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アン　ソヒ ｱﾝ ｿﾋﾖﾝ 地域研究 朝鮮戦争における少年兵問 同志社大学 グローバル・ 太田　修 教授
ョン 題研究 スタディーズ

研究科

李　東宣 ｲ ﾄﾞﾝｿﾝ ヨーロッパ史 近世ブリテンの王権論 東京大学 総合文化研究 森　政稔 教授
・アメリカ史 科

飯野　雅敏 ｲｲﾉ ﾏｻﾄｼ 哲学・倫理学 ドゥルーズにおけるライプ 東京大学 総合文化研究 増田　一夫 教授
ニッツ受容：その意義と背
景

科

石川　和樹 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 人文地理学 交通量調査史料を用いた近 首都大学東京 都市環境科学 松山　洋 教授
代東京の人流に関する定量
的研究

研究科

石川　慶一 ｲｼｶﾜ ｹｲｲﾁﾛ 人文地理学 公共住宅市場の再編とその 名古屋大学 環境学研究科 岡本　耕平 教授
郎 ｳ 地域的差異に関する研究

石崎　野々 ｲｼｻﾞｷ ﾉﾉｶ 考古学 古代エジプトにおける木棺 早稲田大学 文学研究科 近藤　二郎 教授
花 の製作技術

一戸　恒人 ｲﾁﾉﾍ ﾋｻﾄ 文化人類学・ 身体感覚を通じた場所化に 京都大学 人間・環境学 風間　計博 教授
民俗学 関する文化人類学的研究-

シベリア・ユピックを事例
に-

研究科

伊藤　琢麻 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ ヨーロッパ文 トリスタン・ツァラの言語 早稲田大学 文学研究科 鈴木　雅雄 教授
学 理論における「客観性」と

「叙情的なもの」

殷　捷 ｲﾝ ｼﾖｳ 日本史 日本中世下級官人社会の研 京都大学 文学研究科 上島　享 教授
究

占部　由子 ｳﾗﾍﾞ ﾕｳｺ 言語学 言語類型論的アプローチに 九州大学 人文科学府 下地　理則 准教授
基づく南琉球八重山語西表
島船浮方言の記述文法書作
成

ＡＡＭＥＳ ｴｲﾑｽﾞ ｼﾞﾐｰ 哲学・倫理学 物理現象へのパースの記号 大阪大学 人間科学研究 檜垣　立哉 教授
　Ｊｉｍｍ
ｙ

論的・情報論的アプローチ 科

遠藤　彩瑛 ｴﾝﾄﾞｳ ｻｴ 美術史 古代ローマの室内装飾にお 東北大学 文学研究科 尾崎　彰宏 教授
ける自然風景描写の研究

大胡　高輝 ｵｵｺﾞ ｺｳｷ 哲学・倫理学 親鸞における「信」の構造 東京大学 人文社会系研 頼住　光子 教授
の研究-『教行信証』にお
ける諸仏の伝法に注目して
-

究科

大崎　果歩 ｵｵｻｷ ｶﾎ 宗教学 トルストイの宗教論-19世 東京大学 人文社会系研 沼野　充義 教授
紀ロシアのキリスト教的文
脈におけるその位置づけ

究科

大亦　菜々 ｵｵﾏﾀ ﾅﾅｴ 言語学 ヒッタイト語のヴォイスに 東京大学 人文社会系研 小林　正人 准教授
恵 かかわる形態統語的研究 究科

小川　将也 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 美学・芸術諸 19世紀後半以降のドイツ語 東京大学 人文社会系研 渡辺　裕 教授
学 圏音楽学史研究-音楽作品

の内と外を巡る問題系の解
明-

究科

貝原　伴寛 ｶｲﾊﾞﾗ ﾄﾓﾋﾛ ヨーロッパ史 18世紀フランスの政治文化 東京大学 総合文化研究 長谷川　まゆ 教授
・アメリカ史 と感情の関わり─演劇にお

ける涙を手がかりとして
科 帆

春日　悠生 ｶｽｶﾞ ﾕｳｷ 言語学 日本語終助詞の用法記述の 京都大学 人間・環境学 谷口　一美 教授
ための統一的方法の構築-
方言終助詞の比較を目指し
て

研究科
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勝田　悠紀 ｶﾂﾀ ﾕｳｷ 英米・英語圏 「小説の芸術化」から見た 東京大学 人文社会系研 阿部　公彦 准教授
文学 19世紀英国小説の研究 究科

鎌田　皐綾 ｶﾏﾀ ｻｱﾔ ヨーロッパ史 現代ラティーノ政治におけ 東京大学 総合文化研究 遠藤　泰生 教授
・アメリカ史 る新しい市民の創造：エス

ニシティの変容をめぐって
科

神村　幸蔵 ｶﾐﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ 外国語教育 未知語推測プロセスにおけ 筑波大学 人文社会科学 卯城　祐司 教授
る形態素情報の役割と付随
的語彙学習への効果

研究科

菅野　倫匡 ｶﾝﾉ ﾐﾁﾏｻ 言語学 現代日本における漢字使用 筑波大学 人文社会科学 矢澤　真人 教授
の実態に関する通時的・計
量的研究

研究科

北川　真紀 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｷ 文化人類学・ オフグリッド実践に伴う感 東京大学 総合文化研究 箭内　匡 教授
民俗学 覚・行為の変容と創造性を

めぐる人類学的研究
科

金　誠明 ｷﾑ ｿﾝﾐﾖﾝ 日本史 戦後日本における在日朝鮮 一橋大学 社会学研究科 加藤　圭木 専任講師
人の国籍問題に関する総合
的研究

甲賀　真広 ｺｳｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 日本語教育 日本社会の多言語化に向け 首都大学東京 人文科学研究 Ｄａｎｉｅｌ 教授
た「旧植民地」の言語接触
研究

科 　Ｌｏｎｇ

小松　誠 ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ 美術史 古典期アテナイ、アクロポ 筑波大学 人間総合科学 長田　年弘 教授
リス奉納記念物研究-公的
奉納と私的奉納の違いにつ
いて-

研究科

佐藤　正尚 ｻﾄｳ ﾏｻﾅｵ ヨーロッパ文 フランス大衆科学小説にお 東京大学 総合文化研究 星埜　守之 教授
学 けるガストン・ド・パヴロ

フスキーの思想の全体像の
解明

科

末野　孝典 ｽｴﾉ ﾀｶﾉﾘ アジア史・ア イスラーム神秘主義の思想 京都大学 アジア・アフ 東長　靖 教授
フリカ史 ネットワーク：知的交流の

場としての北・西アフリカ
リカ地域研究
研究科

菅谷　基 ｽｶﾞﾔ ﾓﾄｲ 思想史 近代イギリス哲学における 国際基督教大学 アーツ・サイ 矢嶋　直規 教授
自由思想運動と感情主義倫
理学--ロックからシャフツ
ベリへ

エンス研究科

関　大輔 ｾｷ ﾀﾞｲｽｹ 美術史 ルネサンス期における占星 大阪大学 文学研究科 桑木野　幸司 准教授
術芸術の変容：マルシリオ
・フィチーノの思想を手掛
かりに

曹　悦 ｿｳ ｴﾂ 美術史 清代中国篆書書法が東アジ 関西大学 東アジア文化 中谷　伸生 教授
アに対する影響 研究科

曽村　みず ｿﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 美学・芸術諸 1930～40年代の薩摩琵琶の 東京藝術大学 音楽研究科 塚原　康子 教授
き 学 音楽実態とその社会的位置

づけ：戦争の影響に着目し
て

高野　紗奈 ﾀｶﾉ ｻﾅｴ 考古学 縄文原体の分析にもとづく 京都大学 文学研究科 吉井　秀夫 教授
江 集団間交流史の再構築と西

日本縄文消失の社会的背景

武　育実 ﾀｹ ｲｸﾐ 哲学・倫理学 アリストテレスの運動論-- 京都大学 文学研究科 中畑　正志 教授
初期ハイデガーによる解釈
を手がかりに--
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谷岡　彩 ﾀﾆｵｶ ｱﾔ 美術史 近代大阪画壇における南画 大阪大学 文学研究科 橋爪　節也 教授
と美術教育に関する研究

ＤＵＡＮ　 ﾀﾞﾝ ｲﾁﾌﾞﾝ 宗教学 メトロポリス東京における 筑波大学 人文社会科学 木村　武史 教授
ＹＩＷＥＮ 曹洞宗の復興 研究科

張　瀛子 ﾁﾖｳ ｴｲｺ 中国哲学・印 「術」としての儀礼とその 東京大学 人文社会系研 中島　隆博 教授
度哲学・仏教
学

支配：『荀子』を中心とす
る儒家の術思想研究

究科

塚原　浩太 ﾂｶﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 日本史 戦後日本における国家-社 東京大学 東京大学大学 野島（加藤） 東京大学大学
郎 会関係の変容-代議士個人

後援会の形成-
院人文社会系
研究科

　陽子 院人文社会系
研究科教授

辻　大地 ﾂｼﾞ ﾀﾞｲﾁ アジア史・ア アッバース朝期イスラーム 九州大学 人文科学府 清水　和裕 教授
フリカ史 社会の性愛観念とその実態

：同性間性愛関係に着目し
て

土田　まど ﾂﾁﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 文化人類学・ ろう者と聴者の音楽的共在 東京大学 総合文化研究 名和　克郎 教授
か 民俗学 をめぐる比較民族誌 科

土谷　輪 ﾂﾁﾔ ﾘﾝ 文化人類学・ 魔除け文化の人類学的研究 京都大学 人間・環境学 石井　美保 准教授
民俗学 研究科

永井　文也 ﾅｶﾞｲ ﾌﾐﾔ 文化人類学・ 先住民族の土地権原をめぐ 京都大学 人間・環境学 風間　計博 教授
民俗学 る文化人類学的研究ーカナ

ダのチルコーティン裁判を
事例に

研究科

長塚　織人 ﾅｶﾞﾂｶ ｵﾘﾄ 文学一般 近代ユダヤスペイン語文学 東京大学 総合文化研究 齊藤　文子 教授
運動の研究ーーテキスト解
釈を中心に

科

Ｈｙｎｅｓ ﾊｲﾝｽﾞ ﾏﾚｲﾄ 日本史 アクティビズムとしての歴 同志社大学 グローバル・ 冨山　一郎 教授
　Ｍａｉｒ
ｅａｄ　Ｃ
ｅｃｉｌｌ
ｅ

ﾞ ｾｼﾙ 史研究-国防婦人会研究の
ボランティアグループを事
例に

スタディーズ
研究科

藤澤　大智 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀﾞｲﾁ ヨーロッパ文 ジャコモ・レオパルディの 東京大学 人文社会系研 浦　一章 教授
学 著作における詩と哲学の関

係についての研究
究科

藤田　風花 ﾌｼﾞﾀ ﾌｳｶ ヨーロッパ史 中近世東地中海における複 京都大学 文学研究科 小山　哲 教授
・アメリカ史 数文化圏の交錯-「境界域

」としてのキュプロスから
-

ＢＲＯＯＫ ﾌﾞﾙﾂｸ ﾄｰﾏｽ 日本文学 「越境作家」における文化 神戸大学 人文学研究科 大橋　完太郎 准教授
　ＴＨＯＭ
ＡＳ

との交渉--リービ英雄、多
和田葉子、水村美苗を中心
に

逸見　祐太 ﾍﾝﾐ ﾕｳﾀ ヨーロッパ史 ローマ帝政前期における「 東京大学 総合文化研究 田中　創 准教授
・アメリカ史 権力と法」の研究：皇帝・

元老院関係の検討を通じて
科

堀江　郁智 ﾎﾘｴ ｲｸﾄﾓ 哲学・倫理学 シモンドンにおける自然哲 東京大学 総合文化研究 原　和之 教授
学の研究：「非人間的転回
」を踏まえて

科

松井　歩 ﾏﾂｲ ｱﾕﾑ 人文地理学 生業の組み合わせに着目し 名古屋大学 環境学研究科 横山　智 名古屋大学環
た現代的な漁家漁業の存立
構造の解明

境学研究科　
教授

松井　拓史 ﾏﾂｲ ﾀｸｼ 芸術一般 社会主義期ハンガリーの国 大阪大学 文学研究科 伊東　信宏 教授
立民俗アンサンブルにおけ
る文化ナショナリズム
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松尾　卓磨 ﾏﾂｵ ﾀｸﾏ 人文地理学 ロンドンのインナーシティ 大阪市立大学 大学院文学研 水内　俊雄 教授
とその「包容力」に関する
地理学的研究

究科

松永　瑠成 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘﾕｳｾ 日本文学 戯作の出版・流通・受容の 中央大学 文学研究科 鈴木　俊幸 教授
ｲ 研究-貸本問屋大島屋伝右

衛門の営業に注目して-

真殿　琴子 ﾏﾄﾞﾉ ｺﾄｺ 宗教学 オスマン朝期のスーフィズ 京都大学 アジア・アフ 東長　靖 教授
ム思想とその社会的役割 リカ地域研究

研究科

水上　拓哉 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｸﾔ 哲学・倫理学 ポスト現象学と言語行為論 東京大学 学際情報学府 佐倉　統 教授
に基づいたコミュニケーシ
ョンロボットの倫理に関す
る研究

