｽﾞﾏ ｺﾞﾀﾞｲ 数理情報学関連 二次計画問題の狭小な半正定値緩和に基づく
多項式 適化の大域的解法の展開

東京工業大学 情報理工学院 山下　真 教授

安部　芳紀 ｱﾍﾞ ﾖｼｷ 情報セキュリティ関連 定数長乱数を用いた秘密計算の理論構築 電気通信大学 情報理工学研究
科

岩本　貢 教授

ＩＶＯＮＩＮＡ　Ｍａｒ
ｉｉａ

ｲヴｫﾆﾅ ﾏﾘｱ 知能情報学関連 PCR新技術に資する超高速量子化学機械学習
法の開発と遺伝子変異解析への応用

九州大学 総合理工学府 青木　百合子 教授

大葉　大輔 ｵｵﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 知能情報学関連 他者との言語的接触を考慮した個人が用いる
ことばの意味の動的計算モデル

東京大学 情報理工学系研
究科

豊田　正史 教授

大村　和正 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 知能情報学関連 イベント間関係知識の推論過程を考慮した常
識推論モデルの構築

京都大学 情報学研究科 黒橋　禎夫 教授

岡本　悠希 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 知覚情報処理関連 あらゆる音を柔軟に生成可能とする環境音合
成の研究

立命館大学 情報理工 山下　洋一 教授

小澤　歩 ｵｻﾞﾜ ｱﾕﾐ ソフトコンピューティング
関連

高機能な振動子ネットワークのデザイン：ロ
バスト性とエネルギー効率

東京大学 新領域創成科学
研究科

郡　宏 教授

ＯＣＨＥＪＡ　Ｐａｔｒ
ｉｃｋ

ｵﾁｪｼﾞｬ ﾊﾟﾄﾘｯｸ 学習支援システム関連 ブロックチェーンを用いた生涯学習ログと分
散ユーザーモデルの連結

京都大学 情報学研究科 緒方　広明 教授

鎌田　斗南 ｶﾏﾀ ﾄﾅﾝ 情報学基礎論関連 遷移問題に基づいた新たなアプローチによ
る，多面体と展開図の関係の解明

北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研
究科

上原　隆平 教授

ＫＡＮ　ＳＨＡＯＨＵＡ ｶﾝ ｼｮｳｶ ソフトコンピューティング
関連

スパイク発生分子素子を利用した確率的コン
ピューティン物理実装とそのAI応用

北海道大学 情報科学院 浅井　哲也 教授

岸川　大航 ｷｼｶﾜ ﾀﾞｲｺｳ 知能情報学関連 多様な行動を生み出す潜在的選好メカニズム
の解析

千葉大学 融合理工学府 荒井　幸代 教授

ＫＩＭ　ＨＥＥＣＨＥＯ
Ｌ

ｷﾑ ﾋﾁｮﾙ 知能ロボティクス関連 マルチモーダル注意機構を用いる実ロボット
の器用な物体操作タスクの自動化

東京大学 情報理工学系研
究科

國吉　康夫 教授

Ｋｕｏ　ＣｈｅｎｇーＹ
ｕ

ｸｵ ﾁｪﾝﾕｳ 知能ロボティクス関連 確率モデルベース強化学習を用いた二足ロ
ボット用歩行コントローラーの開発

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研
究科

松原　崇充 教授

ＧＵ　ＣＨＵＮＺＨＩ ｸﾞｰ ﾁｭﾝｼﾞｰ 知覚情報処理関連 非接触かつ非侵襲な魚類鮮度判定システムの
開発

福井大学 大学院工学研究
科

張　潮 講師

ＤＣ２・情報学　77名　令和4年度特別研究員採用者一覧
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高下　大貴 ｺｳｹﾞ ﾀﾞｲｷ 生命、健康および医療情報
学関連

深層学習を用いた分子埋め込みモデルによる
薬剤候補分子の仮想的探索

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研
究科

金谷　重彦 大学教授

児玉　貴志 ｺﾀﾞﾏ ﾀｶｼ 知能情報学関連 話者内部状態と常識を考慮した解釈可能な対
話システムの構築

京都大学 情報学研究科 黒橋　禎夫 教授

小塚　太資 ｺﾂｶ ﾀｲｼ 生命、健康および医療情報
学関連

分子ロボット間距離を考慮した分子通信シス
テムの数理モデルおよび解析・設計法の構築

慶應義塾大学 理工学研究科
（矢上）

堀　豊 准教授

米野　尚斗 ｺﾒﾉ ﾅｵﾄ 知能ロボティクス関連 振動印加に基づく触覚センシングの拡張とマ
ニピュレーション制御への応用

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研
究科

松原　崇充 教授

佐伯　高明 ｻｴｷ ﾀｶｱｷ 知覚情報処理関連 元音声の音声言語情報を逐次的に考慮する同
時音声翻訳の研究

東京大学 情報理工学系研
究科

猿渡　洋 教授

佐藤　岳 ｻﾄｳ ｶﾞｸ 生命、健康および医療情報
学関連

解糖系とリン脂質合成系の結合による細胞分
裂の試験管内再構成

慶應義塾大学 理工学研究科
（矢上）

土居　信英 教授

澤田　和弥 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾔ ソフトコンピューティング
関連

非線形力学系理論による点過程間の因果性解
析手法開発と脳の情報処理表現の解明

東京理科大学 工学研究科 池口　徹 教授

重中　秀介 ｼｹﾞﾅｶ ｼｭｳｽｹ 数理情報学関連 リアルタイム性を考慮した大規模環境の群集
制御手法

筑波大学 理工情報生命学
術院

大西　正輝 准教授
（連携大
学院）

篠田　一聡 ｼﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 知能情報学関連 人間らしい読解スキルの学習に向けて 東京大学 情報理工学系研
究科

相澤　彰子 教授

白川　健 ｼﾗｶﾜ ｹﾝ 認知科学関連 ヒト脳内知覚動画再構成技術の開発 京都大学 情報学研究科 神谷　之康 教授

神　亮太 ｼﾞﾝ ﾘｮｳﾀ 生命、健康および医療情報
学関連

AIを用いた慢性疾患の病態進行モデルの構築
法開発とパーキンソン病への適用

千葉大学 医学薬学府 樋坂　章博 教授

鄒　兆南 ｽｳ ﾁｮｳﾅﾝ 生命、健康および医療情報
学関連

転写因子結合プロファイルによる薬剤作用標
的の探索

京都大学 医学研究科 成宮　周 特任教授

鈴木　雄大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 知能情報学関連 量子カーネル法の実践に向けた性能解析手法
の確立および改良モデルの開発

慶應義塾大学 理工学研究科
（矢上）

ＭｃＥｌｗａｉｎ
Ｋｅｎｎｅｔｈ

教授

ＳＵＮ　ＹＵＷＥＩ ｿﾝ ｲｸｲ 知能情報学関連 大規模IoTデータ知識獲得のための信頼され
る分散型人工知能

東京大学 情報理工学系研
究科

落合　秀也 准教授

高木　詩織 ﾀｶｷﾞ ｼｵﾘ 情報ネットワーク関連 生物の情報処理機構に学ぶ環境変動に適応す
るネットワークサービスの実現

大阪大学 情報科学研究科 村田　正幸 教授
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高野瀬　碧輝 ﾀｶﾉｾ ｱｵｷ 知能ロボティクス関連 都市部における自動運転用の衛星測位の高精
度化と信頼度の算出に関する研究

名古屋大学 情報（学） 武田　一哉 教授

高橋　亮 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ ヒューマンインタフェース
およびインタラクション関
連

衣類近傍へ電磁界を閉じ込めるコイル構造に
よる衣服全面での無線給電・センシング

東京大学 工学系研究科 川原　圭博 教授

竹原　繭子 ﾀｹﾊﾗ ﾏﾕｺ ヒューマンインタフェース
およびインタラクション関
連

心的回転を伴う地図判読時の脳内機構に関す
る研究　～事象関連電位を用いて～

筑波大学 理工情報生命学
術院

森本　健弘 講師

竹牟禮　薫 ﾀｹﾑﾚ ｶｵﾙ 情報セキュリティ関連 情報漏洩耐性を持つ実用的な暗号通貨の実現
に向けた多重署名方式に関する研究

電気通信大学 情報理工学研究
科

大濱　靖匡 教授

田辺　裕大 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ソフトウェア関連 バージョンを言語要素に持つプログラミング
言語の開発

東京工業大学 情報理工学院 増原　英彦 教授

田村　峻佑 ﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 生命、健康および医療情報
学関連

機械学習による医薬候補化合物の構造 適化 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研
究科

宮尾　知幸 准教授

ＤＡＯ　ＴＨＩ　ＴＨＵ
ＨＡ

ﾀﾞｵ ﾃｲ ﾄｳ ﾊ 情報ネットワーク関連 ウェブユーザートラッキング技術の検出およ
びユーザプライバシ漏洩防御

総合研究大学院大学 複合科学研究科 福田　健介 准教授

張　一凡 ﾁｮｳ ｲｰﾌｧﾝ 知能情報学関連 弱教師あり解きほぐし表現学習における代数
的構造

東京大学 情報理工学系研
究科

杉山　将 教授

ＱＩＮ　ＺＨＡＯＸＩＮ
Ｇ

ﾁﾝ ﾁｮｳｺｳ 計算機システム関連 有機トランジスタによるフレキシブルプロ
セッサの実現

京都大学 情報学研究科 佐藤　高史 教授

陳　陽 ﾁﾝ ﾖｳ 知能ロボティクス関連 座位・立位車椅子のための体幹動作に基づく
随意動作と自動制御の協調

筑波大学 グローバル教育
院

鈴木　健嗣 教授

對馬　帆南 ﾂｼﾏ ﾎﾅﾐ ソフトコンピューティング
関連

利用履歴の解析に基づく需要予測を用いた動
的な自転車再配置問題に対する解法

東京理科大学 工学研究科 池口　徹 教授

堤　瑛美子 ﾂﾂﾐ ｴﾐｺ 学習支援システム関連 教育ビックデータ解析のためのDeep-IRTの開
発と学習支援システムへの応用

電気通信大学 情報理工学研究
科

植野　真臣 教授

綱島　秀樹 ﾂﾅｼﾏ ﾋﾃﾞｷ 知覚情報処理関連 階層型視覚的コモンセンスを考慮した動画質
問応答

早稲田大学 先進理工学研究
科

森島　繁生 教授

津國　和泉 ﾂﾉｸﾆ ｲｽﾞﾐ 知覚情報処理関連 空間連続な室内インパルス応答を用いた音場
の可視化

東京電機大学 先端科学技術 池田　雄介 准教授

坪田　亘記 ﾂﾎﾞﾀ ｺｳｷ 知覚情報処理関連 深層動画圧縮のための映像品質評価 東京大学 情報理工学系研
究科

相澤　清晴 教授

都留　将人 ﾂﾙ ﾏｻﾄ 知能ロボティクス関連 環境認識に基づく、動的環境下での高速マル
チコンタクト動作計画

大阪大学 基礎工学研究科 原田　研介 教授
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鄭　通 ﾃｲ ﾂｳ 生命、健康および医療情報
学関連

胸部医用画像の自動疾患分析に基づく肺知能
診断支援システムの開発

名古屋大学 情報学研究科 森　健策 教授

出口　祥之 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 知能情報学関連 主辞駆動句構造文法に基づくニューラル機械
翻訳の高度化

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研
究科

渡辺　太郎 教授

ＴＲＡＮ　Ｖａｎ　Ｄａ
ｎｇ

ﾄﾗﾝ ﾊﾞﾝ ﾀﾞﾝ データベース関連 データベースにおける双方向プログラミング
の基盤技術

総合研究大学院大学 複合科学研究科 蓮尾　一郎 准教授

Ｔｈｏｎｇｌｅｋ　Ｋｕ
ｎｄｊａｎａｓｉｔｈ

ﾄﾝﾚｯｸ ｶﾝｼﾞｬﾅｼｯ
ﾄ

知能情報学関連 協調的な機械学習モデルの開発を可能とする
コラボレーション基盤の構築

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研
究科

飯田　元 教授

中理　怡恒 ﾅｶﾘ ｲｺｳ 生命、健康および医療情報
学関連

マルチインバランスに向けた精度と解釈性を
兼ね備えた機械学習による睡眠段階推定

電気通信大学 情報理工学研究
科

高玉　圭樹 教授

野口　聖史 ﾉｸﾞﾁ ｻﾄｼ 計算科学関連 構造材料の材料設計・プロセス 適化のため
の新たな逆解析手法の確立

東京大学 工学系研究科 井上　純哉 教授

萩原　成基 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾅﾙｷ ソフトコンピューティング
関連

導電性ポリマーワイヤーの自由配線技術を駆
使した新規脳型情報処理回路の創製

北海道大学 情報科学院 赤井　恵 教授

橋本　啓太郎 ﾊｼﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ 情報セキュリティ関連 量子計算機に対しても安全で効率的なセキュ
アグループメッセージングの実現

