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浅井　登紀子 ｱｻｲ ﾄｷｺ 地域研究関連 内戦後スリランカにおけるムスリム国内避難民
の適応-女性の＜つながり＞に着目して

京都大学 アジア・アフリカ
地域研究研究科

中村　沙絵 准教授

伊澤　拓人 ｲｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 美術史関連 名もなき芸術家の遺産：フランス革命期におけ
るルクーの越境的な身体／建築表象

東京大学 総合文化研究科 桑田　光平 准教授

石内　良季 ｲｼｳﾁ ﾖｼｷ 地域研究関連 現代ブータン村落社会の信仰空間における自然
観の位相をめぐって

京都大学 アジア・アフリカ
地域研究研究科

藤倉　達郎 教授

犬塚　悠太 ｲﾇﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 宗教学関連 宗教シオニズム思想史　-アブラハム・クック
を基軸に-

東京大学 人文社会系研究科 藤原　聖子 教授

井上　直美 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾐ 日本語教育関連 日本語能力試験の「級外項目」に関する記述的
研究‐テ形接続の機能語を中心に‐

埼玉大学 人文社会科学研究
科

劉　志偉 准教授

上田　有輝 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｷ 哲学および倫理学関連 抽象を自然に返す：ホワイトヘッドの多元論的
自然哲学

東京大学 総合文化研究科 朝倉　友海 准教授

梅田　建人 ｳﾒﾀﾞ ｹﾝﾄ ヨーロッパ史およびアメリカ
史関連

２０世紀初頭自由党政権下イギリスにおける社
会保障改革の意義

東京大学 人文社会系研究科 勝田　俊輔 教授

大島　英之 ｵｵｼﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 日本語学関連 中近世における漢語の語形に関する研究-漢字
音の一元化を中心に-

東京大学 人文社会系研究科 肥爪　周二 教授

太田　聡一郎 ｵｵﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 日本史関連 戦争違法化体制下の平時/戦時区分をめぐる政
治・法・軍事-警察概念の援用を中核に

東京大学 人文社会系研究科 加藤　陽子 教授

大野　普希 ｵｵﾉ ﾌｷ ヨーロッパ史およびアメリカ
史関連

ローマ帝国下のギリシア文化　-『ギリシア案
内記』と都市のアイデンティティ-

京都大学 文学研究科 藤井　崇 准教授

岡本　幹生 ｵｶﾓﾄ ﾐｷｵ ヨーロッパ史およびアメリカ
史関連

初代皇帝としてのアウグストゥスの記憶の形
成：カエサルの記憶との相関関係を中心に

京都大学 文学研究科 藤井　崇 准教授

奥田　弦希 ｵｸﾀﾞ ｹﾞﾝｷ ヨーロッパ史およびアメリカ
史関連

二重主義体制下ハプスブルク帝国のムスリム及
び対ムスリム政策

東京大学 人文社会系研究科 長井　伸仁 准教授

温　秋穎 ｵﾝ ｼﾕｳｴｲ 図書館情報学および人文社会
情報学関連

日本放送協会「中国語講座」からみる日中交流
のメディア史

京都大学 京都大学大学院教
育学研究科

佐藤　卓己 教授

片山　詩音 ｶﾀﾔﾏ ｼｵﾝ 文化人類学および民俗学関連 花街の芸能と芸妓が形成する芸術性に関する考
察-民族誌的記述と楽曲構造分析から

名古屋大学 人文学研究科 佐々木　重
洋

教授

金子　聖奈 ｶﾈｺ ｾﾅ 日本文学関連 日本近現代文学における〈フィリピン〉に関す
る「難民」表象の研究

早稲田大学 文学研究科 鳥羽　耕史 教授

ＡＩ　ＹＵ ｶﾞｲ ｲｸ 文化人類学および民俗学関連 非ムスリム社会におけるムスリム女性の信仰と
ジェンダーをめぐる人類学的研究

東北大学 文学研究科 川口　幸大 准教授

木下　蒼一朗 ｷﾉｼﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 言語学関連 アイロニーの成立に対し共同体の慣習はどう関
わるのか？

東京大学 人文社会系研究科 西村　義樹 教授
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金　功熙 ｷﾑ ｺﾝﾋ アジア史およびアフリカ史関
連

植民地期朝鮮・済州島の地域社会研究 一橋大学 大学院社会学研究
科

加藤　圭木 准教授

木村　颯 ｷﾑﾗ ﾊﾔﾃ 地理学関連 沿岸域の海食地形と海食作用に関する理論的・
実証的研究

九州大学 地球社会統合科学
府

菅　浩伸 教授

顧　嘉晨 ｺ ｶｼﾝ 中国哲学、印度哲学および仏
教学関連

中国史上の「遺民」についての研究 東京大学 人文社会系研究科 小島　毅 教授

小池　俊希 ｺｲｹ ﾄｼｷ 日本語学関連 助詞モの機能の通時的研究-非合説の機能から
の検討-

東京大学 人文社会系研究科 肥爪　周二 教授

小林　昌平 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾖｳﾍｲ 哲学および倫理学関連 中期ハイデガーにおける「存在の表現」の問題
-「黒ノート」と関連して-

早稲田大学 文学研究科 鹿島　徹 教授

小松　啓子 ｺﾏﾂ ｹｲｺ 美学および芸術論関連 初期近代イタリアの宮廷祝祭における音楽の役
割と権力表象

大阪大学 文学研究科 伊東　信宏 教授

小南　薫 ｺﾐﾅﾐ ｶｦﾙ 中国哲学、印度哲学および仏
教学関連

破僧に関するインド仏教説話の研究 -『根本説
一切有部律』「破僧事」を中心に-

京都大学 文学研究科 宮崎　泉 教授

坂田　舜 ｻｶﾀ ｼﾕﾝ アジア史およびアフリカ史関
連

トルコ共和国におけるネイション形成の研究：
女性と民族的・宗教的差異の観点から

九州大学 人文科学府 小笠原　弘
幸

准教授

櫻田　裕紀 ｻｸﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 哲学および倫理学関連 ジャック・デリダにおける「声」の問題系のメ
ディア・技術論的射程の研究

早稲田大学 文学研究科 藤本　一勇 教授

佐々木　委久 ｻｻｷ ｲｸ 日本文学関連 『法華経』をめぐる宗教文芸の研究-経釈を中
心に-

京都府立大学 文学研究科 本井　牧子 教授

佐藤　洋 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 人文地理学関連 大都市圏における地方税の低徴収率地域の空間
パターンと行財政運営に関する研究

東京大学 総合文化研究科 梶田　真 准教授

須賀　永帰 ｽｶﾞ ｴｲｷ 考古学関連 石器石材の利用からみる旧人・新人の行動比
較：ヨルダンのチャート製石器の定量的解析

名古屋大学 環境学研究科 門脇　誠二 講師

杉山　博崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 地理学関連 北アルプス北部，白馬大雪渓における岩盤崩落
メカニズムの解明

新潟大学 自然科学研究科 奈良間　千
之

教授

鈴木　唯 ｽｽﾞｷ ﾕｲ 言語学関連 言語類型論とチュルク諸語対照研究をとりいれ
たトルコ語における行為複数性の記述研究

東京大学 人文社会系研究科 長屋　尚典 准教授

高畑　明里 ﾀｶﾊﾀ ｱｶﾘ 言語学関連 ドイツ語の不定詞補部の統語構造-形態音韻、
意味とのインターフェースからの考察

東京大学 総合文化研究科 森　芳樹 教授

谷垣　美有 ﾀﾆｶﾞｷ ﾐﾕｳ ヨーロッパ史およびアメリカ
史関連

戦間期仏領西アフリカにおける植民地兵-補償
と援助の視点から-

大阪大学 文学研究科 見瀬　悠 講師

千葉　豊 ﾁﾊﾞ ﾕﾀｶ 美学および芸術論関連 20世紀音楽におけるリアリズム：新即物主義的
音楽語法の特定

東京藝術大学 音楽研究科 福中　冬子 教授
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中条　太聖 ﾁﾕｳｼﾞﾖｳ ﾀｲｾｲ 科学社会学および科学技術史
関連

言語進化学における進化的説明の科学哲学的考
察--進化するとはどういうことか

京都大学 文学研究科 大塚　淳 准教授

趙　書心 ﾁﾖｳ ｼﾖｼﾝ ジェンダー関連 近代東アジアにおけるセクシュアリティ言説と
女性同性愛：日本と中国の比較を中心に

名古屋大学 人文学研究科 飯田　祐子 教授

鶴田　想人 ﾂﾙﾀ ｿｳﾄ 科学社会学および科学技術史
関連

西洋中近世医学における「非自然的なもの」の
無視過程の解明

東京大学 総合文化研究科 廣野　喜幸 教授

鶴田　奈月 ﾂﾙﾀ ﾅﾂｷ 日本文学関連 明治中期における貧民をめぐる言説の総合的研
究-小説及び紀行文との比較を通じて-

東京大学 総合文化研究科 出口　智之 准教授

徳武　太郎 ﾄｸﾀｹ ﾀﾛｳ 中国哲学、印度哲学および仏
教学関連

中世インド数学書における計算手順の解明：
『トリシャティー』を中心に

京都大学 文学研究科 横地　優子 教授

二村　真司 ﾆﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 考古学関連 石製品の生産・流通・使用からみた古墳時代前
半期における集団関係とその展開

京都大学 文学研究科 下垣　仁志 准教授

服部　宜成 ﾊﾂﾄﾘ ﾖｼﾅﾘ 哲学および倫理学関連 メッシュ説に立脚した行為源泉概念の構築 東京大学 総合文化研究科 齋藤　渉 准教授

濱田　明日郎 ﾊﾏﾀﾞ ﾄﾓﾛｳ 哲学および倫理学関連 ベルクソンを中心とする哲学的「収縮」概念の
研究

京都大学 人間・環境学研究
科

武田　宙也 准教授

林　祐一郎 ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ ヨーロッパ史およびアメリカ
史関連

ドイツ第二帝政期におけるユグノー連盟運動-
同胞・系譜・史観-

京都大学 文学研究科 金澤　周作 京都大学文
学研究科教
授

福永　耕人 ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳﾄ ヨーロッパ史およびアメリカ
史関連

ドイツ連邦軍におけるヒトラー暗殺未遂事件の
受容

大阪大学 文学研究科 藤川　隆男 教授

藤井　なつみ ﾌｼﾞｲ ﾅﾂﾐ 日本史関連 近代日本演劇検閲の総合的研究 早稲田大学 文学研究科 真辺　将之 教授

藤原　諒祐 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾖｳｽｹ 哲学および倫理学関連 拡張されたコネクショニスト認識論を応用した
素朴心理学の認知哲学的分析

東京大学 総合文化研究科 鈴木　貴之 准教授

古川　諒太 ﾌﾙｶﾜ ﾘﾖｳﾀ 日本文学関連 近世中後期における歌舞伎狂言作者の研究 東京大学 人文社会系研究科 佐藤　至子 准教授

保泉　空 ﾎｲｽﾞﾐ ｿﾗ 思想史関連 近代日本思想史における吉満義彦の＜新秩序＞
構想の研究

東北大学 文学研究科 片岡　龍 教授

細谷　篤志 ﾎｿﾔ ｱﾂｼ 日本史関連 近世の国家・社会と朝廷下級役人-口向役人の
分析による近世朝廷像の再検討-

学習院大学 人文科学研究科 佐藤　雄介 准教授

本間　流星 ﾎﾝﾏ ﾘﾕｳｾｲ 宗教学関連 南アジアのイブン・アラビー学派によるイス
ラーム神秘主義の伝統継受と革新

京都大学 アジア・アフリカ
地域研究研究科

東長　靖 教授

前田　仁暉 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾄｷ 考古学関連 曲物の流通からみた律令制下の木材利用 京都大学 人間・環境学研究
科

高妻　洋成 客員教授

松田　俊介 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾕﾝｽｹ 言語学関連 認知文法からみる日本手話の使役構文 東京大学 人文社会系研究科 西村　義樹 教授

道蔦　汐里 ﾐﾁﾂﾀ ｼｵﾘ 宗教学関連 新宗教の儀礼がもつ特徴と機能の解明：世界観
とヒエラルキーの再考に向けて

東京工業大学 環境・社会理工学
院

弓山　達也 教授
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南谷　史菜 ﾐﾅﾐﾀﾆ ﾌﾐﾅ 文化財科学関連 縄文時代の定住度の推定ー一次骨の形成時期の
解明と定住度指標の確立ー

東京大学 新領域創成科学研
究科

米田　穣 教授

宮岡　大 ﾐﾔｵｶ ﾋﾛｼ 言語学関連 日本語諸方言におけるラ行五段化の包括的研
究：記述的一般化と基盤解明

九州大学 人文科学府 下地　理則 准教授

三宅　舞佐志 ﾐﾔｹ ﾑｻｼ アジア史およびアフリカ史関
連

東部ユーラシアの視野における高車史研究 東京大学 人文社会系研究科 佐川　英治 教授

村瀬　空 ﾑﾗｾ ｿﾗ 日本文学関連 承久の乱以後における鎌倉時代和歌文学の表現
と展開

東京大学 人文社会系研究科 木下　華子 准教授

八木　芳紘 ﾔｷﾞ ﾖｼﾋﾛ 哲学および倫理学関連 非理性的存在を分配範囲に含める分配的正義構
想の研究

東京大学 総合文化研究科 井上　彰 准教授

安岡　達仁 ﾔｽｵｶ ﾐﾁﾋﾄ 日本史関連 近世社会における「隠居大名」の政治的位置の
形成と変遷

京都大学 文学研究科 三宅　正浩 准教授

安松　弘毅 ﾔｽﾏﾂ ﾋﾛｷ 地域研究関連 対中関係が深化するラオスにおける薬用ラン利
用に着目した森林保全と生業維持

京都大学 アジア・アフリカ
地域研究研究科

小坂　康之 准教授

柳瀬　大輝 ﾔﾅｾ ﾋﾛｷ 哲学および倫理学関連 後期メルロ＝ポンティにおける存在論の研究 東京大学 人文社会系研究科 鈴木　泉 教授

矢ノ下　智也 ﾔﾉｼﾀ ﾄﾓﾔ 中国哲学、印度哲学および仏
教学関連

ゲルク派における業報思想の解明 広島大学 人間社会科学研究
科

根本　裕史 教授

山田　慎太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 文化人類学および民俗学関連 口承文学における社会矛盾の解決をめぐる分析
～アイヌと北欧諸民族の比較から～

東京大学 総合文化研究科 森山　工 教授

山本　瑞穂 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 日本史関連 多言語史料による18-19世紀日蘭関係の総合的
再検討ー二国間の枠組みを超えてー

東京大学 人文社会系研究科 村　和明 准教授

涌井　萌子 ﾜｸｲ ﾓｴｺ ヨーロッパ文学関連 レ枢機卿による「マザリナード」研究-テクス
トの社会性を対象とする学域横断研究-

大阪大学 文学研究科 山上　浩嗣 教授

渡部　亮 ﾜﾀﾍﾞ ﾘﾖｳ 日本史関連 明治憲法体制と「大衆」の接続　-無産政党の
政治的位相に注目して-

東京大学 人文社会系研究科 野島（加
藤）　陽子

教授
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浅岡　由衣 ｱｻｵｶ ﾕｲ 実験心理学関連 行動依存症の統合生理学的研究 京都大学 理学研究科 後藤　幸織 准教授

有馬　恵子 ｱﾘﾏ ｹｲｺ 社会学関連 「日常的芸術実践」の社会学的研究：京都出町
商店街を基点に

立命館大学 先端総合学術研究
科

小川　さや
か

教授

池嵜　航一 ｲｹｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 国際関係論関連 革命と戦争の政治学：レイモン・アロン政治思
想における体制理解を手がかりに

北海道大学 法学研究科 遠藤　乾 教授

池田　寛香 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｶ 実験心理学関連 懐かしさ感情の生起メカニズムの解明：再認記
憶の二重過程モデルに基づく検討

京都大学 教育学研究科 楠見　孝 教授

池端　寛史 ｲｹﾊﾀ ﾋﾛｼ 公法学関連 現代における代表民主制についての研究 一橋大学 大学院法学研究科 只野　雅人 教授

石幡　祐輔 ｲｼﾊﾀ ﾕｳｽｹ 公共経済および労働経済関連 入試制度変更がもたらす学生の出願行動及び教
育投資の変化とそのメカニズムの解明

東京大学 経済学研究科 山口　慎太
郎

教授

稲葉　渉太 ｲﾅﾊﾞ ｼﾖｳﾀ 社会学関連 現代日本社会における「自己責任論」の運用実
態に関する社会学的研究

京都大学 人間・環境学研究
科

柴田　悠 准教授

井上　太一 ｲﾉｳｴ ﾀｲﾁ 教育学関連 代替不可能に生きるための生涯学習論：障害福
祉施設における就労支援の中断に着目して

神戸大学 人間発達環境学研
究科

津田　英二 教授

今泉　尚子 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾅｵｺ 教育社会学関連 ドイツの政治教育における超党派性の研究-連
邦政治教育センターの定着過程の分析-

早稲田大学 教育学研究科 近藤　孝弘 教授

岩城　円花 ｲﾜｷ ﾏﾄﾞｶ 民事法学関連 会社法理論と家族法理論の統合による閉鎖会社
少数派株主保護への挑戦

東北大学 法学研究科 得津　晶 教授

上原　菜緒子 ｳｴﾊﾗ ﾅｵｺ 教育社会学関連 非正規滞在の生徒をめぐる教育支援ネットワー
クの形成過程--日米比較をとおして--

東京大学 教育学研究科 額賀　美紗
子

准教授

内田　太朗 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾛｳ 臨床心理学関連 日常生活下介入によるうつ病へのマインドフル
ネス・セルフコンパッション訓練法の開発

早稲田大学 人間科学研究科 熊野　宏昭 教授

宇野　真佑子 ｳﾉ ﾏﾕｺ 地域研究関連 20世紀後半のクロアチアにおける歴史をめぐる
言説と反体制運動の展開

東京大学 総合文化研究科 黛　秋津 教授

大川　ヘナン ｵｵｶﾜ ﾍﾅﾝ 教育社会学関連 日系人移民の地位達成に関する研究 -同化と差
異化に着目して-

大阪大学 人間科学研究科 高田　一宏 教授

大竹　裕香 ｵｵﾀｹ ﾕｶ 教育心理学関連 構音方法の習得がことばの印象形成と学習に与
える効果

九州大学 人間環境学府 山田　祐樹 准教授

小川　成美 ｵｶﾞﾜ ﾅﾙﾐ 実験心理学関連 視聴覚特徴量に基づく感性的価値の脳情報処理
機構の解析

東京大学 総合文化研究科 本吉　勇 教授

織間　大気 ｵﾘﾏ ﾀｲｷ 実験心理学関連 脳波・画像特徴・知覚の相関解析と合成に基づ
く視覚認知機構の統合的研究

東京大学 総合文化研究科 本吉　勇 教授

笠井　春菜 ｶｻｲ ﾊﾙﾅ 教育社会学関連 台湾の多文化主義言説における言語教育とアイ
デンティティ・ポリティックスの変遷

九州大学 人間環境学府 Ｖｉｃｋｅ
ｒｓ　Ｅｄ
ｗａｒｄ

教授
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勝又　崇 ｶﾂﾏﾀ ﾀｶｼ 基礎法学関連 学識法における異同文献の伝統と「固有法」の
形成

一橋大学 大学院法学研究科 屋敷　二郎 教授

菊池　柾慶 ｷｸﾁ ﾏｻﾉﾘ 政治学関連 移民の発生と社会的包摂に関する実証分析 早稲田大学 政治学研究科 河野　勝 教授

木住野　円華 ｷｼﾉ ﾏﾄﾞｶ 家政学および生活科学関連 ケニア農村部における世帯内二重負荷の実態と
持続可能な食生活の検討

東京農業大学 応用生物科学研究
科

日田　安寿
美

教授

日下　桜子 ｸｻｶ ｻｸﾗｺ 教科教育学および初等中等教
育学関連

児童・生徒の精神保健に関する保護者の知識・
理解向上に向けた教育プログラムの開発

東京大学 教育学研究科 佐々木　司 教授

日下　翔貴 ｸｻｶ ｼﾖｳｷ 経済政策関連 グローバルバリューチェーンが企業の構造変化
に与える影響とそれに伴う最適な政策対応

東京大学 経済学研究科 古澤　泰治 教授

河野　遥希 ｺｳﾉ ﾊﾙｷ 経済統計関連 大標本・高次元で一致性を持つ情報量規準を用
いた多変量回帰モデルの変数選択

東京大学 経済学研究科 久保川　達
也

教授

児玉　航 ｺﾀﾞﾏ ﾜﾀﾙ 経済政策関連 なぜ途上国の人々はスラムに居住し続けるのか 京都大学 京都大学経済学研
究科

高野　久紀 京都大学経
済学研究科
准教授

小林　穂波 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾅﾐ 実験心理学関連 認知モデリングによる時空間的統計情報の学
習・利用メカニズムの解明

関西学院大学 文学研究科 小川　洋和 教授

小柳　亜季 ｺﾔﾅｷﾞ ｱｷ 教育学関連 イギリスの言語教育の理論と実践 京都大学 教育学研究科 西岡　加名
恵

教授

坂田　健太郎 ｻｶﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 経済政策関連 資産バブルと金融危機、政策対応 東京大学 経済学研究科 青木　浩介 教授