峰見　一輝 ﾐﾈﾐ ｲﾂｷ 言語学 文処理における予測処理メ 東京大学 総合文化研究 広瀬　友紀 准教授
カニズムの解明-第二言語
文処理研究を通して-

科

三野　貴志 ﾐﾉ ﾀｶｼ 英語学 There構文の多層的ネット 大阪大学 言語文化研究 早瀬　尚子 准教授
ワークの構築 ~構文文法の
新たな枠組みを求めて~

科

村田　優樹 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ ヨーロッパ史 革命、内戦期ウクライナの 東京大学 人文社会系研 池田　嘉郎 准教授
・アメリカ史 国制史的研究-中東欧にお

ける「一民族一国家体制」
の成立

究科

守屋　亮 ﾓﾘﾔ ﾘﾖｳ 外国語教育 英語学習アドバイジングで 早稲田大学 大学院教育学 原田　哲男 教授
の認知と感情の不可分性：
社会文化理論に基づく4次
元的把握

研究科

師田　史子 ﾓﾛﾀ ﾌﾐｺ 地域研究 不確実性を読み替える実践 京都大学 アジア・アフ 片岡　樹 准教授
：フィリピンにおける賭博
を通じた日常世界の再想像
／創造

リカ地域研究
研究科

山形　美有 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾐﾕｷ 美術史 初期フランドル絵画におけ 京都大学 文学研究科 平川　佳世 教授
紀 る物語表現と祈祷　-ハン

ス・メムリンクの作品を中
心に

山崎　雅広 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 思想史 想像界概念を軸としたジャ 京都大学 人間・環境学 松本　卓也 准教授
ック・ラカンの精神分析思
想の変遷についての研究と
その応用

研究科

尤　驍 ﾕｳ ｼﾖｳ 文化人類学・ 首長制の現在-台湾原住民 神戸大学 国際文化学研 岡田　浩樹 教授
民俗学 族ルカイにおける首長制に

関する言説の再構築を通し
て-

究科

ＬＯＴＭＡ ﾛﾂﾄﾏﾝ ﾐｶｴﾙ 哲学・倫理学 西田哲学における新ヘーゲ 京都大学 文学研究科 出口　康夫 教授
Ｎ　ＭＩＩ
ＫＡＥＬ　
ＡＡＤＡＭ

･ｱﾀﾞﾑ ル主義的方法論

和田　大知 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ アジア史・ア ダライラマ13世によるチベ 早稲田大学 早稲田大学教 石濱　裕美子 教授
フリカ史 ット近代化の主体的態様と

その独自性に関する研究
育学研究科
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朝見　絢二 ｱｻﾐ ｹﾝｼﾞﾛｳ 理論経済学 効率的な集合知活用のため 東京大学 経済学研究科 松島　斉 教授
朗 の情報デザインに関する研

究

阿部　望 ｱﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 臨床心理学 適応的な強みに着目した学 同志社大学 心理学研究科 神山　貴弥 教授
校での強み介入が子どもの
精神的健康に与える影響

天井　響子 ｱﾏｲ ｷﾖｳｺ 教育心理学 非援助要請者の内的変化メ 東京大学 教育学研究科 遠藤　利彦 教授
カニズムと生涯発達的影響
に基づいた新たな支援方法
の構築

安藤　嘉基 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼｷ 理論経済学 設備投資と研究開発に関す 東京大学 経済学研究科 青木　浩介 東京大学大学
る企業行動の理論的分析及
びそのマクロ的示唆

院経済学研究
科教授

五十嵐　未 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾗｲ 商学 深層学習によるソーシャル 東北大学 経済学研究科 照井　伸彦 教授
来 メディア情報を組み込んだ

マーケティングモデルの開
発

池田　岳大 ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 社会学 動学的アプローチによる現 東京大学 教育学研究科 三輪　哲 教授
代日本女性のライフコース
の特徴とそのメカニズム

石川　光彦 ｲｼｶﾜ ﾐﾂﾋｺ 実験心理学 未就学児における視線情報 京都大学 文学研究科 板倉　昭二 教授
処理と集団適応の関連：実
験室とフィールドからの総
合的検討

井関　竜也 ｲｾｷ ﾀﾂﾔ 政治学 司法積極主義の比較政治学 京都大学 法学研究科 建林　正彦 教授
的研究-イタリア憲法裁判
所を手掛かりに-

糸数　温子 ｲﾄｶｽﾞ ｱﾂｺ 教育社会学 階層と社会関係資本に関す 一橋大学 社会学研究科 山田　哲也 教授
る実践的研究ー差異化・包
摂・承認を手がかりにー

　総合社会科
学専攻

猪口　絢子 ｲﾉｸﾁ ｱﾔｺ 国際関係論 企業と市場を介した政策移 大阪大学 国際公共政策 松野　明久 教授
転の特徴-アフリカ大湖地
域の紛争鉱物規制を事例に
-

研究科

今井　凌 ｲﾏｲ ﾘﾖｳ 経済統計 k標本問題におけるベイズ 東京大学 経済学研究科 久保川　達也 教授
的推定手法の決定理論的最
適性と小地域推定問題への
応用

岩澤　佳太 ｲﾜｻﾜ ｹｲﾀ 会計学 原価情報品質が経営意思決 慶應義塾大学 商学研究科 吉田　栄介 教授
定に及ぼす影響の解明

岩田　沙恵 ｲﾜﾀ ｻｴｺ 実験心理学 記憶における主観的時間の 京都大学 人間・環境学 月浦　崇 教授
子 形成に情動が与える影響と

その神経機構の解明
研究科

上島　淳史 ｳｴｼﾏ ｱﾂｼ 社会心理学 分配的正義の合意形成を支 東京大学 人文社会系研 亀田　達也 教授
える認知・神経メカニズム
の解明

究科

江上　弘幸 ｴｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 財政・公共経 モバイルマネー導入地域に 政策研究大学院大 政策研究科 木島　陽子 准教授
済 おける出稼ぎ労働者の厚生

及び送金の意思決定メカニ
ズム

学

江幡　知佳 ｴﾊﾞﾀ ﾁｶ 教育学 国際バカロレアに関する理 筑波大学 人間総合科学 藤井　穂高 教授
論的・実証的研究-「知の
理論」を中心に-

研究科
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王　黛茜 ｵｳ ﾀｲｾﾝ 社会学 脱原発がもたらす地域社会 名古屋大学 環境学研究科 青木　聡子 准教授
への影響とそれへの対応--
台湾の原発立地自治体に着
目して

王　文潔 ｵｳ ﾌﾞﾝｹﾂ 社会学 災害時における市民エージ 大阪大学 人間科学研究 稲場　圭信 教授
ェント間の連携の変動過程
ーネットワーク組織を事例
に

科

大石田　真 ｵｵｲｼﾀﾞ ｼﾝﾔ 経済史 20世紀初頭の中国の貨幣制 東京大学 経済学研究科 城山　智子 東京大学大学
弥 度とその秩序 院経済学研究

科教授

大田　浩史 ｵｵﾀ ﾋﾛﾌﾐ 経済統計 高次元データの条件付き確 東京大学 経済学研究科 加藤　賢悟 准教授
率密度関数と条件付き最頻
値の推定に関する研究

大塚　亮真 ｵｵﾂｶ ﾘﾖｳﾏ 地域研究 マウンテンゴリラの住民参 京都大学 アジア・アフ 山越　言 准教授
加型保全とエコツーリズム
の持続可能性に関する研究

リカ地域研究
研究科

大槻　奈緒 ｵｵﾂｷ ﾅｵｺ 社会福祉学 レスパイトケアの在宅療養 大阪大学 医学系研究科 小西　かおる 教授
子 支援モデルの開発

小川　亮 ｵｶﾞﾜ ﾘﾖｳ 公法学 日本のための憲法解釈方法 東京大学 法学政治学研 石川　健治 教授
論の体系的・横断的検討：
日本・英米圏・フランスを
中心に

究科

柿沼　亨祐 ｶｷﾇﾏ ｷﾖｳｽｹ 教育心理学 ほめることが「ほめ手」の 同志社大学 心理学研究科 田中　あゆみ 教授
動機づけに与える影響

柏木　柚香 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｽﾞｶ 経済政策 自然災害に対するサプライ 早稲田大学 経済学研究科 戸堂　康之 教授
チェーン・ネットワークの
強靭性に関する実証研究

片山　由将 ｶﾀﾔﾏ ﾖｼﾏｻ 理論経済学 個人の学習行動に対する公 東京大学 経済学研究科 松井　彰彦 東京大学大学
理論的分析 院経済学研究

科教授

河原　美彩 ｶﾜﾊﾗ ﾐｻｺ 実験心理学 多感覚的な情動認知におけ 東京女子大学 人間科学研究 田中　章浩 教授
子 る文化差を生み出すメカニ

ズム-発達的観点からの検
討-

科

黒田　起吏 ｸﾛﾀﾞ ｷﾘ 社会心理学 集合現象のダイナミクスを 東京大学 人文社会系研 亀田　達也 教授
支える認知・生理プロセス
とその神経基盤の検討

究科

Ｇｕｏ　Ｌ ｸﾞｵ ﾘﾌ 社会学 中国における市民社会とLG 東京大学 総合文化研究 阿古　智子 准教授
ｉｆｕ BT運動：「法治」と「徳治

」の二重規範に着目して
科

櫻間　瑞希 ｻｸﾗﾏ ﾐｽﾞｷ 地域研究 現代タタール・ディアスポ 筑波大学 人文社会科学 明石　純一 准教授
ラにおける言語選択と言語
政策の関係性に関する総合
的研究

研究科

柴　里実 ｼﾊﾞ ｻﾄﾐ 教育心理学 学習後の振り返りにおける 東京大学 教育学研究科 市川　伸一 教授
メタ認知的方略獲得の支援
ー「教訓帰納」の質に着目
してー

渋田　美羽 ｼﾌﾞﾀ ﾐｳ 社会法学 国家後見的な集団的労使自 九州大学 法学府 山下　昇 教授
治の創造-交渉主体と労働
協約適用形態の多元化理論



職名受入研究者部局受入研究機関研究課題名分科・細目氏名 カナ氏名

ＤＣ１・社会科学　73名　平成30年度特別研究員採用者一覧

島藤　安奈 ｼﾏﾌｼﾞ ｱﾝﾅ 特別支援教育 自閉スペクトラム症児の共 大阪大学 人間科学研究 金澤　忠博 教授
同注意の発達に合わせた絵
本の読み聞かせ方法

科

鈴木　裕貴 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 社会学 被爆地内部における記憶の 京都大学 人間・環境学 倉石　一郎 教授
複層性に関する史的研究：
旧軍港都市呉・佐世保に着
目して

研究科

染谷　莉奈 ｿﾒﾔ ﾘﾅｺ 社会学 重度知的障害者家族におけ 中央大学 文学研究科 天田　城介 教授
子 る当事者と親の関係の形成

プロセスに関する社会学的
研究

高野　佳佑 ﾀｶﾉ ｹｲｽｹ 経済政策 地理的・社会的近接性を考 筑波大学 システム情報 堤　盛人 教授
慮した企業間ネットワーク
の計量分析

工学研究科

高橋　奈々 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ 実験心理学 カラスにおける社会行動の 慶應義塾大学 社会学研究科 伊澤　栄一 准教授
性差とその生理基盤の発達
および生態との関係の検証

竹内　恵美 ﾀｹｳﾁ ｴﾐ 臨床心理学 がんサバイバーにおける過 慶應義塾大学 慶應義塾大学 藤澤　大介 講師
剰な再発不安の特徴の検討 医学研究科

田中　茜 ﾀﾅｶ ｱｶﾈ 社会学 女性の就業に関する意思決 東京大学 学際情報学府 三輪　哲 教授
定構造-法的制度・職場規
範・夫婦間の役割調整に着
目して-

田中　瑛 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 社会学 NHKの総合福祉番組におけ 東京大学 学際情報学府 林　香里 教授
るオルタナティヴな公共性
規範に関する考察

谷口　雄紀 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｷ 教育心理学 幼児は非合理的な行為をど 九州大学 人間環境学府 實藤　和佳子 准教授
こまで模倣するのか：関連
する能力・要因に着目して

趙　相宇 ﾁﾖ ｻﾝｳ 社会学 韓国ナショナリズムと対日 京都大学 教育学研究科 佐藤　卓己 教授
ノスタルジア研究：「嫌悪
」と「親密」の相互依存関
係性から

豊崎　仁美 ﾄﾖｻｷ ﾋﾄﾐ 会計学 固定収益会計による財務業 明治大学 明治大学大学 鈴木　研一 教授
績改善メカニズム 院経営学研究

科

鳥谷部　貴 ﾄﾘﾔﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 財政・公共経 保育所の利用と子供の発達 東京大学 経済学研究科 川口　大司 大学教授
大 済 に関する分析：親の学歴と

育児行動の観点から

長江　侑紀 ﾅｶﾞｴ ﾕｷ 教育社会学 外国人の子どもの幼保環境 東京大学 東京大学大学 恒吉　僚子 教授
やスキル発達が就学後の子
どもの状況へ与える影響

院教育学研究
科

長島　皓平 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ 政治学 現代政治思想における政治 慶應義塾大学 法学研究科 萩原　能久 教授
神学研究-ジョルジョ・ア
ガンベンを中心に-