東京工業大学 工学院 尾形　わかは 教授

畑田　裕二 ﾊﾀﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ヒューマンインタフェース
およびインタラクション関
連

身体化アバタとの心理的関係が対話に及ぼす
影響の解明とアバタ活用ガイドラインの構築

東京大学 学際情報学府 鳴海　拓志 准教授

早川　龍 ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳ 情報学基礎論関連 初期の量子計算機に向けた量子アルゴリズム
の統合的な研究

京都大学 理学研究科 森前　智行 准教授

ＰＡＮ　ＪＩＡＯ ﾊﾝ ｺｳ 高性能計算関連 マルチデータソースの統合に基づく大規模文
化遺跡・ボロブドゥール寺院の高精細可視化

立命館大学 情報理工 田中　覚 教授

ＰＡＲＫ　Ｊｅｏｎｇｈ
ｙｕｋ

ﾊﾟｸ ｼﾞｮﾝﾋｮｸ 生命、健康および医療情報
学関連

病理スライド画像を用いた予後因子の探索 東京大学 理学系研究科 能瀬　聡直 教授

ＰＩＡＯ　ＹＩＧＥ ﾋﾟｬｵ ｲｸﾞｪ 認知科学関連 ボノボにおける社会学習メカニズムの解明:
文化を支える社会知能の比較認知研究

京都大学 野生動物研究セ
ンター

山本　真也 准教授

白　定勳 ﾍﾞｸ ｼﾞｮﾝﾌﾝ 知覚情報処理関連 少量の実データに基づく画像内文字認識及び
その応用

東京大学 情報理工学系研
究科

相澤　清晴 教授

牧野　晃平 ﾏｷﾉ ｺｳﾍｲ 知能情報学関連 グラフ形式の知識を蓄積する深層学習情報抽
出

豊田工業大学 工学研究科 佐々木　裕 教授

松井　智一 ﾏﾂｲ ﾄﾓｶｽﾞ 情報ネットワーク関連 多様な一般家庭環境における宅内センシング
とデータ分析基盤の開発

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研
究科

安本　慶一 教授
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松尾　涼太郎 ﾏﾂｵ ﾘｮｳﾀﾛｳ 情報ネットワーク関連 スパースモデリングを用いたネットワークト
ポロジ復元手法

関西学院大学 理工学研究科 大崎　博之 教授

真次　彰平 ﾏﾂｸﾞ ｼｮｳﾍｲ データベース関連 大規模グラフに対する効率的なグラフ要約に
関する研究

筑波大学 理工情報生命学
術院

塩川　浩昭 准教授

松嶋　達也 ﾏﾂｼﾏ ﾀﾂﾔ 知能ロボティクス関連 サービスロボットのためのスケーラブルなオ
フライン学習システムの研究

東京大学 工学系研究科 松尾　豊 教授

三浦　幹太 ﾐｳﾗ ｶﾝﾀ 生命、健康および医療情報
学関連

超音波画像からの3次元超音波画像再構成と
その応用に関する研究

東北大学 情報科学研究科 青木　孝文 教授

三浦　崇寛 ﾐｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 図書館情報学および人文社
会情報学関連

Sleeping Beautyを用いた非連続な発見によ
る分野形成プロセスの解明

東京大学 工学系研究科 坂田　一郎 教授

宮本　柊吾 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳｺﾞ 計算科学関連 粒子法による非圧縮性流体とメッシュを用い
た剛体の強連成計算及び数理的整合性の改善

東京大学 工学系研究科 越塚　誠一 教授

向田　眞志保 ﾑｶｲﾀﾞ ﾏｼﾎ 知覚情報処理関連 夜行性昆虫の視覚神経系の機能に学んだ瞬時
暗視アルゴリズムの開発

山口大学 大学院創成科学
研究科

末竹　規哲 教授

村上　正樹 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｷ 情報ネットワーク関連 トラヒック需要予測に基づいた光タイムス
ロット割当技術の確立

慶應義塾大学 理工学研究科
（矢上）

山中　直明 教授

毛　卓遠 ﾓｳ ﾀｸｴﾝ 知能情報学関連 事前学習と多言語意味表現学習を統合した低
資源機械翻訳

京都大学 情報学研究科 黒橋　禎夫 教授

山田　康輔 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 知能情報学関連 述語間・フレーム間の関係を捉えたフレーム
知識の自動構築

名古屋大学 情報学研究科 武田　浩一 教授

吉田　拓海 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 知能情報学関連 予測モデルに基づく説得におけるユーザ情報
を考慮した説得エージェントの開発

北海道大学 情報科学院 川村　秀憲 教授

吉田　尚人 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾄ 知能ロボティクス関連 恒常性を目的としたエージェントにおける適
応的行動創発および認知発達過程の解明

東京大学 情報理工学系研
究科

國吉　康夫 教授

李　家隆 ﾘ ｶﾘｭｳ ソフトウェア関連 動的要求駆動と強化学習のハイブリッド実行
時適応フレームワークの構築

早稲田大学 基幹理工学研究
科

鄭　顕志 准教授

劉　暁寒 ﾘｭｳ ｼｬｵﾊﾝ 知覚情報処理関連 視線変動を考慮した3次元顔モーファブルモ
デルと顔画像合成

東京大学 情報理工学系研
究科

菅野　裕介 准教授
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赤山　詩織 ｱｶﾔﾏ ｼｵﾘ 機能生物化学関連 リソソーム損傷時におけるLC3依存的・非依
存的な持続的TFEB活性制御機構の解明

大阪大学 生命機能研究科 吉森　保 教授

浅見　仁太 ｱｻﾐ ｼﾞﾝﾀ 構造生物化学関連 胆汁酸トランスポーターNTCPを介したHBV感
染の構造基盤

東京大学 薬学系研究科 清水　敏之 教授

ＬＥＥ　ＭＵＨＯＯＮ ｲ ﾑﾌﾝ 分子生物学関連 哺乳類ミトコンドリアにおける leaderless
mRNA 翻訳開始機構解明

東京大学 新領域創成科学
研究科

富田　野乃 准教授

池上　森 ｲｹｶﾞﾐ ｼﾝ 進化生物学関連 イカ類の全進化史解読：現生海洋生態系成立
プロセスの解明に向けて

北海道大学 理学院 伊庭　靖弘 准教授

石井　俊輔 ｲｼｲ ｼｭﾝｽｹ 細胞生物学関連 小胞体内凝集体の分解を担うオートファジー
の誘導機構と分解機構の解明

千葉大学 融合理工学府 板倉　英祐 准教授

石神　広太 ｲｼｶﾞﾐ ｺｳﾀ 進化生物学関連 新たな三者共生系の解明：カビが決める昆
虫とバクテリアの相利共生

北海道大学 農学院 菊池　義智 客員准教
授

井下　結葵 ｲｼﾀ ﾕｳｷ 動物生理化学、生理学およ
び行動学関連

アスタシンメタロプロテアーゼから迫る線虫
捕食行動のメカニズムとその進化

広島大学 統合生命科学研
究科

奥村　美紗子 准教授

石塚　達也 ｲｼﾂﾞｶ ﾀﾂﾔ 分子生物学関連 タンパク質恒常性に関わる天然変性タンパク
質の網羅的解析

東京大学 新領域創成科学
研究科

泊　幸秀 教授

井上　香鈴 ｲﾉｳｴ ｶﾘﾝ 多様性生物学および分類学
関連

ヒラシイノミ属腹足類にみる も新しい動物
陸上進出：海洋島における適応進化

東京大学 理学系研究科 狩野　泰則 准教授

植田　大海 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾐ 神経機能学関連 新規シナプスLTP誘起法を用いた神経伝達物
質分泌の時空間分布の解明

総合研究大学院大学 生命科学研究科 村越　秀治 准教授

越後谷　健太 ｴﾁｺﾞﾔ ｹﾝﾀ 構造生物化学関連 がん遺伝子DEKによるクロマチン構造への影
響とその制御法の解明

東京大学 理学系研究科 胡桃坂　仁志 教授

遠藤　優 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 多様性生物学および分類学
関連

大型哺乳類ヒグマにおける分散様式の極端な
性差が個体群形成に与える影響

北海道大学 理学院 増田　隆一 教授

王　哲 ｵｳ ﾃﾂ 発生生物学関連 多能性幹細胞を用いた再構築系を利用して霊
長類体軸形成機構を解明する

京都大学 工学研究科 永楽　元次 教授

大川　奈菜子 ｵｵｶﾜ ﾅﾅｺ 動物生理化学、生理学およ
び行動学関連

ホヤ幼生におけるカルシウムイメージング法
を用いたグリア細胞の活動と生理機能の解析

甲南大学 自然科学研究科 日下部　岳広 教授

ＤＣ２・生物系科学　89名　令和4年度特別研究員採用者一覧
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大坪　秋人 ｵｵﾂﾎﾞ ｱｷﾄ 形態および構造関連 哺乳動物のオスの性行動における神経内分泌
学的制御メカニズムに関する研究

岡山大学 自然科学研究科 坂本　浩隆 准教授

大西　湧己 ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ 神経科学一般関連 忘却促進ペプチドとその受容体の同定によ
る、記憶の忘却を制御する機構の解析

九州大学 システム生命科
学府

石原　健 教授

小野寺　航 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾜﾀﾙ 進化生物学関連 ヘパラン硫酸が促進する哺乳類APLP1の神経
細胞に対する機能分担化

早稲田大学 先進理工学研究
科

朝日　透 教授

香取　真知子 ｶﾄﾘ ﾏﾁｺ システムゲノム科学関連 ラマンスペクトルとマルチオミクスを用いた
細胞表現型の多様性の同定と理解

東京大学 情報理工学系研
究科

小林　徹也 准教授

河路　琢図 ｶﾜｼﾞ ﾀｸﾄ 神経科学一般関連 ジュウシマツの円滑な音声コミュニケーショ
ンを実現する神経メカニズムの解明

東北大学 生命科学研究科 安部　健太郎 教授

河村　理輝 ｶﾜﾑﾗ ﾘｷ 多様性生物学および分類学
関連

種分化はどのようにして起こるのか-フェロ
モン受容体の多型を介した選択的交配の実証

東京工業大学 生命理工学院 二階堂　雅人 准教授

木下　勇貴 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 自然人類学関連 三次元筋骨格モデルで紐解くヒト直立二足歩
行における体幹部「ねじり」適応の解明

京都大学 理学研究科 平崎　鋭矢 准教授

國近　航平 ｸﾆﾁｶ ｺｳﾍｲ 生物物理学関連 時間分割X線結晶構造解析による鉄硫黄クラ
スター生合成酵素の触媒反応機構の解明

埼玉大学 理工学研究科 藤城　貴史 准教授

黒木　義人 ｸﾛｷ ﾖｼﾋﾄ 発生生物学関連 プラナリアの幹細胞システムにおける転写レ
ベルと翻訳レベルの2段階制御機構の解明

総合研究大学院大学 生命科学研究科 阿形　清和 教授

黒田　充樹 ｸﾛﾀﾞ ﾐﾂｷ 生態学および環境学関連 結氷下の行動追跡と代謝量計測から紐解く降
海型イワナ・イトウの越冬回遊動態

北海道大学 環境科学院 宮下　和士 教授

桑田　巧 ｸﾜﾀ ﾀｸﾐ 生物物理学関連 PCBP１を介したフェリチンへの鉄輸送機構と
鉄コア形成に及ぼす影響の解明

創価大学 理工学研究科 池口　雅道 教授

小泉　隼人 ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ 動物生理化学、生理学およ
び行動学関連

発光・蛍光イメージングによる昼行性行動の
機構解明

富山大学 生命融合科学教
育部

池田　真行 理事・副
学長

河野　玲奈 ｺｳﾉ ﾚﾅ 神経科学一般関連 発達期の脳内出血によるマイクログリアの赤
血球貪食と訓練免疫機構の解明

東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授

小林　宜弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋﾛ 動物生理化学、生理学およ
び行動学関連

セイヨウミツバチのナビゲーション行動にお
けるcue選択アルゴリズムの解明

神戸大学 理学研究科 佐倉　緑 准教授
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小山　偲歩 ｺﾔﾏ ｼﾎ 生態学および環境学関連 環境・行動・ストレス計測による、海鳥の採
餌戦略および繁殖戦略の解明