佐久間　啓彰 ｻｸﾏ ﾋﾛｱｷ 教育学関連 通信制高校の役割に関する実証的研究：後期中
等教育に潜むセーフティネット内格差

東北大学 教育学研究科 後藤　武俊 准教授

澤田　和輝 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷ 実験心理学関連 畏敬が自己認知に及ぼす影響ー心理・神経・生
物学的基盤の検討ー

京都大学 教育学研究科 野村　理朗 准教授

柴田　惇朗 ｼﾊﾞﾀ ｼﾞﾕﾝﾛｳ 社会学関連 多様な社会的条件の小劇場演劇における芸術生
産戦略の国際比較

立命館大学 先端総合学術研究
科

岸　政彦 立命館大学
大学院先端
総合学術研
究科教授

渋谷　春樹 ｼﾌﾞﾔ ﾊﾙｷ 経済政策関連 民間発行通貨の流通および金融政策の有効性へ
の影響

東京大学 経済学研究科 楡井　誠 教授

下田　千華 ｼﾓﾀﾞ ﾁｶ 政治学関連 現代民主主義の特性と政治的社会化-学校教育
が現代日本民主主義の特性に与えた影響

早稲田大学 政治学研究科 吉野　孝 教授

地主　純子 ｼﾞﾇｼ ｼﾞﾕﾝｺ 会計学関連 企業の開示情報と資本市場に関する実証分析 一橋大学 大学院経営管理研
究科

中野　誠 教授

杉本　海里 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｲﾘ 教育心理学関連 事前期待が他者記憶に与える影響とその発達過
程

早稲田大学 基幹理工学研究科 渡邊　克巳 教授
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橘　孝昌 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀｶﾏｻ 教育学関連 教育統計制度の史的展開とその規定要因に関す
る研究

東京大学 教育学研究科 村上　祐介 准教授

田中　孝平 ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ 教育学関連 高大接続に向けた高校の探究学習モデルの構築 京都大学 教育学研究科 松下　佳代 教授

田中　祐児 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 社会学関連 貧困者の救済に関する論争の歴史社会学 東京大学 教育学研究科 仁平　典宏 准教授

田邉　和彦 ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ 教育社会学関連 STEMに関するジェンダーの社会化プロセスにつ
いての実証的研究

大阪大学 人間科学研究科 木村　涼子 教授

田渕　舜也 ﾀﾌﾞﾁ ｼﾕﾝﾔ 政治学関連 新カント派と日本における西洋政治思想史研究 慶應義塾大学 法学研究科 堤林　剣 教授

丹　亮人 ﾀﾝ ﾖｼﾄ 教育心理学関連 認知的スキルの診断を学習者の背景情報を考慮
して行う統計モデル群の拡充と基盤構築

東京大学 教育学研究科 岡田　謙介 准教授

反田　智之 ﾀﾝﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 実験心理学関連 注意の抑制的制御と特性・状態不安のクロス
トーク

北海道大学 文学院 河原　純一
郎

教授

チェリー　アン
ジェラー未来

ﾁｴﾘｰ ｱﾝｼﾞｴﾗｰﾐｸ 社会福祉学関連 超高齢社会における外国人ケアワーカーとの協
働に関する国際比較研究

大阪大学 人間科学研究科 斉藤　弥生 教授

出口　航 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ 政治学関連 現代日本の政治資金制度と政党政治 大阪大学 法学研究科 濱本　真輔 准教授

戸井田　晴美 ﾄｲﾀﾞ ﾊﾙﾐ 社会学関連 子育て、介護、ダブルケアに共通する家族ケア
の環境評価尺度の開発への挑戦

一橋大学 大学院社会学研究
科

猪飼　周平 教授

戸田　彩織 ﾄﾀﾞ ｻｵﾘ 刑事法学関連 無期刑受刑者の仮釈放の再考-日本と英国にお
ける展開の比較法的検討を通じて

一橋大学 大学院法学研究科 本庄　武 教授

中原　慧 ﾅｶﾊﾗ ｱｷﾗ 教育社会学関連 日本における移民的背景のある児童生徒の学力
形成に関する研究

京都大学 文学研究科 太郎丸　博 教授

中村　さゆり ﾅｶﾑﾗ ｻﾕﾘ 公共経済および労働経済関連 外国人労働に関する選択問題：滞在期間・集
積・厚生水準の計測

大阪大学 経済学研究科 佐々木　勝 教授

中村　友哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 実験心理学関連 逆向マスキングを用いた視覚的意識の時間的形
成機序に関する検討

東京大学 人文社会系研究科 村上　郁也 教授

中元　航平 ﾅｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 社会福祉学関連 知的・発達障害のある若者のライフコース選択
および就労の多様化に向けた国際比較研究

大阪大学 人間科学研究科 斉藤　弥生 教授

西田　成佑 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 経済政策関連 需要縮小市場における企業合併が消費者アクセ
スに与える影響に関する実証分析

東京大学 経済学研究科 渡邉　安虎 教授

則友　雄磨 ﾉﾘﾄﾓ ﾕｳﾏ 経済政策関連 調査困難地における研究知見の一般化の理論と
実証

東京大学 経済学研究科 高崎　善人 教授

博多屋　汐美 ﾊｶﾀﾔ ｼｵﾐ 実験心理学関連 ラット社会認知における親近性カテゴリーと社
会経験・家畜化

東京大学 総合文化研究科 岡ノ谷　一
夫

教授

橋本　拓夢 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾑ 教育学関連 タイにおける地方教育ガバナンスに関する研究 広島大学 人間社会科学研究
科

滝沢　潤 准教授
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蓮沼　寛介 ﾊｽﾇﾏ ｶﾝｽｹ 実験心理学関連 エストロゲン受容体αとβを介した攻撃行動表
出への異なる調節メカニズムの解明

筑波大学 人間総合科学学術
院

高橋　阿貴 准教授

平野　正徳 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾉﾘ 金融およびファイナンス関連 データ融合による信頼性の高い金融市場モデル
構築

東京大学 大学院工学系研究
科

和泉　潔 教授

深澤　武志 ﾌｶｻﾜ ﾀｹｼ 経済政策関連 不当廉売の厚生分析 東京大学 経済学研究科 大橋　弘 教授

ＢＲＯＯＫＳ
ＪＡＭＥＳ

ﾌﾞﾙｰｸｽ ｼﾞｴｰﾑｽﾞ 認知科学関連 集団性の比較認知科学：進化の隣人および伴侶
動物を通した「ヒトらしさ」の解明

京都大学 理学研究科 山本　真也 准教授

本多　栞 ﾎﾝﾀﾞ ｼｵﾘ 認知科学関連 治療抵抗性統合失調症における失音楽症の神経
基盤の解明

慶應義塾大学 医学研究科 三村　將 教授

前田　原作 ﾏｴﾀﾞ ｹﾞﾝｻｸ 国際法学関連 国際法における不文法の「解釈」に関する一考
察

京都大学 法学研究科 濱本　正太
郎

教授

前田　友吾 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 社会心理学関連 協力行動の多様性をもたらすもの：関係流動性
と自己意識的感情の役割

北海道大学 文学院 結城　雅樹 教授

松野　舜介 ﾏﾂﾉ ｼﾕﾝｽｹ 会計学関連 企業の財務情報開示行動に関する多角的研究 東京大学 経済学研究科 首藤　昭信 准教授

御器谷　裕樹 ﾐｷﾔ ﾕｳｷ 地域研究関連 現代中国政治における国家伝統の再評価：なぜ
共産主義とナショナリズムは共存したか

慶應義塾大学 法学研究科 高橋　伸夫 教授

水野　景子 ﾐｽﾞﾉ ｹｲｺ 社会心理学関連 社会的ジレンマ状況におけるサンクションの逆
効果はなぜ起こるのか？

関西学院大学 社会学研究科 清水　裕士 教授

峯　大典 ﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ 実験心理学関連 バーチャルリアリティを利用した身体意識と身
体近傍空間の関係性の解明

東京大学 学際情報学府 鳴海　拓志 准教授

森江　建斗 ﾓﾘｴ ｹﾝﾄ 国際関係論関連 アメリカの覇権構築と国際関係論の制度化：学
知の生成・輸出・受容の観点から

京都大学 人間・環境学研究
科

齋藤　嘉臣 准教授

山口　久瑠実 ﾔﾏｸﾞﾁ ｸﾙﾐ 経営学関連 組織不祥事の発生プロセスおよび常態化プロセ
スの解明

北海道大学 経済学院 岡田　美弥
子

教授

横山　雄大 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀ 国際関係論関連 1960-70年代の中国とソ連の対日原油輸出を巡
る対立-国際要因と国内要因-

東京大学 総合文化研究科 川島　真 教授

渡邉　燃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾕﾙ 理論経済学関連 肝臓と腎臓を同時に扱う臓器マッチングメカニ
ズムの構築

東京工業大学 工学院 大和　毅彦 教授
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姉川　尊徳 ｱﾈｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

重力の経路積分の発展および情報喪失問題に関
する研究

大阪大学 理学研究科 大野木　哲
也

教授

在原　拓司 ｱﾘﾊﾗ ﾀｸｼﾞ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

レプトンにおけるCP対称性の破れの検証に向け
たニュートリノ原子核反応の精密測定

東京都立大学 大学院理学研究科 角野　秀一 教授

池田　湧哉 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾔ 代数学関連 冪単部分群の座標環のクラスター構造の加法的
圏化と乗法的圏化の関係について

京都大学 理学研究科 加藤　周 教授

磯部　優樹 ｲｿﾍﾞ ﾕｳｷ 天文学関連 可視・近赤外線観測で探る近傍極金属欠乏銀河
の起源と初期銀河

東京大学 理学系研究科 大内　正己 教授

市田　優 ｲﾁﾀﾞ ﾕｳ 応用数学および統計数学関連 力学系理論に基づく新しい有限時間特異性の解
析

明治大学 明治大学大学院理
工学研究科

矢崎　成俊 教授

井上　壮大 ｲﾉｳｴ ｱｷﾋﾛ 天文学関連 超臨界中性子星降着流のエネルギー解放機構の
解明～流体力学計算と模擬観測による探求

筑波大学 理工情報生命学術
院

大須賀　健 教授

今村　浩二 ｲﾏﾑﾗ ｺｳｼﾞ 応用数学および統計数学関連 有限環上のマトロイドの構造解析と工学的応用 熊本大学 自然科学教育部 城本　啓介 教授

井森　隼人 ｲﾓﾘ ﾊﾔﾄ 幾何学関連 ゲージ理論に由来する不変量の研究 京都大学 理学研究科 加藤　毅 教授

岩木　惇司 ｲﾜｷ ｱﾂｼ 数理物理および物性基礎関連 熱的量子純粋状態を用いた多体局在とグラスの
統一的研究

東京大学 総合文化研究科 堀田　知佐 准教授

上田　篤 ｳｴﾀﾞ ｱﾂｼ 数理物理および物性基礎関連 Z2渦によるトポロジカル相転移のテンソルネッ
トワークに基づく研究

東京大学 理学系研究科 押川　正毅 教授

ＷＯＮＧ　ＷＡ
Ｉ　ＥＭＩＬＹ

ｳｵﾝ ﾜｲ ｴﾐﾘｰ 宇宙惑星科学関連 太陽系外側領域天体のクレーター年代学の構築 東京工業大学 理学院 井田　茂 教授

宇野　慎介 ｳﾉ ｼﾝｽｹ 天文学関連 サブミリ波帯多色観測による銀河団プラズマダ
イナミクスの解明

東京大学 理学系研究科 河野　孝太
郎

教授

江口　碧 ｴｸﾞﾁ ｱｵｲ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

ニュートリノ振動の高精度測定によるレプトン
におけるCP対称性の破れの探索

東京大学 理学系研究科 横山　将志 教授

榎並　優太 ｴﾅﾐ ﾕｳﾀ 基礎解析学関連 関数空間およびBanach加群における保存問題の
研究

新潟大学 自然科学研究科 三浦　毅 教授

大井　拓夢 ｵｵｲ ﾀｸﾑ 基礎解析学関連 体積倍増条件を満たさない測度距離空間の確率
論的解析

京都大学 理学研究科 熊谷　隆 教授

大滝　恒輝 ｵｵﾀｷ ｺｳｷ 天文学関連 ハイパフォーマンスコンピューティングによる
ダークマター欠乏銀河の形成過程の解明

筑波大学 理工情報生命学術
院

森　正夫 准教授

大野　耕平 ｵｵﾉ ｺｳﾍｲ 大気水圏科学関連 原子間力顕微鏡を用いた個別粒子測定による超
付着性エアロゾルの起源および特性解明

金沢大学 自然科学研究科 松木　篤 准教授

大畑　宏樹 ｵｵﾊﾀ ﾋﾛｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

非摂動的量子色力学の本質的自由度の抽出と有
効模型の構築

京都大学 理学研究科 大西　明 教授
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大場　亮俊 ｵｵﾊﾞ ﾘﾖｳｼﾕﾝ 応用数学および統計数学関連 距離制約をもつ離散構造に対する解析理論の構
築

東京大学 情報理工学系研究
科

谷川　眞一 准教授

大山　広樹 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛｷ 数理解析学関連 地球流体力学に現れる非線形偏微分方程式系の
数理解析

九州大学 数理学府 高田　了 准教授

小川　夏実 ｵｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ 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新たな事象再構
成アルゴリズムの開発による陽子崩壊探索

東京大学 理学系研究科 横山　将志 教授

奥　裕理 ｵｸ ﾕｳﾘ 天文学関連 銀河アウトフローから解明する低質量銀河形成 大阪大学 理学研究科 長峯　健太
郎

教授

奥井　晴香 ｵｸｲ ﾊﾙｶ 大気水圏科学関連 高解像度大気大循環モデルを用いた中層大気に
おける南北半球間結合のメカニズムの解明

東京大学 理学系研究科 佐藤　薫 教授

奥山　義隆 ｵｸﾔﾏ ﾖｼﾀｶ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

高次元共形場理論の実時間解析に基づく、双対
な量子重力理論のダイナミクスの解明

東京大学 理学系研究科 松尾　泰 教授

尾関　諒介 ｵｾﾞｷ ﾘﾖｳｽｹ 代数学関連 連接層の導来圏における変形とBridgelandの安
定性条件

東北大学 理学研究科 岩成　勇 准教授

小田　美由紀 ｵﾀﾞ ﾐﾕｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

パルサーとGRBの詳細観測を可能にする原子核
乾板時刻付与機構の開発

神戸大学 人間発達環境学研
究科

青木　茂樹 教授

梶川　俊介 ｶｼﾞｶﾜ ｼﾕﾝｽｹ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

高統計ラムダ陽子散乱実験を用いたバリオン間
相互作用の起源の研究

東北大学 理学研究科 田村　裕和 教授

片山　春菜 ｶﾀﾔﾏ ﾊﾙﾅ 数理物理および物性基礎関連 超伝導量子回路を用いた回路量子重力理論とそ
の量子時空間通信への応用

広島大学 先進理工系科学研
究科

畠中　憲之 教授

廉澤　誠大 ｶﾄﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 磁性、超伝導および強相関系
関連

励起子相の実証に向けた強結合励起子凝縮系物
質の有限温度・非平衡ダイナミクスの解明

千葉大学 融合理工学府 太田　幸則 教授

金澤　慶季 ｶﾅｻﾞﾜ ﾖｼｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

アクシオン模型に基づいた標準模型を超える物
理の探索

東京大学 理学系研究科 濱口　幸一 准教授

川口　廣伊智 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

物質の非平衡応答による電子の電気双極子能率
の精密測定の理論

東京大学 総合文化研究科 清水　明 教授

河村　泰良 ｶﾜﾑﾗ ﾀｲﾗ 半導体、光物性および原子物
理関連

冷却リュードベリ原子を用いて解き明かす非平
衡強相関系におけるクラスター形成

慶應義塾大学 理工学研究科 大橋　洋士 教授

菅野　裕樹 ｶﾝﾉ ﾋﾛｼﾞﾕ 代数学関連 正則度関数とh-多項式に着目した辺イデアルの
研究

大阪大学 情報科学研究科 東谷　章弘 准教授

岳　其霖 ｶﾞｸ ｷﾘﾝ 核融合学関連 実機高温プラズマ装置における粒子リサイクリ
ングに対するヘリウムの影響に関する研究

九州大学 総合理工学府 花田　和明 教授

北村　侃 ｷﾀﾑﾗ ｶﾝ 基礎解析学関連 量子群とK理論 東京大学 大学院数理科学研
究科

河東　泰之 教授
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北山　圭亮 ｷﾀﾔﾏ ｹｲｽｹ 磁性、超伝導および強相関系
関連

周期駆動された強相関系の非平衡ダイナミクス
に関する理論研究

東京大学 理学系研究科 小形　正男 教授

金　龍熙 ｷﾑ ﾘﾖﾝﾋ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

ダイクォークのカイラル有効理論によるハドロ
ンの解析

九州大学 理学府 池田　陽一 准教授

金城　翼 ｷﾝｼﾞﾖｳ ﾀｽｷ 代数学関連 ドナルドソン・トーマス不変量の圏化 東京大学 大学院数理科学研
究科

戸田　幸伸 教授

ＣＯＯＲＡＹ
Ｓｕｃｈｅｔｈ
ａ

ｸﾚ ｽﾁｴｰﾀ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

データ科学的方法による銀河宇宙のマルチス
ケール物理学の解明

名古屋大学 理学研究科 竹内　努 准教授

厚東　裕紀 ｺｳﾄｳ ﾕｳｷ 幾何学関連 ファイバー束の量子コホモロジーの研究 京都大学 理学研究科 入谷　寛 教授

小島　慶太 ｺｼﾞﾏ ｹｲﾀ 磁性、超伝導および強相関系
関連

ｄ電子数制御による動的短距離秩序メカニズム
の解明

名古屋大学 工学研究科 片山　尚幸 准教授

ＷＵ　ＭＩＮＧ
ＸＩＮＧ

ｺﾞ ﾒｲｾｲ 磁性、超伝導および強相関系
関連

表面弾性波によるスキルミオンダイナミクス操
作手法の開発

東京大学 新領域創成科学研
究科

大谷　義近 教授

後藤　倫 ｺﾞﾄｳ ﾘﾝ 代数学関連 代数・数論力学系の分類空間と逆問題 大阪大学 理学研究科 安田　健彦 教授

齋藤　峻也 ｻｲﾄｳ ｼﾕﾝﾔ 代数学関連 導来圏とHall代数 名古屋大学 多元数理科学研究
科

柳田　伸太
郎

准教授

齋藤　晟 ｻｲﾄｳ ｾｲ 天文学関連 超新星爆発の系統的調査で探る大質量星進化の
多様性

東北大学 理学研究科 田中　雅臣 准教授

境　健太郎 ｻｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ プラズマ科学関連 電子運動に駆動される磁気リコネクションの微
視的物理過程と電磁場構造に関する研究

大阪大学 工学研究科 蔵満　康浩 教授

酒井　聖矢 ｻｶｲ ｾｲﾔ 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n-O反応モデル
の構築と超新星背景ニュートリノの探索

岡山大学 自然科学研究科 小汐　由介 准教授

坂尾　珠和 ｻｶｵ ﾀﾏｵ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

J-PARCにおける次世代Λp散乱実験手法の開拓 東北大学 理学研究科 三輪　浩司 准教授

櫻井　亮輔 ｻｸﾗｲ ﾘﾖｳｽｹ 宇宙惑星科学関連 硫化鉄形成実験に基づいた初期太陽系における
中程度揮発性元素分別過程の解明

東京大学 理学系研究科 橘　省吾 教授

佐々木　雄亮 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 大気水圏科学関連 拡散型二重拡散対流がもたらす海洋大循環・気
候への影響の解明

東京大学 理学系研究科 安田　一郎 教授

佐藤　光汰朗 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 数理解析学関連 弾性体方程式系に対する正則性理論と亀裂の進
展を記述する特異変分問題の解析

東北大学 理学研究科 赤木　剛朗 教授

佐藤　陽太郎 ｻﾄｳ ﾖｳﾀﾛｳ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

IIA-Heterotic双対性 東京大学 理学系研究科 渡利　泰山 准教授

潮平　雄太 ｼｵﾋﾗ ﾕｳﾀ 天文学関連 重力マイクロレンズ法を応用した系外惑星オー
ロラ電波の探査

熊本大学 自然科学教育部 高橋　慶太
郎

准教授
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鹿内　みのり ｼｶｳﾁ ﾐﾉﾘ 天文学関連 電波望遠鏡CHIMEによるショートガンマ線バー
ストからの残光観測

東京大学 理学系研究科 ＣＡＮＮＯ
Ｎ　Ｋｉｐ
ｐ

教授

柴田　泰輔 ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｽｹ 幾何学関連 擬正則曲線を用いたフレアーホモロジー的観点
からの接触幾何学の研究