成澤　柊子 ﾅﾘｻﾜ ｼﾕｳｺ 政治学 社会的養護体制の形成と展 東京大学 法学政治学研 城山　英明 教授
開: 日本と諸外国の比較歴
史分析

究科

西山　慧 ﾆｼﾔﾏ ｻﾄﾙ 実験心理学 記憶の意図的な抑制メカニ 京都大学 教育学研究科 齊藤　智 教授
ズムの検討

仁田　雄介 ﾆﾂﾀ ﾕｳｽｹ 臨床心理学 記憶の再固定化を利用した 早稲田大学 人間科学研究 熊野　宏昭 教授
トラウマ記憶の減弱の臨床
応用と回避による阻害効果
の検討

科
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長谷川　敦 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂﾔ 社会福祉学 フランスにおける失業対策 大阪市立大学 大阪市立大学 福原　宏幸 大阪市立大学
也 と社会的包摂の取り組みー

レジー・ド・カルチエに着
目してー

経済学研究科 経済学研究科
教授

幡谷　咲子 ﾊﾀﾔ ｻｷｺ 国際法学 北極域秩序研究における学 神戸大学 国際協力研究 柴田　明穂 神戸大学国際
際的アプローチの構築 科 協力研究科教

授

花登　駿介 ﾊﾅﾄ ｼﾕﾝｽｹ 理論経済学 交渉ゲームにおける提案過 東京工業大学 工学院 河崎　亮 准教授
程の内生化及び提案頻度が
合意分配に与える影響の分
析

平本　亮介 ﾋﾗﾓﾄ ﾘﾖｳｽｹ 実験心理学 身体化する道具：機能性の 広島大学 教育学研究科 宮谷　真人 教授
影響とその神経基盤

藤道　宗人 ﾌｼﾞﾐﾁ ﾑﾈﾝﾄ 実験心理学 脳機能計測法による質感の 京都大学 人間・環境学 齋木　潤 教授
ﾞ 視覚記憶メカニズムの解明 研究科

北條　大樹 ﾎｳｼﾞﾖｳ ﾀﾞｲ 教育心理学 回答傾向バイアスを補正で 東京大学 教育学研究科 岡田　謙介 准教授
ｷ きる質問紙調査デザインの

開発

細川　真由 ﾎｿｶﾜ ﾏﾕ 国際関係論 戦間期ヨーロッパにおける 京都大学 人間・環境学 齋藤　嘉臣 准教授
立憲主義的広域秩序構築に
関する史的研究：フランス
を中心に

研究科

俣野　美咲 ﾏﾀﾉ ﾐｻｷ 社会学 親子の援助関係とライフコ 武蔵大学 人文科学研究 大屋　幸恵 教授
ースの格差の連鎖に関する
計量社会学的研究

科

松本　洵 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾕﾝ 政治学 議会政党の発展：初期議会 東京大学 法学政治学研 五百旗頭　薫 教授
における政党代議士の行動
と論理

究科

マンスフィ ﾏﾝｽﾌｲｰﾙﾄﾞ 国際法学 国際刑事法における法解釈 東京大学 法学政治学研 寺谷　広司 教授
ールド　デ
ビッド宥雅

ﾃﾞﾋﾞﾂﾄﾞﾕｳｶ
ﾞ

の理論的基礎：国家意思と
の関係を中心に

究科

三浦　一馬 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏ 社会学 過疎地域における老いゆく 日本大学 文学研究科 好井　裕明 教授
自己の社会学-栃木県日光
市足尾での生活史分析-

三上　美咲 ﾐｶﾐ ﾐｻｷ 特別支援教育 発達性協調運動障害と自閉 弘前大学 保健学研究科 山田　順子 教授
症スペクトラム障害におけ
る不器用さの特徴とメカニ
ズム解明

三代川　夏 ﾐﾖｶﾜ ﾅﾂｺ 政治学 自民党政治と戦後アジア外 東京大学 法学政治学研 五百籏頭　薫 教授
子 交　1957-1978　-「二つの

中国問題」を軸に-
究科

村木　数鷹 ﾑﾗｷ ｶｽﾞﾀｶ 政治学 歴史意識と政治思想--マキ 東京大学 法学政治学研 川出　良枝 教授
ァヴェッリの「画期性」再
考

究科

村瀬　啓 ﾑﾗｾ ｹｲ 政治学 近代日本における帝国秩序 東京大学 総合文化研究 酒井　哲哉 教授
の再編と統合-戦間期農業
政策を中心として

科

森本　和寿 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ 教育学 アメリカにおける作文教育 京都大学 教育学研究科 石井　英真 准教授
の検討：技能教授と生活表
現の統合

藪下　もも ﾔﾌﾞｼﾀ ﾓﾓｺ 社会学 権利vs道徳～フィリピンの 名古屋大学 国際開発研究 伊東　早苗 教授
こ 思春期のリプロダクティブ

・ライツ～
科
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山岸　敦 ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾂｼ 経済政策 政府間の財政競争に関する 東京大学 経済学研究科 佐藤　泰裕 准教授
統一理論の構築

山口　刀也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｳﾔ 教育学 1950年代前半における「子 京都大学 教育学研究科 駒込　武 教授
どもを守る」運動の射程

山口　祐香 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｶ 社会学 朝鮮通信使の再発見-在日 九州大学 地球社会統合 松井　康浩 教授
コリアン研究者の歴史実践
と境界アイデンティティ-

科学府

横山　智樹 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓｷ 社会学 原発被災地における家族・ 首都大学東京 人文科学研究 山下　祐介 准教授
地域社会の被害と適応過程
に関する研究

科

渡辺　健太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀﾛ 社会学 専攻分野の価値意識形成メ 大阪大学 人間科学研究 吉川　徹 教授
郎 ｳ カニズム、賃金格差生成メ

カニズムの解明
科

渡邊　真之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 教育学 １９７０年代の教育実践に 東京大学 東京大学大学 小国　喜弘 東京大学大学
おける教師性批判の展開：
「教師-子ども関係」を再
構築する

院教育学研究
科

院教育学研究
科教授

渡邉　有希 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ 政治学 公共工事入札における競争 早稲田大学 政治学研究科 縣　公一郎 教授
乃 緩和の効果とPFIに見る談

合の機能代替現象の分析



職名受入研究者部局受入研究機関研究課題名分科・細目氏名 カナ氏名

ＤＣ１・数物系科学　109名　平成30年度特別研究員採用者一覧

赤間　進吾 ｱｶﾏ ｼﾝｺﾞ 素粒子・原子 特異点のない宇宙モデルの 立教大学 理学研究科 小林　努 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

一般的性質の理解とインフ
レーションとの観測的区別

ＡＳＡＶＡ ｱｻﾊﾞﾅﾝﾄ ﾜﾘ 原子・分子・ 量子情報処理に向けた２次 東京大学 工学系研究科 古澤　明 教授
ＮＡＮＴ　
ＷＡＲＩＴ

ﾂﾄ 量子エレクト
ロニクス

元クラスター状態の生成及
び時間領域量子計算の実現

浅見　慶志 ｱｻﾞﾐ ｹｲｼﾛｳ 地球宇宙化学 "鉄マンガンクラスト層序 東京大学 工学系研究科 加藤　泰浩 教授
朗 学"の確立-環境変動からプ

レート運動まで-

足利　沙希 ｱｼｶｶﾞ ｻｷｺ 素粒子・原子 レプトン対測定による質量 京都大学 理学研究科 成木　恵 准教授
子 核・宇宙線・

宇宙物理（実
験）

生成機構の実験的解明

安藤　健太 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 素粒子・原子 重力波から探る初期宇宙に 東京大学 理学系研究科 川崎　雅裕 兼任教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

おける小スケールゆらぎと
その宇宙論への影響

伊敷　喜斗 ｲｼｷ ﾖｼﾄ 幾何学 距離空間の擬対称性と幾何 筑波大学 数理物質科学 井ノ口　順一 教授
学的次元の研究 研究科

石田　剛 ｲｼﾀﾞ ﾂﾖｼ 天文学 重力レンズ効果の高解像像 東京大学 理学系研究科 河野　孝太郎 教授
復元と高赤方偏移爆発的星
形成銀河の星形成機構に関
する研究

伊藤　和広 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 代数学 志村多様体とp進的手法を 京都大学 理学研究科 伊藤　哲史 准教授
用いた代数曲面とTate予想
の研究

稲山　貴大 ｲﾅﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 幾何学 ベクトル束の特異エルミー 東京大学 数理科学研究 高山　茂晴 教授
ト計量と相対随伴束の順像
層の正値性の研究

科

井上　瑛二 ｲﾉｳｴ ｴｲｼﾞ 幾何学 ケーラー・リッチ・ソリト 東京大学 数理科学研究 高山　茂晴 教授
ンを持つファノ代数多様体
のモジュライ空間の研究

科

井上　秀樹 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｷ 解析学基礎 散乱理論による指数定理の 名古屋大学 多元数理科学 ＲＩＣＨＡＲ 特任教授
探求 研究科 Ｄ　Ｓｅｒｇ

ｅ

岩切　秀一 ｲﾜｷﾘ ｼﾕｳｲﾁ 物性Ⅰ（実験 高周波ゆらぎ測定を用いた 大阪大学 理学研究科 小林　研介 教授
） スピン流量子ダイナミクス

の解明

岩澤　諄一 ｲﾜｻﾜ ｼﾞﾕﾝｲ 数理物理・物 自走粒子の集団運動実験を 東京大学 理学系研究科 古澤　力 兼任教授
郎 ﾁﾛｳ 性基礎（実験

）
通した非平衡自己組織化現
象の理解

岩田　悠平 ｲﾜﾀ ﾕｳﾍｲ 天文学 ミリ波サブミリ波観測で探 慶應義塾大学 理工学研究科 岡　朋治 教授
る銀河中心巨大ブラックホ
ールの起源

上村　洋平 ｳｴﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 物性Ⅰ（実験 有機強誘電体薄膜における 東京大学 工学系研究科 長谷川　達生 教授
） 分極ドメイン壁の電界変調

イメージングと運動制御

梅本　滉嗣 ｳﾒﾓﾄ ｺｳｼﾞ 素粒子・原子 量子情報理論に基づく時空 京都大学 理学研究科 高柳　匡 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

と量子エンタングルメント
の双対性の解明
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榎本　悠久 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾙﾋｻ 代数学 完全圏を軸とする環の表現 名古屋大学 多元数理科学 伊山　修 教授
論の新展開 研究科

大畑　耕治 ｵｵﾊﾀ ｺｳｼﾞ 地質学 混濁流ベッドフォームの形 京都大学 理学研究科 成瀬　元 准教授
成メカニズム

岡井　晃一 ｵｶｲ ｺｳｲﾁ 素粒子・原子 ニュートリノ質量分光に向 岡山大学 自然科学研究 植竹　智 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

けた高次QED過程制御方法
の研究

科

奥村　駿 ｵｸﾑﾗ ｼﾕﾝ 物性Ⅱ（理論 カイラル磁性体中の非平衡 東京大学 工学系研究科 求　幸年 教授
） 量子輸送現象に対する大規

模数値計算を用いた理論研
究

奥村　傑 ｵｸﾑﾗ ｽｸﾞﾙ 素粒子・原子 超重力理論の一般化とその 京都大学 理学研究科 畑　浩之 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

ホログラフィーの解明

長田　翔太 ｵｻﾀﾞ ｼﾖｳﾀ 数学基礎・応 行列式点過程；離散と連続 九州大学 数理学府 白井　朋之 教授
用数学 そして普遍性

ＯＭＡＮＤ ｵﾏﾝﾄﾞ ｺﾅｰ 素粒子・原子 マグネター駆動型超新星爆 東京大学 理学系研究科 吉田　直紀 教授
　ＣＯＮＯ
Ｒ

核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

発の研究

梶田　展人 ｶｼﾞﾀ ﾋﾛﾄ 地質学 東アジアにおける完新世の 東京大学 理学系研究科 川幡　穂高 兼任教授
環境変動の高時間解像度解
析と中国文明盛衰の関係

金丸　礼 ｶﾈﾏﾙ ﾚｲ 固体地球惑星 ユークライト隕石の母岩推 総合研究大学院大 複合科学研究 山口　亮 併任准教授
物理学 定-統計手法からのアプロ

ーチ-
学 科

上岡　修星 ｶﾐｵｶ ｼﾕｳｾｲ 素粒子・原子 強力なパルス磁場と高感度 東京大学 理学系研究科 浅井　祥仁 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

光共振器を用いた真空構造
の解明

川口　功起 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ 物性Ⅱ（理論 銅酸化物高温超伝導体にお 名古屋大学 理学研究科 紺谷　浩 教授
） ける高次のバーテックス補

正を考慮した電荷密度波の
理論

川口　智美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 素粒子・原子 ヒッグス粒子と第二世代フ 名古屋大学 理学研究科 戸本　誠 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