名古屋大学 環境学研究科 ＭｃＥｌｗａｉｎ
Ｋｅｎｎｅｔｈ

教授

近藤　勇人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 神経科学一般関連 前辺縁皮質の活動動態に着目した生体脳深部
光活動計測・操作による恐怖消去機構の解明

東京大学 大学院医学系研
究科

尾藤　晴彦 教授

後藤　孝太 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ 機能生物化学関連 オートファゴソーム-リソソーム融合を制御
する分子機構の解明

東北大学 医学系研究科 堀内　久徳 教授

酒井　啓一郎 ｻｶｲ ｹｲｲﾁﾛｳ 細胞生物学関連 休眠細胞の固体化した細胞質におけるシグナ
ル伝達の解明

総合研究大学院大学 生命科学研究科 青木　一洋 教授

坂上　登亮 ｻｶｶﾞﾐ ﾄｳｽｹ 進化生物学関連 無腸動物にユニークな共生関係の確立と維持
機構の解明

岡山大学 環境生命科学研
究科

畑生　俊光 准教授

阪本　知樹 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓｷ 生物物理学関連 メチル基転移酵素METTL16による三重鎖構造
を形成するRNAの認識機構の解明

京都大学 エネルギー科学
研究科

片平　正人 教授

澤田　聖人 ｻﾜﾀﾞ ｷﾖﾄ 生態学および環境学関連 佐渡島ヤマカガシ個体群の頸腺毒獲得による
生態的変異とその適応的意義

筑波大学 理工情報生命学
術院

上條　隆志 教授

椎野　浩也 ｼｲﾉ ﾋﾛﾔ 機能生物化学関連 リン脂質合成輸送阻害剤を用いたオルガネラ
間リン脂質輸送機構の解明

山形大学 大学院理工学研
究科

田村　康 教授

城島　啓佑 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 機能生物化学関連 スフィンガジエンによるスフィンゴ脂質多様
性創出機構の解明

北海道大学 生命科学院 木原　章雄 教授

Ｃｈｕｎｇ　Ｍｙｕｎｇ ｼﾞｮﾝ ﾐｮﾝ 神経科学一般関連 多岐に渡る社会性行動異常を引き起こす、自
閉症の病態神経メカニズムの解明

東京大学 大学院医学系研
究科

奥山　輝大 准教授

杉山　高大 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 多様性生物学および分類学
関連

体表寄生者における宿主の体色と一致した保
護色の獲得メカニズムの解明

京都大学 理学研究科 朝倉　彰 教授

鈴木　健 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 神経科学一般関連 意識レベルの意思決定神経機構 早稲田大学 人間科学研究科 掛山　正心 教授

鈴木　美奈子 ｽｽﾞｷ ﾐﾅｺ 発生生物学関連 Wntとヘパラン硫酸プロテオグリカンの自己
組織化による平面内細胞極性形成

総合研究大学院大学 生命科学研究科 高田　慎治 教授

鈴木　佑弥 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 多様性生物学および分類学
関連

カラカラグモ科の分類学的研究および網の進
化史の解明

九州大学 システム生命科
学府

立田　晴記 教授
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須藤　麻希 ｽﾄﾞｳ ﾏｷ 生物物理学関連 皮膚疾患の環状紅斑を対象とした数理解析と
実験による炎症調節機構の解明

大阪大学 理学研究科 藤本　仰一 准教授

関口　敬俊 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ 植物分子および生理科学関
連

葉緑体ATP合成酵素が夜間に不活性化される
制御機構全貌の解明

東京工業大学 生命理工学院 久堀　徹 教授

高橋　花乃子 ﾀｶﾊｼ ｶﾉｺ 機能生物化学関連 25-ヒドロキシコレステロールによるSTING経
路の抑制機構の解明

東北大学 生命科学研究科 田口　友彦 教授

高橋　大地 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ 生物物理学関連 2種類の細菌アクチンMreBが織りなす新奇運
動能の駆動機構解明

大阪公立大学 大学院理学研究
科

宮田　真人 教授

竹内　力 ﾀｹｳﾁ ﾁｶﾗ ゲノム生物学関連 インシュレータータンパク質の二重機能を担
う分子機構の解明

慶應義塾大学 医学研究科（信
濃町）

塩見　春彦 教授

立木　佑宇人 ﾀﾁｷ ﾕｳﾄ 神経機能学関連 バーチャルリアリティーを用いた海馬の場所
細胞の新しい機能の解析

京都大学 生命科学研究科 今吉　格 教授

田中　優作 ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ ゲノム生物学関連 トランスポゾン脱抑制因子VANCの標的特異的
な結合機構

東京大学 理学系研究科 角谷　徹仁 教授

谷本　彩 ﾀﾆﾓﾄ ｻｲ 神経機能学関連 皮質・視床・線条体における素早い刺激認識
能獲得機構の解明

東京大学 新領域創成科学
研究科

藤澤　茂義 客員教授

坪野　友太朗 ﾂﾎﾞﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 細胞生物学関連 全身性シグナル分子による細胞競合の制御メ
カニズムの解明

京都大学 薬学研究科 井垣　達吏 教授

露木　葵唯 ﾂﾕｷ ｱｵｲ 多様性生物学および分類学
関連

底生動物ヒラムシを用いた吸盤形態の進化史
研究

北海道大学 理学院 柁原　宏 准教授

伴野　詢太 ﾄﾓﾉ ｼﾞｭﾝﾀ 構造生物化学関連 クライオ電子顕微鏡単粒子解析を基盤とした
抗菌薬の新規創薬標的の探索

東北大学 生命科学研究科 田中　良和 教授

戸谷　ひかる ﾄﾔ ﾋｶﾙ 分子生物学関連 核内構造体パラスペックルによる細胞分化制
御機構の解明

北海道大学 生命科学院 中川　真一 教授

丹伊田　拓磨 ﾆｲﾀﾞ ﾀｸﾏ 進化生物学関連 地下環境へ進出した甲虫を対象に、感覚器官
の発達と消失、その進化過程を解明する

北海道大学 環境科学院 越川　滋行 准教授

根尾　卓磨 ﾈｵ ﾀｸﾏ 分子生物学関連 エピジェネティックな発現制御による新規低
酸素応答機構の解明

福井大学 大学院工学研究
科

沖　昌也 教授
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根本　和也 ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 発生生物学関連 ショウジョウバエの器官運命の転換における
新規シグナル伝達経路の解明

東北大学 薬学研究科 倉田　祥一朗 教授

長谷川　稜太 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 生態学および環境学関連 寄生虫群集の形成過程における履歴効果と宿
主への波及

北海道大学 環境科学院 小泉　逸郎 准教授

原田　亮 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 多様性生物学および分類学
関連

真核生物におけるミトコンドリア局在DNAポ
リメラーゼの進化と多様性の全容解明

筑波大学 理工情報生命学
術院

稲垣　祐司 教授

韓　佩恂 ﾊﾝ ﾍﾟｲｼｭﾝ 分子生物学関連 RQCの内在ターゲットの決定 東京大学 新領域創成科学
研究科

岩崎　信太郎 客員准教
授

平井　誠也 ﾋﾗｲ ｾｲﾔ 分子生物学関連 自然免疫におけるDNAセンサーIFI16による自
己DNA認識の分子基盤の解明

東京大学 理学系研究科 胡桃坂　仁志 教授

深津　孝平 ﾌｶﾂ ｺｳﾍｲ 植物分子および生理科学関
連

気孔孔辺細胞における網羅的ホスホプロテオ
ミクスに基づく気孔開口の分子機構の解明

名古屋大学 理学研究科 木下　俊則 教授

福田　彩華 ﾌｸﾀﾞ ｱﾔｶ 動物生理化学、生理学およ
び行動学関連

脳下垂体の光受容を起点とした体色変化メカ
ニズムの解析

東京大学 理学系研究科 神田　真司 准教授

藤近　敬子 ﾌｼﾞﾁｶ ﾀｶｺ 遺伝学関連 オウトウショウジョウバエの休眠誘導機構に
時計遺伝子は介在するか？

東京都立大学 理学研究科 高橋　文 准教授

二村　凌 ﾌﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 生態学および環境学関連 サクラマス回遊型のリスク回避戦術の総合的
理解： 大規模な個体追跡で迫る

北海道大学 環境科学院 岸田　治 准教授

古澤　千春 ﾌﾙｻﾜ ﾁﾊﾙ 生態学および環境学関連 睡眠パタンの種間・種内変異と適応的意義：
サケ科魚類における野外実証

北海道大学 環境科学院 小泉　逸郎 准教授

ＰＲＥＴＥＭＥＲ　ＹＡ
ＮＮ

ﾌﾟﾚﾃﾏｰ ﾔﾝ 発生生物学関連 胸腺発生の解明に向けたヒトiPS細胞由来in
vitro胸腺モデルの構築

京都大学 医学研究科 濱崎　洋子 教授

星野　佑介 ﾎｼﾉ ﾕｳｽｹ 生態学および環境学関連 外来種との種間相互作用がもたらす新しい異
型花柱性崩壊プロセスの解明

東京学芸大学 連合学校教育学
研究科

堂囿　いくみ 准教授

袰岩　美月 ﾎﾛｲﾜ ﾐﾂﾞｷ 進化生物学関連 アドミクスチャーによる種分化機構の解明 琉球大学 海洋環境学専攻
（理工学研究科
理学系）

山平　寿智 教授

ＢＯＬＡＮＯＳ　ＦＥＤ
ＥＲＩＣＯ

ﾎﾞﾗﾉｽ ﾌｪﾃﾞﾘｺ 神経科学一般関連 マウスの一次および二次視覚野におけるテク
スチャ視覚情報の処理

東京大学 情報理工学系研
究科

ＢＥＮＵＣＣＩ　Ａ
ｎｄｒｅａ

連携教授
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正木　魁人 ﾏｻｷ ｶｲﾄ システムゲノム科学関連 RNAスイッチ技術を用いた標的特異性を有す
るmRNA医薬の開発

京都大学 医学研究科 齊藤　博英 教授

松田　佳祐 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｽｹ 形態および構造関連 2Dパターン形成と3D形態形成をつなぐ「接着
と引っ張り」による形態形成

大阪大学 生命機能研究科 近藤　滋 教授

Ｍｉ　Ｙａｎｇ ﾐｰ ﾔﾝ 神経科学一般関連 母体免疫活性化による子供の小脳発達と機能
の障害の解析

沖縄科学技術大学院大学 科学技術研究科 石川　裕規 准教授

水野　歩 ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾐ 動物生理化学、生理学およ
び行動学関連

目玉模様への鳥類の忌避反応：比較行動学・
組織解剖学からの統合的検討

北海道大学 生命科学院 相馬　雅代 准教授

水野　苑子 ﾐｽﾞﾉ ｿﾉｺ 発生生物学関連 マイクロペプチドが上皮シート陥入を制御す
るメカニズムの解明

京都大学 生命科学研究科 上村　匡 教授

三藤　清香 ﾐﾄｳ ｻﾔｶ 生態学および環境学関連 嚢舌類における自切・再生現象の解明 奈良女子大学 人間文化総合科
学研究科

遊佐　陽一 教授

味谷　雅之 ﾐﾔ ﾏｻﾕｷ 植物分子および生理科学関
連

イネの葉の発生過程に関わる新規遺伝子の機
能解析

東京大学 農学生命科学研
究科

伊藤　純一 准教授

宮崎　翔太 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 動物生理化学、生理学およ
び行動学関連

概日リズムを駆動する液性出力因子の探索 明治大学 農学研究科 中村　孝博 教授

村川　直柔 ﾑﾗｶﾜ ﾀﾀﾞﾖｼ 細胞生物学関連 筋細胞リモデリングにおけるオートファジー
の意義の解明

東京工業大学 生命理工学院 藤田　尚信 准教授

森田　航希 ﾓﾘﾀ ｺｳｷ 生物物理学関連 単一細胞内測定に向けたダイヤモンドNV中心
によるマイクロスケールNMRの開発

京都大学 工学研究科 水落　憲和 教授

森田　雅登 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾄ 神経科学一般関連 神経細胞の樹状突起の「かたち」が果たす機
能的役割の膜電位イメージング解析

京都大学 理学研究科 川口　真也 教授

八木　原風 ﾔｷﾞ ｹﾞﾝﾌｳ 生態学および環境学関連 離合集散群れでの老齢個体の役割とは-イル
カの社会から探る祖母仮説の進化経路-

三重大学 生物資源学研究
科

吉岡　基 教授

柳川　恭佑 ﾔﾅｶﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 細胞生物学関連 Rubiconによる新規エクソソーム産生制御機
構の解明

大阪大学 医学系研究科 吉森　保 教授

山口　悠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 進化生物学関連 群体動物の分業制御機構：コケムシにおける
鳥頭体形成機構の解明とその進化的考察