京都大学 理学研究科 小野　薫 教授

島田　了輔 ｼﾏﾀﾞ ﾘﾖｳｽｹ 代数学関連 アファインDeligne-Lusztig多様体とその応用 東京大学 大学院数理科学研
究科

三枝　洋一 東京大学・
数理科学研
究科・准教
授

清水　宏太郎 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ 磁性、超伝導および強相関系
関連

金属磁性体におけるトポロジカル相転移と創発
電磁現象の理論研究

東京大学 工学系研究科 求　幸年 教授

清水　雄太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 宇宙惑星科学関連 小天体探査における科学的成果の最大化：最適
なデータ獲得・自動分析手法に関する研究

東京大学 工学系研究科 宮本　英昭 教授

下岡　和也 ｼﾓｵｶ ｶｽﾞﾔ 固体地球科学関連 ジルコンメルト包有物に基づくマグマ組成""の
復元手法確立と花崗岩成因論への応用""

愛媛大学 理工学研究科 齊藤　哲 准教授

末岡　優里 ｽｴｵｶ ﾕｳﾘ 宇宙惑星科学関連 蛇紋岩化反応に依存した原始的微生物の生態に
基づく地球外生命探査の最適化

東京大学 理学系研究科 鈴木　庸平 准教授

末野　慶徳 ｽｴﾉ ﾖｼﾉﾘ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

CMBと前景放射の分離で探る原始重力波-超伝導
センサーMKIDを用いた多帯域観測

京都大学 理学研究科 田島　治 准教授

鈴木　遼太郎 ｽｽﾞｷ ﾘﾖｳﾀﾛｳ 半導体、光物性および原子物
理関連

量子ダイナミクスの計算能力の解析と量子コン
ピュータへの応用

大阪大学 基礎工学研究科 藤井　啓祐 教授

清野　智大 ｾｲﾉ ﾄﾓﾋﾛ 核融合学関連 電子サイクロトロン電流駆動の非線形効果を用
いた核融合炉の電流駆動効率改善への挑戦

東北大学 工学研究科 飛田　健次 教授

瀬戸口　健太 ｾﾄｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 天文学関連 電波銀河の多波長観測による銀河とブラック
ホール共進化の解明

京都大学 理学研究科 上田　佳宏 准教授

曽根　和樹 ｿﾈ ｶｽﾞｷ 数理物理および物性基礎関連 アクティブマターにおけるトポロジカル現象の
研究

東京大学 工学系研究科 沙川　貴大 教授

孫　語辰 ｿﾝ ﾕｰｼﾝ 地球生命科学関連 海洋堆積物のアミノ酸炭素同位体比を元にした
海洋炭素循環の研究

東京大学 理学系研究科 黒田　潤一
郎

准教授

高石　大輔 ﾀｶｲｼ ﾀﾞｲｽｹ 天文学関連 乱流と磁場を持つ分子雲コアの収縮および衝突
における連星の形成条件と回転構造の解明

鹿児島大学 理工学研究科 和田　桂一 教授

高田　佑太 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 幾何学関連 超幾何関数とK3曲面 北海道大学 理学院 岩崎　克則 教授

田口　宏大 ﾀｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 地球生命科学関連 炭素炭素二重置換同位体分子計測による新しい
バイオマーカーの開発

東京工業大学 理学院 上野　雄一
郎

教授
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竹内　万記 ﾀｹｳﾁ ﾏｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

アノマリーで探る一様磁場中のT^2/Z_Nオービ
フォールドモデルの世代数構造

神戸大学 理学研究科 坂本　眞人 准教授

田島　陽平 ﾀｼﾞﾏ ﾖｳﾍｲ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

ポジトロニウムのレーザー冷却の実証と量子縮
退状態への到達

東京大学 工学系研究科 吉岡　孝高 准教授

田中　宏明 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 磁性、超伝導および強相関系
関連

マイクロ集光レーザーを用いた磁気ドメイン選
択的ARPESによるワイル磁性体の研究

東京大学 理学系研究科 近藤　猛 准教授

田中　悠太朗 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 半導体、光物性および原子物
理関連

反強磁性体における高次トポロジカル相に由来
した新奇物性の理論的探索

東京工業大学 理学院 村上　修一 教授

谷口　雄大 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 幾何学関連 カンドルと対称空間の観点からの結び目の不変
量の研究

大阪大学 理学研究科 鎌田　聖一 教授

反保　雄介 ﾀﾝﾎﾟ ﾕｳｽｹ 天文学関連 観測と理論による降着円盤不安定性モデルの拡
張　---矮新星大統一理論を目指して

京都大学 理学研究科 野上　大作 准教授

趙　元晟 ﾁﾖｳ ｹﾞﾝｾｲ 生物物理、化学物理およびソ
フトマターの物理関連

高圧力下における単純分子ガラスの構造研究 東京大学 理学系研究科 山室　修 教授

陳　実 ﾁﾝ ｼﾞﾂ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

アノマリーマッチングに基づくゲージ理論と相
構造の非摂動的研究

東京大学 理学系研究科 福嶋　健二 教授

渡慶次　孝気 ﾄｹｼ ｺｳｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

原始ブラックホールと重力波で探る初期宇宙 東京大学 理学系研究科 横山　順一 教授

富永　愛侑 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏﾕ 天文学関連 過去最高の時間・エネルギー分解能X線観測に
よるX線連星系からの質量放出現象の研究

東京大学 理学系研究科 海老沢　研 併任教授

仲井　文明 ﾅｶｲ ﾌﾐｱｷ 生物物理、化学物理およびソ
フトマターの物理関連

衝突の統計に基づく棒状粉体のダイナミクスの
解明

名古屋大学 工学研究科 増渕　雄一 教授

中村　陸生 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸｵ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

大型液体シンチレータ検出器での0ν2β発見に
向けた発光性ミニバルーンの研究開発

東北大学 理学研究科 井上　邦雄 教授

中山　悠平 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

新たなゲージ対称性に基づいた第五の力を持つ
素粒子模型の探究

東京大学 理学系研究科 伊部　昌宏 准教授

長澤　真 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｺﾄ 地球人間圏科学関連 分子地球化学的アプローチによる希土類元素濃
集現象の包括的理解とその資源工学的応用

東京大学 理学系研究科 高橋　嘉夫 教授

南條　壮汰 ﾅﾝｼﾞﾖｳ ｿｳﾀ 宇宙惑星科学関連 衛星からの多色光学観測を用いたオーロラ降下
電子エネルギーの広域特性の解明

電気通信大学 情報理工学研究科 細川　敬祐 教授

西尾　郁也 ﾆｼｵ ｲｸﾔ 固体地球科学関連 初期地球の熱史とテクトニクス：世界最古のカ
ンラン岩からの制約

金沢大学 自然科学研究科 森下　知晃 教授

野垣　康介 ﾉｶﾞｷ ｺｳｽｹ 磁性、超伝導および強相関系
関連

空間反転対称性の破れが生み出す量子多体現象
の探索と解明

京都大学 理学研究科 柳瀬　陽一 教授
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野村　皇太 ﾉﾑﾗ ｷﾐﾋﾛ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

宇宙精密観測に基づく軽量スカラー・ベクトル
暗黒物質モデルの検証

神戸大学 理学研究科 早田　次郎 教授

彦坂　晃太郎 ﾋｺｻｶ ｺｳﾀﾛｳ 固体地球科学関連 惑星内部での水の振る舞い 東京大学 理学系研究科 廣瀬　敬 教授

樋沢　規宏 ﾋｻﾞﾜ ﾉﾘﾋﾛ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

拡張された生成座標法による集団運動の研究 京都大学 理学研究科 萩野　浩一 教授

人見　将 ﾋﾄﾐ ﾏｻﾙ 半導体、光物性および原子物
理関連

積層２次元物質準結晶における物性理論の開拓 大阪大学 理学研究科 越野　幹人 教授

平井　誉主在 ﾋﾗｲ ﾖｼﾕｱ 半導体、光物性および原子物
理関連

ディラック・ワイル電子系における高速な光電
流・スピン流の観測および制御

東京大学 理学系研究科 島野　亮 教授

平川　祐太 ﾋﾗｶﾜ ﾕｳﾀ 地球生命科学関連 生命誕生前の地球を模擬した新たなRNAモノ
マー生成過程の検証

東北大学 理学研究科 古川　善博 准教授

深井　康平 ﾌｶｲ ｺｳﾍｲ 数理物理および物性基礎関連 量子可積分系における保存量の具体的な表式を
用いた一般化ギブス分布の構築

東京大学 理学系研究科 常次　宏一 教授

福島　理 ﾌｸｼﾏ ｵｻﾑ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

可解なフラクトン系によるホログラフィーの解
明

京都大学 理学研究科 福間　将文 准教授

福島　光太郎 ﾌｸｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 天文学関連 高温ガスのX線観測で探る超新星元素合成と化
学進化

東京理科大学 理学研究科 松下　恭子 教授

福田　拓未 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾐ 半導体、光物性および原子物
理関連

2次元層状物質のコヒーレントフォノン制御下
におけるキャリア輸送特性の解明

筑波大学 理工情報生命学術
院

長谷　宗明 教授

藤田　雄介 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ 数理物理および物性基礎関連 トンボと砂丘に学ぶ凹凸形状の流体力学的意義
とその設計原理

広島大学 統合生命科学研究
科

飯間　信 教授

北條　真之 ﾎｳｼﾞﾖｳ ﾏｻﾕｷ 半導体、光物性および原子物
理関連

多次元量子もつれ光子対の実現とそれを用いた
広帯域量子干渉分光法の開拓

京都大学 理学研究科 田中　耕一
郎

教授

Ｐｈｕａ　Ｙｕ
Ｙｕ

ﾎﾟｱ ﾕｰﾕｰ プラズマ応用科学関連 クライオプラズが切り拓く宇宙物質科学の新し
い展開

東京大学 新領域創成科学研
究科

寺嶋　和夫 教授

増田　直旺 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵ 地球生命科学関連 遺伝暗号の進化と大気中酸素増大の関係の解明 東京大学 理学系研究科 遠藤　一佳 教授

松田　真宗 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾑﾈ 天文学関連 熱的X線プラズマの時間変動観測で明らかにす
る超新星残骸の衝撃波加熱機構

京都大学 理学研究科 鶴　剛 教授

水上　尚人 ﾐｽﾞｶﾐ ﾅｵﾄ 半導体、光物性および原子物
理関連

大質量比を持つ三種混合冷却原子気体を用いた
量子シミュレータの開発

京都大学 理学研究科 高橋　義朗 教授

南舘　健太 ﾐﾅﾐﾀﾞﾃ ｹﾝﾀ 地球人間圏科学関連 巨礫堆積物と確率台風モデルによる北西太平洋
における古台風の最大強度分布の解明

東北大学 理学研究科 菅原　大助 准教授

宮澤　仁 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾞﾝ 幾何学関連 対合を持つ3次元多様体のSWフレアホモトピー
型の構成

東京大学 数理科学研究科 古田　幹雄 教授
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椋本　浩太 ﾑｸﾓﾄ ｺｳﾀ 固体地球科学関連 地下構造モニタリングを目指した、地震波によ
る新たな時空間イメージング手法の開発

九州大学 工学府 辻　健 教授

宗近　洸洋 ﾑﾈﾁｶ ｺｳﾖｳ 核融合学関連 反射光を考慮した3次元トモグラフィーによる
プラズマデタッチメント制御

東京工業大学 環境・社会理工学
院

筒井　広明 准教授

村山　一明 ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 応用数学および統計数学関連 統計力学的計算手法に基づくモデル選択規準の
開発研究

電気通信大学 情報理工学研究科 川野　秀一 准教授

山川　貴士 ﾔﾏｶﾜ ﾀｶｼ 半導体、光物性および原子物
理関連

位相安定な高強度中赤外光パルスによる高速物
性制御とそのサブサイクル分光計測

東京大学 新領域創成科学研
究科

岡本　博 教授

山岸　純平 ﾔﾏｷﾞｼ ｼﾞﾕﾝﾍﾟｲ 生物物理、化学物理およびソ
フトマターの物理関連

微生物生態系と細胞内代謝系の一般理論と制御
への力学系と経済学からのアプローチ

東京大学 総合文化研究科 金子　邦彦 教授

湯本　航生 ﾕﾓﾄ ｺｳｷ 宇宙惑星科学関連 ハビタブル天体探査による前生物的分子の起源
解明に向けたレーザー同位体分光法の開発

東京大学 理学系研究科 杉田　精司 教授

横尾　舜平 ﾖｺｵ ｼﾕﾝﾍﾟｲ 固体地球科学関連 超高圧実験と熱力学モデリングに基づく地球コ
ア組成の制約

東京大学 理学系研究科 廣瀬　敬 教授

横山　将汰 ﾖｺﾔﾏ ｼﾖｳﾀ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

媒質の非一様性が宇宙線加速にもたらす影響と
宇宙線からのフィードバックの解明

東京大学 理学系研究科 星野　真弘 教授

吉田　一貴 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 固体地球科学関連 3次元微細構造観察と数値解析による海洋リソ
スフィア含水化の時空間発展の解明

東北大学 環境科学研究科 岡本　敦 教授

吉田　圭介 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 生物物理、化学物理およびソ
フトマターの物理関連

プログラマブル・マター：シートのソフトな変
形と摩擦から創発する機能やそのデザイン

立命館大学 理工学研究科 和田　浩史 教授

渡邉　杜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾘ 半導体、光物性および原子物
理関連

二次元ファンデルワールス反強磁性体における
スピンダイナミクスの電気的検出

大阪大学 理学研究科 新見　康洋 准教授

和田　壮平 ﾜﾀﾞ ｿｳﾍｲ 宇宙惑星科学関連 隕石に含まれる始原的物質の希ガスイメージン
グによる原始太陽活動の研究

北海道大学 理学院 圦本　尚義 教授

ＷＡＮＧ　ＹＡ
ＮＧＭＩＮＧ

ﾜﾝ ﾔﾝﾐﾝ 磁性、超伝導および強相関系
関連

トポロジカル半金属における巨大磁気熱電効果
の実験的探究

東京大学 理学系研究科 中辻　知 教授
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相澤　佑季 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳｷ 有機合成化学関連 キラルブレンステッド酸触媒による励起カチオ
ン種発生に基づく不斉ラジカル反応の開発

東北大学 理学研究科 寺田　眞浩 教授

秋山　吾篤 ｱｷﾔﾏ ｱｽﾞﾐ 有機機能材料関連 室温における強誘電性カラムナー液晶材料の実
現

千葉大学 融合理工学府 岸川　圭希 教授

東　秀憲 ｱｽﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 生体関連化学 DNA junctionに蛍光色素と金属錯体を組み込ん
だ人工光合成系の開発

名古屋大学 工学研究科 浅沼　浩之 教授

安倍　克彦 ｱﾍﾞ ｶﾂﾋｺ 生体関連化学 環状逆配向性PIP-DNA複合体のX線結晶構造解析 京都大学 理学研究科 杉山　弘 教授

阿部　真大 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 無機・錯体化学関連 金属錯体ナノ空間によるsp3ナノ炭素材料の精
密合成と機能開拓

東京大学 東京大学大学院新
領域創成科学研究
科

植村　卓史 教授

飯田　茜 ｲｲﾀﾞ ｱｶﾈ 基礎物理化学関連 アミロイドベータをモデルとした神経変性疾患
ペプチドへの非平衡流動効果の解明

山形大学 大学院理工学研究
科

並河　英紀 教授

飯野　翼 ｲｲﾉ ﾂﾊﾞｻ 基礎物理化学関連 プロトン共役電子移動の特性解明を実現する電
子状態計算法の核座標微分開発

名古屋大学 理学研究科 柳井　毅 教授

磯辺　篤 ｲｿﾍﾞ ｱﾂｼ 機能物性化学関連 光応答性トポロジカル超分子ポリマーの創製 千葉大学 融合理工学府 矢貝　史樹 教授

伊藤　駿 ｲﾄｳ ｼﾕﾝ 基礎物理化学関連 部分露出した配位子保護金属クラスターの創製
と機能開拓

東京大学 理学系研究科 佃　達哉 教授

伊藤　琢磨 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 基礎物理化学関連 動的経路分岐を記述する化学反応速度論の開発
と反応経路網の速度論的解析への展開

北海道大学 大学院総合化学院 前田　理 教授

稲葉　佑哉 ｲﾅﾊﾞ ﾕｳﾔ 構造有機化学および物理有機
化学関連

π共役系の切断と劇的な構造変化を引き起こす
光応答性材料の開発

北海道大学 大学院総合化学院 猪熊　泰英 准教授

井上　博王 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾀｶ 機能物性化学関連 高効率な熱化学電池に向けた超分子開発と温度
応答性制御

東京大学 理学系研究科 山田　鉄兵 教授

今村　洸輔 ｲﾏﾑﾗ ｺｳｽｹ 基礎物理化学関連 固体と相互作用する分子に対する量子化学計算
手法の確立

京都大学 工学研究科 佐藤　啓文 教授

岩井　梨輝 ｲﾜｲ ﾘｷ 有機機能材料関連 緩やかな環状構造を持つπ拡張スチルベン：凝
集誘起発光の学理と環境応答性液晶の追究

東京工業大学 物質理工学院 小西　玄一 准教授

海老名　彩乃 ｴﾋﾞﾅ ｱﾔﾉ 基礎物理化学関連 金属ナノクラスターに対する新規構造解析法の
構築と合成反応メカニズムの解明

東京理科大学 理学研究科 根岸　雄一 教授

緒方　大二 ｵｶﾞﾀ ﾀﾞｲｼﾞ 構造有機化学および物理有機
化学関連

難溶性π電子系化合物のキャッチアンドリリー
スを可能にする動的超分子ケージの開発

東京理科大学 理学研究科 湯浅　順平 准教授

奥松　大地 ｵｸﾏﾂ ﾀﾞｲﾁ 有機合成化学関連 イミニルラジカルを活用する分子間アミノ化反
応の開発

大阪大学 工学研究科 南方　聖司 教授

ＤＣ１・化学　72名　令和3年度(2021年度)特別研究員採用者一覧
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折橋　佳奈 ｵﾘﾊｼ ｶﾅ 有機機能材料関連 生体分子の直接高偏極化を可能にするtriplet-
DNP材料の開発

九州大学 工学府 君塚　信夫 教授

海和　雄亮 ｶｲﾜ ﾕｳｽｹ 高分子材料関連 水素の高密度貯蔵・放出を担うレドックス有機
高分子の創出

早稲田大学 先進理工学研究科 小柳津　研
一

教授

香川　佳之 ｶｶﾞﾜ ﾖｼﾕｷ 無機・錯体化学関連 細胞内で高難度反応の触媒として働く人工金属
酵素の創製

大阪大学 工学研究科 林　高史 教授

加藤　弘基 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 有機合成化学関連 芳香環の脱芳香族的自在修飾法の開発と脂環式
骨格構築

早稲田大学 先進理工学研究科 山口　潤一
郎

教授

岸田　夏月 ｷｼﾀﾞ ﾅﾂｷ 無機・錯体化学関連 異方縮小型の金属架橋カプセルを活用した分子
圧縮による特異物性発現

東京工業大学 物質理工学院 吉沢　道人 教授

木村　僚 ｷﾑﾗ ﾘﾖｳ 機能物性化学関連 超微小な粘度を蛍光寿命で定量できる「羽ばた
く分子」の開発と光科学技術への展開

京都大学 理学研究科 齊藤　尚平 准教授

窪田　博之 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 高分子化学関連 合理的分子設計で拓く環状ポリマーの精密合成
と物性解明

京都大学 工学研究科 大内　誠 教授

黒澤　美樹 ｸﾛｻﾜ ﾐｷ 有機合成化学関連 芳香族エステルの脱酸素型変換反応とアリール
交換反応の開発

早稲田大学 先進理工学研究科 山口　潤一
郎

教授

小山田　健太 ｺﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 構造有機化学および物理有機
化学関連

超原子価ハロゲンの超脱離能を活用するm-/p-
ベンザイン発生法の開発とその応用

東京大学 薬学系研究科 内山　真伸 教授

齋藤　卓穂 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾎ 有機機能材料関連 核形成の光制御とキラルソフトマテリアルへの
応用

千葉大学 融合理工学府 矢貝　史樹 教授

作田　祐一 ｻｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁ エネルギー関連化学 本質的な酸素欠損層を持つ新型イオン伝導体の
探索と構造物性