ェルミオンとの結合定数測
定による標準模型の検証

川名　好史 ｶﾜﾅ ｺｳｼﾞﾛｳ 素粒子・原子 数値シミュレーションと観 東京大学 理学系研究科 吉田　直紀 教授
朗 核・宇宙線・

宇宙物理（理
論）

測の比較による、ブラック
ホールと星の潮汐破壊現象
の研究

甘中　一輝 ｶﾝﾅｶ ｶｽﾞｷ 解析学基礎 保型形式とスペクトル解析 東京大学 数理科学研究 小林　俊行 教授
科

木村　将也 ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 固体地球惑星 構造不均質がコントロール 東京大学 理学系研究科 亀　伸樹 兼任准教授
物理学 する地震破壊機構の理論的

研究：XBIEM-ECSの実現

清重　一輝 ｷﾖｼｹﾞ ｶｽﾞｷ 素粒子・原子 4次元超共形場理論に於け 大阪市立大学 大学院理学研 森山　翔文 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

る物理的制限に関する研究 究科
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日下部　佑 ｸｻｶﾍﾞ ﾕｳﾀ 幾何学 正則写像の空間の幾何と岡 大阪大学 理学研究科 山ノ井　克俊 教授
太 多様体

楠亀　裕哉 ｸｽｷ ﾕｳﾔ 素粒子・原子 AdS重力理論に双対となる 京都大学 理学研究科 高柳　匡 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

共形場理論の普遍的性質の
研究

倉見谷　航 ｸﾗﾐﾀﾆ ｺｳﾖｳ 原子・分子・ 量子機械学習の統合的運用 横浜国立大学 理工学府 小坂　英男 教授
洋 量子エレクト

ロニクス
による量子認証技術の実現

来間　俊介 ｸﾘﾏ ｼﾕﾝｽｹ 数学解析 非線形拡散方程式の抽象理 東京理科大学 理学研究科 横田　智巳 教授
論の構築と走化性方程式の
数学解析

小池　開 ｺｲｹ ｶｲ 数学解析 希薄気体中を運動する物体 慶應義塾大学 理工学研究科 井口　達雄 教授
のダイナミクス

古賀　俊貴 ｺｶﾞ ﾄｼｷ 地球宇宙化学 鉱物存在下における隕石ア 九州大学 理学府 奈良岡　浩 教授
ミノ酸の生成機構の解明

越川　亜美 ｺｼｶﾜ ｱﾐ 素粒子・原子 アクティブファイバー標的 東北大学 情報科学研究 田中　和之 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

で拓くマルチストレンジネ
ス多体系の世界

科

小島　隆宏 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 層位・古生物 過去400万年間にわたる湖 筑波大学 生命環境科学 重田　康成 教授
学 沼生珪藻の変遷史解読-古

琵琶湖層群の研究事例-
研究科

小林　稔周 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾉﾘ 代数学 可換環の表現論を用いたUl 名古屋大学 多元数理科学 高橋　亮 准教授
rich加群の研究 研究科

小林　真隆 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾀｶ 光工学・光量 高繰り返しシングルショッ 横浜国立大学 理工学府 片山　郁文 准教授
子科学 ト分光技術の開発とマルチ

時間スケールダイナミクス
への応用

小松　国幹 ｺﾏﾂ ｸﾆﾓﾄ 素粒子・原子 原始重力波の精密測定を目 岡山大学 自然科学研究 石野　宏和 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

指した偏光変調器の研究 科

小森　純希 ｺﾓﾘ ｼﾞﾕﾝｷ 固体地球惑星 相模トラフプレート間地震 東京大学 理学系研究科 安藤　亮輔 准教授
物理学 の発生履歴・再来過程の解

明

坂井　あづ ｻｶｲ ｱﾂﾞﾐ 素粒子・原子 揺らぎの入った相対論的流 上智大学 理工学研究科 平野　哲文 教授
み 核・宇宙線・

宇宙物理（理
論）

体力学と重イオン衝突反応
への応用

佐々木　裕 ｻｻｷ ﾋﾛﾌﾐ 数学基礎・応 ノイズに頑健な時間周波数 京都大学 理学研究科 山田　道夫 教授
文 用数学 解析手法の開発とその応用

佐藤　雄貴 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 物性Ⅱ（実験 強相関電子系における電子 京都大学 理学研究科 松田　祐司 教授
） ネマティック相と非従来型

超伝導の研究

四方　悠貴 ｼｶﾀ ﾕｳｷ 素粒子・原子 低エネルギー双極子励起に 京都大学 理学研究科 延與　佳子 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

おけるクラスター構造の研
究

清水　一慶 ｼﾐｽﾞ ｲﾂｹｲ 数学解析 シュレディンガー写像方程 京都大学 京都大学大学 堤　誉志雄 教授
式の数学解析 院理学研究科
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清水　雄貴 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 数学基礎・応 流れ場の幾何構造が創出す 京都大学 理学研究科 坂上　貴之 教授
用数学 る渦運動の数理科学

杉山　博紀 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ 生物物理・化 進化可能な化学モデル創出 東京大学 総合文化研究 豊田　太郎 准教授
学物理・ソフ
トマターの物
理

を志向した定常的自己複製
ベシクル

科

須藤　貴弘 ｽﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 天文学 銀河の形成進化と超高エネ 東京大学 理学系研究科 戸谷　友則 教授
ルギー宇宙ニュートリノの
起源

鷲見　拳 ｽﾐ ｹﾝ 幾何学 トロピカル幾何の構造調査 京都大学 理学研究科 入谷　寛 教授
によるミラー対称性の研究

住原　花奈 ｽﾐﾊﾗ ｶﾅ 光工学・光量 デュアルコム分光法を用い 慶應義塾大学 理工学研究科 渡邉　紳一 准教授
子科学 た偏光計測装置の開発と生

体分子計測への応用

高根　大地 ﾀｶﾈ ﾀﾞｲﾁ 物性Ⅱ（実験 スピン分解ARPESによるト 東北大学 理学研究科 佐藤　宇史 教授
） ポロジカル半金属における

新奇量子相の探求

高橋　忠宏 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞﾋﾛ 原子・分子・ 中空コアファイバ中の魔法 東京大学 工学系研究科 香取　秀俊 教授
量子エレクト
ロニクス

波長光導波路を使った原子
干渉計の開発

高橋　亮 ﾀｶﾊｼ ﾘﾖｳ 物性Ⅰ（理論 準結晶における高次元ギャ 東京工業大学 理学院 村上　修一 教授
） ップレストポロジカル相と

トポロジカル相転移

武田　紘樹 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 素粒子・原子 光リング共振器を用いた光 東京大学 理学系研究科 安東　正樹 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

子のローレンツ不変性検証

竹中　彰 ﾀｹﾅｶ ｱｷﾗ 素粒子・原子 大統一理論検証のための核 東京大学 理学系研究科 塩澤　眞人 兼任教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

子崩壊探索

Ｃｈｅｎ　 ﾁｴﾝ ﾔｵ 物性Ⅱ（実験 スピン-フラクトロニック 東北大学 理学研究科 藤原　航三 教授
Ｙａｏ ） スの開拓

千葉　航平 ﾁﾊﾞ ｺｳﾍｲ 数学基礎・応 確率過程の統計学に関する 東京大学 数理科学研究 吉田　朋広 教授
用数学 研究 科

塚田　怜央 ﾂｶﾀﾞ ﾚｵ 素粒子・原子 レーザー干渉計型重力波検 東京大学 理学系研究科 カンノン　キ 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

出器を用いた長時間スケー
ルでのバースト重力波信号
の探索

ップ

時枝　正明 ﾄｷｴﾀﾞ ﾏｻｱｷ 素粒子・原子 クーロン障壁近傍のエネル 東北大学 理学研究科 萩野　浩一 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

ギーにおける核融合反応の
統一的理解へ向けて

冨永　遼佑 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘﾖｳｽ 天文学 原始惑星系円盤における多 名古屋大学 理学研究科 犬塚　修一郎 教授
ｹ 重リング構造と微惑星形成

機構の統一的解明

中澤　佑介 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 物性Ⅱ（実験 ディラック半金属薄膜の超 東京大学 工学系研究科 川崎　マサシ 教授
） 高品質化とトポロジカル量

子輸送現象の究明

中村　優太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 素粒子・原子 銀河面拡散核ガンマ線の観 京都大学 理学研究科 谷森　達 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

測に向けた電子飛跡検出型
コンプトンカメラの開発
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行方　宏介 ﾅﾒｶﾀ ｺｳｽｹ 天文学 恒星観測から迫る、太陽・ 京都大学 理学研究科 野上　大作 准教授
恒星の磁気活動性の統一的
理解

根岸　真通 ﾈｷﾞｼ ﾏｻﾐﾁ 物性Ⅱ（実験 エピタキシャル薄膜による 東京大学 理学系研究科 高木　英典 教授
） 新奇量子スピン液体の実現

と制御

野口　亮 ﾉｸﾞﾁ ﾘﾖｳ 物性Ⅰ（実験 レーザースピン分解ARPES 東京大学 理学系研究科 近藤　猛 兼任准教授
） による薄膜スピン分裂バン

ド制御

野原　紗季 ﾉﾊﾗ ｻｷ 原子・分子・ 連続適応量子状態推定によ 京都大学 工学研究科 竹内　繁樹 教授
量子エレクト
ロニクス

る分子ダイナミクスの最適
観測の実現

白　怜士 ﾊｸ ｻﾄｼ 応用物性 イオン液体を用いた酸化物 慶應義塾大学 理工学研究科 安藤　和也 准教授
スピントロニクスの研究

濱口　雄史 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼ 解析学基礎 無限次元確率解析に基づく 京都大学 理学研究科 日野　正訓 教授
マーケットモデルの無裁定
条件及び完備性に関する研
究

濱田　佑 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳ 素粒子・原子 スピンネットワークを用い 京都大学 理学研究科 川合　光 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

た超弦理論の定式化の研究

原田　浩一 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｲﾁ 素粒子・原子 無限次元対称性に基づく超 東京大学 理学系研究科 松尾　泰 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

対称ゲージ理論の可解性と
双対性の解明

日置　友智 ﾋｵｷ ﾄﾓｻﾄ 物性Ⅱ（実験 高速時間分解磁気光学イメ 東北大学 理学研究科 藤原　航三 教授
） ージングを用いたスピン波

分光学の構築

廣澤　智紀 ﾋﾛｻﾜ ﾄﾓｷ 物性Ⅱ（理論 振動する外場を取り入れた 東京大学 理学系研究科 小形　正男 教授
） 非平衡マグノンのトポロジ

カルな性質の研究

福山　鴻 ﾌｸﾔﾏ ｺｳ 岩石・鉱物・ 地球内部の窒素分布、およ 東京大学 理学系研究科 鍵　裕之 教授
鉱床学 び初期地球における窒素同

位体分別の実験的解明

福與　直人 ﾌｸﾖ ﾅｵﾄ 層位・古生物 炭酸塩試料数種の高精度分 東京大学 理学系研究科 横山　祐典 兼任教授
学 析による過去三千年間の南

太平洋における古気候・古
環境復元

藤木　結香 ﾌｼﾞｷ ﾕｶ 数理物理・物 複雑ネットワークにおける 北海道大学 大学院工学院 矢久保　考介 教授
性基礎（理論
）

長距離次数相関の定式化と
フラクタル的大域構造の起
源解明

藤代　有絵 ﾌｼﾞｼﾛ ﾕｶｺ 物性Ⅱ（実験 磁気構造のトポロジー制御 東京大学 工学系研究科 十倉　好紀 教授
子 ） による電子機能物性の開拓

堀米　俊一 ﾎﾘｺﾞﾒ ｼﾕﾝｲ 素粒子・原子 暗黒物質間接検出法による 東京大学 理学系研究科 村山　斉 特任教授
ﾁ 核・宇宙線・

宇宙物理（理
論）

最新の検出結果の提示及び
その厳密化

前田　歩 ﾏｴﾀﾞ ｱﾕﾐ 層位・古生物 大型底生有孔虫の古環境プ 東京大学 理学系研究科 川幡　穂高 兼任教授
学 ロキシの開発
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前田　郁弥 ﾏｴﾀﾞ ﾌﾐﾔ 天文学 近傍銀河の高角分解能分子 京都大学 理学研究科 太田　耕司 教授
ガス観測から探る重い星の
形成条件

正木　愛美 ﾏｻｷ ｴﾐ 素粒子・原子 アクシオン・光子・重力子 神戸大学 理学研究科 早田　次郎 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

転換で探る宇宙磁場

松岡　秀樹 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞｷ 物性Ⅱ（実験 d電子系強相関薄膜・へテ 東京大学 工学系研究科 岩佐　義宏 教授
） ロ構造における新奇量子相

の開拓

松坂　俊輝 ﾏﾂｻｶ ﾄｼｷ 代数学 モックモジュラー形式と楕 九州大学 数理学府 金子　昌信 教授
円函数の実二次類似

松澤　仁志 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 固体地球惑星 次世代マルチモード表面波 北海道大学 大学院理学院 吉澤　和範 准教授
物理学 トモグラフィー法の研究：

アレイ解析によるアプロー
チ

松本　信行 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ 素粒子・原子 重力の非平衡統計力学から 京都大学 理学研究科 福間　将文 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