東京大学 理学系研究科 三浦　徹 教授
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柚　佳祐 ﾕｽﾞ ｹｲｽｹ 生物物理学関連 多様なアミロイド構造形成を誘起するクロス
シーディングの伝播機構の解明

神戸大学 理学研究科 茶谷　絵理 准教授

湯本　景将 ﾕﾓﾄ ｹｲｽｹ 多様性生物学および分類学
関連

集団ゲノミクスと生息環境の分布変遷を関連
付けた森林性昆虫の環境適応動態史の解明

筑波大学 理工情報生命学
術院

津田　吉晃 准教授

吉田　竜星 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ゲノム生物学関連 染色体複製起点へのヘリカーゼ導入機構：開
始複合体の機能構造とその分子動態の解明

九州大学 薬学府 片山　勉 教授

Ｌａｍ　Ａｎｄｙ　Ｙａ
ｔ　Ｗｕｎｇ

ﾗﾑ ｱﾝﾃﾞｨ ﾔﾄ ﾜﾝ 生物物理学関連 Heroタンパク質によるTDP-43構造変化の1分
子FRET解析

東京大学 新領域創成科学
研究科

泊　幸秀 教授

渡邉　一樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 生物物理学関連 生体環境を考慮した精密な量子化学計算によ
るSARS-CoV-2抗体分子開発

千葉大学 医学薬学府 西田　紀貴 教授
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Ａｂｕｇｏｍａａ　Ａｍ
ｉｒａ

ｱﾌﾞｺﾞﾏｱ ｱﾐﾗ 獣医学関連 2．5Dオルガノイド細胞のマルチオミクス解
析による新規培養法の開発

東京農工大学 大学院農学府 臼井　達哉 特任講師

天野　雄一 ｱﾏﾉ ﾕｳｲﾁ 水圏生命科学関連 代理親魚を用いた外来種の再生産制御技法の
開発

東京海洋大学 海洋科学技術 吉崎　悟朗 教授

ＹＡＮＧ　Ｊｉｗｅｉ ｲｱﾝ ｼﾞｳｨ 生物資源保全学関連 環境RNAのオンサイト検出法の開発と内部標
準RNAによる絶対定量

東京大学 新領域創成科学
研究科

岩崎　渉 教授

池上　和岐 ｲｹｶﾞﾐ ﾜｷ 木質科学関連 非天然型D/L-セルロースの合成による，天然
セルロースの分解機構解明と応用利用化

京都大学 農学研究科 高野　俊幸 教授

石岡　瞬 ｲｼｵｶ ｼｭﾝ 木質科学関連 ミリメートル厚の透明・高強度ナノセルロー
ス構造材料の形成と固体電解質への機能展開

東京大学 農学生命科学研
究科

齋藤　継之 准教授

石川　萌 ｲｼｶﾜ ﾓｴ 生物有機化学関連 化学修飾によるコレラ菌Na+輸送型NADH-キノ
ン酸化還元酵素の構造と機能の解明

京都大学 農学研究科 三芳　秀人 教授

石田　紘一朗 ｲｼﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 木質科学関連 界面アーキテクトニクスによる多糖ナノファ
イバー単層膜の構築と新奇足場機能の創出

九州大学 生物資源環境科
学府

近藤　哲男 教授

伊集院　大将 ｲｼﾞｭｳｲﾝ ﾋﾛﾏｻ 循環型社会システム関連 AIによるユーザ励まし機能を持つ素材リサイ
クル循環サプライチェーン可視化システム

電気通信大学 情報理工学研究
科

山田　哲男 教授

稲葉　明彦 ｲﾅﾊﾞ ｱｷﾋｺ 応用分子細胞生物学関連 霊長類モデルを用いた腸管化学感覚細胞の分
子基盤と生体動態の解明

京都大学 理学研究科 今井　啓雄 教授

井上　貴斗 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾄ 生物有機化学関連 ヤマカガシにおける餌由来毒素の多様化とそ
の生理学的・生態学的要因の解明

京都大学 農学研究科 森　直樹 教授

岩切　鮎佳 ｲﾜｷﾘ ｱﾕｶ 森林科学関連 積雪の減少が樹木ー病原菌に与える影響の解
明

東京大学 農学生命科学研
究科

福田　健二 教授

宇津木　優樹 ｳﾂｷﾞ ﾕｳｷ 応用分子細胞生物学関連 脱ユビキチン化酵素の切断モチーフを利用し
たタンパク質発現制御法の開発とその応用

筑波大学 人間総合科学学
術院

宮前　友策 准教授

大西　早紀 ｵｵﾆｼ ｻｷ 獣医学関連 皮膚異常細菌叢の是正によるアトピー性皮膚
炎の新規抑制概念の構築

東京農工大学 大学院農学府 西藤　公司 教授

大畑　勇統 ｵｵﾊﾀ ﾕｳﾄ 生物有機化学関連 リンゴ果実のモモシンクイガ幼虫に対する複
合型化学的防御機構の解明

京都大学 農学研究科 森　直樹 教授

ＤＣ２・農学・環境学　100名　令和4年度特別研究員採用者一覧
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岡崎　萌 ｵｶｻﾞｷ ﾓｴ 環境材料およびリサイクル
技術関連

アンモニア電解合成システムに向けたプロト
ン伝導型固体セルと電気化学反応器の開発

東京大学 新領域創成科学
研究科

松島　潤 教授

岡村　伊織 ｵｶﾑﾗ ｲｵﾘ 食料農業経済関連 気候変動下における農家の適応と農業構造の
変化に関する実証的研究

明治大学 農学研究科 藤栄　剛 教授

岡本　卓哲 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 作物生産科学関連 菌叢解明を通じた貧栄養条件での窒素固定能
の増強によるイネの生産性の向上

名古屋大学 生命農学研究科 近藤　始彦 教授

小川　泰生 ｵｶﾞﾜ ﾀｲｷ 植物保護科学関連 近縁種との比較解析によるウリ類炭疽病菌の
宿主特異性決定因子の解明

京都大学 農学研究科 高野　義孝 教授

小川（飯尾）　亜樹 ｵｶﾞﾜ(ｲｲｵ) ｱｷ 動物生命科学関連 TFPI-PAR-2経路の腎糸球体恒常性維持機構の
解明

東京大学 農学生命科学研
究科

桃井　康行 教授

小野　信太朗 ｵﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 農業環境工学および農業情
報工学関連

温室イチゴ栽培における高次元シンク情報を
考慮した生殖成長動態の予測と制御

九州大学 生物資源環境科
学府

安武　大輔 准教授

小野　誠仁 ｵﾉ ﾏｻﾄ 環境動態解析関連 地球温暖化による雪氷圏への影響評価を目的
とした積雪生態系モデルの構築

千葉大学 融合理工学府 竹内　望 教授

加来　悠人 ｶｸ ﾕｳﾄ 環境材料およびリサイクル
技術関連

海洋バイオマス由来ナノキチンを用いた生分
解性マイクロ粒子の創製

東京大学 農学生命科学研
究科

齋藤　継之 准教授

梶川　友貴 ｶｼﾞｶﾜ ﾄﾓｷ 環境動態解析関連 領域気象化学-同位体モデルの開発と都市域
の極端降水現象のメカニズム解明

筑波大学 理工情報生命学
術院

梶野　瑞王 准教授（連携大
学院）

加藤　柊也 ｶﾄｳ ｼｭｳﾔ 水圏生産科学関連 日本近海における異所的分化の遺伝的基盤：
複数の交雑帯を基軸とした集団ゲノミクス

東京大学 農学生命科学研
究科

菊池　潔 教授

加藤　正暉 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 動物生産科学関連 ニワトリにおける新規神経ペプチドを介した
脂質代謝調節機構の解明

広島大学 統合生命科学研
究科

浮穴　和義 教授

亀山　敏顕 ｶﾒﾔﾏ ﾄｼｱｷ 森林科学関連 革新的な森林水循環モデルの開発・展開によ
る水源涵養機能の機構論的解明

東京大学 農学生命科学研
究科

熊谷　朝臣 教授

神吉　大地 ｶﾝｷ ﾀﾞｲﾁ 生物有機化学関連 アジリジン環形成酵素ファミリーを介した未
知生合成システムの解析

東京大学 農学生命科学研
究科

西山　真 教授

ＱＵ　ＹＵＣＨＥＮ ｷｭｳ ﾕｳﾁｴﾝ 作物生産科学関連 光合成と作物生産性を向上させる新規薬剤の
開発

東京大学 農学生命科学研
究科

矢守　航 准教授
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北村　菜央 ｷﾀﾑﾗ ﾅｵ 獣医学関連 mTORC2複合体構成に着目した糖代謝の新規制
御機構の解明

山口大学 共同獣医学研究
科

ＭｃＥｌｗａｉｎ
Ｋｅｎｎｅｔｈ

教授

木村　和人 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 獣医学関連 イヌiPS細胞由来赤血球による新規輸血療法
の実現に向けた基盤技術の構築

大阪公立大学 生命環境科学研
究科

鳩谷　晋吾 准教授

久我　友大 ｸｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ 木質科学関連 加リン酸分解酵素を用いたセルロースの有用
糖質への変換

東京大学 農学生命科学研
究科

五十嵐　圭日子 教授

黒崎　豊 ｸﾛｻｷ ﾕﾀｶ 環境動態解析関連 氷床コアを用いた植物プランクトン由来の硫
黄化合物の変遷解読と大気環境への影響解明

北海道大学 環境科学院 的場　澄人 助教

黒山　真由美 ｸﾛﾔﾏ ﾏﾕﾐ 環境動態解析関連 温帯性サンゴの生息可能域の解明と地球温暖
化後の3次元分布予測

東京大学 新領域創成科学
研究科

小松　幸生 准教授

ＧＵＯ　ＺＨＯＮＧＹＵ ｸﾞｵ ﾂｫﾝｷﾞｭ 環境負荷およびリスク評価
管理関連

反応中間体のモデリング:淡水環境における
有機微小汚染物質の光分解を予測する

東京工業大学 環境・社会理工
学院

吉村　千洋 教授

児島　一州 ｺｼﾞﾏ ｲｯｼｭｳ 獣医学関連 狂犬病ウイルスM蛋白質が関与するストレス
顆粒形成回避機構の解析

鹿児島大学 共同獣医学研究
科

小澤　真 准教授

小林　優也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 環境動態解析関連 エアロゾル化学種の新規分析法に基づく海
塩・バイオマス燃焼粒子の化学変質過程の解
明

東京都立大学 大学院理学研究
科

竹川　暢之 教授

小松　聡浩 ｺﾏﾂ ﾄｼﾋﾛ 木質科学関連 利用しやすい黒液リグニンの生産に向けたリ
グニン縮合反応の制御

東京大学 農学生命科学研
究科

横山　朝哉 教授

小松崎　優 ｺﾏﾂｻﾞｷ ｽｸﾞﾙ 植物保護科学関連 植物に寄生蜂を誘引させる害虫由来物質の同
定と害虫防除に向けた検討

筑波大学 理工情報生命学
術院

古川　誠一 准教授

近藤　研 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝ 環境動態解析関連 南極氷床の急激な質量損失を駆動する氷河流
動加速のメカニズム解明

北海道大学 環境科学院 杉山　慎 教授

近藤　文哉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾔ 園芸科学関連 ‘ししとう’から見出されたトウガラシの辛
味低減に関与する新規2遺伝子の特定

信州大学 総合医理工学研
究科

松島　憲一 准教授

坂田　和樹 ｻｶﾀ ｶｽﾞｷ 応用生物化学関連 巨大リポソームを用いたABCA1の脂質輸送機
構の解明

京都大学 農学研究科 木岡　紀幸 教授

坂巻　裕 ｻｶﾏｷ ﾕﾀｶ 応用微生物学関連 シアノバクテリア-酵母光独立共培養による
ストリゴラクトン類高生産システムの確立

東京農業大学 農学研究科 千葉櫻　拓 教授
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崎山　智樹 ｻｷﾔﾏ ﾄﾓｷ 生物資源保全学関連 微気候は気候変動下の保全に貢献するか？広
域要因との比較による局所保全の重要性評価