東京工業大学 理学院 八島　正知 教授

佐藤　由季也 ｻﾄｳ ﾕｷﾔ 有機合成化学関連 有機ボレート種の直接光励起に基づく触媒的結
合形成反応の開発

金沢大学 医薬保健学総合研
究科

大宮　寛久 教授

三部　宏平 ｻﾝﾍﾞ ｺｳﾍｲ 機能物性化学関連 イオンダイナミクス制御による有機メモリスタ
の開発

東北大学 工学研究科 芥川　智行 教授

七條　慶太 ｼﾁｼﾞﾖｳ ｹｲﾀ 無機・錯体化学関連 生体関連金属錯体ハイブリッド光触媒の合成と
クリーン物質変換反応の開発

九州大学 工学府 久枝　良雄 教授

嶋田　仁 ｼﾏﾀﾞ ｼﾞﾝ エネルギー関連化学 新規固体電解質としてのセミクラスレートハイ
ドレートの性能評価と伝導機構解明

大阪大学 基礎工学研究科 菅原　武 助教

朱 瑞傑 ｼﾕ ｽｲｹﾂ エネルギー関連化学 リチウム金属負極の性能向上ために織物テンプ
レート法で特異構造な銅集電体の開発

北海道大学 大学院総合化学院 幅崎　浩樹 教授

新堀　雄麻 ｼﾝﾎﾞﾘ ﾕｳﾏ エネルギー関連化学 三次元規則配列多孔構造ポリイミドセパレータ
を用いた不燃性リチウム金属電池の開発

東京都立大学 大学院　都市環境
科学研究科

金村　聖志 教授



ＤＣ１ 化学 44287 令和3年度(2021年度) 72

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  

ＤＣ１・化学　72名　令和3年度(2021年度)特別研究員採用者一覧

杉山　真史 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 構造有機化学および物理有機
化学関連

三次元電子受容分子ペルフルオロキュバンの合
成

東京大学 工学系研究科 野崎　京子 教授

杉山　靖和 ｽｷﾞﾔﾏ ﾔｽｶｽﾞ 有機合成化学関連 多環性アルカロイド合成の超短工程化アミド戦
略

慶應義塾大学 理工学研究科 千田　憲孝 教授

高嶋　力任 ﾀｶｼﾏ ﾘｷﾄ 高分子化学関連 嵩高いジスルフィド結合をもつ環状分子による
空間連結型高分子の構築

東京工業大学 物質理工学院 大塚　英幸 教授

高遠　美貴子 ﾀｶﾄｳ ﾐｷｺ ケミカルバイオロジー関連 光駆動近傍ラベル化法によるシナプス間隙プロ
テオミクス

京都大学 工学研究科 浜地　格 教授

田川　寛 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 生体関連化学 酸性腫瘍微小環境に応答し自家抗体をがん治療
に起用するペプチド性中分子の開発

九州大学 システム生命科学
府

片山　佳樹 教授

竹内　七海 ﾀｹｳﾁ ﾅﾅﾐ 分析化学関連 ナノポア計測とDNAコンピューティング技術に
よる超低濃度microRNAの検出

東京農工大学 大学院工学府 川野　竜司 教授

武島　愛夏 ﾀｹｼﾏ ｱｲｶ 有機合成化学関連 強酸性官能基を有するアミン触媒によるカルボ
ニル化合物の変換反応の開発

京都大学 理学研究科 依光　英樹 教授

橘　慎太朗 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝﾀﾛｳ エネルギー関連化学 フッ化硫化物系アニオン制御の基礎学理構築と
固体電解質材料群の開拓

立命館大学 生命科学研究科 折笠　有基 准教授

陳　夢青 ﾁｴﾝ ﾒﾝﾁﾝ 有機合成化学関連 有機半導体材料設計を目的とした卑金属触媒反
応開発

東京大学 理学系研究科 中村　栄一 特別教授

張　葉平 ﾁﾖｳ ﾖｳﾍｲ エネルギー関連化学 光触媒と高圧条件の協奏による二酸化炭素を用
いたメタンの高級炭化水素への変換

東京工業大学 物質理工学院 宮内　雅浩 教授

都築　咲保里 ﾂﾂﾞｷ ｻｵﾘ 有機合成化学関連 炭素ラジカル由来の有機金属種を利用したジ
オール類の触媒的不斉構築

京都大学 理学（系）研究科 依光　英樹 教授

鶴井　真 ﾂﾙｲ ﾏｺﾄ 有機機能材料関連 キラル希土類配位高分子の立体制御と偏光分子
材料への展開

北海道大学 大学院総合化学院 長谷川　靖
哉

教授

冨田　永希 ﾄﾐﾀ ｴｲｷ 有機合成化学関連 修飾Cp金属錯体とキラル酸の触媒間水素結合を
利用した不斉C(sp3)-H官能基化

北海道大学 生命科学院 松永　茂樹 教授

鳥井　健司 ﾄﾘｲ ｹﾝｼﾞ ケミカルバイオロジー関連 フルギミドを用いた光スイッチング蛍光分子の
開発

大阪大学 工学研究科 菊地　和也 教授

中村　将志 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ 高分子化学関連 アザ置換フェニレンビニレン共役系の開発とヘ
テロ元素配位による発光制御戦略の確立

京都大学 工学研究科 田中　一生 教授

永井　優也 ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾔ 分析化学関連 機械学習による実計測データをもとにした帰納
的な材料作製法の開発

中央大学 理工学研究科 片山　建二 教授

成田　皓樹 ﾅﾘﾀ ﾋﾛｷ 構造有機化学および物理有機
化学関連

平面ホウ素π電子系の水媒体中での自己集合化
および生体応用

名古屋大学 理学研究科 山口　茂弘 教授
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西依　隆一 ﾆｼﾖﾘ ﾘﾕｳｲﾁ グリーンサステイナブルケミ
ストリーおよび環境化学関連

キラルカルコゲナイド触媒を利用したアルケン
の環境調和型精密物質変換手法の確立

長崎大学 水産・環境科学総
合研究科

白川　誠司 准教授

野上　純太郎 ﾉｶﾞﾐ ｼﾞﾕﾝﾀﾛｳ 有機合成化学関連 分子内[2+2+2]付加環化反応を鍵とする環状π
共役分子の不斉合成と機能創発

東京工業大学 物質理工学院 田中　健 教授

萩原　佑紀 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 構造有機化学および物理有機
化学関連

光熱効果によるメカニカル結晶材料の多様化と
可能性の拡大

早稲田大学 先進理工学研究科 朝日　透 教授

橋本　彩有里 ﾊｼﾓﾄ ｻﾕﾘ 機能物性化学関連 光重合誘起分子拡散による配向表面構造の創製
と動的機能の創出

東京工業大学 物質理工学院 宍戸　厚 教授

橋本　塁人 ﾊｼﾓﾄ ﾙｲﾄ 有機機能材料関連 大環状円盤型有機半導体を用いたSnペロブスカ
イト太陽電池の高性能化

京都大学 理学研究科 若宮　淳志 教授

原田　健太郎 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 構造有機化学および物理有機
化学関連

レゾルシンアレーンカプセルの分子認識を利用
した超分子オプトードの開発

広島大学 先進理工系科学研
究科

灰野　岳晴 教授

原田　直幸 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 機能物性化学関連 励起エネルギー準位制御と長寿命化戦略に基づ
く高効率アップコンバージョン材料の創出

九州大学 工学府 君塚　信夫 教授

飯田　岳史 ﾊﾝﾀﾞ ﾀｹﾌﾐ 基礎物理化学関連 気相金属クラスター分光を革新する高密度イオ
ントラップの開発

九州大学 理学府 寺嵜　亨 教授

廣瀬　光了 ﾋﾛｾ ﾐﾂｱｷ 生体関連化学 生体外における酵素反応場の作製による会合体
形成過程の解明

立命館大学 生命科学研究科 民秋　均 教授

廣瀬　優希 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ ケミカルバイオロジー関連 抗がん剤応用を志向した環状ピロール-イミダ
ゾールポリアミドの開発と機能評価

京都大学 理学研究科 杉山　弘 教授

福永　隼也 ﾌｸﾅｶﾞ ﾄｼﾔ 構造有機化学および物理有機
化学関連

異方性ナノチューブ分子の設計・合成と機能探
索

東京大学 理学系研究科 磯部　寛之 教授

藤岡　礼任 ﾌｼﾞｵｶ ﾋﾛﾖｼ ケミカルバイオロジー関連 光スイッチング型ラマンプローブによる多重超
解像イメージングの実現

東京大学 薬学系研究科 浦野　泰照 教授

古川　寛人 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛﾄ 生体関連化学 細胞接着性膜タンパク質を搭載したエンベロー
プ型人工ウイルスキャプシドの構築

鳥取大学 工学研究科 松浦　和則 教授

松尾　悠佑 ﾏﾂｵ ﾕｳｽｹ 構造有機化学および物理有機
化学関連

新規ヘテロサーキュレンの合成および開殻種に
関する化学の開拓

京都大学 理学研究科 齊藤　尚平 准教授

水谷　凪 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾅｷﾞ 高分子化学関連 多孔性金属錯体を利用した高分子末端の厳密認
識・分離・選択的反応法の開発

東京大学 新領域創成科学研
究科

植村　卓史 教授

水野　裕彬 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｱｷ 分析化学関連 生体内反応を活用したシグナル増幅センシング 東京工業大学 理学院 福原　学 准教授

村田　竜一 ﾑﾗﾀ ﾘﾕｳｲﾁ 有機合成化学関連 高速反応の触媒的不斉誘導を実現する協働触媒
系の開発

京都大学 工学研究科 松原　誠二
郎

教授

村松　達也 ﾑﾗﾏﾂ ﾀﾂﾔ 有機機能材料関連 環状ホスト分子を用いた超分子メカノフォアの
創製

東京工業大学 物質理工学院 相良　剛光 准教授
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籔根　夏希 ﾔﾌﾞﾈ ﾅﾂｷ 無機・錯体化学関連 閉殻構造をもつクラスター化合物の金属間結合
反応活性化

大阪市立大学 大学院理学研究科 西岡　孝訓 准教授

山田　圭悟 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 構造有機化学および物理有機
化学関連

非ヘキサゴナルナノカーボンの合理的設計と自
在合成法の開発

名古屋大学 理学研究科 伊丹　健一
郎

教授

横地　浩義 ﾖｺﾁ ﾋﾛｷﾞ 高分子材料関連 動的な環状分子が拓く新しい架橋高分子とその
機能創出

東京工業大学 物質理工学院 大塚　英幸 教授
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相川　公政 ｱｲｶﾜ ｺｳｾｲ 地球資源工学およびエネル
ギー学関連

小規模・多鉱種を胚胎する複雑非鉄金属鉱床の
資源化のための新規選鉱技術の開発

北海道大学 大学院工学院 伊藤　真由
美

准教授

相澤　匠 ｱｲｻﾞﾜ ﾀｸﾐ ナノ構造化学関連 ナノ光学デバイスの創製を目的とした合成超分
子集合体とDNA工学の融合

千葉大学 融合理工学府 矢貝　史樹 教授

青貫　翔 ｱｵﾇｷ ｼﾖｳ 電気電子材料工学関連 Ge基板上へのBaSi2薄膜太陽電池の作製と高効
率タンデム型太陽電池の実現

筑波大学 理工情報生命学術
院

末益　崇 教授

赤松　昇馬 ｱｶﾏﾂ ｼﾖｳﾏ 応用物性関連 超軟磁性センダストを用いた単結晶TMRセンサ
による脳磁場検出

東北大学 工学研究科 安藤　康夫 教授

朝田　晴美 ｱｻﾀﾞ ﾊﾙﾐ 通信工学関連 テラヘルツ波帯・赤外領域の電磁波制御に向け
た磁性制御メタ材料の学理構築

東京農工大学 大学院工学府 宇野　亨 教授

厚見　慶 ｱﾂﾐ ｹｲ デザイン学関連 三次元接合可能な継手デザインによる３Ｄプリ
ント建築生産モデルの構築と実用化

筑波大学 人間総合科学学術
院

花里　俊廣 教授

Ａｄｎａｎ　Ｓ
Ｍ　Ｎａｈｅｅ
ｄ

ｱﾄﾞﾅﾝ ｴｽ ｴﾑ ﾅﾋｰ
ﾄﾞ

建築構造および材料関連 無補強組積造壁の面内・面外の破壊を追跡可能
なマクロモデルの開発

東京大学 工学系研究科 中埜　良昭 教授

鮎貝　崇広 ｱﾕｶｲ ﾀｶﾋﾛ 流体工学関連 気泡流中の非線形波を記述する３圧力２流体モ
デルの理論創成とソリトン発展の数値実験

筑波大学 理工情報生命学術
院

武若　聡 教授

Ｌｅｅ　Ｃｈｕ
ｎｇｉｌ

ｲ ﾁﾕﾝｲﾙ 航空宇宙工学関連 3次元非定常流体場再構成解析による超音速流
れからの音響波の現象解明と低減への挑戦

東北大学 工学研究科 野々村　拓 准教授

飯田　裕也 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾔ 移動現象および単位操作関連 核生成機構の体系化とその速度論的モデル構築
に立脚した合理的ナノ粒子合成戦略の確立

京都大学 工学研究科 宮原　稔 教授

石田　悠 ｲｼﾀﾞ ﾋｻｼ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

小児外科用手術ロボットシステムの知能化に関
する研究

東京大学 工学系研究科 原田　香奈
子

准教授

五三　裕太 ｲﾂﾐ ﾕｳﾀ デザイン学関連 国土・河川計画の歴史的影響を考慮した水系基
盤システムデザインによる地域特性の継承

東京大学 工学系研究科 知花　武佳 准教授

伊藤　毅彦 ｲﾄｳ ﾀｹﾋｺ 水工学関連 数値解析技術とAIを融合した洪水氾濫予測シス
テムの開発

東京理科大学 理工学研究科 二瓶　泰雄 教授

伊藤　文臣 ｲﾄｳ ﾌﾐｵ 機械力学およびメカトロニク
ス関連

シャコの打撃動作を規範とした外骨格弾性要素
と空気圧人工筋肉による瞬発力発生手法

中央大学 理工学研究科 中村　太郎 教授

稲垣　直人 ｲﾅｶﾞｷ ﾅｵﾄ 水工学関連 沿岸域の強風による水塊輸送と越波機構の解明 早稲田大学 創造理工学研究科 柴山　知也 教授

井上　暁人 ｲﾉｳｴ ｱｷﾋﾄ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

分子進化的手法による高性能な蛍光免疫セン
サーQuenchbody構築法の確立

東京工業大学 生命理工学院 上田　宏 教授

岩崎　有登 ｲﾜｻｷ ﾕｳﾄ 航空宇宙工学関連 動的失速流れの最適フィードバック制御に向け
たクラスタ低次元モデルの開発

東北大学 工学研究科 野々村　拓 准教授

ＤＣ１・工学系科学　125名　令和3年度(2021年度)特別研究員採用者一覧
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岩野　航平 ｲﾜﾉ ｺｳﾍｲ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

半自律マスタスレーブ掘削システムにおける人
の直感的操作のためのインタフェース設計

東京工業大学 工学院 岡田　昌史 教授

上松　悠人 ｳｴﾏﾂ ﾕｳﾄ ナノ材料科学関連 擬二次元性を用いた熱電性能向上の物理に基づ
く新規高性能層状熱電材料の開発

大阪大学 基礎工学研究科 中村　芳明 教授

乳原　励 ｳﾊﾞﾗ ﾂﾄﾑ 熱工学関連 核沸騰を用いた液膜蒸発の安定化により高熱流
束熱輸送を実現する伝熱促進機構の解明

神戸大学 工学研究科 浅野　等 教授

浦崎　幹八郎 ｳﾗｻｷ ｶﾝﾊﾟﾁﾛｳ 土木環境システム関連 X線μCTを用いたバイオフィルム中での特定微
生物の分布の3次元可視化技術の開発

東北大学 工学研究科 李　玉友 教授

江口　剛 ｴｸﾞﾁ ｺﾞｳ 機械力学およびメカトロニク
ス関連

魚の遊泳機能が群れ形成に果たす役割 北海道大学 水産科学院 高木　力 教授

大賀　春輝 ｵｵｶﾞ ﾊﾙｷ 流体工学関連 ナノスケールにおける固液間の速度すべりに関
する分子動力学解析

大阪大学 工学研究科 山口　康隆 准教授

太田　智陽 ｵｵﾀ ﾄﾓﾊﾙ ナノ構造物理関連 ねじれた磁化構造を有する原子層デバイスを用
いた超伝導電流の制御

大阪大学 理学研究科 新見　康洋 准教授

岡本　耕太 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀ 機械力学およびメカトロニク
ス関連

吸引領域に着目した身体力学系と神経制御系に
起因する歩行のフラクタル形成メカニズム

京都大学 工学研究科 泉田　啓 教授

生越　季理 ｵｺﾞｼ ﾐﾉﾘ 建築構造および材料関連 自然形態の力学的特性解明とその特性を適用し
たシェル形状最適化；二枚貝を対象に

新潟大学 自然科学研究科 加藤　大介 教授

長田　将 ｵｻﾀﾞ ﾏｻﾙ 電子デバイスおよび電子機器
関連

極低雑音周波数生成技術に基づく次世代ミリ波
集積システムの実現

東京大学 工学系研究科 飯塚　哲也 准教授

小澤　悠 ｵｻﾞﾜ ﾕｳ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

表裏異方弾性履帯の形状適応により複雑凹凸地
形でも超高走破性を示す単輪クローラ機構

東北大学 情報科学研究科 田所　諭 教授

笠井　美玖 ｶｻｲ ﾐｸ 航空宇宙工学関連 機能性分子センサを用いた低レイノルズ数にお
ける非定常干渉流れの解明

東北大学 工学研究科 浅井　圭介 教授

加藤　慎太郎 ｶﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ ナノ材料科学関連 単一原子触媒から成るカスケード型高速CO2電
解還元系の創製

大阪大学 基礎工学研究科 中西　周次 教授

加藤　留偉 ｶﾄｳ ﾙｲ 制御およびシステム工学関連 不確かさをもつ非線形ネットワークのマルチス
ケール解析：遺伝子ネットワークへの応用

東京工業大学 情報理工学院 石井　秀明 教授

鐘ヶ江　壮介 ｶﾈｶﾞｴ ｿｳｽｹ 構造材料および機能材料関連 3Dプリントを用いた軽量・衝撃吸収・形状記憶
メタマテリアル開発

大阪大学 工学研究科 小泉　雄一
郎

教授

河原　康仁 ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾋﾄ 材料加工および組織制御関連 鉄鋼材料における炭素クラスターと転位の相互
作用の解明

九州大学 工学府 金子　賢治 教授

河邉　拓樹 ｶﾜﾍﾞ ﾋﾛｷ 航空宇宙工学関連 航空機主翼における革新的軽量構造の設計及び
製造手法の構築

東京大学 新領域創成科学研
究科

青木　雄一
郎

客員准教授
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季　思雨 ｷ ｽｳ 建築環境および建築設備関連 木造住宅暖房負荷最小化に向けた潜熱蓄熱建材
の特性および配置の最適化に関する研究

東京大学 工学系研究科 前　真之 准教授

ＫＩＭ　ＭＩＨ
ＹＥＯＮ

ｷﾑ ﾐﾋﾖﾝ 金属材料物性関連 MnTe多形変態のひずみ制御およびそのストレイ
ントロニクスデバイスへの展開

東北大学 工学研究科 須藤　祐司 教授

木村　和恵 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｴ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

ゲノムシャッフリングとデータ拡張技術を用い
た細胞品質解析の高度化

名古屋大学 創薬科学研究科 加藤　竜司 准教授

木村　考岐 ｷﾑﾗ ﾀｶｷ 薄膜および表面界面物性関連 配向を制御したナノ構造体薄膜の作製とフレキ
シブル太陽電池への応用

京都大学 エネルギー科学研
究科

佐川　尚 教授

隈部　岳瑠 ｸﾏﾍﾞ ﾀｹﾙ 電子デバイスおよび電子機器
関連

通信機の超低消費電力化に向けた窒化ガリウム
系高周波トランジスタの開発

名古屋大学 工学研究科 天野　浩 教授

桑島　悠 ｸﾜｼﾞﾏ ﾕｳ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

電気流体メカトロニクスを用いたソフトロボッ
ト制御

芝浦工業大学 理工学研究科 前田　真吾 教授

小井手　祐介 ｺｲﾃﾞ ﾕｳｽｹ 流体工学関連 界面活性剤と流体の分子スケールでの相互作用
から探る抵抗低減の物理機構

大阪大学 基礎工学研究科 後藤　晋 教授

小林　海斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 土木計画学および交通工学関
連

機械学習を利用したGNSSのインテグリティ予測 東京海洋大学 海洋科学技術研究
科

久保　信明 教授

小林　知嵩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾀｶ 熱工学関連 多重噴流衝突圧縮を利用した燃焼・凝縮系核反
応両用型高効率エンジンの研究

早稲田大学 基幹理工学研究科 内藤　健 教授

齋藤　恵里佳 ｻｲﾄｳ ｴﾘｶ 複合材料および界面関連 サブナノオーダーでの有機電荷移動錯体の配列
制御と有機デバイスへの展開

山形大学 大学院有機材料シ
ステム研究科

吉田　司 教授

齋藤　啓次郎 ｻｲﾄｳ ｹｲｼﾞﾛｳ 金属生産および資源生産関連 不均一酸化物は精錬に有効か？-脱リン反応解
析に向けた活量測定と溶体モデルの構築-

京都大学 エネルギー科学研
究科

長谷川　将
克

准教授

榊原　涼太郎 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘﾖｳﾀﾛｳ 結晶工学関連 インターカレーション法を利用したグラフェン
/SiC界面での二次元超伝導体の作製