迫る量子重力理論の構成的
定式化の研究

三上　陵太 ﾐｶﾐ ﾘﾖｳﾀ 代数学 トロピカル幾何学及びリジ 京都大学 理学研究科 伊藤　哲史 准教授
ッド解析幾何学とそれらの
数論幾何への応用

三崎　航 ﾐｻｷ ｺｳ 物性Ⅰ（理論 Berry曲率の実時間拡散ダ 東京大学 工学系研究科 永長　直人 教授
） イナミクスへの影響

水野　勇磨 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾏ 幾何学 3次元トポロジーとクラス 東京工業大学 情報理工学院 寺嶋　郁二 准教授
ター代数

望月　健 ﾓﾁﾂﾞｷ ｹﾝ 数理物理・物 非エルミート量子力学にお 北海道大学 大学院工学院 矢久保　考介 教授
性基礎（理論
）

ける新奇現象探索および物
性物理学への応用

森　隆大 ﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 解析学基礎 確率過程の軌跡に関する交 京都大学 理学研究科 熊谷　隆 教授
差現象の解析

森　勇登 ﾓﾘ ﾕｳﾄ 素粒子・原子 経路の変形を用いた符号問 京都大学 理学研究科 菅沼　秀夫 准教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

題への取り組み

森川　億人 ﾓﾘｶﾜ ｵｸﾄ 素粒子・原子 場の理論と超弦理論に対す 九州大学 理学府 鈴木　博 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

る非摂動論的アプローチ

安田　健人 ﾔｽﾀﾞ ｹﾝﾄ 生物物理・化 ソフトマター中のマイクロ 首都大学東京 理学研究科 好村　滋行 准教授
学物理・ソフ
トマターの物
理

マシンの遊泳と拡散

安田　浩昌 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 素粒子・原子 ミューオンg-2超精密測定 東京大学 理学系研究科 齊藤　直人 併任教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

に向けた低速ミューオン加
速におけるスピン反転装置
の開発

山口　幸司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 素粒子・原子 ブラックホールのエントロ 東北大学 理学研究科 山口　昌弘 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（理
論）

ピーと負の比熱に対する量
子情報物理学的観点に基づ
く研究
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山口　直也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ ナノ構造物理 表面・界面系における巨大 金沢大学 自然科学研究 石井　史之 准教授
ラシュバ効果の発現機構に
関する第一原理的研究

科

山田　智宏 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 素粒子・原子 KAGRA極低温懸架系の高性 東京大学 理学系研究科 梶田　隆章 兼任教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

能化による低周波帯域世界
最高感度の実現

横溝　和樹 ﾖｺﾐｿﾞ ｶｽﾞｷ 物性Ⅰ（理論 空間的制御を用いたトポロ 東京工業大学 理学院 村上　修一 教授
） ジカル端状態・表面状態の

混成機構の理論的解明

吉川　智己 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｷ 薄膜・表面界 時間・スピン・角度分解光 広島大学 理学研究科 木村　昭夫 教授
面物性 電子分光装置の開発とスピ

ントロニクス材料への応用

吉崎　昂 ﾖｼｻﾞｷ ﾀｶｼ 地球宇宙化学 始源および分化隕石に含ま 東北大学 理学研究科 中村　智樹 教授
れる難揮発性親石元素の精
密測定による地球材料物質
の解明

吉田　将 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ 素粒子・原子 超軽量・高電圧電極を備え 京都大学 理学研究科 中家　剛 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

た大型キセノンガス検出器
の開発による0νββ崩壊
探索

米山　友景 ﾖﾈﾔﾏ ﾄﾓｶｹﾞ 天文学 keV-X線超過成分を通した 大阪大学 理学研究科 松本　浩典 教授
単独中性子星進化の研究及
び質量-半径の測定

李　恬 ﾘ ﾃﾝ 応用物性 マグノニクス応用へ向けた 京都大学 理学研究科 小野　輝男 教授
テラヘルツマグノンの研究

若松　達也 ﾜｶﾏﾂ ﾀﾂﾔ 岩石・鉱物・ 地球内核条件での鉄合金の 東京工業大学 理学院 太田　健二 准教授
鉱床学 音速測定による内核の化学

組成の解明

渡邊　憲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 素粒子・原子 Λ(1405)粒子の内部構造解 京都大学 理学研究科 永江　知文 教授
核・宇宙線・
宇宙物理（実
験）

明による反K中間子と核子
の束縛エネルギーの確定

渡邉　光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 物性Ⅱ（理論 遍歴電子系における奇パリ 京都大学 理学研究科 柳瀬　陽一 准教授
） ティ多極子秩序・多極子ゆ

らぎの理論的研究
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相場　諒 ｱｲﾊﾞ ｱｷﾗ 機能物性化学 固体電解質を利用した閉じ 東京工業大学 理学院 木口　学 教授
込め型単分子接合の作製お
よび機能探索

赤堀　周平 ｱｶﾎﾘ ｼﾕｳﾍｲ 有機化学 ヘテロール縮環ベルト型パ 名古屋大学 工学研究科 忍久保　洋 教授
イ共役化合物の創成

秋田　郁美 ｱｷﾀ ｲｸﾐ ナノ構造化学 半導体ナノ粒子集合構造内 北海道大学 大学院工学院 米澤　徹 教授
の粒子間相対配置から理解
する光化学反応

秋山　颯太 ｱｷﾔﾏ ｿｳﾀ 合成化学 含フッ素光学活性有機ホウ 北海道大学 大学院総合化 伊藤　肇 教授
素化合物の新規合成法の開
発

学院

芦田　慶太 ｱｼﾀﾞ ｹｲﾀ 有機化学 C1化合物の有効利用を指向 大阪大学 工学研究科 生越　専介 教授
した不斉ニッケル錯体触媒
による高効率分子変換反応
の開発

芦田　裕也 ｱｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 合成化学 光誘起電子移動を用いた新 東京大学 工学系研究科 西林　仁昭 教授
規窒素分子固定化反応の開
発

安藤　風馬 ｱﾝﾄﾞｳ ﾌｳﾏ エネルギー関 白金系ナノ粒子/酸化物/積 神奈川大学 工学研究科 松本　太 教授
連化学 層型カーボンナノチューブ

の電極触媒特性と耐久性の
向上

池野　喬之 ｲｹﾉ ﾀｶﾕｷ 分析化学 ローダミン色素の消光メカ 東京大学 薬学系研究科 浦野　泰照 教授
ニズム解析と蛍光プローブ
開発への応用

石川　奨 ｲｼｶﾜ ｼﾖｳ 合成化学 強塩基性キラルブレンステ 東北大学 理学研究科 寺田　眞浩 教授
ッド塩基触媒の創成と不斉
触媒反応の開拓

石田　沙奈 ｲｼﾀﾞ ｻﾅｴ 機能物性化学 フルカラー蛍光スイッチン 熊本大学 大学院自然科 深港　豪 准教授
恵 グを可能とする蛍光性フォ

トクロミック多成分ナノ粒
子の開発

学教育部

上野　一樹 ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ 物理化学 大振幅な分子振動の高精度 東京工業大学 理学院 大島　康裕 教授
実空間イメージング

浦谷　浩輝 ｳﾗﾀﾆ ﾋﾛｷ 物理化学 分子動力学計算に基づくペ 早稲田大学 先進理工学研 中井　浩巳 教授
ロブスカイト太陽電池にお
ける有機カチオンの機能の
解明

究科

及川　隼平 ｵｲｶﾜ ｼﾕﾝﾍﾟ ナノ構造化学 光エネルギーの低損失伝播 北海道大学 大学院総合化 村越　敬 教授
ｲ 集約による新規光機能開拓 学院

落合　優登 ｵﾁｱｲ ﾕｳﾄ 高分子・繊維 光電子特性制御と一次構造 山形大学 有機材料シス 東原　知哉 准教授
材料 制御を両立した高性能半導

体高分子の創成
テム研究科

加藤　俊介 ｶﾄｳ ｼﾕﾝｽｹ 生体関連化学 高難度物質変換を指向した 大阪大学 工学研究科 林　高史 教授
細胞表面提示バイオハイブ
リッド触媒の進化型構築

加藤　大地 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 無機化学 層状酸ハライド光触媒の新 京都大学 工学研究科 陰山　洋 教授
物質開拓、バンド構造制御
、動的性質の解明

金子　敦巳 ｶﾈｺ ｱﾂｼ 生体関連化学 外部刺激応答性DNAアプタ 新潟大学 自然科学研究 中馬　吉郎 准教授
マーの抗がん剤展開と発が
んタンパク質結晶化への応
用

科
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木村　舜 ｷﾑﾗ ｼﾕﾝ 無機化学 磁気-光相関物性を有する 東京大学 理学系研究科 西原　寛 教授
発光ラジカルナノワイヤの
創製

久保　拓夢 ｸﾎﾞ ﾋﾛﾑ 機能物性化学 らせん状多環芳香族炭化水 京都大学 工学研究科 松田　建児 教授
素の分子軌道デザインに基
づく強い円偏光発光の創出

栗本　悠司 ｸﾘﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 合成化学 ヘテロ原子架橋および酸化 岡山大学 自然科学研究 菅　誠治 教授
的環化反応による新規複素
多環芳香族分子の効率的合
成法開発

科

小池　正和 ｺｲｹ ﾏｻｶｽﾞ 無機工業材料 層状ケイ酸塩を利用したゼ 早稲田大学 先進理工学研 黒田　一幸 教授
オライトナノシートの層厚
制御と分離膜への応用

究科

黄　柏融 ｺｳ ﾌﾞｵﾛﾝ 機能物性化学 酸化還元活性な配位高分子 東北大学 理学研究科 宮坂　等 教授
における磁気・電子相関の
交差制御

小谷　亮太 ｺﾀﾆ ﾘﾖｳﾀ 有機化学 柔軟な発光団を基盤とした 京都大学 理学研究科 大須賀　篤弘 教授
張力プローブ分子群の開発
と可視化技術への展開

小林　佳吾 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ 無機化学 状態密度エンジニアリング 京都大学 理学研究科 北川　宏 教授
による新規合金ナノ粒子の
創製と機能開拓

小林　翼 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 機能物性化学 双連続キュービック液晶を 東京農工大学 大学院工学府 一川　尚広 特任准教授
利用した水素/電解質/白金
間における三相界面の拡張

小松　雄士 ｺﾏﾂ ﾀｹｼ 分析化学 血中成分の多項目同時濃度 北海道大学 大学院総合化 渡慶次　学 教授
測定のためのハイブリッド
型紙デバイスの開発

学院

齊藤　颯 ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾃ 有機化学 遷移金属触媒を用いたボラ 京都大学 理学研究科 依光　英樹 教授
サイクルの新規合成法の開
発

櫻井　舜也 ｻｸﾗｲ ｼﾕﾝﾔ 有機化学 アルキルシリルペルオキシ 京都大学 理学研究科 丸岡　啓二 教授
ドをアルキル化剤として利
用する新規分子変換法の創
出

佐々木　由 ｻｻｷ ﾕｲ 分析化学 分子の自己組織化を活用し 東京大学 工学系研究科 南　豪 講師
比 た迅速・簡便な光学純度決

定マイクロアレイ・デバイ
スの構築

佐々木　陽 ｻｻｷ ﾖｳｲﾁ 機能物性化学 励起状態でのダイナミクス 九州大学 工学府 君塚　信夫 教授
一 制御に基づく高効率アップ

コンバージョン材料の開発

清水　康平 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾍｲ デバイス関連 その場実測した状態密度に 千葉大学 融合理工学府 石井　久夫 教授
化学 基づく有機半導体デバイス

のキャリア動作の解明

鈴木　和人 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ 生体関連化学 生体触媒の誤作動を利用し 名古屋大学 理学研究科 渡辺　芳人 教授
た不斉酸化反応の制御

田中　謙也 ﾀﾅｶ ｹﾝﾔ 生体関連化学 光合成の光環境適応におけ 大阪大学 基礎工学研究 中西　周次 教授
るレドックスシグナル伝達
機構の解明

科

田中　涼斗 ﾀﾅｶ ﾘﾖｳﾄ 高分子化学 ドメイン構造を有する単分 北海道大学 大学院総合化 佐藤　敏文 教授
子ポリマーナノ粒子の構築
法開発

学院
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千歳　洋平 ﾁﾄｾ ﾖｳﾍｲ 生体関連化学 近赤外領域に高い二光子吸 広島大学 理学研究科 安倍　学 教授
収能を有する光アンテナ部
位の設計と合成、生理学へ
の応用

ＺＨＡＮＧ ﾁﾔﾝ ｼﾕｰｼﾞｴ 機能物性化学 階層的超分子集合体に基づ 東京大学 工学系研究科 相田　卓三 教授
　ＸＵＪＩ
Ｅ

く刺激応答性発光材料の開
発

ＺＨＡＮＧ ﾁﾖｳ ﾄｸﾗ 合成化学 ヘテロ環C(sp3)-H活性化に 北海道大学 大学院総合化 澤村　正也 教授
　ＤＥＬＩ
ＡＮＧ

基づく新規触媒反応の開発 学院

對馬　理彦 ﾂｼﾏ ﾐﾁﾋｺ 生体関連化学 結合タンパク質の網羅的な 東京工業大学 生命理工学院 中村　浩之 教授
解析を指向したタンパク質
ラベル化法の開発

堤　拓朗 ﾂﾂﾐ ﾀｸﾛｳ 物理化学 第一原理分子動力学法の反 北海道大学 大学院総合化 武次　徹也 教授
応経路地図解析と励起ダイ
ナミクスへの展開

学院

所（シュラ ﾄｺﾛ(ｼﾕﾗｲﾊﾞ ナノ材料工学 ナノ平行電子線回折を用い 沖縄科学技術大学 科学技術研究 Ｗｏｌｆ　Ｍ 准教授
イバー）　
真人

ｰ) ﾏｺﾄ た非晶質材料の局所構造解
析

院大学 科 ａｔｔｈｉａ
ｓ

戸田　尚吾 ﾄﾀﾞ ｼﾖｳｺﾞ 物理化学 電場誘起顕微ラマン分光装 関西学院大学 理工学研究科 重藤　真介 准教授
置の開発と太陽電池及び微
生物燃料電池への応用