北海道大学 環境科学院 Ｇ・ＭＯＬＩＮＯＳ
Ｊｏｒｇｅ

准教授

佐々木　稜太 ｻｻｷ ﾘｮｳﾀ 植物保護科学関連 ウイルスの強病原性・劇的宿主適応変異の分
子機構の解明と変異株出現制御への応用

東北大学 農学研究科 高橋　英樹 教授

謝　文鵬 ｼｬ ﾌﾞﾝﾎｳ 地域環境工学および農村計
画学関連

物理プロセスを組み込んだ深層学習による水
田内温度環境の予測モデルの構築

東京大学 農学生命科学研
究科

高木　強治 教授

塩谷　七洋 ｼｵﾀﾆ ﾅﾅﾐ 生物有機化学関連 ストリゴラクトンの生合成経路の包括的解釈
を志向した有機合成化学的研究

東京大学 農学生命科学研
究科

滝川　浩郷 教授

品田　真央 ｼﾅﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 獣医学関連 腫瘍関連線維芽細胞(CAF)のPDPN/ROCK経路を
標的とした新規治療法の検証

東京大学 農学生命科学研
究科

西村　亮平 教授

篠田　あかり ｼﾉﾀﾞ ｱｶﾘ 応用微生物学関連 モンゴル人腸内細菌叢の抗糖尿病機能に関す
る研究

九州大学 生物資源環境科
学府

中山　二郎 教授

霜田　晃希 ｼﾓﾀﾞ ｺｳｷ 農業環境工学および農業情
報工学関連

スマートセンシングと機械学習による豚全頭
個別モニタリングシステム構築に関する研究

筑波大学 理工情報生命学
術院

海老原　格 准教授

ＪＩＡ　ＹＵＸＩＡＮＧ ｼﾞｱ ﾕｰｼｬﾝ 環境材料およびリサイクル
技術関連

海洋生分解性デンプンベース架橋フィルムの
創製

大阪大学 工学研究科 宇山　浩 教授

須藤　達也 ｽﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 生物有機化学関連 磁性ナノ粒子を活かした核酸合成反応/分離
システムの確立

東京農工大学 大学院生物シス
テム応用科学府

神谷　秀博 教授

曽我部　知史 ｿｶﾞﾍﾞ ﾄﾓﾁｶ 食品科学関連 凍結乾燥を利用した多孔質固体の力学物性制
御に関する研究

広島大学 統合生命科学研
究科

川井　清司 教授

高井　優生 ﾀｶｲ ﾕｳｷ 環境負荷およびリスク評価
管理関連

ナノプラスチックのベクター効果：生態影響
評価に向けた数理モデルの構築

九州大学 生物資源環境科
学府

大嶋　雄治 教授

高橋　舞菜 ﾀｶﾊｼ ﾏｲﾅ 生物有機化学関連 新規合成法を用いた糖脂質プローブの創製に
よる細胞膜ドメインの構造解明

岐阜大学 連合農学研究科 安藤　弘宗 教授

高畑　優 ﾀｶﾊﾀ ﾕｳ 自然共生システム関連 地域に根付く野生動物の餌付けガバナンスに
むけた生態学・社会科学的アプローチ

総合研究大学院大学 先導科学研究科 沓掛　展之 教授

竹内　大修 ﾀｹｳﾁ ﾀｲｼｭｳ 応用生物化学関連 薬効化合物を分子プローブとして用いた線維
化の病態メカニズムの解明研究

名古屋大学 創薬科学研究科 人見　清隆 教授
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竹内　寛人 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾄ 獣医学関連 イヌの腫瘍疾患に対する多機能型抗体を用い
た新規治療法樹立のための臨床研究

北海道大学 国際感染症学院 大橋　和彦 教授

多田　光史 ﾀﾀﾞ ﾃﾙﾌﾐ 作物生産科学関連 茎における癒傷反応はダイズの茎疫病に対す
る圃場抵抗性を強くするか？

京都大学 農学研究科 白岩　立彦 教授

田中　航 ﾀﾅｶ ﾜﾀﾙ 食品科学関連 肥満の制圧を企図した脂質の時間生物学的研
究：脂質はいつ食べるべきか？

宮崎大学 農学工学総合研
究科

榊原　啓之 教授

谷吉　和貴 ﾀﾆﾖｼ ｶｽﾞｷ 作物生産科学関連 イネにおける光合成誘導反応の多様性をもた
らす生理・遺伝的要因の包括的解明

京都大学 農学研究科 白岩　立彦 教授

大學　寛和 ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾋﾛｶｽﾞ 農業社会構造関連 地域社会への経済効果と利用者ニーズから見
るグリーン・ツーリズム

筑波大学 理工情報生命学
術院

氏家　清和 准教授

寺田　知功 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓﾖｼ 自然共生システム関連 人工騒音が絶滅危惧種のスナメリに及ぼす影
響の評価と騒音被害防止策の提案

三重大学 生物資源学研究
科

吉岡　基 教授

徳田　真穂 ﾄｸﾀﾞ ﾏﾎ 応用微生物学関連 プラスミドの宿主域を高確度に予測するため
の宿主域決定因子の同定

静岡大学 自然科学系教育
部

新谷　政己 准教授

徳吉　美国 ﾄｸﾖｼ ﾐｸﾆ 生物資源保全学関連 外来ネズミ類存在下でのノネコ管理体系の探
索：オオミズナギドリの回復を事例に

東京大学 農学生命科学研
究科

宮下　直 教授

内藤　アンネグレート素 ﾅｲﾄｳ ｱﾝﾈｸﾞﾚｰﾄﾓ
ﾄ

生物資源保全学関連 絶滅危惧種イヌワシとクマタカにおける「つ
がいの相性」の遺伝的基盤と繁殖成功率

京都大学 理学研究科 村山　美穂 教授

中内　宙弥 ﾅｶｳﾁ ﾋﾛﾔ 木質科学関連 核酸を可逆的分子グルーとして用いた多糖ビ
ルドアップシステムの構築

信州大学 総合医理工学研
究科

天野　良彦 教授

中西　怜稀 ﾅｶﾆｼ ｻﾄｷ 動物生命科学関連 三次元イメージングによる腸内細菌依存的な
腸管神経ネットワーク発達機構の解明

神戸大学 農学研究科 星　信彦 教授

中村　南美子 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾐｺ 動物生産科学関連 草地におけるシカの視覚心理を利用した侵入
防止柵の開発とその有用性

鹿児島大学 連合農学研究科 高山　耕二 准教授

長江　麻佑子 ﾅｶﾞｴ ﾏﾕｺ 動物生産科学関連 哺乳類における卵胞発育を司るGnRHパルス形
成メカニズムの解明

名古屋大学 生命農学研究科 上野山　賀久 准教授

永野　裕大 ﾅｶﾞﾉ ﾕｳﾀ 環境農学関連 ソバ生産における生態学的集約化：送粉昆虫
と野生植物の時空間動態から探る

東京大学 農学生命科学研
究科

宮下　直 教授
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梨木　聡人 ﾅｼｷ ｱｷﾄ 園芸科学関連 メロンの新規性決定遺伝子の同定およびその
育種利用

筑波大学 理工情報生命学
術院

吉岡　洋輔 准教授

七原　匡哉 ﾅﾅﾊﾗ ﾏｻﾔ 応用分子細胞生物学関連 ヒト嗅覚受容体応答情報からヒト官能情報を
予測するAIプログラムの開発

大阪大学 生命機能研究科 黒田　俊一 教授

西　玲央 ﾆｼ ﾚｵ 獣医学関連 5-アミノレブリン酸の欠如がもたらす腎臓病
の発症メカニズムの解明とその治療

東京大学 農学生命科学研
究科

米澤　智洋 准教授

西浦　理 ﾆｼｳﾗ ｵｻﾑ 環境影響評価関連 革新的二酸化炭素削減技術を考慮した応用一
般均衡モデルの開発および気候変動政策分析

京都大学 工学研究科 藤森　真一郎 准教授

二ノ宮　彩音 ﾆﾉﾐﾔ ｱﾔﾈ 化学物質影響関連 小脳におけるペルフルオロオクタンスルホン
酸による発達神経毒性発現機構の体系的解析

群馬大学 医学系研究科 鯉淵　典之 教授

橋本　慶 ﾊｼﾓﾄ ｹｲ 獣医学関連 種特異的SOD1凝集によるイヌ変性性脊髄症の
病態解明

名古屋大学 医学系研究科 山中　宏二 教授

林　直樹 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 獣医学関連 顆粒球が担うテニア科条虫感染初期における
自然免疫反応の解明

北海道大学 国際感染症学院 野中　成晃 教授

日裏　剛基 ﾋｳﾗ ｺｳｷ 実験動物学関連 癌転移の新規制御機構の解明：癌細胞の中心
体クラスター潰しは転移を抑制できるか？

北里大学 獣医学系研究科 佐々木　宣哉 教授

日置　裕介 ﾋｵｷ ﾕｳｽｹ 水圏生命科学関連 分子ネットワークとメタゲノミクスを用いた
海洋天然物ネオアプラミノン類の起源解明

名古屋大学 生命農学研究科 北　将樹 教授

福永　嵩大 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｶﾏｻ 応用微生物学関連 真核微生物のGal糖鎖が果たす認識糖として
の役割

九州大学 生物資源環境科
学府

竹川　薫 教授

伏井　実穂子 ﾌｼｲ ﾐﾎｺ 動物生命科学関連 顆粒膜細胞のTranszonal Projectionに関す
る研究

神戸大学 農学研究科 李　智博 准教授

藤田　健太郎 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 生物有機化学関連 汚染物質輸送因子MLPのゲノム編集によるウ
リ科作物の汚染低減化

神戸大学 農学研究科 乾　秀之 准教授

古巻　史穂 ﾌﾙﾏｷ ｼﾎ 水圏生産科学関連 海棲哺乳類と環境との相互作用の解明：長期
モニタリングと市民科学のアプローチ

北海道大学 環境科学院 宮下　和士 教授

古屋　翔平 ﾌﾙﾔ ｼｮｳﾍｲ 生物有機化学関連 アゾメチンイリド活性種を利用するアミノ酸
分子の連続不斉中心の構築と構造多様性合成

中央大学 理工学研究科 福澤　信一 教授
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ＢＵＩ　Ｔｈｉ　Ｂａｏ
Ｃｈａｕ

ﾌﾞｲ ﾃｨｰ ﾊﾞｵ ﾁｬ
ｳ

農業環境工学および農業情
報工学関連

湿式粉砕による植物由来機能性物質の新規抽
出法と蛍光指紋による非破壊評価法の開発

筑波大学 理工情報生命学
術院

北村　豊 教授

堀川　知紗子 ﾎﾘｶﾜ ﾁｻｺ 動物生命科学関連 新規培養系による卵細胞質のサイズを決定す
る分子機構の解明

九州大学 医学系学府 林　克彦 教授

前田　和輝 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ 水圏生命科学関連 貝類に寄生するパーキンサス属原虫の伝播機
構の解明と生活環遮断による防除策の検討

東京大学 農学生命科学研
究科

良永　知義 教授

前田　啓介 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｽｹ 獣医学関連 低pH代謝適応に着目したがん悪性化機構の解
明と新規治療戦略の創出

東京大学 工学系研究科 大澤　毅 特任准教授

宮崎　奈々惠 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾅｴ 獣医学関連 胆道閉鎖症モデルマウスを用いた胎子薬物治
療法の開発

東京大学 農学生命科学研
究科

金井　克晃 教授

向井　慶一郎 ﾑｶｲ ｹｲｲﾁﾛｳ 応用微生物学関連 抗生物質のポジティブな生理的作用の分子機
構解明とその応用

信州大学 総合医理工学研
究科

保坂　毅 准教授

目戸　綾乃 ﾒﾄﾞ ｱﾔﾉ 水圏生産科学関連 巨大淡水魚メコンオオナマズの成長を支える
堆積有機物中の栄養源の特定

京都大学 情報学研究科 大手　信人 教授

山口　空 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ 木質科学関連 ホヤが作るセルロース製構造の多様な形態に
つながる生体分子の特徴

東京大学 農学生命科学研
究科

五十嵐　圭日子 教授

山口　友亮 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｱｷ 作物生産科学関連 作物学的知見の活用と擬似ラベリングの援用
によるUAVを用いたイネ生育推定の汎用化

東京農工大学 大学院連合農学
研究科

桂　圭佑 准教授

山口　燿 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳ 水圏生命科学関連 新規種苗生産技術の開発に向けたメバル類雄
主要尿タンパク質の産生機序と機能の解析

北海道大学 水産科学院 平松　尚志 准教授

山田　太平 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲﾍｲ 自然共生システム関連 サケの自然産卵はなぜ重要か？流域管理を考
慮した個体群管理手法の検討

北海道大学 農学院 中村　太士 教授

倭　千晶 ﾔﾏﾄ ﾁｱｷ 水圏生産科学関連 無人航空機による航空画像と音を用いた絶滅
危惧種ジュゴンの海草藻場利用モニタリング

京都大学 情報学研究科 大手　信人 教授

山本　千莉 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾝﾘ 木質科学関連 イネ科木質細胞壁を特徴づけるフェルラ酸架
橋構造の形成機構と機能の解明