名古屋大学 工学研究科 乗松　航 准教授

佐竹　祐紀 ｻﾀｹ ﾕｳｷ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

伸展・屈曲機構を用い成長するロボットの設
計・制御論の構築に関する研究

早稲田大学 創造理工学研究科 石井　裕之 准教授

佐藤　紫乃 ｻﾄｳ ｼﾉ 電気電子材料工学関連 室温スピン偏極半導体ナノ材料の実現によるス
ピン光デバイスの開発

北海道大学 大学院情報科学院 村山　明宏 教授

佐藤　遼 ｻﾄｳ ﾘﾖｳ 加工学および生産工学関連 光周波数コムの次元変換で実現する次世代XYZ3
軸「絶対」位置極高精度計測への挑戦

東北大学 工学研究科 高　偉 教授

塩谷　光平 ｼｵﾀﾆ ｺｳﾍｲ 材料力学および機械材料関連 ハイエントロピー合金の粒界形態の階層性から
探る新しい高温高強度発現メカニズム

金沢大学 自然科学研究科 下川　智嗣 教授

志賀　仁美 ｼｶﾞ ﾋﾄﾐ 無機材料および物性関連 (110)層状ペロブスカイトの高温構造物性と新
物質探索

東京工業大学 理学院 八島　正知 教授
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繁森　弘基 ｼｹﾞﾓﾘ ﾋﾛｷ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

オンチップ迅速核酸増幅-免疫FET検出による
POCT多項目診断バイオセンサの開発

神戸大学 人間発達環境学研
究科

脇田　慎一 教授

島田　萌絵 ｼﾏﾀﾞ ﾓｴ 電子デバイスおよび電子機器
関連

シミュレーテッド量子アニーリング搭載型イジ
ング計算機での量子計算機エミュレータ

東京農工大学 大学院工学府 白樫　淳一 教授

周　安博 ｼﾕｳ ﾔｽﾋﾛ 反応工学およびプロセスシス
テム工学関連

実験・計算化学を融合した高性能電気化学触媒
の合成および新規反応経路の解明

大阪大学 基礎工学研究科 西山　憲和 教授

愼改　豪 ｼﾝｶｲ ﾀｹｼ 無機材料および物性関連 垂直配向ナノロッドとプロトン導電性ナノシー
トの接合による有機ガスの超高感度認識

熊本大学 自然科学教育部 木田　徹也 教授

新藤　幹 ｼﾝﾄﾞｳ ｶﾝ 建築環境および建築設備関連 建築環境性能を向上させるコンピュテーション
技術の有効利用法に関する研究

早稲田大学 創造理工学研究科 田邉　新一 教授

末永　陽一 ｽｴﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ 航空宇宙工学関連 複数の小型有翼機の連結からなる複合型有翼探
査機WITCHシステム

東京大学 新領域創成科学研
究科

鈴木　宏二
郎

教授

鈴木　隆起 ｽｽﾞｷ ﾘﾕｳｷ 応用物性関連 電流誘起ラシュバトルクの制御 慶應義塾大学 理工学研究科 安藤　和也 准教授

関澤　祐侑 ｾｷｻﾞﾜ ﾕｳ ナノ材料科学関連 金ナノロッドの配向・位置制御技術の確立と新
規光学材料への展開

北海道大学 生命科学院 居城　邦治 教授

孫　健 ｿﾝ ｺﾝ 生体材料学関連 汗に存在するストレスマーカーを検出可能な
ウェアラブルアプタマーセンサーの開発

東京工業大学 生命理工学院 藤枝　俊宣 講師

高桑　聖仁 ﾀｶｸﾜ ﾏｻﾋﾄ 薄膜および表面界面物性関連 水蒸気プラズマを用いた超柔軟な導電接合技術
の開発

早稲田大学 創造理工学研究科 梅津　信二
郎

教授

高田　真悟 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 電気電子材料工学関連 酸化物界面を用いた高効率スピン流電流変換の
実証とスピントロニクスデバイスの創出

東京大学 工学系研究科 大矢　忍 准教授

高橋　知也 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

狭隘空間内への超網羅的供給・回収作業を可能
とするヒモムシ規範型展開機構の研究

東北大学 情報科学研究科 多田隈　建
二郎

准教授

高畠　萌 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾓｴ 触媒プロセスおよび資源化学
プロセス関連

アルカンの脱水素カップリングにおける水素の
逆スピルオーバーを利用した触媒系の設計

東京工業大学 物質理工学院 冨田　育義 教授

高山　創 ﾀｶﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 通信工学関連 電力変換回路の小型集積化に向けたSiC MOSFET
のディジタル駆動回路の開発

京都大学 工学研究科 引原　隆士 教授

田口　富隆 ﾀｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ 光工学および光量子科学関連 標準量子限界を超える光計測に向けたパルスス
クイージングの極限性能の追求

東京大学 工学系研究科 小関　泰之 准教授

竹原　悠人 ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾄ 移動現象および単位操作関連 情報学を活用した移動現象制御手法の開発とパ
ワー半導体作製プロセスへの適用

大阪大学 基礎工学研究科 岡野　泰則 教授

竹渕　優馬 ﾀｹﾌﾞﾁ ﾕｳﾏ 無機材料および物性関連 放射線計測を目的としたペロブスカイト型構造
を有するフッ化物単結晶の開発

奈良先端科学技
術大学院大学

先端科学技術研究
科

柳田　健之 教授

多田　悠人 ﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ 土木環境システム関連 ラフィド藻類に由来するハロ酢酸前駆物質の特
定に基づいたハロ酢酸の制御手法の開発

京都大学 工学研究科 伊藤　禎彦 教授
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田村　成 ﾀﾑﾗ ｼﾞﾖｳ 通信工学関連 メタサーフェスを用いた近傍界制御によるア
レーアンテナの小型化及び高精度化

横浜国立大学 理工学府 新井　宏之 教授

唐　佳潔 ﾀﾝ ｼﾞｱｼﾞｴ 地盤工学関連 環境曝露試験と簡易数値解析に基づく自然由来
汚染土壌の長期評価システムの構築

京都大学 地球環境学舎 勝見　武 教授

ＴＡＮＤＲＹＯ
ＲＩＣＫＳＥＮ

ﾀﾝﾄﾞﾘｰﾖ ﾘｸｾﾝ 結晶工学関連 Naフラックス法における局所クーリング技術に
よるバルクGaN結晶成長の実現

大阪大学 工学研究科 森　勇介 教授

段野下　宙志 ﾀﾞﾝﾉｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 構造材料および機能材料関連 2相組織制御と強化機構に基づく高疲労強度
フェライト-マルテンサイト鋼の設計

横浜国立大学 理工学府 梅澤　修 教授

近澤　拓弥 ﾁｶｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 航空宇宙工学関連 三体力学系における運用の不確定性に対してロ
バストな周期軌道設計および軌道制御手法

東京大学 新領域創成科学研
究科

川勝　康弘 教授

千田　勤 ﾁﾀﾞ ﾂﾄﾑ 反応工学およびプロセスシス
テム工学関連

プラズマ照射で空気と水から酸化剤を生み出す
触媒フリーのバイオマス高付加価値化技術

東北大学 工学研究科 北川　尚美 教授

ＤＩＮＧ　ＷＥ
ＮＹＡＮＧ

ﾁﾖｳ ﾌﾞﾝﾖｳ 熱工学関連 粒子と波動の二重性を利用した低次元物質の
フォノン輸送のフルスペクトル制御

東京大学 工学系研究科 塩見　淳一
郎

教授

辻川　夕貴 ﾂｼﾞｶﾜ ﾕｷ 薄膜および表面界面物性関連 陽電子ビームによるホウ素単原子シートの構造
解析と機能性開拓

東京大学 理学系研究科 松田　巌 教授

寺西　郁 ﾃﾗﾆｼ ｶｵﾙ 制御およびシステム工学関連 計算量的安全性に基づく秘匿性を考慮した制御
理論の構築

電気通信大学 情報理工学研究科 小木曽　公
尚

准教授

内藤　貴大 ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 電気電子材料工学関連 バレーエンジニアリングを駆使したゲルマニウ
ムスピン素子の室温高性能化

大阪大学 基礎工学研究科 浜屋　宏平 教授

中村　航 ﾅｶﾑﾗ ﾜﾀﾙ 水工学関連 マングローブ林内のブルーカーボン生態系モデ
ルの構築と長期的な炭素隔離量の評価

東京大学 新領域創成科学研
究科

佐々木　淳 教授

中谷　勇希 ﾅｶﾔ ﾕｳｷ 触媒プロセスおよび資源化学
プロセス関連

多元素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 大学院総合化学院 古川　森也 准教授

永井　歩美 ﾅｶﾞｲ ｱﾕﾐ 電力工学関連 NANOMET圧粉を用いた3次元構造SRモータの開発
とハイブリット重機への応用

東北大学 工学研究科 中村　健二 教授

夏原　大悟 ﾅﾂﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 加工学および生産工学関連 マイクロ流体チップテクノロジーを応用したマ
ルチプレックス遺伝子診断デバイスの開発

豊橋技術科学大
学

工学研究科 柴田　隆行 教授

西岡　大貴 ﾆｼｵｶ ﾀﾞｲｷ 薄膜および表面界面物性関連 固体電気二重層を利用する超高速動作・高線型
性人工シナプス素子の開発

東京理科大学 理学研究科 樋口　透 准教授

西嶋　泰樹 ﾆｼｼﾞﾏ ﾀｲｷ 電子デバイスおよび電子機器
関連

トポロジカル結晶絶縁体における電流-スピン
流変換現象の評価と磁化反転応用

京都大学 工学研究科 白石　誠司 教授

橋田　紘明 ﾊｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 通信工学関連 知能電波反射面を用いた無線通信システムの構
築と６Ｇ時代の情報ネットワークへの貢献

東北大学 情報科学研究科 加藤　寧 教授
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林　康太 ﾊﾔｼ ｺｳﾀ 光工学および光量子科学関連 ファイバー型プローブによる3次元任意空間配
置での生体サンプルの光濃縮技術の開発

大阪府立大学 理学系研究科 飯田　琢也 教授

林　秀一郎 ﾊﾔｼ ｼﾕｳｲﾁﾛｳ 材料加工および組織制御関連 フェムト秒レーザー改質による透明高分子材料
内部への三次元炭素構造の作製とその応用

慶應義塾大学 理工学研究科 寺川　光洋 准教授

原　征大 ﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 電気電子材料工学関連 オーム性接触形成メカニズム解明に向けた金属
/炭化珪素界面に関する基礎研究

京都大学 工学研究科 木本　恒暢 教授

原田　知季 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓｷ ナノ構造物理関連 光ヘテロダイン光熱変換法によるナノピラー複
合材料の熱物性評価と熱電素子応用

宮崎大学 農学工学総合研究
科

福山　敦彦 教授

Ｈａｒｆａｈ
Ｈａｌｉｍａｈ

ﾊﾙﾌｱ ﾊﾘﾏ 薄膜および表面界面物性関連 二次元ベースの磁気トンネル接合に基づく
ニューロモルフィックデバイスの理論的研究

大阪大学 基礎工学研究科 石原　一 教授

久田　拓海 ﾋｻﾀﾞ ﾀｸﾐ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

抗体生産細胞のリアルタイム品質評価における
画像解析技術の開発

名古屋大学 創薬科学研究科 加藤　竜司 准教授

廣川　颯汰 ﾋﾛｶﾜ ｿｳﾀ 熱工学関連 新規熱輸送デバイスの創出に繋がるグラフェン
液体セルを用いたナノスケール相変化実験

九州大学 工学府 高橋　厚史 教授

ＰＨＡＮ　ＱＵ
ＯＣ　ＫＨＡＮ
Ｈ

ﾌｱﾝ ｸｵ ｶﾝ 生体医工学関連 位置特異的にNO放出剤を修飾した抗体医薬：血
管透過性の亢進をねらった疾患の治療

九州大学 システム生命科学
府

片山　佳樹 教授

福田　源希 ﾌｸﾀﾞ ｹﾞﾝｷ ナノ構造物理関連 光励起単一電子スピン操作による光子偏光-電
子スピン量子状態変換の実証

大阪大学 工学研究科 大岩　顕 教授

藤村　諒大 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 材料加工および組織制御関連 流体力学計算に基づく高感度溶液分析法の次世
代金属材料腐食反応精密解析への適用

北海道大学 大学院総合化学院 伏見　公志 准教授

馬　祥 ﾏ ｼﾖｳ 航空宇宙工学関連 カスプ磁場型磁気ノズルスラスタのスケーリン
グ則確立

東京農工大学 大学院工学府 西田　浩之 准教授

松浦　祐樹 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｷ 金属材料物性関連 データ同化法の活用による計算組織学の再構築 名古屋大学 工学研究科 小山　敏幸 教授

松林　錦 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾆｼｷ 医用システム関連 BNCTにおける熱、熱外、高速中性子に固有な感
度をもつリアルタイム検出器の開発

京都大学 工学研究科 田中　浩基 准教授

松村　正太郎 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾖｳﾀﾛｳ 加工学および生産工学関連 大気圧プラズマを用いたX線結晶光学素子の超
精密無歪み加工

大阪大学 工学研究科 山内　和人 教授

真部　魁人 ﾏﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 流体工学関連 超音速内部流動における相変化を伴う二相流動
現象の解明

九州大学 工学府 古川　雅人 教授

三上　航平 ﾐｶﾐ ｺｳﾍｲ 船舶海洋工学関連 逆有限要素法を用いた船体構造健全性評価シス
テムの開発に関する研究

東京大学 新領域創成科学研
究科

村山　英晶 教授

光山　容正 ﾐﾂﾔﾏ ﾔｽﾏｻ 材料力学および機械材料関連 大規模計算を活用した積層造形の高精度材料組
織予測マルチスケールモデリング

京都工芸繊維大
学

工芸科学研究科 高木　知弘 教授
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宮崎　優 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳ 応用物性関連 トポロジカルナノワイヤーの作製及び表面輸送
特性の電界制御と力学制御

東京大学 工学系研究科 塩見　雄毅 准教授

宮武　立彦 ﾐﾔﾀｹ ﾀﾂﾋｺ 原子力工学関連 レーザー駆動イオン加速による高電離・短パル
ス重イオンビーム輸送ダイナミクスの解明

九州大学 総合理工学府 榊　泰直 客員教授

宮武　知範 ﾐﾔﾀｹ ﾄﾓﾉﾘ 応用物性関連 銅酸化物を徹底的に模倣することで検証する高
温超伝導の発現機構と新超伝導物質開発

横浜国立大学 理工学府 上原　政智 准教授

宮武　悠人 ﾐﾔﾀｹ ﾕｳﾄ 光工学および光量子科学関連 相変化材料を用いたプログラマブル光回路に関
する研究

東京大学 工学系研究科 竹中　充 准教授

三輪　徹 ﾐﾜ ﾄｵﾙ 土木環境システム関連 Metazoaのバイオフィルム捕食能力を核とした
膜ファウリング制御技術の開発

長岡技術科学大
学

工学研究科 山口　隆司 教授

村上　善樹 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼｷ 金属材料物性関連 微分位相コントラストSTEMを用いたNd-Fe-B系
磁石の保磁力発現機構の解明

東京大学 工学系研究科 柴田　直哉 教授

室原　昌弥 ﾑﾛﾊﾗ ﾏｻﾔ 航空宇宙工学関連 水推進機の多機能化に向けた水-金属粉体燃焼
による1N級小型推進機の実験的研究

東京大学 工学系研究科 小泉　宏之 准教授

森　史奈 ﾓﾘ ﾌﾐﾅ 生体医工学関連 脳磁図による多感覚刺激応答の評価およびブレ
インコンピュターインターフェースの開発

東京大学 工学系研究科 小谷　潔 准教授

ＭＥＮＧ　ＨＡ
Ｎ

ﾓﾝ ﾊﾝ 熱工学関連 一次元ファンデルワールスヘテロ構造の熱伝導
率の研究

東京大学 工学系研究科 塩見　淳一
郎

教授

安江　絵翔 ﾔｽｴ ｶｲｶﾞ 地盤工学関連 マルチスケールでみた洗掘機構解明：地盤と流
体の境界領域の新たなダイナミクス構築

名古屋工業大学 工学研究科 前田　健一 教授

安田　匠 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 電力工学関連 EV向け次世代大容量超急速充電器の開発 長岡技術科学大
学

技術科学イノベー
ション専攻

伊東　淳一 教授

山下　和真 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾏ 複合材料および界面関連 モルフォ蝶のナノ構造発色に学ぶ新たな透過光
材料の開発

大阪大学 工学研究科 齋藤　彰 准教授

山田　圭吾 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 航空宇宙工学関連 流れのリアルタイム制御を可能にする動的ス
パース観測の実現

東北大学 工学研究科 野々村　拓 准教授

山田　諒 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾖｳ 建築構造および材料関連 地震時挙動を考慮した鉄筋コンクリート造建物
の構造性能評価法の開発

京都大学 工学研究科 西山　峰広 教授

ＹＯＯＮ　ＪＵ
ＹＯＵＮＧ

ﾕﾝ ｼﾞﾕﾖﾝ 応用物性関連 反強磁性ワイルセミメタル薄膜のスピン物性と
機能性に関する研究

東北大学 工学研究科 深見　俊輔 教授

用正　大地 ﾖｳｼﾖｳ ﾀﾞｲﾁ 航空宇宙工学関連 宇宙用次世代太陽電池材料のプロセス探索 九州大学 総合理工学府 寒川　義裕 教授

横田　翔 ﾖｺﾀ ｼﾖｳ 流体工学関連 先端的イメージングと非接触磁力支持技術によ
る物体周りの流体力・騒音発生機構の解明

東北大学 工学研究科 浅井　圭介 教授

吉岡　達史 ﾖｼｵｶ ﾀﾂｼ 無機材料および物性関連 ゼオライト細孔内のサイト選択的な逐次脱アル
ミニウム・欠陥補修法の確立

東京大学 工学系研究科 大久保　達
也

教授
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吉川　弾 ﾖｼｶﾜ ﾀﾞﾝ 医療福祉工学関連 手指麻痺者の手指動作と感覚機能を補完する装
着型サイバニックフィンガーの開発

筑波大学 理工情報生命学術
院

山海　嘉之 教授

李　泓翰 ﾘ ｺｳｶﾝ 生体医工学関連 機械学習に基づく細胞アッセイ技術の開発 大阪大学 基礎工学研究科 出口　真次 教授

渡邉　史朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾛｳ 機械力学およびメカトロニク
ス関連

水晶振動子センサプローブによる肝オルガノイ
ドのハイスループットスクリーニング

東京大学 工学系研究科 新井　史人 教授

渡部　広機 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 生体医工学関連 赤外レーザーによる世界最高速細胞解凍技術の
創出とその凍結困難細胞への応用

信州大学 総合医理工学研究
科

秋山　佳丈 教授
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浅野　敬大 ｱｻﾉ ﾀｶﾋﾛ 知能ロボティクス関連 超多自由度伸長ジャミングアームシステムの開
発

東京大学 工学系研究科 山川　雄司 准教授

荒川　陸 ｱﾗｶﾜ ﾘｸ 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

音声のデジタル化粧技術の確立と認知的影響 東京大学 情報理工学系研究
科

稲見　昌彦 教授

石飛　晶啓 ｲｼﾄﾋﾞ ｱｷﾉﾘ 高性能計算関連 変形を伴う塗膜における経年劣化のビジュアル
シミュレーション

慶應義塾大学 理工学研究科 藤代　一成 教授

板尾　健司 ｲﾀｵ ｹﾝｼﾞ ソフトコンピューティング関連 家族構造と社会構造の生成における普遍性 東京大学 総合文化研究科 金子　邦彦 教授

伊東　健一 ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 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

視聴触覚間のクロスモーダル効果を用いた多様
な風感覚提示手法の研究

東京大学 新領域創成科学研
究科

割澤　伸一 教授

上村　京也 ｳｴﾑﾗ ｷﾖｳﾔ 統計科学関連 帯観測モデルを用いた質量分析の性能向上と包
括的タンパク質同定システムの開発

京都大学 情報学研究科 田中　利幸 教授

大島　國弘 ｵｵｼﾏ ｸﾆﾋﾛ 計算機システム関連 バッテリーフリー・長寿命有機薄膜センサ回路
の実現

京都大学 情報学研究科 佐藤　高史 教授

大西　絵奈 ｵｵﾆｼ ｴﾅ 認知科学関連 連れション""にみる行動伝染と社会ネットワー
ク：大型類人猿の比較研究""

京都大学 理学研究科 山本　真也 准教授

小高　充弘 ｵﾀﾞｶ ﾐﾂﾋﾛ 生命、健康および医療情報学
関連

ウイルス感染における宿主細胞マルチスケール
ダイナミクスのモデル駆動型研究

総合研究大学院
大学

複合科学研究科 井上　克巳 教授

小原　光暁 ｵﾊﾞﾗ ﾐﾂｱｷ 数理情報学関連 リーマン多様体上の制約付き最適化理論の深化
とその応用

東京大学 情報理工学系研究
科

武田　朗子 教授

樫原　輝 ｶｼﾊﾗ ｱｷﾗ 感性情報学関連 人の主観的「おいしさ」を理解するメンタルヘ
ルスケアデバイスの研究

筑波大学 グローバル教育院 鈴木　健嗣 教授

加納　伸一 ｶﾉｳ ｼﾝｲﾁ 数理情報学関連 改良Chubanov法の対称錐計画問題への拡張 筑波大学 理工情報生命学術
院

吉瀬　章子 教授

Ｋａｎｇ　Ｒｕ
ｉ

ｶﾝ ﾙｲ 情報ネットワーク関連 ネットワークエッジにおける仮想ネットワーク
機能の分散配置方式

京都大学 情報学研究科 大木　英司 教授

隈部　壮 ｸﾏﾍﾞ ｿｳ 数理情報学関連 離散境界構造に基づく高速アルゴリズム 東京大学 情報理工学系研究
科

平井　広志 准教授

久米　啓太 ｸﾒ ｹｲﾀ ソフトコンピューティング関
連

Stiefel多様体上最適化のための新Cayley変換
理論とデータサイエンス応用

東京工業大学 工学院 山田　功 教授

倉友　乃康 ｸﾗﾄﾓ ﾉｺｳ デザイン学関連 追従型ピンポイント立体音響提示に基づくユー
ザーの認知と興味の整合技術

筑波大学 理工情報生命学術
院

若槻　尚斗 准教授

古殿　幸大 ｺﾄﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ 知能ロボティクス関連 四脚ロボットを用いた四足動物の歩容生成・遷
移・適応メカニズムの構成論的理解