永田　亮 ﾅｶﾞﾀ ﾘﾖｳ デバイス関連 励起子生成効率200%を示す 九州大学 工学府 安達　千波矢 教授
化学 有機EL素子の創成

永海　貴識 ﾅｶﾞﾐ ﾀｶﾉﾘ 物理化学 シングレットフィッション 大阪大学 基礎工学研究 中野　雅由 教授
により誘起される非線形光
学現象の理論的解明と物質
設計

科

西垣　柊平 ﾆｼｶﾞｷ ｼﾕｳﾍ 有機化学 高選択的[2+2+2]付加環化 東京工業大学 物質理工学院 田中　健 教授
ｲ 反応を鍵とする多官能性環

状π共役分子の合成

西久保　綾 ﾆｼｸﾎﾞ ﾘﾖｳｽ エネルギー関 革新的物性制御を基盤とし 大阪大学 工学研究科 佐伯　昭紀 准教授
佑 ｹ 連化学 たビスマス太陽電池の探求

と学理の確立

西田　愛美 ﾆｼﾀﾞ ﾏﾅﾐ 物理化学 多電子励起空間を効率的に 金沢大学 自然科学研究 井田　朋智 准教授
繰り込んだ新規分極伝播関
数の開発

科

西村　涼 ﾆｼﾑﾗ ﾘﾖｳ 機能物性化学 光応答性分子の光誘起結晶 龍谷大学 理工学研究科 内田　欣吾 教授
成長による新規表面機能材
料の創生

野本　哲也 ﾉﾓﾄ ﾃﾂﾔ 物理化学 熱輸送測定を用いた有機伝 大阪大学 理学研究科 中澤　康浩 教授
導体の物性研究

服部　優佑 ﾊﾂﾄﾘ ﾕｳｽｹ 高分子化学 環状被覆構造を有する共役 京都大学 工学研究科 関　修平 教授
高分子の合成と移動度評価

林　亮秀 ﾊﾔｼ ｱｷﾋﾃﾞ ナノ構造化学 酸化物・金属ヘテロ接合系 大阪大学 理学研究科 奥村　光隆 教授
の触媒機能発現機構解明に
関する理論的研究

日置　裕斗 ﾋｵｷ ﾕｳﾄ 合成化学 マグネシウムアミドを用い 神戸大学 工学研究科 岡野　健太郎 准教授
る高歪み中間体の新規発生
法の開発と合成的応用への
展開
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広重　聖奈 ﾋﾛｼｹﾞ ｾｲﾅ 高分子化学 超分子架橋剤を導入した新 信州大学 総合医理工学 鈴木　大介 准教授
規エラストマー微粒子の合
成と強靭な透明フィルムへ
の応用

研究科

福原　友裕 ﾌｸﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ 高分子化学 高分子薄膜太陽電池におけ 京都大学 工学研究科 大北　英生 教授
る電荷再結合の抑制機構の
解明

文野　優華 ﾌﾞﾝﾉ ﾕｳｶ 合成化学 不斉アリル位C-H官能基化 北海道大学 生命科学院 松永　茂樹 教授
反応を指向した高汎用性新
規2核シッフ塩基触媒の開
発

松岡　和 ﾏﾂｵｶ ﾜﾀﾙ 合成化学 APEX反応よる革新的ナノグ 名古屋大学 理学研究科 伊丹　健一郎 教授
ラフェン合成法の確立

松原　翔吾 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾖｳｺ 生体関連化学 色素集積型光合成アンテナ 立命館大学 立命館大学生 民秋　均 教授
ﾞ の形成機構の解明と光機能

デバイスへの応用
命科学研究科

三澤　奈々 ﾐｻﾜ ﾅﾅ 物理化学 分子シミュレーションによ 名古屋大学 情報学研究科 長岡　正隆 教授
る均一系オレフィン重合反
応の立体制御機構観測

森　達哉 ﾓﾘ ﾀﾂﾔ デバイス関連 新奇分子トポロジーを活用 九州大学 大学院工学府 安田　琢麿 教授
化学 した有機半導体材料の創製

と有機トランジスタへの展
開

安江　里紗 ﾔｽｴ ﾘｻ 合成化学 面性不斉環状アミノメタロ 千葉大学 融合理工学府 吉田　和弘 准教授
セニルカルベンの開発

柳　智征 ﾔﾅｷﾞ ﾄﾓﾕｷ 合成化学 シグマトロピー転位を基軸 京都大学 理学研究科 依光　英樹 教授
とする芳香族化合物の官能
基化反応の開発

山口　雅人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 物理化学 貴金属を基軸とした多元素 東京大学 総合文化研究 真船　文隆 教授
からなる複合クラスターと
小分子との反応メカニズム
の研究

科

ＹＡＮＧ　 ﾖｳ ﾀｸｺﾝ 有機化学 元素の特性を活かした新た 東京大学 薬学系研究科 内山　真伸 教授
ＺＥＫＵＮ なクロスカップリング反応

の開発

吉野　隼矢 ﾖｼﾉ ｼﾕﾝﾔ エネルギー関 金属硫化物を用いたZスキ 東京理科大学 理学研究科 工藤　昭彦 教授
連化学 ーム型光触媒による水から

の水素製造および二酸化炭
素資源化

劉　詩堯 ﾘﾕｳ ｼｷﾞﾖｳ 合成化学 新規不斉オニウム塩-遷移 東京大学 工学系研究科 西林　仁昭 教授
金属ハイブリッド型触媒反
応系の開発

渡邉　大展 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾉﾌ 高分子化学 高度に立体制御されたリビ 大阪大学 理学研究科 青島　貞人 教授
ﾞ ングカチオン重合系の創出

と機能性材料への展開
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李　智蓮 ｲ ｼﾞﾖﾝ 薄膜・表面界 酸化物ヘテロ界面における 東京大学 新領域創成科 リップマー　 准教授
面物性 磁気構造のナノスケール観

察
学研究科 ミック

李　垂範 ｲ ｽﾎﾞﾑ 電子デバイス スピンデバイス応用に向け 京都大学 工学研究科 白石　誠司 教授
・電子機器 たシリコン中におけるスピ

ン流輸送現象の解明

庵　智幸 ｲｵﾘ ﾄﾓﾕｷ 制御・システ 代数幾何学を用いた数式処 京都大学 情報学研究科 大塚　敏之 教授
ム工学 理と数値計算の融合による

非線形制御

生垣　賢 ｲｷｶﾞｷ ｹﾝ 無機材料・物 金属有機構造体からなる配 大阪府立大学 工学研究科 高橋　雅英 教授
性 向性薄膜の細孔修飾による

機能性ナノ材料の創出

井口　拓哉 ｲｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 地盤工学 液状化力学体系の確立：有 東北大学 工学研究科 山川　優樹 准教授
限変形弾塑性構成則と材料
不安定基準に立脚した液状
化判定法

池上　康寛 ｲｹｶﾞﾐ ﾔｽﾋﾛ 生物機能・バ 長距離神経欠損再生に向け 九州大学 工学府 井嶋　博之 教授
イオプロセス た機能性因子固定化能を有

する新規人工神経の創出

石原　佐季 ｲｼﾊﾗ ｻｷ 金属物性・材 異種元素添加アルミナ結晶 東京大学 工学系研究科 幾原　雄一 教授
料 粒界の原子構造と形成雰囲

気依存性

泉　佑太 ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀ 計測工学 多偏波干渉地上型合成開口 東北大学 環境科学研究 佐藤　源之 教授
レーダを用いた植生下にお
ける高精度地表変動解析手
法の開発

科

猪熊　建登 ｲﾉｸﾏ ｹﾝﾄ 航空宇宙工学 ソニックブーム波形予測に 名古屋大学 工学研究科 長田　孝二 教授
向けた乱流と衝撃波の干渉
に関する風洞実験

内田　めぐ ｳﾁﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 光工学・光量 光コムのスペクトル干渉を 電気通信大学 情報理工学研 美濃島　薫 教授
み 子科学 用いた瞬時屈折率分布計測 究科

江尻　開 ｴｼﾞﾘ ﾊﾙｷ 電力工学・電 真空中の絶縁破壊現象とア 東京大学 工学系研究科 熊田　亜紀子 教授
力変換・電気
機器

ーク放電現象

大塚　美緒 ｵｵﾂｶ ﾐｵｺ 構造・機能材 1次元量子Biナノワイヤー 埼玉大学 理工学研究科 長谷川　靖洋 准教授
子 料 熱電変換素子の巨大ゼーベ

ック効果実証とその機構解
明

岡　亮平 ｵｶ ﾘﾖｳﾍｲ 無機材料・物 新しい環境調和型の黒色遮 鳥取大学 工学研究科 増井　敏行 教授
性 熱、赤色無機顔料の開発

岡田　和也 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 流体工学 3次元モンテカルロ法によ 秋田県立大学 システム科学 佐藤　明 教授
るキューブ状ヘマタイト粒
子分散系における内部構造
の検討

技術研究科　
総合システム
科学専攻

岡野　元基 ｵｶﾉ ｹﾞﾝｷ 電子デバイス 非一様磁化ダイナミクスの 慶應義塾大学 理工学研究科 能崎　幸雄 教授
・電子機器 非線形領域磁化反転に関す

る研究

奥村　亮太 ｵｸﾑﾗ ﾘﾖｳﾀ 通信・ネット 受信端末駆動型MACプロト 京都大学 情報学研究科 原田　博司 教授
ワーク工学 コルを用いた低消費電力マ

ルチホップネットワーク

女屋　崇 ｵﾅﾔ ﾀｶｼ 電子・電気材 原子層堆積法による新規超 明治大学 明治大学大学 小椋　厚志 教授
料工学 薄膜HfxZr1-xO2強誘電体の

3次元構造デバイス応用
院 理工学研
究科
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小野寺　壮 ｵﾉﾃﾞﾗ ｿｵﾀ 航空宇宙工学 連続体損傷力学を用いた繊 東北大学 工学研究科 岡部　朋永 教授
太 維強化複合材料の損傷評価

のための研究

片岡　卓也 ｶﾀｵｶ ﾀｸﾔ 構造・機能材 超早期がん診断・治療を実 長岡技術科学大学 大学院工学研 多賀谷　基博 准教授
料 現する葉緑素分子含有アパ

タイトナノ結晶の創製
究科

片桐　拓也 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾔ 原子力学 管内伝播マイクロ波の最適 東北大学 工学研究科 橋爪　秀利 教授
化によるクラックレーダー
の実現

勝見　亮太 ｶﾂﾐ ﾘﾖｳﾀ 光工学・光量 可干渉単一光子光源の多集 東京大学 理学系研究科 秋山　英文 兼任教授
子科学 積によるスケーラブル光量

子回路の研究

加藤　遼 ｶﾄｳ ﾘﾖｳ 光工学・光量 可視広帯域かつ単分子空間 大阪大学 工学研究科 ＶＥＲＭＡ　 大学院教授
子科学 分解能を有する吸光度イメ

ージング技術の開発
Ｐｒａｂｈａ
ｔ

門脇　万里 ｶﾄﾞﾜｷ ﾏﾘｺ 材料加工・組 ナノ・サブミクロン電気化 東北大学 工学研究科 武藤　泉 教授
子 織制御工学 学計測法の確立と先進型ナ

ノ複相耐食鋼の開発

金木　奨太 ｶﾈｷ ｼﾖｳﾀ 薄膜・表面界 窒化ガリウムおよびその混 北海道大学 大学院情報科 橋詰　保 教授
面物性 晶の異種界面制御と高電子

移動度トランジスタへの応
用

学研究科

川本　誠 ｶﾜﾓﾄ ﾏｺﾄ 核融合学 MHD効果を利用した超高熱 東北大学 工学研究科 橋爪　秀利 教授
負荷環境に対応可能なダイ
バータシステムへの挑戦

木村　祥太 ｷﾑﾗ ｼﾖｳﾀ 光工学・光量 高速精密加工の実現へ向け 東京大学 工学系研究科 小林　洋平 教授
子科学 たGHz光周波数コムの開発

木村　直人 ｷﾑﾗ ﾅｵﾄ 設計工学・機 弾性拘束された高次対偶に 東京工業大学 工学院 岩附　信行 教授
械機能要素・
トライボロジ
ー

よる節間相対運動拘束の拡
張

久我　一喜 ｸｶﾞ ｶｽﾞｷ 建築環境・設 経気道・経皮暴露リスク評 九州大学 総合理工学府 伊藤　一秀 教授
備 価を可能とする室内環境解

析用の数値人体モデルの開
発

ＫＡＭＰＳ ｹﾝﾌﾟｽ ﾗﾝﾄﾞ 航空宇宙工学 ハイブリッドロケットにお 北海道大学 大学院工学院 永田　晴紀 教授
　ＬＡＮＤ
ＯＮ　ＴＨ
ＯＭＡＳ

ﾝ ﾄﾏｽ ける黒鉛ノズル浸食現象の
機構解明

小玉　翔平 ｺﾀﾞﾏ ｼﾖｳﾍｲ 無機材料・物 高速発光を有するハフニウ 東北大学 工学研究科 吉川　彰 教授
性 ム含有ハロゲン化物シンチ

レータの創製とその発光機
構の解明

小長谷　礼 ｺﾅｶﾞﾔ ﾚﾐ 熱工学 高速多重衝突噴流の圧縮燃 早稲田大学 基幹理工学研 内藤　健 教授
美 焼原理に基づく多用途・高

効率エンジンの原理研究
究科

小林　敦希 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 電子・電気材 高効率微小生体エネルギー 名古屋大学 工学研究科 新津　葵一 講師
料工学 利用に向けた時分割電力供