京都大学 農学研究科 梅澤　俊明 教授

行平　大樹 ﾕｷﾋﾗ ﾀｲｼﾞｭ 環境動態解析関連 海水温変動が沿岸生態系のレジームシフトを
発生させる原理の力学系理論に基づく解明

東北大学 生命科学研究科 近藤　倫生 教授
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横田　翔平 ﾖｺﾀ ｼｮｳﾍｲ 獣医学関連 血管新生因子による免疫抑制細胞の腫瘍内浸
潤機構の解明と新規免疫療法の確立

東京大学 農学生命科学研
究科

桃井　康行 教授

米澤　遼 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｮｳ 水圏生命科学関連 有毒ヒラムシを用いたフグ毒テトロドトキシ
ン産生・蓄積関連遺伝子の探索

東京大学 農学生命科学研
究科

浅川　修一 教授
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愛須　佑樹 ｱｲｽ ﾕｳｷ 腫瘍診断および治療学関連 ピルビン酸代謝を標的とした胃癌治療法の開
発

京都大学 医学研究科 小濱　和貴 教授

足立　雄一郎 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ 栄養学および健康科学関連 栄養素の過不足により生じる小胞体ストレス
応答異常の解明

徳島大学 大学院医科栄養
学研究科

竹谷　豊 教授

東　香寿美 ｱﾂﾞﾏ ｶｽﾞﾐ 体育および身体教育学関連 ライフスパンにわたる体肢間協調性の定量化
及びトレーニング方法の確立

東京大学 総合文化研究科 工藤　和俊 准教授

安齋　麻美 ｱﾝｻﾞｲ ｱｻﾐ 衛生学および公衆衛生学分
野関連：実験系を含まない

新型コロナウイルス感染症の水際対策に関す
る定量的評価

京都大学 医学研究科 西浦　博 教授

安西　聖敬 ｱﾝｻﾞｲ ﾏｻﾀｶ 薬系衛生および生物化学関
連

破骨細胞の分化後期特異的シグナル経路の発
見とその制御法の確立

同志社大学 生命医科学研究
科

西川　喜代孝 教授

安東　丈洋 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ 薬系化学および創薬科学関
連

新規人工プロテアーゼペプチドの創製と創薬
標的タンパク質分解誘導への応用

山梨大学 医工農学総合教
育部

川上　隆史 助教

飯田　航 ｲｲﾀﾞ ﾜﾀﾙ 医化学関連 創薬開発に向けた膜受容体の構造基盤の解明 東京大学 理学系研究科 濡木　理 教授

飯伏　純平 ｲｲﾌﾞｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 細菌学関連 自然免疫シグナル伝達因子STINGに着目した
エンドソームの選別輸送メカニズム解明

京都大学 医学研究科 中川　一路 教授

石塚　茂宜 ｲｼﾂﾞｶ ｼｹﾞﾅﾘ 免疫学関連 HLAを発現させた感染細胞を用いた病原体認
識T細胞と抗原の迅速同定法確立の試み

大阪大学 医学系研究科 山崎　晶 教授

石原　成美 ｲｼﾊﾗ ﾅﾙﾐ 病態医化学関連 腸内細菌代謝物プロピオン酸による過敏性腸
症候群増悪メカニズムの解明

慶應義塾大学 薬学研究科（芝
共立）

長谷　耕二 教授

石橋　亜衣里 ｲｼﾊﾞｼ ｱｲﾘ 腫瘍診断および治療学関連 アポリポタンパク質及びOX40アゴニスト抗体
を用いた新規免疫療法の開発

大阪大学 医学系研究科 河原　行郎 教授

磯野　俊仁 ｲｿﾉ ﾄｼﾋﾄ 病態系口腔科学関連 組織修復の遅延を仮説とする肺炎/誤嚥性肺
炎の重症化因子の検索

新潟大学 医歯学総合研究
科

寺尾　豊 教授

伊藤　泰生 ｲﾄｳ ﾀｲｾｲ 病態神経科学関連 ALS病態に対するFGFR1を標的とした新規治療
戦略確立のための基盤研究

岐阜薬科大学 薬学研究科 福光　秀文 教授

伊藤　翼 ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 薬系化学および創薬科学関
連

ジアゾフリー銀カルベン発生法に立脚した新
展開と薬理活性分子群の合成

千葉大学 医学薬学府 根本　哲宏 教授

ＤＣ２・医歯薬学　149名　令和4年度特別研究員採用者一覧
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井上　愛里 ｲﾉｳｴ ｱｲﾘ 消化器内科学関連 ドパミンを介した膵臓発生機構の解明 東京工業大学 生命理工学院 粂　昭苑 教授

井上　大輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 腎臓内科学関連 異種キメラオルガノイドを基軸とした、樹状
分岐構造をもつヒト腎臓オルガノイドの作製

熊本大学 医学教育部 西中村　隆一 教授

岩本　直也 ｲﾜﾓﾄ ﾅｵﾔ 薬系化学および創薬科学関
連

鏡像スクリーニングを用いた低免疫原性鏡像
型モノボディの創製と応用

京都大学 薬学研究科 大野　浩章 教授

内上　寛一 ｳﾁｶﾞﾐ ﾋﾛｶｽﾞ 神経内科学関連 アルツハイマー病発症におけるAβ依存的な
タウ病理進展機序の解明

東京大学 大学院医学系研
究科

戸田　達史 教授

内沢　彰子 ｳﾁｻﾞﾜ ｱｷｺ スポーツ科学関連 女性アスリートのエネルギー代謝適応におけ
る生理機能の解明

筑波大学 人間総合科学学
術院

下山　寛之 助教

内田　翔太 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ リハビリテーション科学関
連

術後高齢外科患者における多人数身体活動量
モニタリングシステムの開発と有効性の検証

北里大学 医療系研究科 神谷　健太郎 教授

瓜生　慧也 ｳﾘｳ ｹｲﾔ ウイルス学関連 新興ウイルスの誕生原理と、コウモリがその
自然宿主たり得る原理の解明

東京大学 大学院医学系研
究科

佐藤　佳 准教授

海老原　慎也 ｴﾋﾞﾊﾗ ｼﾝﾔ 細菌学関連 病原性大腸菌におけるTAシステムの選択的遺
伝子発現制御についての解析

大阪大学 医学系研究科 戸邉　亨 教授

Ｅｌｔａｂｂａｌ　Ｍｏ
ｈａｍｅｄ

ｴﾙﾀﾊﾞﾙ ﾓﾊﾒｯﾄﾞ 認知脳科学関連 頂皮質と視床の回路の多感覚葛藤下での計算
機能

沖縄科学技術大学院大学 科学技術研究科 Ｋｕｈｎ　Ｂｅｒｎ
ｄ

教授

大川　典哉 ｵｵｶﾜ ﾌﾐﾔ 医化学関連 サイトゾルリパーゼPLAATファミリーによる
オルガネラ分解とその生理的意義の解析

東京大学 大学院医学系研
究科

水島　昇 教授

大嶋　慎一郎 ｵｵｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 内科学一般関連 カニクイザルを用いた造血幹細胞の分裂メカ
ニズムの解明

京都大学 医学研究科 高折　晃史 教授

大平　修也 ｵｵﾋﾗ ｼｭｳﾔ 免疫学関連 α-Defensinの共生制御が担う腸を起点とす
る粘膜免疫ネットワーク

北海道大学 生命科学院 中村　公則 准教授

岡田　康佑 ｵｶﾀﾞ ｺｳｽｹ 薬系化学および創薬科学関
連

酸化的カップリング反応を基盤とする二量体
型マバクリンアルカロイドの収束的合成研究

東北大学 薬学研究科 徳山　英利 教授

岡本　英之 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 薬系化学および創薬科学関
連

生体適応型マイオスタチン光酸素化分子の創
製～新規プロテインノックダウン法の確立～

東京薬科大学 薬学研究科 林　良雄 教授
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小川　慶悟 ｵｶﾞﾜ ｹｲｺﾞ 腫瘍生物学関連 miRNA誘導性がん進展メカニズムの解明 京都大学 生命科学研究科 ＭｃＥｌｗａｉｎ
Ｋｅｎｎｅｔｈ

教授

小野　公佳 ｵﾉ ｷﾐｶ 生体材料学関連 TGF-β1と線維芽細胞の配置を時空間的に制
御する線維症先制治療材料の開発

甲南大学 フロンティアサ
イエンス研究科

長濱　宏治 准教授

小野　良輔 ｵﾉ ﾘｮｳｽｹ 生体材料学関連 35型アデノウイルスを基盤とした革新的な腫
瘍溶解性ウイルス製剤の開発と機能評価

大阪大学 薬学研究科 水口　裕之 教授

小野寺　悠 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳ 生体医工学関連 血友病A治癒を目指した血液凝固第VIII因子
産生共培養細胞シートの開発と応用

奈良県立医科大学 医学研究科 辰巳　公平 准教授

小俣　裕司 ｵﾏﾀ ﾕｳｼﾞ 医療薬学関連 RNA編集酵素が制御する「環状RNA」に着目し
たがん細胞の薬剤耐性獲得機構の解明

九州大学 薬学府 大戸　茂弘 教授

柿原　慧遵 ｶｷﾊﾗ ｹｲｼﾞｭﾝ 医化学関連 恒常活性化型USP8による難治性疾患クッシン
グ病の発症機構の解明と治療法の開発

東京工業大学 生命理工学院 駒田　雅之 教授

風岡　顯良 ｶｻﾞｵｶ ｱｷﾗ 薬理学関連 HLAの複合体構造に基づいた自己免疫疾患に
対する革新的治療法の立案

千葉大学 医学薬学府 伊藤　晃成 教授

鹿島　大幹 ｶｼﾏ ﾋﾛｷ 薬系化学および創薬科学関
連

がんの高精度イメージングに資する多色多機
能蛍光プローブ群の開発

東京大学 大学院医学系研
究科

浦野　泰照 教授

加藤　佳美 ｶﾄｳ ﾖｼﾐ 薬系化学および創薬科学関
連

2次的相互作用部位を導入したキラルカルボ
ン酸の創出とチアジアジンの触媒的不斉合成

北海道大学 生命科学院 松永　茂樹 教授

金井田　將裕 ｶﾅｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 薬系化学および創薬科学関
連

中分子天然物ジチロマイシンの全合成および
クリックケミストリーを基盤とした創薬研究

北里大学 感染制御科学府 砂塚　敏明 教授

神谷　高博 ｶﾐﾔ ﾀｶﾋﾛ 血液および腫瘍内科学関連 骨髄腫幹細胞の同定とその生物学的・分子生
物学的解析

慶應義塾大学 医学研究科（信
濃町）

片岡　圭亮 教授

加茂　大知 ｶﾓ ﾀｲﾁ 細菌学関連 計算機解析と有機合成、生化学的評価を融合
したメタロβラクタマーゼ阻害剤の開発

千葉大学 医学薬学府 西田　紀貴 教授

柄澤　拓也 ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾔ スポーツ科学関連 持久的パフォーマンス向上のための新規栄養
戦略の開発：代謝の柔軟性に着目して

東京大学 総合文化研究科 寺田　新 准教授

河合　惇志 ｶﾜｲ ｱﾂｼ 医療薬学関連 生体内抗体を利用した新規経鼻ワクチンの開
発に資する基盤研究

大阪大学 薬学研究科 吉岡　靖雄 特任教授
(常勤)



医歯薬学 44652 令和4年度 149

氏名 カナ氏名 小区分 研究課題名 受入研究機関 部局 受入研究者 職名

ＤＣ２・医歯薬学　149名　令和4年度特別研究員採用者一覧

河相　宗矩 ｶﾜｲ ﾑﾈﾉﾘ 消化器内科学関連 エピジェネティクス調節因子Pbrm1の膵癌発
生、進展における機能的役割の解明

京都大学 医学研究科 妹尾　浩 教授

川上　聖司 ｶﾜｶﾐ ｻﾄｼ 栄養学および健康科学関連 中枢神経系における細胞老化機構の解明と個
体老化・疾患への寄与の解析

東京大学 理学系研究科 中西　真 教授

教誓　祐太 ｷｮｳｾｲ ﾕｳﾀ 医用システム関連 超高感度ELISA法を用いた感染症ウイルス同
時測定法の開発

早稲田大学 先進理工学研究
科

伊藤　悦朗 教授

菊本　舞 ｷｸﾓﾄ ﾏｲ 神経内科学関連 疾患特異的ヒトiPS細胞を用いた軸索輸送に
おけるoptineurinの役割の解明

広島大学 医系科学研究科 川上　秀史 分子疫学
研究分野
教授

岸　秀忠 ｷｼ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ スポーツ科学関連 アンプティサッカー競技者特化型フィジカル
フィットネステストの開発