京都工芸繊維大
学

工芸科学研究科 射場　大輔 教授

佐藤　志貴 ｻﾄｳ ｼｷ 知能情報学関連 選択問題を活用した対話システム研究開発プロ
セスの刷新

東北大学 情報科学研究科 乾　健太郎 教授

ＤＣ１・情報学　54名　令和3年度(2021年度)特別研究員採用者一覧
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佐藤　竜馬 ｻﾄｳ ﾘﾖｳﾏ 知能情報学関連 グラフニューラルネットワークの理論解析と高
速化

京都大学 情報学研究科 鹿島　久嗣 教授

椎名　峻平 ｼｲﾅ ｼﾕﾝﾍﾟｲ 高性能計算関連 将来のメモリ階層の深化を見据えた動的タスク
スケジューリング手法

東京大学 情報理工学系研究
科

田浦　健次
朗

教授

ＪＩ　ＸＩＡＯ
ＴＯＮＧ

ｼﾞ ｼﾖｳﾄﾝ 情報学基礎論関連 高信頼識別のための最適リジェクトの理論およ
び応用研究

九州大学 システム情報科学
府

内田　誠一 教授

鈴木　一平 ｽｽﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ エンタテインメントおよび
ゲーム情報学関連

映像撮影のサポートシステムとインターフェイ
スに関する研究

筑波大学 人間総合科学学術
院

宇陀　則彦 教授

住　拓磨 ｽﾐ ﾀｸﾏ 生命、健康および医療情報学
関連

神経回路網における損傷修復性のin vitro解析
とそのモデル化

東北大学 医工学研究科 平野　愛弓 教授

宋　海越 ｿｳ ｶｲｴﾂ 知能情報学関連 多言語コーパス構築とドメイン適応による低資
源機械翻訳

京都大学 情報学研究科 黒橋　禎夫 教授

高木　健 ﾀｶｷ ｹﾝ 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

皮膚と骨における音波の伝搬モデルを用いた骨
伝導音響デバイスの音漏れ抑止

東京大学 工学系研究科 川原　圭博 教授

高木　駿 ﾀｶｷﾞ ｼﾕﾝ 情報セキュリティ関連 個人化されたプライバシ保護型データ収集手法
の研究

京都大学 情報学研究科 吉川　正俊 教授

田中　叡 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 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

身体の運動を必要としないVRインタフェースの
開発

電気通信大学 情報理工学研究科 梶本　裕之 教授

谷口　尚平 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾖｳﾍｲ 知能情報学関連 深層ニューラルネットワークを用いた高精度で
効率的な確率推論法の開発と応用

東京大学 工学系研究科 松尾　豊 教授

張　毅 ﾁﾖｳ ｲ ソフトコンピューティング関
連

深層学習を用いた超複素ロバスト主成分分析法
に関する研究

東京工業大学 工学院 山田　功 教授

土屋　平 ﾂﾁﾔ ﾀｲﾗ 統計科学関連 線形バンディット問題における実用的アルゴリ
ズムの構築

京都大学 情報学研究科 本多　淳也 准教授

鄭　舒元 ﾃｲ ｼﾞﾖｹﾞﾝ データベース関連 機械学習用データ取引市場を構築するための基
盤技術に関する研究

京都大学 情報学研究科 吉川　正俊 教授

丁　曄澎 ﾃｲ ﾖｳﾎｳ ソフトウェア関連 汎用アクション指向言語による形式手法の研究 東京大学 工学系研究科 佐藤　周行 准教授

ＤＵ　ＫＡＮＧ
ＨＵＩ

ﾄ ｺｳｷ 知能ロボティクス関連 低モラル行動を抑制する同調圧力行動の大量
データからの抽出とロボットへの利用

京都大学 情報学研究科 神田　崇行 教授

鳥取　岳広 ﾄﾂﾄﾘ ﾀｹﾋﾛ ソフトコンピューティング関
連

最適制御理論に基づいた補助情報の観測・生成
を伴う集団の最適探索戦略の理論構築

東京大学 情報理工学系研究
科

小林　徹也 准教授

中嶋　大志 ﾅｶｼﾏ ﾀｲｼ 知覚情報処理関連 選択的音楽聴取を実現するリアルタイム音源分
離とその応用

東京都立大学 大学院システムデ
ザイン研究科

小野　順貴 教授

西村　和也 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 知覚情報処理関連 深層学習は関連タスクを学べるか：関連タスク
学習能力の獲得とバイオ画像への応用

九州大学 システム情報科学
府

備瀬　竜馬 准教授
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西村　太一 ﾆｼﾑﾗ ﾀｲﾁ 知能情報学関連 作業映像からの手順書の自動生成 京都大学 情報学研究科 森　信介 教授

樋口　陽祐 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 知覚情報処理関連 実用性の高いEnd-to-End音声認識に向けた研究 早稲田大学 基幹理工学研究科 小林　哲則 教授

平岡　直樹 ﾋﾗｵｶ ﾅｵｷ 知能ロボティクス関連 等身大ヒューマノイド全身接触を駆使する身体
物体タスク一体計画制御適応組織システム

東京大学 情報理工学系研究
科

岡田　慧 教授

平山　侑樹 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳｷ ソフトコンピューティング関
連

不確かさを考慮するハードウェア指向ベイズ深
層学習技術の開拓

東京大学 情報理工学系研究
科

高前田　伸
也

准教授

樋渡　啓太郎 ﾋﾜﾀｼ ｹｲﾀﾛｳ 情報学基礎論関連 プライバシー保護大規模データ分析を可能にす
る秘密分散ベース秘密計算手法の開発

東京大学 情報理工学系研究
科

高木　剛 教授

古江　弘樹 ﾌﾙｴ ﾋﾛｷ 情報セキュリティ関連 多変数多項式問題に基づく耐量子暗号の構成と
安全性評価

東京大学 情報理工学系研究
科

高木　剛 教授

堀口　修平 ﾎﾘｸﾞﾁ ｼﾕｳﾍｲ ソフトコンピューティング関
連

強化学習理論に基づく免疫系設計原理の解明 東京大学 情報理工学系研究
科

小林　徹也 准教授

ＨＵＡＮＧ　Ｗ
ＥＮＣＨＩＮ

ﾎﾜﾝ ｳｴﾝﾁﾝ 知能情報学関連 多元信号を用いたリアルタイム低遅延音声変換
による音声コミュニケーション拡張

名古屋大学 情報学研究科 戸田　智基 教授

升山　義紀 ﾏｽﾔﾏ ﾖｼｷ 知覚情報処理関連 位相差のモデルを活用したアドホックマイクロ
ホンアレイ信号処理

東京都立大学 大学院システムデ
ザイン研究科

小野　順貴 教授

松下　祐介 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｽｹ ソフトウェア関連 堅牢で高性能なシステムプログラミング言語の
ための理論と応用

東京大学 情報理工学系研究
科

小林　直樹 教授

三重野　華菜 ﾐｴﾉ ｶﾅ 認知科学関連 場所細胞と時間細胞の操作による時空間情報表
現メカニズムの解明

同志社大学 脳科学研究科 高橋　晋 教授

村田　健悟 ﾑﾗﾀ ｹﾝｺﾞ 知能情報学関連 ニューラルネットワークを対象とした忘却回避
型継続学習の実現

青山学院大学 理工学研究科 大原　剛三 教授

森本　大智 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ ソフトコンピューティング関
連

深層ニューロエボリューションによる多脚自律
ロボティックスワームの群れ行動生成

広島大学 先進理工系科学研
究科

大倉　和博 教授

諸戸　祐哉 ﾓﾛﾄ ﾕｳﾔ 知覚情報処理関連 モダリティ融合解析に基づく多様性と解釈性を
備えた映像推薦技術の構築

北海道大学 情報科学院 長谷山　美
紀

教授

矢倉　大夢 ﾔｸﾗ ﾋﾛﾑ 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

任意ツールでのデザイン支援のためのGANを用
いたサンプル模倣フレームワーク

筑波大学 理工情報生命学術
院

後藤　真孝 教授（連携
大学院）

柳　凜太郎 ﾔﾅｷﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 知覚情報処理関連 異種メディア融合に基づく対話型マルチメディ
ア検索技術の構築

北海道大学 情報科学院 長谷山　美
紀

教授

吉戸　香奈 ﾖｼﾄﾞ ｶﾅ 生命、健康および医療情報学
関連

抗原識別および記憶動態に基づく免疫システム
の統一的理解

京都大学 生命科学研究科 松田　道行 京都大学大
学院 生命
科学研究科
教授
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ＬＩ　ＺＯＮＧ
ＹＡＯ

ﾘ ｿﾞﾝﾖｳ 知能情報学関連 画風変換に基づく教師なしドメイン適応に関す
る研究

北海道大学 情報科学院 長谷山　美
紀

教授
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Ａｉｂｅｋｏｖ
ａ　Ｌａｚｚａ
ｔ

ｱｲﾍﾞｺｳﾞｱ ﾗｻﾞｰﾄ 進化生物学関連 アリ脚の進化と機能形態に関する研究 沖縄科学技術大
学院大学

科学技術研究科 ＥＣＯＮＯ
ＭＯ　Ｅｖ
ａｎ

教授

東　智範 ｱﾂﾞﾏ ﾄﾓﾉﾘ 進化生物学関連 ハプティスタ系統群における、葉緑体獲得段階
の解明

京都大学 人間・環境学研究
科

宮下　英明 教授

油谷　直孝 ｱﾌﾞﾗﾀﾆ ﾅｵﾀｶ 形態および構造関連 軟骨魚類の広塩性メカニズムの解明：「海水
魚」がなぜ低塩分環境に適応できるのか

東京大学 理学系研究科 兵藤　晋 教授

網野　海 ｱﾐﾉ ｶｲ 生態学および環境学関連 深層学習を用いたチョウ擬態形質の適応的意義
の解明

東京大学 農学生命科学研究
科

松尾　隆嗣 准教授

伊藤　聖 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 動物生理化学、生理学および
行動学関連

嗅覚による寿命制御メカニズムの解明 広島大学 統合生命科学研究
科

千原　崇裕 教授

伊藤　慶 ｲﾄｳ ｹｲ 細胞生物学関連 Cep57・Cep57L1を基軸とした中心小体間結合の
分子機構の解明

東京大学 薬学系研究科 北川　大樹 教授

牛島　弘嗣 ｳｼｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 構造生物化学関連 ヌクレオソームコア粒子とMeCP2、SUV39H1三者
複合体の構造解析

横浜市立大学 生命医科学研究科 明石　知子 教授

梅井　智彦 ｳﾒｲ ﾄﾓﾋｺ 発生生物学関連 多能性幹細胞のアミノ酸代謝機構に基づく心筋
分化制御法の確立

慶應義塾大学 医学研究科 福田　恵一 教授

梅田　知晴 ｳﾒﾀﾞ ﾁﾊﾙ 分子生物学関連 ポリリン酸の蓄積による分裂寿命短縮機構の解
明

長浜バイオ大学 バイオサイエンス
研究科

向　由起夫 教授

大柿　安里 ｵｵｶﾞｷ ｱﾘ 神経科学一般関連 マイクログリアによるネットワーク形成機構と
その意義の解明

東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授

大澤　仁 ｵｵｻﾜ ｼﾞﾝ 機能生物化学関連 新規癌抑制因子PPM1Hホスファターゼの創薬へ
の応用に向けた分子的基盤の創成

愛媛大学 連合農学研究科 末吉　紀行 教授

大野　美涼 ｵｵﾉ ﾐｽｽﾞ 生態学および環境学関連 樹木における日長受容様式の適応進化 岩手大学 連合農学研究科 山尾　僚 助教

小倉　もな美 ｵｸﾞﾗ ﾓﾅﾐ 機能生物化学関連 損傷リソソーム応答の連携を担うTRIM21の作用
機構とその生理学的意義の解明

大阪大学 生命機能研究科 吉森　保 教授

何　承翰 ｶ ｼﾖｳｶﾝ 構造生物化学関連 クライオ電子顕微鏡を用いたヘテロクロマチン
基盤構造の解明

東京大学 理学系研究科 胡桃坂　仁
志

教授

掛村　文吾 ｶｹﾑﾗ ﾌﾞﾝｺﾞ 細胞生物学関連 自然免疫シグナルによる細胞競合の破綻と腫瘍
促進機構の解析

京都大学 生命科学研究科 井垣　達吏 教授

梶原　智明 ｶｼﾞﾜﾗ ﾄﾓｱｷ 植物分子および生理科学関連 アンチセンス長鎖非翻訳RNA SUFを介したコケ
植物の性分化制御機構の解明

京都大学 生命科学研究科 河内　孝之 教授

金井　雄樹 ｶﾅｲ ﾕｳｷ システムゲノム科学関連 共生進化の法則性をトランスポゾンで加速した
進化実験を通じて発見・検証する

東京大学 理学系研究科 古澤　力 教授

ＤＣ１・生物系科学　73名　令和3年度(2021年度)特別研究員採用者一覧
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亀田　重賢 ｶﾒﾀﾞ ｼｹﾞﾄｼ システムゲノム科学関連 RNAスイッチテクノロジーを基盤とした人工環
状mRNAのエンジニアリング

京都大学 医学研究科 齊藤　博英 教授

河野　圭丞 ｶﾜﾉ ｹｲｽｹ 生態学および環境学関連 棘皮動物の皮下に棲み着く細菌の多様性と生理
機能の解明

京都大学 農学研究科 中川　聡 准教授

川向　ほの香 ｶﾜﾑｶｲ ﾎﾉｶ 構造生物化学関連 金属イオン修飾を利用した液-液相分離液滴の
構造多型解析

北海道大学 大学院総合化学院 石森　浩一
郎

教授

觀音　裕考 ｶﾝｵﾝ ﾋﾛﾀｶ 分子生物学関連 定量的生細胞観察によるミトコンドリアゲノム
の新規制御機構の解明

大阪大学 理学研究科 石原　直忠 教授

木村　優希 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 進化生物学関連 魚はどのように陸に上がったか？ ～水陸両適
応の古代魚を用いた器官可塑性の解析～

東京工業大学 生命理工学院 二階堂　雅
人

准教授

木山　花 ｷﾔﾏ ﾊﾅ 生物物理学関連 合成細菌における再構築から明らかにするスピ
ロプラズマ遊泳運動メカニズムとその起源

大阪市立大学 大学院理学研究科 宮田　真人 教授

金原　僚亮 ｷﾝﾊﾞﾗ ﾘﾖｳｽｹ 進化生物学関連 頭足類における新規形質 「吸盤」 に関する進
化発生学的研究

東京大学 理学系研究科 三浦　徹 教授

工藤　栄大 ｸﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ 発生生物学関連 系統特異的ゲノム配列に着目したヒレから四肢
への形態進化研究

東北大学 生命科学研究科 田村　宏治 教授

國武　厚貴 ｸﾆﾀｹ ｺｳｷ 生物物理学関連 次世代のDDS開発を志向したエクソソームター
ゲティングシステムの効率的探索

東京大学 薬学系研究科 浦野　泰照 教授

黒木　祥友 ｸﾛｷﾞ ﾖｼﾄﾓ 動物生理化学、生理学および
行動学関連

ショウジョウバエの生殖休眠を制御する神経-
内分泌メカニズムの追究

筑波大学 理工情報生命学術
院

丹羽　隆介 教授

桑原　嵩佳 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｶﾖｼ 進化生物学関連 ハチ目昆虫の行動進化に伴って獲得された新規
ケニヨン細胞タイプの同定と機能解析

東京大学 理学系研究科 久保　健雄 教授

Ｈｕ　Ｘｉｘｕ
ｎ

ｺ ｷｼﾞﾝ 分子生物学関連 ゲノム編集細胞の光学スクリーニングによる機
能獲得型変異体ライブラリの迅速創出

東京大学 工学系研究科 太田　禎生 准教授

児玉　知理 ｺﾀﾞﾏ ﾄﾓﾉﾘ 生態学および環境学関連 非生物的環境要因によるヘビ毒進化の駆動機構
の解明

京都大学 理学研究科 森　哲 准教授

齋藤　成治 ｻｲﾄｳ ｾｲｼﾞ 発生生物学関連 Gdf11の発現制御機構の違いに基づく後肢の位
置の多様性を生み出す分子機構の解明

名古屋大学 生命農学研究科 鈴木　孝幸 准教授

澤田　直人 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾄ 多様性生物学および分類学関
連

琵琶湖における巻貝の殻形態進化：分散能力が
もたらす生物多様性創出機構の解明

京都大学 理学研究科 中野　隆文 准教授

島津　舜治 ｼﾏﾂﾞ ｼﾕﾝｼﾞ 植物分子および生理科学関連 維管束幹細胞の運命分岐を生み出す分子基盤の
解明

東京大学 理学系研究科 伊藤　恭子 准教授

清水　悠太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 動物生理化学、生理学および
行動学関連

マダラスズにおける光周性の母性効果の分子機
構の解明

大阪市立大学 大学院理学研究科 後藤　慎介 教授
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杉浦　雅大 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 生物物理学関連 赤外分光を用いた酵素型ロドプシンの光反応ダ
イナミクス解明

名古屋工業大学 工学研究科 神取　秀樹 教授

杉山　瑞輝 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 神経科学一般関連 雌性生殖機能における視交叉上核細胞種特異的
GABAの役割

明治大学 明治大学大学院農
学研究科

中村　孝博 准教授

高橋　純平 ﾀｶﾊｼ ｼﾞﾕﾝﾍﾟｲ 神経機能学関連 他者との繋がりが認知機能に与える影響を
Oxytocin神経回路に着目して解明する

東京理科大学 東京理科大学　薬
学研究科　薬科学
専攻

斎藤　顕宜 教授

田杭　夕里佳 ﾀｸﾞｲ ﾕﾘｶ 動物生理化学、生理学および
行動学関連

卵黄退縮を感知して採餌行動の開始を誘導する
脳内機構の解明

東京大学 理学系研究科 武田　洋幸 教授

竹田　穣 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 細胞生物学関連 中心体増加検知システムを介する細胞がん化抑
制機構の解明

東京大学 薬学系研究科 北川　大樹 教授

田中　達基 ﾀﾅｶ ﾀﾂｷ 構造生物化学関連 ATPチャネルPannexinファミリーの構造機能解
析

東京大学 理学系研究科 濡木　理 教授

中林　亮 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾘﾖｳ ゲノム生物学関連 Hi-C法と類似配列カタログによる染色体長
ギャップレスゲノムアセンブリ手法の開発

東京大学 新領域創成科学研
究科

森下　真一 教授

中山　賢一 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 神経科学一般関連 線虫における新規光受容体の同定および光情報
伝達機構の解明

広島大学 統合生命科学研究
科

千原　崇裕 教授

長坂　勇次郎 ﾅｶﾞｻｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ 生物物理学関連 光受容体ドメインとイオンチャネルドメインを
併せ持つ新奇膜タンパク質の機能動態解明

東京大学 新領域創成科学研
究科

井上　圭一 准教授

長澤　耕樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳｷ 多様性生物学および分類学関
連

硫気孔原における極限植物ヤマタヌキランのAl
耐性進化の解明

京都大学 人間・環境学研究
科

瀬戸口　浩
彰

教授

長村　怜奈 ﾅｶﾞﾑﾗ ﾚｲﾅ 分子生物学関連 転写因子TRF2とDNA高次構造体G4の構造解析お
よびシェルテリンの構造解析

東京大学 理学系研究科 濡木　理 教授

西　あゆみ ﾆｼ ｱﾕﾐ 分子生物学関連 翻訳過程におけるtRNAの使用頻度による遺伝子
発現制御機構の解明

東京大学 工学系研究科 鈴木　勉 教授

西村　明洋 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 多様性生物学および分類学関
連

海洋島固有寄生植物シマウツボにおける宿主転
換の進化過程と遺伝的メカニズム

京都大学 理学研究科 高山　浩司 准教授

西村　瑠佳 ﾆｼﾑﾗ ﾙｶ システムゲノム科学関連 縄文人ウイルスから紐解く古代人バイロームと
ウイルス進化

総合研究大学院
大学

生命科学研究科 井ノ上　逸
朗

教授

萩野　達也 ﾊｷﾞﾉ ﾀﾂﾔ 植物分子および生理科学関連 オーキシン流入担体AUX/LAXの機能構造解析に
よるオーキシン輸送機構の解明

東京大学 理学系研究科 濡木　理 教授

萩原　拓真 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾏ 植物分子および生理科学関連 オジギソウにおける長距離シグナル伝達及び高
速運動に関する研究