給無線バイオセンサシステ
ムの実現

小林　祐生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｾｲ 熱工学 複雑流体における熱交換メ 近畿大学 総合理工学研 荒井　規允 講師
カニズムの分子論的解明お
よび高効率熱輸送媒体の設
計開発

究科
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坂田　諒一 ｻｶﾀ ﾘﾖｳｲﾁ 光工学・光量 サブ波長構造を活用した光 京都大学 工学研究科 野田　進 教授
子科学 制御と機能デバイス

坂本（渋谷 ｻｶﾓﾄ(ｼﾌﾞﾔ) 土木環境シス 無酸素環境下に棲息する未 筑波大学 生命環境科学 野村　暢彦 教授
）　幸子  ｻﾁｺ テム 知微生物の生理生態機能の

解明
研究科

笹谷　拓也 ｻｻﾀﾆ ﾀｸﾔ 通信・ネット 面電流を用いたユビキタス 東京大学 情報理工学系 川原　圭博 准教授
ワーク工学 な磁界共振結合型無線電力

伝送に関する研究
研究科

佐々野　駿 ｻｻﾉ ｼﾕﾝ 構造・機能材 多次元イメージングによる 東京大学 工学系研究科 柴田　直哉 教授
料 リチウム固体電解質の粒界

構造及びイオン伝導特性の
解明

佐藤　真也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 地球・資源シ 情報通信技術を用いた電磁 京都大学 工学研究科 小池　克明 教授
ステム工学 場信号処理の高度化と地下

構造モニタリングへの適用

佐藤　匡 ｻﾄｳ ﾀｽｸ 知能機械学・ 化学反応で駆動する自律機 九州大学 工学府 機械 山西　陽子 教授
機械システム 械の研究と「ケモメカトロ

ニクス」の提案
工学専攻

佐藤　光桜 ｻﾄｳ ﾐｵ 航空宇宙工学 熱力学的エントロピーの生 東京理科大学 基礎工学研究 向後　保雄 教授
成を損傷の指標としたCFRP
の耐久性評価

科

ＺＨＵ　Ｊ ｼﾕ ｹﾂ 反応工学・プ 極端な非平衡条件下におけ 東京大学 工学系研究科 大久保　達也 教授
ＩＥ ロセスシステ

ム
る組成の新規性を有する多
孔性材料の調製

新谷　謙一 ｼﾝﾀﾆ ｹﾝｲﾁﾛ 建築構造・材 建築骨組の床の面内剛性を 京都大学 工学研究科 竹脇　出 教授
郎 ｳ 料 考慮したシステム同定法の

開発とその高度化に関する
研究

徐　昇柱 ｿ ｽﾝｼﾞﾕ 熱工学 ナノカーボン材料を用いた 東京大学 工学系研究科 丸山　茂夫 教授
ぺロブスカイト型太陽電池
の開発

平良　隆信 ﾀｲﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ 薄膜・表面界 熱放射光学顕微法および表 東京大学 理学系研究科 吉信　淳 兼任教授
面物性 面分光法による二次元物質

CVD成長の素反応解析と最
適化

高崎　大裕 ﾀｶｻﾞｷ ﾀﾞｲｽ 機械材料・材 先進油井掘削技術の強度信 九州大学 工学府 久保田　祐信 教授
ｹ 料力学 頼性向上に関する研究

竹森　達也 ﾀｹﾓﾘ ﾀﾂﾔ 機械力学・制 全身に触覚を持つヘビ型ロ 京都大学 工学研究科 松野　文俊 教授
御 ボットによる複雑環境上で

の自律移動と作業の制御

立岡　文理 ﾀﾂｵｶ ﾌﾐﾉﾘ 計算科学 超大規模行列関数を計算可 名古屋大学 工学研究科 張　紹良 教授
能にする数値計算アルゴリ
ズムの開発

田中　えり ﾀﾅｶ ｴﾘｶ 地球・資源シ 多元素同位体比によるレア 東京大学 工学系研究科 加藤　泰浩 教授
か ステム工学 アース泥の時空間分布と地

球表層環境変動の因果律の
解明

谷口　達彦 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾂﾋｺ ナノ材料工学 Geナノドット含有高出力因 大阪大学 基礎工学研究 中村　芳明 教授
子ヘテロ超格子によるSi基
板上高性能熱電材料の開発

科

田村　将太 ﾀﾑﾗ ｼﾖｳﾀ 都市計画・建 コンパクトシティ計画策定 広島大学 工学研究科 田中　貴宏 教授
築計画 支援システム開発とその活

用によるデザインガイドラ
イン作成
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千葉　直也 ﾁﾊﾞ ﾅｵﾔ 知能機械学・ ダイナミックプロジェクシ 東北大学 情報科学研究 橋本　浩一 教授
機械システム ョン計測による何でもみえ

るロボットビジョン
科

藤　大雪 ﾄｳ ﾀﾞｲｾﾂ 生産工学・加 ニッケル触媒を利用した純 大阪大学 工学研究科 山内　和人 教授
工学 水ベースの超精密表面研磨

手法の開発

戸田　賀奈 ﾄﾀﾞ ｶﾅｺ 地球・資源シ 地球化学モデリングによる 北海道大学 大学院工学院 佐藤　努 教授
子 ステム工学 環境循環型建設材料の二次

生成相と強度の予測

戸部　友輔 ﾄﾍﾞ ﾕｳｽｹ 知能機械学・ 生体内の血液循環を模擬し 早稲田大学 先進理工学研 梅津　光生 教授
機械システム た灌流バイオリアクタによ

るヒト立体心筋組織構築の
挑戦

究科

仲尾　信彦 ﾅｶｵ ﾉﾌﾞﾋｺ 機械材料・材 細胞接着領域における張力 京都大学 工学研究科 安達　泰治 教授
料力学 伝達効率の能動的な向上機

構の解明

中島　康雄 ﾅｶｼﾏ ﾔｽｵ 通信・ネット 雑音を利用した省電力・高 名古屋大学 工学研究科 山里　敬也 教授
ワーク工学 感度な通信システム

仲代　匡宏 ﾅｶﾀﾞｲ ﾏｻﾋﾛ 光工学・光量 オンチップ集積された光ナ 京都大学 工学研究科 野田　進 教授
子科学 ノ共振器系における動的制

御に基づく光操作

西岡　宣泰 ﾆｼｵｶ ﾉﾌﾞﾔｽ 生産工学・加 ガラス固体中における金属 千葉大学 融合理工学府 比田井　洋史 教授
工学 球の導入およびマニュピレ

ーション

西谷　象一 ﾆｼﾀﾆ ｼﾖｳｲﾁ ナノバイオサ 超高感度半導体バイオセン 東京大学 工学系研究科 坂田　利弥 准教授
イエンス サの実現に向けた3Dインテ

リジェント界面の設計

二宮　陽平 ﾆﾉﾐﾔ ﾖｳﾍｲ 土木計画学・ 補修・更新・廃棄を考慮し 大阪大学 工学研究科 貝戸　清之 准教授
交通工学 た次世代型インフラアセッ

トマネジメントシステムの
開発

芳賀　智宏 ﾊｶﾞ ﾁﾋﾛ 土木環境シス 陸域生態系の将来シナリオ 大阪大学 工学研究科 町村　尚 准教授
テム シミュレーション評価シス

テムの開発

橋本　将明 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｱｷ 熱工学 微小循環中の物質輸送セン 慶應義塾大学 理工学研究科 田口　良広 准教授
シングに基づく光バイオプ
シー技術の創出

林　和希 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ 建築構造・材 建築構造・意匠・施工を総 京都大学 工学研究科 大崎　純 教授
料 合的に扱う数理的モデルの

構築とその最適化手法

原田　航 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳ 金属物性・材 半導体のドーピングに関す 東京工業大学 物質理工学院 大場　史康 教授
料 る理論および予測手法の構

築

韓　瑾 ﾊﾝ ｷﾝ 生物機能・バ Membranome 治療法を志向 大阪大学 基礎工学研究 馬越　大 教授
イオプロセス したPro-Drug ベシクルの

開発
科

雛本　樹生 ﾋﾅﾓﾄ ﾀﾂｷ ナノ材料工学 紫外プラズモニクスの可視 神戸大学 工学研究科 藤井　稔 教授
紫外アップコンバージョン
増強への展開

日比野　祐 ﾋﾋﾞﾉ ﾕｳｽｹ 電子・電気材 有機気相成長法による単結 明治大学 明治大学大学 小椋　厚志 教授
介 料工学 晶遷移金属ダイカルコゲナ

イド混晶作製および電子構
造の解明

院理工学研究
科
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平田　優介 ﾋﾗﾀ ﾕｳｽｹ 知能機械学・ 細胞を用いた携帯型匂いセ 東京大学 情報理工学系 竹内　昌治 教授
機械システム ンサの構築 研究科

廣沢　文絵 ﾋﾛｻﾜ ﾌﾐｴ 反応工学・プ 実験的および計算的アプロ 大阪府立大学 工学研究科 岩崎　智宏 准教授
ロセスシステ
ム

ーチを駆使したメカノケミ
カル反応の速度論構築に関
する研究

深井　利央 ﾌｶｲ ﾘｵ ナノ構造物理 横型量子ドットによる光子 大阪大学 工学研究科 大岩　顕 教授
偏光-電子スピン量子イン
ターフェースの研究

福原　智 ﾌｸﾊﾗ ｻﾄﾙ ナノ材料工学 第一原理分子動力学法によ 東京大学 工学系研究科 澁田　靖 准教授
るカーボンナノチューブ生
成初期過程の解明

伏見　幹史 ﾌｼﾐ ﾓﾄﾌﾐ 計測工学 MRIを用いた人体の電気特 東京大学 情報理工学系 奈良　高明 教授
性・プロトン密度画像の定
量的再構成

研究科

藤井　瞬 ﾌｼﾞｲ ｼﾕﾝ 光工学・光量 微小光共振器による可視光 慶應義塾大学 理工学研究科 田邉　孝純 准教授
子科学 マイクロコム発生に関する

研究

藤田　政宏 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 知能機械学・ 瓦礫内挿入時の超低摺動把 東北大学 情報科学研究 多田隈　建二 准教授
機械システム 持を可能とする内外２層ト

ーラス式グリッパ機構の研
究

科 郎

藤原　康行 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 電子デバイス S/N比80dB超・広光波長帯 東北大学 工学研究科 須川　成利 教授
・電子機器 域CMOS撮像素子による吸光

・発光イメージング

藤原　篤史 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾂｼ 化工物性・移 複合型ソフト多孔性錯体の 京都大学 工学研究科 宮原　稔 教授
動操作・単位
操作

創製と界面特性理解に立脚
した吸着特性制御手法の開
発

部矢　明 ﾍﾔ ｱｷﾗ 電力工学・電 人のような空間認識能力を 大阪大学 工学研究科 平田　勝弘 教授
力変換・電気
機器

持つ多自由度アクチュエー
タ駆動二眼カメラシステム
の開発

細谷　友崇 ﾎｿﾀﾆ ﾄﾓﾀｶ 電子デバイス 巨大利得を有する光無線融 東北大学 工学研究科 尾辻　泰一 教授
・電子機器 合アクティブプラズモニッ

クフォトミキシングデバイ
スの創出

前田　拓也 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾔ 電子・電気材 超低損失パワーデバイス実 京都大学 工学研究科 木本　恒暢 教授
料工学 現に向けた窒化ガリウムの

アバランシェ破壊特性の解
明

牧田　龍幸 ﾏｷﾀ ﾀﾂﾕｷ 応用物性 有機半導体と機能性ポリマ 東京大学 新領域創成科 竹谷　純一 教授
ーの自発相分離現象を利用
した革新的センサーの開発

学研究科

増井　周造 ﾏｽｲ ｼﾕｳｿﾞｳ 生産工学・加 局在光場制御及びナノ粒子 東京大学 工学系研究科 高橋　哲 教授
工学 相互作用を利用した次世代

ナノ機能構造一括創製法の
開発

松尾　博史 ﾏﾂｵ ﾋﾛｼ 設計工学・機 折り紙をベースとした高性 東京工業大学 工学院 武田　行生 教授
械機能要素・
トライボロジ
ー

能運動機構の新たな設計・
具現化手法の提案とその適
用
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松島　真之 ﾏﾂｼﾏ ﾏｻﾕｷ 応用物性 Bi/非磁性金属界面で顕在 京都大学 工学研究科 白石　誠司 教授
化するラシュバ効果を用い
た新奇スピン変換物性の研
究