順天堂大学 大学院スポーツ
健康科学研究科

鈴木　宏哉 先任准教
授

岸野　祐也 ｷｼﾉ ﾕｳﾔ 病態医化学関連 ALS病因タンパク質FUSの凝集体形成機構およ
び神経毒性発揮機序の解明

東京大学 大学院医学系研
究科

牛久　哲男 教授

来田　真友子 ｷﾀﾞ ﾏﾕｺ 解剖学関連 心臓の発生と組織修復におけるマクロファー
ジを中心とした多細胞間連携機構の解明

東京大学 大学院医学系研
究科

栗原　裕基 教授

木下　慎一 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｲﾁ 病態神経科学関連 アストロサイトによるGABA放出がてんかん脳
での異常神経新生に与える影響の解明

東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授

ＫＩＭ　ＳＨＩＮ　ＷＯ
ＯＮＧ

ｷﾑ ｼﾇﾝ 生体材料学関連 高蛍光シグナルを有する特異的ウイルス検出
プローブの開発

東京都立大学 理学研究科 伊藤　嘉浩 客員教授

草深　あやね ｸｻﾌｶ ｱﾔﾈ スポーツ科学関連 繊細な運動調整に対する接触感覚の寄与の解
明：定量化と全身運動への拡張

東京大学 総合文化研究科 工藤　和俊 准教授

窪田　理恵 ｸﾎﾞﾀ ﾘｴ 寄生虫学関連 マラリア原虫の新規アルテミシニン強耐性株
の解析と耐性遺伝子の同定

東京医科歯科大学 大学院医歯学総
合研究科

石野　智子 教授

熊谷　友樹 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 保存治療系歯学関連 歯周病原細菌由来PAD特異的阻害剤による歯
周病関連関節リウマチへの新規治療戦略

広島大学 医系科学研究科 柴　秀樹 教授

黒岩　由佳 ｸﾛｲﾜ ﾕｶ 外科学一般および小児外科
学関連

グリア細胞-乳がん細胞間相互作用に着目し
たがん増殖機構の解明

早稲田大学 先進理工学研究
科

仙波　憲太郎 教授

黒田　秀樹 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 脳神経外科学関連 臨床検体を用いた膠芽腫細胞の治療標的抗原
の同定、機能解析とCAR-T療法への展開

大阪大学 医学系研究科 貴島　晴彦 教授
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ＮＧＵＹＥＮ　Ｔｈｅ
Ｐｈｕｏｎｇ

ｸﾞｴﾝ ﾃ ﾌｵﾝ 衛生学および公衆衛生学分
野関連：実験系を含まない

アフリカにおけるユニバーサル・ヘルス・カ
バレッジの包括的分析と健康アトラス

聖路加国際大学 公衆衛生学研究
科

Ｇｉｌｍｏｕｒ　Ｓ
ｔｕａｒｔ

教授

高　聖淵 ｺｳ ｾｲｴﾝ 循環器内科学関連 新規心臓線維芽細胞サブセットの機能解析と
心筋梗塞後心不全の新たな治療戦略の開発

慶應義塾大学 医学研究科（信
濃町）

福田　恵一 教授

小菅　愛加 ｺｽｹﾞ ｱｲｶ 病態神経科学関連 末梢ー中枢連関に着目したうつ病病態メカニ
ズムの解明

藤田医科大学 保健学研究科 毛利　彰宏 教授

小林　宏紀 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 血液および腫瘍内科学関連 多発性骨髄腫における DLd療法の分子遺伝学
的バイオマーカー開発に関する研究

岡山大学 医歯薬学総合研
究科

前田　嘉信 教授

小林　史尚 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾋｻ 薬系化学および創薬科学関
連

硫黄含有化合物の光活性評価と不斉反応への
応用

静岡県立大学 薬食生命科学総
合学府

濱島　義隆 教授

小林　雅和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｶｽﾞ 環境および天然医薬資源学
関連

ペプチド環化酵素SurEを用いた短鎖環状ペプ
チドの効率的合成法の開発

北海道大学 生命科学院 脇本　敏幸 教授

小牧　遼平 ｺﾏｷ ﾘｮｳﾍｲ 病態神経科学関連 アルツハイマー病の発症に関与するシナプス
変性と神経細胞死の機構

神戸大学 医科学 松本　理器 教授

紺谷　一生 ｺﾝﾔ ｲｯｾｲ 基礎看護学関連 糖尿病・慢性腎臓病患者の清潔ケアにおける
皮膚バリア機能変動予測モデルの開発

北海道大学 保健科学院 矢野　理香 教授

後藤　志帆 ｺﾞﾄｳ ｼﾎ 精神神経科学関連 非定型リピート翻訳を標的とした前頭側頭葉
変性症に対する新規治療法の探索

大阪大学 医学系研究科 池田　学 教授

齋藤　耕太 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 薬系分析および物理化学関
連

酸化脂質包括的解析技術の開発ならびに疾患
関連酸化脂質種の探索

九州大学 薬学府 山田　健一 教授

佐々木　愛理 ｻｻｷ ｴﾘ 医療薬学関連 筋ターゲティング型核酸医薬内包ナノDDS製
剤開発と疾患治療への応用

東京薬科大学 薬学研究科 根岸　洋一 教授

佐々木　大地 ｻｻｷ ﾀﾞｲﾁ リハビリテーション科学関
連

脳梗塞時に発揮される超可塑性メカニズムの
リハビリ応用

東北大学 生命科学研究科 松井　広 教授

佐藤　玄謙 ｻﾄｳ ﾊﾙｱｷ 薬系衛生および生物化学関
連

AD continuumにおけるsAPPβ依存的タウ分泌
機構の意義の解明

東京大学 薬学系研究科 富田　泰輔 教授

佐藤　悠介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 腫瘍生物学関連 個体モデルを連動した腫瘍微小環境を指揮す
る新規膵がん治療戦略の創出

北海道大学 医学院 園下　将大 教授
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塩崎　茉莉 ｼｵｻﾞｷ ﾏﾘ 病態神経科学関連 視床-前頭前野シナプスから迫るてんかんに
伴う高次機能障害の病態生理

慶應義塾大学 医学研究科（信
濃町）

柚崎　通介 教授

塩田　達也 ｼｵﾀﾞ ﾀﾂﾔ 栄養学および健康科学関連 神経系ヒストンバリアントによる寿命延長メ
カニズムの解明

大阪大学 生命機能研究科 吉森　保 教授

下木原　俊 ｼﾓｷﾊﾗ ｽｸﾞﾙ リハビリテーション科学関
連

地域在住高齢者のナビゲーションアプリ活用
能力の検証と日常生活への応用可能性の検討

鹿児島大学 保健学研究科 田平　隆行 教授

白石　朋敬 ｼﾗｲｼ ﾄﾓﾀｶ 神経内科学関連 オートファジー障害に着目したパーキンソン
病モデルiPS細胞の解析

東京慈恵会医科大学 大学院医学研究
科

岡野　ジェイムス洋
尚

教授

水藤　飛来 ｽｲﾄｳ ﾋﾗｲ スポーツ科学関連 オスグッド病における発症経路の解明と予防
治療の確立

東洋大学 ライフデザイン
学研究科

大迫　正文 教授

反町　優理子 ｿﾘﾏﾁ ﾕﾘｺ 病態医化学関連 加齢造血変化をもたらす間葉系幹細胞エイジ
ングの分子機構解明

早稲田大学 先進理工学研究
科

合田　亘人 教授

高岡　佑輔 ﾀｶｵｶ ﾕｳｽｹ 生体材料学関連 日本人高齢者に適合した新たな人工股関節イ
ンプラントの開発

京都大学 医学研究科 松田　秀一 教授

高橋　克毅 ﾀｶﾊｼ ｶﾂｷ スポーツ科学関連 筋線維の3次元走行角度から迫る骨格筋力伝
達機構の解明

早稲田大学 スポーツ科学研
究科

川上　泰雄 教授

高橋　慧 ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾑ 解剖学関連 特異的シナプス入力様式から迫る皮質抑制性
ソマトスタチン発現細胞の計算原理

京都大学 医学研究科 伊佐　正 教授

竹下　直樹 ﾀｹｼﾀ ﾅｵｷ 胎児医学および小児成育学
関連

咽頭弓動脈の発生過程における時空間的レチ
ノイン酸シグナルの解明

京都府立医科大学 医学研究科 家原　知子 教授

竹田　怜央 ﾀｹﾀﾞ ﾚｵ スポーツ科学関連 エンデュランスおよびレジスタンス運動模倣
薬の探索～薬剤シナジー効果に着目して～

電気通信大学 情報理工学研究
科

星野　太佑 准教授

立花　洸季 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳｷ 栄養学および健康科学関連 アテローム性動脈硬化の治療を目指したHDL
の質的変化を規定するタンパク分子の探索

徳島大学 大学院薬学研究
科

石田　竜弘 教授

辰己　茉菜絵 ﾀﾂﾐ ﾏﾅｴ 薬系衛生および生物化学関
連

G13シグナルを制御可能な人工GPCRの創製と
応用

東北大学 薬学研究科 井上　飛鳥 准教授

田中　祐紀 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 病態医化学関連 アストロサイトにおけるbFGFシグナルを介し
た神経炎症病態制御機構の解析

神戸大学 医学研究科 南　康博 教授
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津川　幸子 ﾂｶﾞﾜ ｻｷｺ 精神神経科学関連 AMPA受容体異常に着目した統合失調症病態生
理の解明

慶應義塾大学 医学研究科（信
濃町）

三村　將 教授

辻　諄人 ﾂｼﾞ ｱﾂﾋﾄ 薬系化学および創薬科学関
連

ミトコンドリア呼吸鎖阻害剤の創製を志向し
た構造展開研究と作用機序の解明

京都大学 薬学研究科 大野　浩章 教授

辻　翔平 ﾂｼﾞ ｼｮｳﾍｲ 腫瘍生物学関連 ヒアルロン酸分子量制御機構を標的とした革
新的腫瘍血管新生阻害療法の開発

岐阜薬科大学 薬学研究科 嶋澤　雅光 教授

辻川　幸一郎 ﾂｼﾞｶﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 解剖学関連 胎生期頭部の脳と頭皮の力学的相互作用：脳
壁強度保証の機構と頭皮の張力依存的発生

名古屋大学 医学系研究科 宮田　卓樹 教授

出口　清香 ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾔｶ 生体医工学関連 胆汁うっ滞症研究への応用を目指したヒト肝
内胆管チップの開発

京都大学 医学研究科 長船　健二 教授

徳弘　佑介 ﾄｸﾋﾛ ﾕｳｽｹ 薬系化学および創薬科学関
連

触媒的Mannich反応を基盤としたβ-アミノ-
α-ケト酸の新規不斉合成法の開発

京都大学 薬学研究科 中　寛史 准教授

中南　友里 ﾅｶﾐﾅﾐ ﾕﾘ 常態系口腔科学関連 シェーグレン症候群における慢性炎症と小胞
体ストレスの連関機構の解明

大阪大学 歯学研究科 西村　理行 教授

中村　健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 薬系衛生および生物化学関
連

小頭症原因遺伝子CEP152の中心小体複製にお
ける機能解明

東京大学 薬学系研究科 北川　大樹 教授

中村　峻 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ 循環器内科学関連 左室駆出率の保たれた心不全の病態形成にお
けるGAPDHシグナルの役割の解明

東京医科歯科大学 大学院医歯学総
合研究科

笹野　哲郎 教授

成松　勇樹 ﾅﾘﾏﾂ ﾕｳｷ 栄養学および健康科学関連 新規脳因子を起点とした肥満限界の制御メカ
ニズムの解明

広島大学 統合生命科学研
究科

浮穴　和義 教授

西窪　航 ﾆｼｸﾎﾞ ｺｳ 栄養学および健康科学関連 必須アミノ酸取込み阻害によるがん細胞増殖
抑制の分子機構解明

大阪大学 医学系研究科 金井　好克 教授

仁田原　裕子 ﾆﾀﾊﾗ ﾕｳｺ 感染症内科学関連 COVID-19患者とワクチン接種者のSARS-CoV-2
中和抗体の比較研究

大阪公立大学 大学院医学研究
科

河田　則文 教授

根本　晶沙 ﾈﾓﾄ ｱｷｻ 医化学関連 プラダー・ウィリー症候群患者iPS細胞由来
視床下部オルガノイドを用いた病態解明

慶應義塾大学 医学研究科（信
濃町）

岡野　栄之 教授

根本　祐宗 ﾈﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 呼吸器内科学関連 CD4陽性組織常在性記憶T細胞の形成及び維持
機構の分子メカニズムの解明