埼玉大学 理工学研究科 豊田　正嗣 准教授

ＰＡＲＫ　ＭＩ
ＮＪＥＯＮＧ

ﾊﾟｸ ﾐﾝｼﾞﾖﾝ 神経機能学関連 「社会的要因」と「睡眠覚醒行動」の相互作用
とその神経基盤を明らかにする

筑波大学 人間総合科学学術
院

柳沢　正史 教授
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比企　佑介 ﾋｷ ﾕｳｽｹ システムゲノム科学関連 新規遺伝子制御ネットワーク推定手法によるネ
ムリユスリカ乾燥耐性機構の解明

慶應義塾大学 理工学研究科 舟橋　啓 准教授

平岩　祥太朗 ﾋﾗｲﾜ ｼﾖｳﾀﾛｳ 発生生物学関連 昆虫の肢をモデルに生物の最終的な形を作る細
胞動態をライブイメージングで解明する

東京大学 新領域創成科学研
究科

小嶋　徹也 准教授

福田　真平 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 生態学および環境学関連 マイマイカブリの活動時間帯に着目した体色多
型の維持機構の解明

東邦大学 理学研究科 小沼　順二 准教授

福山　伊吹 ﾌｸﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 多様性生物学および分類学関
連

東南アジア熱帯域における半地中性両生類の種
多様性形成メカニズムの解明

京都大学 人間・環境学研究
科

西川　完途 准教授

藤波　優 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾕｳ ゲノム生物学関連 遺伝性網膜疾患の起源同定と人工知能を用いた
世界三大民族基盤遺伝型表現型相関の解明

慶應義塾大学 医学研究科 宮田　裕章 教授

二又　葉音 ﾌﾀﾏﾀ ﾊｵﾝ 生物物理学関連 聴覚シグナル増幅機構の分子基盤の解明 東京大学 理学系研究科 濡木　理 教授

星野　涼 ﾎｼﾉ ﾘﾖｳ 動物生理化学、生理学および
行動学関連

キイロショウジョウバエ交尾後の生殖幹細胞増
殖における栄養と腸ホルモンの役割

筑波大学 理工情報生命学術
院

丹羽　隆介 教授

堀　直人 ﾎﾘ ﾅｵﾄ 細胞生物学関連 Hippoがん抑制シグナルの活性化を伴う新規発
がん機構の解析

千葉大学 医学薬学府 山口　憲孝 准教授

宮坂　藍 ﾐﾔｻｶ ｱｲ 神経機能学関連 行動依存的なドパミン動態に基づく雄マウス性
行動の神経基盤の解明

筑波大学 グローバル教育院 桜井　武 教授

宮崎　慎一 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 神経機能学関連 生存に不可欠な睡眠の役割の解明: 遺伝学と非
線形光学によるアプローチ

筑波大学 グローバル教育院 柳沢　正史 教授・機構
長

望月　大 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾞｲ 機能生物化学関連 精子細胞特異的に存在するリン脂質分子種TPCL
の産生・作用機構の解明

東京大学 薬学系研究科 河野　望 准教授

本村　晴佳 ﾓﾄﾑﾗ ﾊﾙｶ 動物生理化学、生理学および
行動学関連

線虫の低温馴化の神経回路における「ぶり返し
時間差反応」の光遺伝学解析

甲南大学 自然科学研究科 久原　篤 教授

山岡　優佑 ﾔﾏｵｶ ﾕｳｽｹ 細胞生物学関連 新規エフェロサイトーシス促進モデルの確立と
軸索再生への応用

岐阜大学 医学系研究科 前川　洋一 教授

山本　琢人 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾄ 発生生物学関連 母性因子と胚性因子による初期胚の発生と分化
制御機構の解明

京都大学 農学研究科 南　直治郎 教授

横沢　拓海 ﾖｺｻﾜ ﾀｸﾐ 分子生物学関連 新規抗炎症治療標的としてのユビキチン化酵素
LINCRによる自然免疫制御機構の解明

東北大学 薬学研究科 松沢　厚 教授

横溝　匠 ﾖｺﾐｿﾞ ﾀｸﾐ 進化生物学関連 淡水貝類における概潮汐時計の獲得と汽水域進
出の進化的基盤の解明

千葉大学 融合理工学府 高橋　佑磨 助教

吉田　渓悟 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 発生生物学関連 脊椎動物における付属肢再生の亢進方法の解明 東北大学 生命科学研究科 田村　宏治 教授

吉田　真理 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾘ 植物分子および生理科学関連 植物における微小管依存的な物質輸送機構の研
究

名古屋大学 理学研究科 五島　剛太 教授
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吉野　真優子 ﾖｼﾉ ﾏﾕｺ 神経科学一般関連 フェレットを用いた大脳皮質線維連絡の特性と
形成メカニズムの解析

金沢大学 医薬保健学総合研
究科

河崎　洋志 教授

Ｌｉｕ　Ｙｕｎ
ｇ　Ｃｈｉｅｈ

ﾘﾕｳ ｴｲ ｹﾂ 神経機能学関連 キンカチョウメスの歌弁別行動における発達期
聴覚経験の影響

沖縄科学技術大
学院大学

科学技術研究科 杉山　陽子 准教授

渡邊　絵美理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐﾘ 植物分子および生理科学関連 概日リズムのヘテロ性と相互作用：数理的手法
に基づく定量と機能の解明

東京大学 新領域創成科学研
究科

郡　宏 教授

渡邉　奈穂美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾐ 発生生物学関連 繁殖困難な野生由来系統マウスのための個体作
製方法の開発

筑波大学 理工情報生命学術
院

小倉　淳郎 教授
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李　寛雨 ｲ ｶﾝｳ 食品科学関連 加水分解型タンニンのセンシング機構の解明 九州大学 生物資源環境科学
府

立花　宏文 教授

飯野　絵里香 ｲｲﾉ ｴﾘｶ 応用分子細胞生物学関連 線虫に対する植物免疫機構の解明とその応用 東京大学 理学系研究科 白須　賢 客員教授

池田　俊太 ｲｹﾀﾞ ｼﾕﾝﾀ 獣医学関連 創薬標的の同定を目指した脂肪肝炎とそれに続
発する肝臓がんの分子機構の解明

山口大学 共同獣医学研究科 大浜　剛 准教授

市川　雄貴 ｲﾁｶﾜ ﾕﾀｶ 環境動態解析関連 長野県諏訪湖におけるリン・鉄循環の空間的・
経時的な変化の評価

信州大学 総合医理工学研究
科

宮原　裕一 教授

市川　世識 ｲﾁｶﾜ ﾖｼｷ 獣医学関連 細胞内寄生菌に対する新規治療法を目指した
パイロトーシス誘導メカニズムの解明

北海道大学 獣医学院 木村　享史 教授

稲垣　亜希乃 ｲﾅｶﾞｷ ｱｷﾉ 森林科学関連 ハゲワシと大型捕食者不在の森林生態系におけ
るシカ死体のスカベンジングの解明

東京農工大学 大学院連合農学研
究科

小池　伸介 教授

井上　怜 ｲﾉｳｴ ﾚｲ 動物生命科学関連 着床前初期胚の個体形成能評価法の確立 山梨大学 医工農学総合教育
部

若山　照彦 教授

今泉　璃城 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾘｷ 応用生物化学関連 植物二次代謝の高効率な生合成の鍵となるメタ
ボロンの構造解析と膜上動態イメージング

金沢大学 自然科学研究科 山下　哲 准教授

岩月（中山）
研祐

ｲﾜﾂｷ (ﾅｶﾔﾏ) ｹﾝﾕ
ｳ

動物生命科学関連 Naive型ウサギ多能性幹細胞の樹立と胚盤胞補
完法による膵臓再生への利用

信州大学 総合医理工学研究
科

保地　眞一 教授

大下　雪奈 ｵｵｼﾓ ﾕｷﾅ 動物生産科学関連 反芻家畜の視索前野キスペプチンニューロンに
作用する新奇排卵制御因子の探索

東京大学 農学生命科学研究
科

松田　二子 准教授

大森　真史 ｵｵﾓﾘ ﾏｻﾌﾐ 園芸科学関連 果実成熟におけるエピジェネティック制御シス
テムの解明と検証

京都大学 農学研究科 田尾　龍太
郎

教授

柿野　耕平 ｶｷﾉ ｺｳﾍｲ 昆虫科学関連 カイコ精巣をモデルとした幹細胞維持と配偶子
形成に関与する新奇遺伝子の解析

九州大学 生物資源環境科学
府

日下部　宜
宏

教授

各務　裕也 ｶｸﾑ ﾕｳﾔ 木質科学関連 計量化学分子ネットワークを用いたベトナム産
植物由来新規生理活性物質の迅速解析

岐阜大学 連合農学研究科 光永　徹 教授

片山　徳賢 ｶﾀﾔﾏ ﾉﾘｱｷ 応用生物化学関連 モデルラン藻のアルギニン生合成系の解析 明治大学 明治大学大学院農
学研究科

小山内　崇 准教授

金井　典子 ｶﾅｲ ﾉﾘｺ 食品科学関連 コーヒー粕由来セルロースナノファイバーを用
いたエマルションの液滴サイズ分布制御

横浜国立大学 理工学府 川村　出 准教授

茅場　聡子 ｶﾔﾊﾞ ｻﾄｺ 環境影響評価関連 活性酸素産生に着目した複数大気汚染物質によ
る健康影響の統一的評価

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)

假谷　佳祐 ｶﾘﾔ ｹｲｽｹ 生物有機化学関連 イネにおける防御関連二次代謝産物の多様化 鳥取大学 連合農学研究科 石原　亨 教授

神邉　淳 ｶﾝﾍﾞ ｼﾞﾕﾝ 動物生命科学関連 哺乳養育環境の変化が腸内細菌叢形成・髄鞘発
達に及ぼす影響の解明

東京農工大学 大学院農学府 永岡　謙太
郎

教授

ＤＣ１・農学・環境学　67名　令和3年度(2021年度)特別研究員採用者一覧
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菊樂　香奈 ｷｸﾗｸ ｶﾅ 植物栄養学および土壌学関連 活性酸素パラドクスの解明に基づく植物の酸化
ストレス誘導性細胞死機構の解明

鳥取大学 連合農学研究科 丸田　隆典 担当教授

木村　有歌理 ｷﾑﾗ ｱｶﾘ 環境農学関連 劣化土壌の微生物多様化・窒素蓄積に向けた混
作と有機物施用の相互作用の評価

北海道大学 国際食資源学院 内田　義崇 准教授

桐田　奏 ｷﾘﾀ ｶﾅﾃﾞ 生物有機化学関連 化石由来の天然有機化合物ボロリソクロムの効
率的かつ網羅的な合成と生物活性の検証

早稲田大学 先進理工学研究科 細川　誠二
郎

准教授

桐野　巴瑠 ｷﾘﾉ ﾊﾙ 森林科学関連 どうしてマツは枯れるのか？クロマツと線虫に
おける分子インタラクションの解明

明治大学 明治大学大学院農
学研究科

新屋　良治 講師

暮井　達己 ｸﾚｲ ﾀﾂｷ 木質科学関連 樹木や竹の階層構造を利用した革新的セルロー
ス材料の創製とその構造・物性評価

東京農工大学 大学院連合農学研
究科

船田　良 教授

黒川　夕奈 ｸﾛｶﾜ ﾕｳﾅ 獣医学関連 生体膜脂質の疎水性部分を可視化する逆転凍結
レプリカ脂肪酸標識法の開発

鹿児島大学 共同獣医学研究科 藤田　秋一 教授

桑原　康介 ｸﾜﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ 園芸科学関連 細胞質雄性不稔性トマトの雄性不稔化と稔性回
復の分子機構解明

筑波大学 理工情報生命学術
院

有泉　亨 准教授

Ｈｕａｎｇ　Ｙ
ｉｎｔｏｎｇ

ｺｳ ｲﾝﾄﾝ 木質科学関連 木質材料を用いた新規流路構造体の創出と太陽
熱蒸留器への応用

大阪大学 工学研究科 古賀　大尚 准教授

篠崎　竜我 ｼﾉｻﾞｷ ﾘﾕｳｶﾞ 応用分子細胞生物学関連 Paneth細胞α-defensinの多様性が担う腸内エ
コシステムの解明

北海道大学 生命科学院 中村　公則 准教授

白井　雄 ｼﾗｲ ﾕｳ 昆虫科学関連 昆虫卵移行ペプチドを用いた革新的ゲノム編集
技術の開発

京都大学 農学研究科 大門　高明 教授

新里　早映 ｼﾝｻﾞﾄ ｻｴ 農業社会構造関連 日英農村地域における住民の内発性醸成に資す
る計画理論の構築

東京農工大学 大学院連合農学研
究科

中島　正裕 教授

瀬川　天太 ｾｶﾞﾜ ﾃﾝﾀ 園芸科学関連 カブにおける光非依存的なアントシアニン蓄積
機構の解明

石川県立大学 生産科学研究領域 高木　宏樹 准教授

泉水　彩花 ｾﾝｽﾞｲ ｱﾔｶ 水圏生命科学関連 匂い・味がブリの摂餌行動、食欲および摂餌量
に及ぼす影響

愛媛大学 愛媛大学大学院連
合農学研究科

深田　陽久 准教授

園田　悠介 ｿﾉﾀﾞ ﾕｳｽｹ 地域環境工学および農村計画
学関連

廃止する溜池の治水施設としての活用に関する
研究

神戸大学 農学研究科 澤田　豊 准教授

高橋　晃平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 環境負荷低減技術および保全
修復技術関連

微小空間制御に基づく複合微生物凝集体のデザ
インと機能解析

筑波大学 理工情報生命学術
院

野村　暢彦 教授

高橋　侑嗣 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 獣医学関連 エボラウイルス全種に対する交差中和抗体を用
いたエボラ出血熱の治療法の開発

北海道大学 国際感染症学院 高田　礼人 教授

竹重　志織 ﾀｹｼｹﾞ ｼｵﾘ ランドスケープ科学関連 都市における水鳥の移動経路として河川が備え
るべき条件の解明

放送大学 文化科学研究科 加藤　和弘 教授
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田村　紗彩 ﾀﾑﾗ ｻﾔ 生物資源保全学関連 日本の植物園の希少種分譲システムに起因する
域外保全株・保存種子の遺伝的劣化の解明

北海道大学 環境科学院 中村　剛 准教授

Ｄａｎｇ　Ｔｕ
ｎｇ

ﾀﾞﾝ ﾄｳﾝ 遺伝育種科学関連 植物-微生物叢相互作用のマルチオミクス階層
モデリングとその高速アルゴリズムの開発

東京大学 農学生命科学研究
科

岩田　洋佳 准教授

Ｃｈｅｎ　Ｘｉ
ｎｇ

ﾁﾔﾝ ｼﾝ 化学物質影響関連 環境エストロゲンの低濃度曝露による発達神経
毒性とその作用機序の解明

帯広畜産大学 畜産学研究科 久保田　彰 准教授

張　柳 ﾁﾖｳ ﾘﾕｳ 植物栄養学および土壌学関連 硫黄の再利用や他の環境ストレス耐性をもたら
す新しいグルコシノレート代謝機構

九州大学 生物資源環境科学
府

丸山　明子 准教授

外村　俊輔 ﾄﾑﾗ ｼﾕﾝｽｹ 昆虫科学関連 マルハキバガ科の分類学的研究と腐植物分解機
構の解明

九州大学 生物資源環境科学
府

広渡　俊哉 教授

中川　綾哉 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾖｳﾔ 応用微生物学関連 新規CRISPR-Cas系酵素の構造解析および作動機
構の解明

東京大学 理学系研究科 濡木　理 教授

中野　美帆 ﾅｶﾉ ﾐﾎ 昆虫科学関連 昆虫の代謝機能を活用した新規バイオプロセス
技術の構築

東京農工大学 大学院生物システ
ム応用科学府

天竺桂　弘
子

教授

西池　雄志 ﾆｼｲｹ ﾕｳｼﾞ 水圏生命科学関連 真骨魚類の性行動・攻撃行動を制御する脳内機
構

東京大学 農学生命科学研究
科

大久保　範
聡

准教授

野田　智仁 ﾉﾀﾞ ﾄﾓﾋﾄ 昆虫科学関連 ゴキブリ類における尿酸の貯蔵と代謝メカニズ
ムの解明

東京大学 理学系研究科 深津　武馬 併任教授

野津　昂亮 ﾉﾂ ｺｳｽｹ 獣医学関連 牛白血病ウイルス抵抗性牛の簡易判別診断法の
開発

宮崎大学 医学獣医学総合研
究科

関口　敏 准教授

萩原　翠唯那 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾕﾅ 昆虫科学関連 新しい外骨格硬化の仕組み：デュアルオキシ
ダーゼ（Duox）による架橋形成

東京都立大学 大学院理学研究科 坂井　貴臣 教授

畠山　勇二 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 自然共生システム関連 脂肪酸組成に基づく易分解性有機物の酸素消費
能評価と内湾の貧酸素化低減方策の立案

東北大学 工学研究科 西村　修 教授

林　靖人 ﾊﾔｼ ﾔｽﾋﾄ 環境動態解析関連 海洋の生物過程による有機物凝集体強度の変動
-凝集体の崩壊と沈降速度への影響評価-

筑波大学 理工情報生命学術
院

稲葉　一男 教授

平郡　雄太 ﾋﾗｺﾞｵﾘ ﾕｳﾀ 応用分子細胞生物学関連 植物の環境ストレスに応答した非AUG開始型
uORFによる翻訳調節機構の研究

北海道大学 農学院 尾之内　均 准教授

蛭川　美奈子 ﾋﾙｶﾜ ﾐﾅｺ 応用生物化学関連 キューバ産植物由来抗炎症物質jacaranoneの作
用機序解明

名古屋大学 生命農学研究科 北　将樹 教授

廣直　賢勇 ﾋﾛﾅｵ ｹﾝﾕｳ 食品科学関連 食リズムの乱れによる肥満改善に寄与する食品
成分の探索と作用機構解明

神戸大学 農学研究科 山下　陽子 准教授

藤岡　友星 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｾｲ 獣医学関連 加齢による細胞外小胞の変化：心血管疾患の新
たな病態機序

北里大学 獣医学系研究科 山脇　英之 教授
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星川　陽次郎 ﾎｼｶﾜ ﾖｳｼﾞﾛｳ 生物有機化学関連 奇数鎖脂肪酸が示す分裂酵母生育抑制作用のメ
カニズム解析

東京大学 農学生命科学研究
科

吉田　稔 教授

堀田　亘 ﾎﾂﾀ ﾜﾀﾙ 森林科学関連 気候変動下で生態系サービスの安定供給を実現
する森林管理のシミュレーション評価

北海道大学 農学院 森本　淳子 准教授

堀川　翔子 ﾎﾘｶﾜ ｼﾖｳｺ 木質科学関連 木材腐朽菌が放散する揮発性有機化合物を介し
た微生物間クロストーク

東京農工大学 大学院連合農学研
究科

吉田　誠 教授

松田　陽菜子 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅｺ 植物栄養学および土壌学関連 代謝物間の相互作用に着目したダイズ根圏微生
物叢形成プロセスの解明

京都大学 農学研究科 杉山　暁史 准教授

丸山　夏海 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂﾐ 動物生命科学関連 哺乳類メスの加齢初期における繁殖能力低下メ
カニズムの解明：卵管機能とセネッセンス

東京大学 農学生命科学研究
科

杉浦　幸二 准教授

ＭＥＮＧ　ＱＩ ﾏﾝ ﾁｰ 応用生物化学関連 血液凝固因子が関わる新規機能としての感染防
御システムの解明：メダカからヒトへ

名古屋大学 創薬科学研究科 人見　清隆 教授

光安　優典 ﾐﾂﾔｽ ﾕｳｽｹ 放射線影響関連 低線量被ばく評価のための歯組織の生化学分析
による電子スピン共鳴法の検出限界の改善

東北大学 理学研究科 木野　康志 准教授

向山　海凪 ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅｷﾞ 生物有機化学関連 タイトジャンクション可逆的開口剤の作用機構
の解明と薬剤吸収促進剤への応用

筑波大学 理工情報生命学術
院

臼井　健郎 教授

森本　健斗 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝﾄ 実験動物学関連 生殖隔離遺伝子座上のmiRNA多重遺伝子ネット
ワークの新規遺伝学手法による探索

筑波大学 人間総合科学学術
院

水野　聖哉 准教授

森本　康平 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ 動物生命科学関連 精神疾患におけるアストロサイトのアドレナリ
ン受容体の機能

北海道大学 大学院獣医学院 乙黒　兼一 教授

矢野　諒子 ﾔﾉ ﾘﾖｳｺ 水圏生産科学関連 瀬戸内海の貧栄養化と強光イベントの増加が植
物プランクトンの異変をもたらす

広島大学 統合生命科学研究
科

小池　一彦 教授

山村　祐紀 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 動物生命科学関連 ハダカデバネズミ神経幹細胞におけるがん化抑
制機構の解明

熊本大学 医学教育部 三浦　恭子 准教授

山本　篤範 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾉﾘ 動物生命科学関連 ケメリンによる中枢性血圧制御：新たな高血圧
症の病態機序