千葉大学 医学薬学府 平原　潔 准教授
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野田　健太 ﾉﾀﾞ ｹﾝﾀ 薬系化学および創薬科学関
連

酸素と鉄触媒を用いたトリプトファンの酸化
的二量化によるペプチドの化学修飾法の開発

東北大学 薬学研究科 徳山　英利 教授

畑佐　将宏 ﾊﾀｻ ﾏｻﾋﾛ 保存治療系歯学関連 マルチオミクス解析を用いた歯周病の「褐色
脂肪ネットワーク」への影響の全容解明

東京医科歯科大学 大学院医歯学総
合研究科

岩田　隆紀 教授

畑野　悠 ﾊﾀﾉ ﾕｳ 代謝および内分泌学関連 異種動物体内環境を用いたヒトiPS細胞由来
膵臓臓器再構築

京都大学 医学研究科 長船　健二 教授

林　卓杜 ﾊﾔｼ ﾀｸﾄ 栄養学および健康科学関連 宇宙環境を利用した骨格筋可塑性制御遺伝子
の探索

筑波大学 人間総合科学学
術院

高橋　智 教授

林　昌孝 ﾊﾔｼ ﾏｻﾀｶ 消化器外科学関連 膵癌が誘導するディスバイオシスに着目した
新たな膵癌治療法の開発

九州大学 医学系学府 中村　雅史 教授

林田　裕樹 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 血液および腫瘍内科学関連 難治性急性骨髄性白血病におけるEVI1遺伝子
過剰発現メカニズムの解明

東京大学 大学院医学系研
究科

黒川　峰夫 教授

平戸　祐充 ﾋﾗﾄ ﾕﾐ 医療薬学関連 神経回路トレーシングと遺伝子発現解析によ
るクロザピンの治療メカニズムの解明

大阪大学 薬学研究科 橋本　均 教授

福井　悠斗 ﾌｸｲ ﾕｳﾄ 薬理学関連 うつ病発症メカニズムの解明～遺伝性うつ病
Perry症候群を起点に～

京都大学 薬学研究科 金子　周司 教授

古川　大晃 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｱｷ スポーツ科学関連 走パフォーマンス規定因子としての個人間運
動同期の解明

東京大学 総合文化研究科 工藤　和俊 准教授

Ｍａ　Ｘｉｎｇｙａｎ ﾏ ｼﾝｲｪﾝ 細菌学関連 網羅的スクリーニング法を活用した百日咳の
感染成立機構の解明

大阪大学 医学系研究科 堀口　安彦 教授

前島　佑里奈 ﾏｴｼﾏ ﾕﾘﾅ 外科学一般および小児外科
学関連

「転移リンパ節におけるがん-リンパ球相互
作用」の解明

京都大学 医学研究科 戸井　雅和 教授

真柄　和史 ﾏｶﾞﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 人体病理学関連 臓器横断的な多層オミクスによるタイト結合
分子JAM-Aを介した癌悪性化機構の解明

札幌医科大学 医学部 小山内　誠 教授

牧野　克洋 ﾏｷﾉ ｶﾂﾋﾛ 泌尿器科学関連 シングルセルマルチオミクスによる泌尿器腫
瘍免疫微小環境の経時変化と修飾因子の探索

東京大学 大学院医学系研
究科

久米　春喜 教授

牧野　勇登 ﾏｷﾉ ﾕｳﾄ 体育および身体教育学関連 誤差に基づいて運動指令を洗練化するメカニ
ズムと脳神経基盤の解明

東京大学 教育学研究科 野崎　大地 教授
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真倉　唯 ﾏｸﾗ ﾕｲ 薬系化学および創薬科学関
連

環状ジ置換アミノ酸を鍵とするE選択的ペプ
チドステープリングの実現と応用

長崎大学 医歯薬学総合研
究科

田中　正一 教授

待田　大輝 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 皮膚科学関連 毛包の上皮-間充織相互作用を制御する細胞
外環境の解明とin vitro再構築

大阪大学 医学系研究科 藤原　裕展 招へい教
授

松岡　巧朗 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾛｳ 薬系化学および創薬科学関
連

粘膜ワクチンアジュバントへの応用を指向し
た新規MAIT細胞活性化剤の創製

京都大学 薬学研究科 大野　浩章 教授

松原　圭佑 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹｲｽｹ 免疫学関連 アレルギー性気道炎症発症の鍵となるT細胞
サブセットの同定とその制御機構の解明

九州大学 医学系学府 福井　宣規 教授

三上　敦士 ﾐｶﾐ ｱﾂｼ 薬系化学および創薬科学関
連

塩基部修飾核酸による低毒性かつ高活性なア
ンチセンス核酸の創製

大阪大学 薬学研究科 小比賀　聡 教授

三澤　知香 ﾐｻﾜ ﾄﾓｶ 腫瘍生物学関連 老化細胞が分泌する細胞外小胞の糖鎖プロ
ファイルとがん微小環境における機能解析

東北大学 医学系研究科 八重樫　伸生 教授

水田　隼斗 ﾐｽﾞﾀ ﾊﾔﾄ 腫瘍診断および治療学関連 ALK阻害薬治療に起因した腫瘍微小環境の変
化が誘導する薬剤耐性メカニズムの解明

慶應義塾大学 理工学研究科
（矢上）

清水　史郎 教授

道場　一祥 ﾐﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾖｼ 医療薬学関連 ヒト手術残余消化管検体の利活用による医薬
品の消化管吸収特性の新規評価系の構築

東京大学 薬学系研究科 楠原　洋之 教授

光冨　修平 ﾐﾂﾄﾐ ｼｭｳﾍｲ 薬系衛生および生物化学関
連

膵癌における新規円柱状構造体の形成を介し
たRNAメチル化制御機構の解明

東京大学 薬学系研究科 秋光　信佳 教授

宮西　肇 ﾐﾔﾆｼ ﾊｼﾞﾒ 薬理学関連 セロトニン神経起始部縫線核を制御する神経
経路の同定とその難治性うつ病への治療応用

富山大学 医学薬学教育部 新田　淳美 教授

村上　玲 ﾑﾗｶﾐ ﾚｲ 病態神経科学関連 アルツハイマー病のアポリポプロテインE機
能を解析する新規ミクログリアモデルの作出

慶應義塾大学 医学研究科（信
濃町）

岡野　栄之 教授

村田　力斗 ﾑﾗﾀ ﾘｷﾄ 実験病理学関連 活性化受容体DNAM-1の機能獲得変異を機軸と
した自己免疫疾患の発症機序の解明

筑波大学 グローバル教育
院

澁谷　和子 准教授

森　理紗子 ﾓﾘ ﾘｻｺ 栄養学および健康科学関連 骨格筋機能と全身性カルシウム代謝との相互
作用メカニズムの解明

立命館大学 食マネジメント
研究科

増山　律子 教授

森田　勝久 ﾓﾘﾀ ｶﾂﾋｻ 医療薬学関連 薬剤誘導性肝機能障害の理解を志向した薬物
と肝免疫応答とを結びつける研究基盤の構築

東京大学 薬学系研究科 楠原　洋之 教授
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安河内　冴 ﾔｽｺｳﾁ ｻｲ 医療薬学関連 がん性疼痛の概日変動メカニズムを基盤とし
た新規治療法の構築

九州大学 薬学府 大戸　茂弘 教授

山形　昂 ﾔﾏｶﾞﾀ ｱｷﾗ 呼吸器内科学関連 ヒトiPS細胞を用いた肺ヒト化マウスの確立
と創薬・再生医療への応用

京都大学 医学研究科 平井　豊博 教授

山口　昂大 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 神経内科学関連 多様性を有するパーキンソン病の層別化によ
る新規診断・治療開発基盤の創出

順天堂大学 大学院医学研究
科

赤松　和土 教授

山口　一樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾂｷ 薬系衛生および生物化学関
連

大腸がんにおける脂肪酸受容体を介した病態
進展の解析

京都大学 生命科学研究科 木村　郁夫 教授

山崎　由利亜 ﾔﾏｻｷ ﾕﾘｱ 高齢者看護学および地域看
護学関連

日本の高齢者向け住まいで活用できる認知症
フレンドリーな環境評価ツールの開発

千葉大学 看護学研究科 正木　治恵 教授

山崎　匡太郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳﾀﾛｳ 腫瘍生物学関連 発癌耐性メカニズム解明のためのゾウ化マウ
ス作製と解析

鳥取大学 医学部・医学系
研究科

香月　康宏 准教授

山田　満月 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ スポーツ科学関連 Female-to-Maleの疾病罹患リスク低下に向け
た運動療法の基盤構築

日本体育大学 体育科学研究科 須永　美歌子 教授

山田　侑杜 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 薬系衛生および生物化学関
連

トランス脂肪酸の生体内産生機構とその病態
生理学的意義の解明

東北大学 薬学研究科 松沢　厚 教授

山野邉　義晴 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾖｼﾊﾙ 耳鼻咽喉科学関連 生体マルチセンシング情報を用いた変動性内
耳疾患の理解による疾患病態の再分類

慶應義塾大学 医学研究科（信
濃町）

小澤　宏之 教授

山本　彩葉 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾊ 薬系衛生および生物化学関
連

新規腎線維化制御因子を標的とした核酸医薬
による慢性腎臓病発症予防法の開発

大阪大学 薬学研究科 藤尾　慈 教授

山本　真也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ 感染症内科学関連 免疫逃避型変異を有するSARS-CoV-2のウイル
ス学的特徴の解明

東京大学 大学院医学系研
究科

四柳　宏 教授

鎗　伸弥 ﾔﾘ ｼﾝﾔ 生理学関連 骨の新陳代謝を担う新規の骨細胞サブセット
の同定とその機能解析

大阪大学 生命機能研究科 石井　優 教授

Ｙｕ　Ｑｉａｎ ﾖ ｾｲ 腫瘍生物学関連 EGFR変異陽性肺がんにおける 適治療の数理
研究

東京大学 新領域創成科学
研究科

鈴木　絢子 准教授

横出　正隆 ﾖｺﾃﾞ ﾏｻﾀｶ 腫瘍診断および治療学関連 B細胞レパートリーに着目したがん免疫療法
による免疫関連有害事象の新たな病態解明

京都大学 医学研究科 妹尾　浩 教授
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横山　雅シャラ ﾖｺﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞｼｬﾗ 神経内科学関連 アルツハイマー病バイオマーカーAPP669-711
の脳内Aβ蓄積反映機構の解明

東京大学 薬学系研究科 富田　泰輔 教授

横山　玲 ﾖｺﾔﾏ ﾚｲ 薬理学関連 即時的抗うつ効果の神経メカニズムの解明と
その治療応用

大阪大学 薬学研究科 橋本　均 教授

吉井　健 ﾖｼｲ ｹﾝ 細菌学関連 ペプチドの獲得・利用による腸管病原細菌の
増殖制御機構と感染病態形成への影響解明

大阪大学 医学系研究科 國澤　純 招聘教授

吉田　玉美 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾏﾐ 臨床看護学関連 関節リウマチ患者の体組成に着目した骨折発
生のリスク評価および生化学的評価法の検討

京都府立医科大学 医学研究科 小山　晃英 講師

吉安　展将 ﾖｼﾔｽ ﾉﾌﾞﾕｷ 呼吸器外科学関連 ABO血液型不適合肺移植における体外肺灌流
（EVLP）保存法の開発

東京大学 大学院医学系研
究科

中島　淳 教授

Ｒａｖｉｓｈａｎｋａｒ
Ｄａｒｓｈｉｎｉ

ﾗﾋﾞｼｬﾝｶｰ ﾀﾞﾙｼﾆ 眼科学関連 敵か味方か？ゼブラフィッシュを用いた視細
胞変性疾患におけるミクログリアの機能解析

沖縄科学技術大学院大学 科学技術研究科 政井　一郎 教授

ＬＩＵ　ＹＡＦＥＩ ﾘｭｳ ﾔﾌｪｲ ウイルス学関連 ウイルス感染の重症化機構の解明 大阪大学 医学系研究科 荒瀬　尚 教授

渡邊　紘士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 薬系分析および物理化学関
連

免疫抑制蛋白質HLA-G2のバイオ医薬品開発に
向けた分子認識基盤解明

北海道大学 生命科学院 前仲　勝実 教授

和田　彩 ﾜﾀﾞ ｱﾔ 生涯発達看護学関連 職業性ストレス軽減を目的とした妊婦用職務
調整ツールの開発

東北大学 医学系研究科 吉沢　豊予子 教授