北里大学 獣医学系研究科 山脇　英之 教授

山本　勝也 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾔ 化学物質影響関連 リポカリン分子に着目した金属カドミウム慢性
毒性発現機構の解明

岐阜薬科大学 薬学研究科 中西　剛 教授

義村　弘仁 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾛﾄ 自然共生システム関連 キルギス共和国の高山生態系における哺乳類の
植物利用戦略の解明

京都大学 理学研究科 平田　聡 教授
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相見　貴行 ｱｲﾐ ﾀｶﾕｷ スポーツ科学関連 ダイナミックな上肢・体幹運動における肩関節
とその周囲筋群の役割の解明

同志社大学 スポーツ健康科学
研究科

中村　康雄 教授

青木　啓輔 ｱｵｷ ｹｲｽｹ 薬系化学および創薬科学関連 鏡像VHH抗体を基盤とした免疫原性低減型新規
免疫チェックポイント阻害剤の創製

京都大学 薬学研究科 大野　浩章 教授

阿部　篤生 ｱﾍﾞ ｱﾂｷ 生体医工学関連 高精度診断を可能とする新規高集積型SPECT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

鮎川　志優 ｱﾕｶﾜ ｼﾕ 腫瘍生物学関連 class I MHCの活性変化を介した上皮細胞によ
る異常細胞の排除機構

早稲田大学 先進理工学研究科 合田　亘人 教授

荒崎　恭弘 ｱﾗｻｷ ﾔｽﾋﾛ 整形外科学関連 RANKL刺激で出現する核内構造体におけるRNA制
御を介した骨代謝制御機構の解明

東京理科大学 薬学研究科 早田　匡芳 東京理科大
学　薬学部
准教授

安藤　千紘 ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 薬理学関連 背側縫線核セロトニン神経の網羅的遺伝子解析
によるうつ病の分子メカニズム解明

京都大学 薬学研究科 金子　周司 教授

飯島　由羅 ｲｲｼﾞﾏ ﾕﾗ 社会系歯学関連 口腔と全身の健康をつなぐ複雑系代謝相互作用 大阪大学 歯学研究科 天野　敦雄 教授

五十嵐　小雪 ｲｶﾗｼ ｺﾕｷ 体育および身体教育学関連 月経周期による運動学習能の変動を予測する指
標の開発

新潟医療福祉大
学

医療福祉学研究科 佐藤　大輔 教授

石塚　幹太郎 ｲｼﾂｶ ｶﾝﾀﾛｳ 血液および腫瘍内科学関連 血管免疫芽球性T細胞性リンパ腫の治療抵抗性
の解明

筑波大学 人間総合科学学術
院

山崎　聡 教授

伊東　瑛美 ｲﾄｳ ｴﾐ 免疫学関連 気道炎症を抑制する内因性脂質の同定とその作
用機序の解明

大阪大学 医学系研究科 山崎　晶 教授

伊東　哲史 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 栄養学および健康科学関連 持続的なDNA損傷誘導による細胞老化及び個体
老化メカニズムの解明

東京大学 大学院新領域創成
科学研究科

山田　泰広 教授

井上　健一郎 ｲﾉｳｴ ｹﾝｲﾁﾛｳ スポーツ科学関連 運動による心血管疾患の発症リスク低下にマイ
オカイン：irisinが及ぼす影響

立命館大学 スポーツ健康科学
研究科

家光　素行 教授

岩間　清太朗 ｲﾜﾏ ｾｲﾀﾛｳ リハビリテーション科学関連 感覚運動ネットワークの再編成を誘導する標的
定位型ニューロフィードバック法の開発

慶應義塾大学 理工学研究科 牛場　潤一 准教授

初治　沙矢香 ｳｲｼﾞ ｻﾔｶ 栄養学および健康科学関連 交代制勤務者の内発的発展を目指した、クロノ
タイプ別の夜勤適応方法の策定

京都大学 医学研究科 若村　智子 教授

上野　智也 ｳｴﾉ ﾄﾓﾔ 病態系口腔科学関連 骨肉腫におけるTGFβ応答性Mycスーパーエンハ
ンサーの意義

長崎大学 医歯薬学総合研究
科

伊藤　公成 教授

宇野　広樹 ｳﾉ ﾋﾛｷ リハビリテーション科学関連 糖尿病性認知機能障害に対する神経軸索再生阻
害因子RGMaの関連解明

大阪大学 医学系研究科 山下　俊英 教授

大岡　央 ｵｵｵｶ ｱｷﾗ 薬理学関連 肝星細胞脱活性化を誘発する細胞内シグナルを
標的とする肝線維化治療に向けた基盤研究

静岡県立大学 薬食生命科学総合
学府

石川　智久 教授

太田　力文 ｵｵﾀ ﾘｷﾌﾐ 医化学関連 ゲノムから疾患リスクを説明可能な形で予測す
る機械学習手法の開発

東京大学 新領域創成科学研
究科

森下　真一 教授
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大竹　慎司 ｵｵﾀｹ ｼﾝｼﾞ 成長および発育系歯学関連 成熟期エナメル芽細胞の分化機構の解明とその
制御によるエナメル質形成技術の開発

東北大学 歯学研究科 福本　敏 教授

大野　富美 ｵｵﾉ ﾌﾐ 栄養学および健康科学関連 日本人の食事の質を測定する簡易型および超簡
易型食事の質質問票の開発と妥当性検証

東京大学 医学系研究科 佐々木　敏 教授

大平　純一朗 ｵｵﾋﾗ ｼﾞﾕﾝｲﾁﾛｳ 神経内科学関連 前駆期パーキンソン病の病態解明とモデル作製 京都大学 医学研究科 高橋　良輔 教授

大村　紀子 ｵｵﾑﾗ ﾉﾘｺ 薬系化学および創薬科学関連 分子空間固定型ネガマイシンの標的分子同定と
論理的リードスルー創薬への展開

東京薬科大学 薬学研究科 林　良雄 教授

岡本　紘幸 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 医化学関連 クライオ電子顕微鏡によるメラトニン受容体の
シグナル伝達機構の解明

東京大学 理学系研究科 濡木　理 教授

奥田　瑠璃花 ｵｸﾀﾞ ﾙﾘｶ 腫瘍生物学関連 der(1;7)(q10;p10)を伴う骨髄異形成症候群の
分子基盤の解明

京都大学 京都大学大学院医
学研究科腫瘍生物
学講座

小川　誠司 教授

小野　千里 ｵﾉ ﾁｻﾄ 免疫学関連 B細胞における免疫寛容維持とその破綻による
自己免疫疾患発症機序の解明

九州大学 医学系学府 馬場　義裕 教授

鹿島　哲彦 ｶｼﾏ ﾃﾂﾋｺ 薬理学関連 発達期神経回路形成における同期発火の役割の
解明

東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授

加藤　喬 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 免疫学関連 モデルマウスを用いた自己炎症性疾患の病態解
明

和歌山県立医科
大学

生体調節機構研究
部

改正　恒康 教授

亀井　宥治 ｶﾒｲ ﾕｳｼﾞ 薬系化学および創薬科学関連 ラジカルペアの立体制御を基盤としたペプチド
の立体補完的C-グリコシル化

北海道大学 生命科学院 松永　茂樹 教授

川間　羅聖 ｶﾜﾏ ﾗｷ スポーツ科学関連 筋力トレーニングでハムストリングスの力発揮
能力と柔軟性の双方を改善する新たな試み

同志社大学 スポーツ健康科学
研究科

北條　達也 教授

ＧＵＡＮ　ＸＵ
ＥＴＩＮＧ

ｶﾝ ｾﾂﾃｲ 法医学関連 ミトコンドリアDNAのメチル化を標的とした身
元不明者の年齢推定法開発に関する研究

東北大学 医科系研究科 舟山　眞人 教授

岸本　麻衣 ｷｼﾓﾄ ﾏｲ 衛生学および公衆衛生学分野
関連：実験系を含む

プロテアーゼ恒常発現系を利用した高効率ウイ
ルス分離法の開発

北海道大学 国際感染症学院 澤　洋文 教授

木下　慶大 ｷﾉｼﾀ ｹｲﾀ 薬理学関連 核内受容体Nurr1を標的とする脳内出血治療戦
略の確立

熊本大学 大学院薬学教育部 香月　博志 教授

工藤　葉子 ｸﾄﾞｳ ﾖｳｺ 外科系歯学関連 in vivoカルシウムイメージングを用いた客観
的疼痛評価方法の確立

東北大学 歯学研究科 水田　健太
郎

教授

熊田　隆一 ｸﾏﾀ ﾘﾕｳｲﾁ ウイルス学関連 メタトランスクリプトーム解析による原因不明
疾患関連ウイルスの網羅的探索と解明

総合研究大学院
大学

先導科学研究科 佐々木　顕 教授

久米　美輝 ｸﾒ ﾐｷ 皮膚科学関連 皮膚レジデントメモリーT細胞の発現分子が乾
癬病態形成に及ぼす影響の検討

大阪大学 医学系研究科 藤本　学 教授

栗原　崇人 ｸﾘﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾄ 薬系化学および創薬科学関連 可視光活性型ホスフィンが拓く遷移金属触媒光
反応

千葉大学 医学薬学府 根本　哲宏 教授
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栗本　道隆 ｸﾘﾓﾄ ﾐﾁﾀｶ 薬系化学および創薬科学関連 生体内合成化学を用いた新規がん治療法の開発 名古屋大学 創薬科学研究科 横島　聡 教授

洪　斌 ｺｳ ﾋﾝ リハビリテーション科学関連 アルファーシヌクレインの伝播を介したパーキ
ンソン病病態の解明

大阪大学 医学系研究科 山下　俊英 教授

小林　大志朗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｼﾛｳ 薬系化学および創薬科学関連 創薬ツール指向型主鎖へテロ置換ペプチドの網
羅的合成法の開拓研究

徳島大学 大学院薬科学教育
部

大高　章 教授

五味　昌樹 ｺﾞﾐ ﾏｻｷ 生体医工学関連 核酸送達用人工エクソソームによるリンパ節内
微小環境制御と自己免疫疾患治療への応用

千葉大学 医学薬学府 秋田　英万 教授

坂元　寿輝弥 ｻｶﾓﾄ ｼﾞﾕｷﾔ 薬系化学および創薬科学関連 植物由来モノテルペノイドインドールアルカロ
イド類の生合成模擬的な集団的全合成研究

千葉大学 医学薬学府 石川　勇人 教授

坂本　琳太郎 ｻｶﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ リハビリテーション科学関連 脳血管内皮機能の向上に向けた有酸素性運動の
急性効果およびトレーニング効果の解明

札幌医科大学 札幌医科大学大学
院保健医療学研究
科

片寄　正樹 教授

佐々木　貴寛 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾛ 薬理学関連 心筋梗塞後の心不全進展におけるProgranulin
の役割解明と新規治療法の開発

岐阜薬科大学 薬学研究科 原　英彰 教授

渋谷　将太郎 ｼﾌﾞﾀﾆ ｼﾖｳﾀﾛｳ 薬系化学および創薬科学関連 有機光触媒を利用した生体分子修飾反応の開発 金沢大学 医薬保健学総合研
究科

大宮　寛久 教授

周　春雨 ｼﾕｳ ｼﾕﾝｳ 病態神経科学関連 タウタンパク質のリン酸化におけるATBF1機能
解析

名古屋市立大学 医学研究科 道川　誠 教授

ＳＵＰＡＫＵＬ
ＳＯＰＡＫ

ｽﾊﾟｸﾞﾝ ｿﾊﾟﾂｸ 病態神経科学関連 hiPS細胞を用いた、2D/3D培養モデルによるア
ルツハイマー病様表現型の解析

慶應義塾大学 医学研究科 岡野　栄之 教授

高田　春風 ﾀｶﾀ ﾊﾙｶ 医療薬学関連 抗核酸抗体分泌B細胞特異的な免疫寛容の誘導
と全身性エリテマトーデス治療への応用

徳島大学 大学院薬科学教育
部

石田　竜弘 教授

竹村　美穂 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾎ 医療薬学関連 がん患者の難治性疼痛治療に資する新規オピオ
イド使用法の確立

大阪大学 薬学研究科 上田　幹子 大阪大学大
学院教授

竹村　美由記 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ 医療薬学関連 消化管水分挙動解析に基づく薬物-飲食物間相
互作用の定量的予測法の確立

金沢大学 医薬保健学総合研
究科

玉井　郁巳 教授

立石　千瑳 ﾀﾃｲｼ ﾁｻ 腫瘍生物学関連 転写因子c-Mycと相互作用するタンパク質の絶
対定量解析

九州大学 医学系学府 中山　敬一 教授

田中　拓 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾑ 感染症内科学関連 肺炎球菌二次感染モデルを用いたSectm1aが感
染自然免疫に及ぼす作用機序の解明

慶應義塾大学 医学研究科 福永　興壱 教授

田辺　駿 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾕﾝ 薬系化学および創薬科学関連 アリル位C(sp3)-H結合活性化によるアルデヒド
の直接的アリル化反応

東京大学 薬学系研究科 金井　求 教授

田原春　徹 ﾀﾊﾗﾊﾞﾙ ﾄｵﾙ 医療薬学関連 疾患組織選択的にゲノム編集分子を送達可能な
着せ替え型""超分子キャリアの構築""

熊本大学 薬学教育部 本山　敬一 准教授

辻　汰朗 ﾂｼﾞ ﾀﾛｳ 薬系化学および創薬科学関連 酸素雰囲気下におけるアミノ酸誘導体の触媒的
脱水素型クロスカップリング反応の開発

九州大学 薬学府 大嶋　孝志 教授
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堤　友美 ﾂﾂﾐ ﾕﾐ 常態系口腔科学関連 咀嚼における小脳の重要性を、咀嚼筋筋紡錘感
覚の小脳投射の特性から解明する

大阪大学 歯学研究科 吉田　篤 教授

常冨　純矢 ﾂﾈﾄﾐ ｼﾞﾕﾝﾔ 薬系化学および創薬科学関連 がん特異的酵素活性・細胞内滞留性制御法に基
づく革新的BNCT薬剤の創製

東京大学 薬学系研究科 浦野　泰照 教授

登内　奎介 ﾄﾉｳﾁ ｹｲｽｹ 免疫学関連 万能インフルエンザワクチンの実用化に向けた
交差防御抗体による防御機序の解明

早稲田大学 先進理工学研究科 竹山　春子 教授

冨山　史子 ﾄﾐﾔﾏ ﾌﾐｺ 呼吸器外科学関連 ヒト誘導性肺前駆細胞を用いた組織工学的手法
による肺の再生

東北大学 医学系研究科 岡田　克典 教授

中井　琢 ﾅｶｲ ﾀｸ 病態医化学関連 腎エリスロポエチン産生細胞に着目した慢性腎
臓病の新規分子基盤の探索

東北大学 医学系研究科 山本　雅之 教授

中岡　藍 ﾅｶｵｶ ｱｲ 放射線科学関連 マイクロRNAによる放射線抵抗性の制御機構の
解明と治療応用

神戸大学 医学研究科 佐々木　良
平

教授

中原　崚 ﾅｶﾊﾗ ﾘﾖｳ リハビリテーション科学関連 ラット膝関節における術後癒着モデルを用いた
超音波効果の検証

京都大学 医学研究科 黒木　裕士 教授

中村　健治 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 泌尿器科学関連 ヒト膀胱癌の病理学的・遺伝学的特徴を再現可
能な新規のマウスモデルの樹立

京都大学 医学研究科 小林　恭 准教授

中村　侑加 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 医療薬学関連 急性相反応物質α1-酸性糖蛋白質""の脂質代謝
を介した新規炎症制御の機構解明""

熊本大学 薬学教育部 丸山　徹 教授

永沼　美弥子 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐﾔｺ 薬系化学および創薬科学関連 転写制御因子を標的とした核酸型分解誘導剤の
開発

横浜市立大学 生命医科学研究科 出水　庸介 大学院客員
教授

橋内　咲実 ﾊｼｳﾁ ｴﾐ 栄養学および健康科学関連 糖脂質代謝における迷走神経性臓器連関の役割
の解明

金沢大学 医薬保健学総合研
究科

井上　啓 教授

秦　俊陽 ﾊﾀ ﾄｼｱｷ スポーツ科学関連 ビタミンB1誘導体による活動意欲促進の神経基
盤：行動神経科学的検討

筑波大学 人間総合科学学術
院

征矢　英昭 教授

畑　玲央 ﾊﾀ ﾚｵ 循環器内科学関連 肥大型心筋症の病態機序解明及び新規治療開発
のための標的因子同定に関する研究

京都大学 医学研究科 木村　剛 教授

畠山　隼平 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾞﾕﾝﾍﾟｲ リハビリテーション科学関連 有酸素運動とレジスタンス運動における筋と骨
のクロストーク機構の解明

神戸大学 保健学研究科 森山　英樹 教授

羽生　ひかる ﾊﾆﾕｳ ﾋｶﾙ 実験病理学関連 消化管上皮修復を可視化する新規プラット
フォームの構築

慶應義塾大学 医学研究科 佐藤　俊朗 教授

福島　貴大 ﾌｸｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 腫瘍生物学関連 肺癌オルガノイドを用いた小細胞肺癌の分子進
化過程・抗癌剤耐性化メカニズムの解明

慶應義塾大学 医学研究科 福永　興壱 教授

堀　天 ﾎﾘ ｱﾏﾈ スポーツ科学関連 線維筋痛症モデル動物における運動時の過剰昇
圧応答の発生リスクとその発生機序の解明

中部大学 生命健康科学研究
科

堀田　典生 准教授

松尾　壯一 ﾏﾂｵ ｿｳｲﾁ 実験病理学関連 B型肝炎における肝ナチュラルキラーT細胞が発
現する活性化受容体DNAM-1の役割

筑波大学 人間総合科学学術
院

澁谷　和子 准教授
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松橋　恭平 ﾏﾂﾊｼ ｷﾖｳﾍｲ 薬系衛生および生物化学関連 小頭症原因遺伝子DONSONによる中心体制御機構
と疾患発症機構の解明

東京大学 薬学系研究科 北川　大樹 教授

水谷　歩 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾕﾑ 胎児医学および小児成育学関
連

肝内胆汁うっ滞を伴う小児肝臓難病の治療法確
立に向けた病態形成機構の解明

東京大学 薬学系研究科 楠原　洋之 教授

宮本　拓哉 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾔ 病態神経科学関連 神経再生における髄鞘形成細胞・ニューロンの
移動と相互作用

名古屋市立大学 医学研究科 澤本　和延 教授

村上　翔 ﾑﾗｶﾐ ｼﾖｳ 薬系化学および創薬科学関連 光応答性分子の創製を指向したカルコゲノアミ
ド含有ペプチド合成法の確立

京都大学 薬学研究科 竹本　佳司 教授

森　拓人 ﾓﾘ ﾀｸﾄ 血液および腫瘍内科学関連 健常者および血液疾患におけるクローン性造血
の機序の解明と治療ターゲットの探索

京都大学 医学研究科 高折　晃史 教授

森田　篤帆 ﾓﾘﾀ ｱﾂﾎ 呼吸器内科学関連 難治性肺疾患への臨床応用を見据えた誘導肺上
皮様細胞の生体内動態解明

慶應義塾大学 医学研究科 福永　興壱 教授

森田　和機 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞｷ 口腔再生医学および歯科医用
工学関連

ES細胞による歯周組織再生と顎顔面領域発生の
メカニズムの解明

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

矢野　仁愛 ﾔﾉ ﾆｱｲ 薬理学関連 二光子顕微鏡を用いたマウス脳における血管周
囲腔のin vivoイメージング

慶應義塾大学 医学研究科 安井　正人 教授

山内　智暁 ﾔﾏｳﾁ ﾄﾓｱｷ 薬理学関連 がん細胞におけるシスチン取込みトランスポー
ター活性の新規概日リズム制御機構の解明

九州大学 薬学府 大戸　茂弘 教授

山元　修成 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｾｲ 栄養学および健康科学関連 NASHに併発するサルコペニアの新規病態メカニ
ズムの解明および治療標的の探索

岡山大学 保健学研究科 渡辺　彰吾 准教授

湯淺　光博 ﾕｱｻ ﾐﾂﾋﾛ 腫瘍生物学関連 節外性リンパ腫における腫瘍細胞と微小環境の
多様性の包括的探索

東京大学 大学院医学系研究
科

牛久　哲男 教授

吉治　智志 ﾖｼｼﾞ ｻﾄｼ 代謝および内分泌学関連 非侵襲的膵β細胞イメージング法による糖尿病
の病態解明およびその応用

京都大学 医学研究科 稲垣　暢也 教授

吉原　雅大 ﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾊﾙ 解剖学関連 胆管形成におけるDelta-Notchシグナルの数理
モデル構築と遺伝子工学的実証

筑波大学 グローバル教育院 高橋　智 教授

李　若詩 ﾘ ﾙｰｽ 生理学関連 新たに見出された体温調節ニューロンによる体
温の概日リズム形成

筑波大学 人間総合科学学術
院

櫻井　武 教授

渡邊　勇一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 薬系化学および創薬科学関連 選択的赤外光照射による新反応・新合成・新手
法・新機能・新理論

東京大学 薬学系研究科 内山　真伸 教授
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