松並　研作 ﾏﾂﾅﾐ ｹﾝｻｸ 反応工学・プ 固形製剤製造プロセスの設 東京大学 工学系研究科 杉山　弘和 准教授
ロセスシステ
ム

計フレームワーク構築

松葉　義直 ﾏﾂﾊﾞ ﾖｼﾅｵ 水工学 沿岸過程を考慮した次世代 東京大学 工学系研究科 下園　武範 准教授
波浪推算モデルの開発

松本　光 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 反応工学・プ 制御された流路および反応 九州大学 工学府 三浦　佳子 教授
ロセスシステ
ム

場をもつ高分子ゲルの開発
とフロー触媒合成プロセス
への応用

的場　萌子 ﾏﾄﾊﾞ ﾓｴｺ 建築構造・材 複数回大地震動を経験する 東北大学 工学研究科 木村　祥裕 教授
料 高層建築物下の鋼管杭基礎

の残存保有性能評価法の確
立

眞部　祐太 ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 原子力学 エネルギー識別型ミューオ 名古屋大学 理学研究科 中村　光廣 教授
ン検出器の開発による大型
構造物の高精細宇宙線トモ
グラフィ

水野　陽介 ﾐｽﾞﾉ ﾖｳｽｹ 構造・機能材 血管新生能と組織接着能を 筑波大学 数理物質科学 田口　哲志 准教授
料 有する成長因子フリーハイ

ドロゲルの創製
研究科

三宅　奏 ﾐﾔｹ ｽｽﾑ 機械力学・制 圧電材料のハイパワー特性 東京大学 新領域創成科 森田　剛 准教授
御 の定量的モデル化 学研究科

村田　博雅 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾏｻ 電子・電気材 プラスチック上グラファイ 筑波大学 数理物質科学 都甲　薫 准教授
料工学 ト薄膜の創製と革新二次電

池への応用
研究科

村松　佳祐 ﾑﾗﾏﾂ ｹｲｽｹ 無機材料・物 金属水酸化物の局所構造制 早稲田大学 先進理工学研 黒田　一幸 教授
性 御に向けた新しいビルディ

ングブロックの開発
究科

望月　泰英 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾔｽﾋﾃ 無機材料・物 第一原理計算による層状ペ 東京工業大学 物質理工学院 大場　史康 教授
ﾞ 性 ロブスカイトの面内歪下新

規物性探索とその合成

森　隆裕 ﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 機械材料・材 粘弾性材料に対する動的イ 新潟大学 新潟大学大学 田邊　裕治 新潟大学　自
料力学 ンデンテーション試験法の

理論および実験解析
院　自然科学
研究科

然科学研究科
　教授

森本　祥江 ﾓﾘﾓﾄ ﾖｼｴ 光工学・光量 次世代高速光リンクのため 慶應義塾大学 理工学研究科 石榑　崇明 准教授
子科学 の光波回路‐光学素子間の

高効率光結合の実現

山口　豪太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾞｳﾀ 生産工学・加 電気化学反応の精密制御に 東京大学 工学系研究科 三村　秀和 准教授
工学 よる電鋳プロセスの高精度

化

山口　信義 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｷﾞ 熱工学 ２次元有機ポリマーによる 東京大学 工学系研究科 塩見　淳一郎 教授
熱電性能向上と評価技術の
開発

山口　貴浩 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 構造工学・地 アンテナ指向性を考慮した 東京大学 工学系研究科 長山　智則 准教授
震工学・維持
管理工学

逆散乱解析法によるRC床版
内部の損傷の三次元マッピ
ング
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山口　拓真 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 構造工学・地 多数回解析による汎用的地 東京大学 工学系研究科 市村　強 准教授
震工学・維持
管理工学

震シミュレーション手法の
開発

山崎　匠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾐ 熱工学 スピンペルチェ効果の現象 名古屋大学 工学研究科 長野　方星 教授
解明のためのマイクロスケ
ール多物性同時計測手法の
構築

由井　杏奈 ﾕｲ ｱﾝﾅ 生物機能・バ イメージング用抗体の開発 東京大学 工学系研究科 津本　浩平 教授
イオプロセス を目指したLI-cadherinに

よる細胞接着機構の解析

尹　彰永 ﾕﾝ ﾁﾔﾝﾖﾝ 流体工学 予測医療に向けた全身循環 東京大学 工学系研究科 大島　まり 教授
血流解析における患者個別
パラメータ推定と不確かさ
評価

吉井　丈晴 ﾖｼｲ ﾀｹﾊﾙ 構造・機能材 表面プラズモン共鳴とシン 大阪大学 工学研究科 山下　弘巳 教授
料 グルサイト活性種の協奏効

果を発現する新規複合型触
媒の創成

吉井　大地 ﾖｼｲ ﾀﾞｲﾁ 触媒・資源化 担持金属触媒の精密設計に 東京大学 工学系研究科 山口　和也 教授
学プロセス よる新規アクセプターレス

脱水素反応の開発

吉川　絵麻 ﾖｼｶﾜ ｴﾏ 地盤工学 放射線遮蔽性能を有する土 早稲田大学 早稲田大学大 小峯　秀雄 教授
質系充填材料の特性に関す
る研究と仕様設計手法の開
発

学院創造理工
学研究科

吉田　周平 ﾖｼﾀﾞ ｼﾕｳﾍｲ 構造・機能材 高・中エントロピー合金の 京都大学 工学研究科 辻　伸泰 教授
料 系統的比較による高濃度固

溶体合金の本質的特徴の解
明

芳田　泰基 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｷ 流体工学 二次元超音波流速計測を用 北海道大学 大学院工学院 村井　祐一 教授
いたインテリジェントレオ
メトリの開発
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青木　勇樹 ｱｵｷ ﾕｳｷ 神経生理学・ 海馬の発火列による報酬予 東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授
神経科学一般 測メカニズムの解明

青山　智彦 ｱｵﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 分子生物学 メチル基転移酵素METTL3に 東京大学 新領域創成科 富田　耕造 教授
よるmRNAのメチル化修飾機
構の解明

学研究科

足立　透真 ｱﾀﾞﾁ ﾄｳﾏ 神経生理学・ 小脳顆粒細胞における分裂 早稲田大学 先進理工学研 井上　貴文 教授
神経科学一般 方向と娘細胞の運命決定メ

カニズムの解析
究科

飯田　龍也 ｲｲﾀﾞ ﾀﾂﾔ 生物物理学 Naイオン輸送性V型ATP加水 総合研究大学院大 物理科学研究 飯野　亮太 併任教授
分解酵素のエネルギー変換
機構、機能分化機構の解明

学 科

池田　貴史 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 発生生物学 脊椎動物の側板中胚葉左右 東京大学 理学系研究科 武田　洋幸 教授
非対称化機構の解明

石井　拳人 ｲｼｲ ｹﾝﾄ 生物多様性・ 亜硝酸酸化細菌の代謝様式 早稲田大学 大学院先進理 常田　聡 教授
分類 を紐解く-栄養的分類の再

検討-
工学研究科

石野　響子 ｲｼﾉ ｷﾖｳｺ 実験動物学 ハムスターをモデルとした 慶應義塾大学 医学研究科 塩見　春彦 教授
哺乳類の「雌」におけるPI
WI-piRNAの機能解明

糸井川　壮 ｲﾄｲｶﾞﾜ ｱｷﾋ 自然人類学 ジェントルキツネザルのタ 京都大学 理学研究科 今井　啓雄 准教授
大 ﾛ ケ食適応過程における味覚

受容体進化機構の解明

井上　漱太 ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ 生態・環境 ドローンを用いた野生ウマ 京都大学 理学研究科 平田　聡 教授
における個体および群れの
行動遷移メカニズムの解明

岩川　直都 ｲﾜｶﾜ ﾅｵﾄ 生物物理学 NMRを用いたALS関連タンパ 京都大学 工学研究科 白川　昌宏 教授
ク質SOD1の線維形成メカニ
ズムの解明

上野　絹子 ｳｴﾉ ｷﾇｺ システムゲノ 酵素活性制御アプタマーを 東京農工大学 大学院工学府 池袋　一典 教授
ム科学 用いた自律型シアノバクテ

リア有用物質生産・回収技
術の開発

太田　考陽 ｵｵﾀ ﾉﾘｱｷ 形態・構造 脊椎動物進化に伴う肝臓構 静岡大学 自然科学系教 塩尻　信義 教授
造変化の機構と生物学的意
義解明に向けた比較分子形
態学解析

育部

大竹　裕里 ｵｵﾀｹ ﾕﾘｴ 生態・環境 侵入の遺伝的パラドックス 東京大学 総合文化研究 吉田　丈人 准教授
恵 は存在するか？年縞堆積物

と絶対単為生殖ミジンコに
よる検証

科

大塚　海 ｵｵﾂｶ ｶｲ 分子生物学 マウス精巣特異的lncRNAク 北海道大学 大学院生命科 木村　敦 准教授
ラスターの新規メカニズム
と生理機能解析

学院

大塚　祐太 ｵｵﾂｶ ﾕｳﾀ 植物分子・生 光方向に向く葉のねじれ運 東京大学 理学系研究科 塚谷　裕一 教授
理科学 動機構の解明

大戸　夢木 ｵｵﾄ ﾕﾒｷ 生態・環境 ハゼ科魚類における純淡水 京都大学 理学研究科 渡辺　勝敏 准教授
性獲得時の鍵形質と生活史
形質の進化

大矢　樹 ｵｵﾔ ｲﾂｷ 生態・環境 雌雄異株樹種の個体群維持 大阪市立大学 理学研究科 伊東　明 教授
に関わる生態特性の解明
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岡　未来子 ｵｶ ﾐｷｺ 神経生理学・ 加齢による脳神経細胞のAT 首都大学東京 理学研究科 安藤　香奈絵 准教授
神経科学一般 P量減少メカニズムとその

神経変性疾患リスクとの関
連

小口　舞 ｵｸﾞﾁ ﾏｲ 細胞生物学 一次繊毛形成を制御する新 東北大学 生命科学研究 福田　光則 教授
規Rabの探索と機能解析 科

小田　和正 ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 構造生物化学 時分割測定を用いたチャネ 東京大学 理学系研究科 濡木　理 教授
ルロドプシンの開状態遷移
メカニズムの解明

小畑　大地 ｵﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 植物分子・生 クロロフィルのMgを脱離す 北海道大学 生命科学院 田中　歩 特任教授
理科学 る酵素SGRの触媒機構と生

理的役割の解明

加納　初穂 ｶﾉｳ ﾊﾂﾎ 細胞生物学 新しい超解像ライブイメー 京都大学 生命科学研究 上村　匡 教授
ジングシステムの開発と多
繊毛協調運動メカニズムの
解析

科

亀田　朋典 ｶﾒﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 神経化学・神 長鎖ノンコーディングRNA 九州大学 医学系学府 中島　欽一 教授
経薬理学 を介した遺伝子発現制御に

よる霊長類特異的脳機能分
化

川村　ひな ｶﾜﾑﾗ ﾋﾅﾀ 神経生理学・ 神経活動依存的なWgシグナ 東京工業大学 生命理工学院 鈴木　崇之 准教授
た 神経科学一般 ルによる局所的なシナプス

可塑性の制御

川原田　礼 ｶﾜﾗﾀﾞ ﾚｲﾗ 分子生物学 m6A修飾による神経分化制 東京大学 理学系研究科 饗場　篤 兼任教授
以良 御機構の解明

工藤　凌 ｸﾄﾞｳ ﾘﾖｳ 発生生物学 脊髄の発生：Secondary ne 京都大学 理学研究科 高橋　淑子 教授
urulationにおける間充織-
上皮転換

児玉　紗希 ｺﾀﾞﾏ ｻｷｴ 生態・環境 フナ類の行動シンドローム 東京海洋大学 海洋科学技術 箱山　洋 客員准教授
江 および個性に関する研究 研究科

塩谷　和基 ｼｵﾀﾆ ｶｽﾞｷ 神経生理学・ 感覚入力から摂食行動に至 同志社大学 脳科学研究科 櫻井　芳雄 教授
神経科学一般 る神経回路機構の解明～嗅

覚系をモデルにして～

柴崎　祥太 ｼﾊﾞｻｷ ｼﾖｳﾀ 生態・環境 多種共生バイオフィルムに 東京大学 総合文化研究 山道　真人 講師
おける協力の進化：種内-
種間での２つのゲーム

科

清水　壮 ｼﾐｽﾞ ｿｳ 生物多様性・ アメバチ亜科寄生蜂の熱帯 神戸大学 農学研究科 前藤　薫 教授
分類 地域における夜間適応と種

多様性の系統進化学的解明

庄司　一貴 ｼﾖｳｼﾞ ｶｽﾞﾀ 動物生理・行 アリ類における相互作用ネ 首都大学東京 理学研究科 ＣＲＯＮＩＮ 准教授
ｶ 動 ットワークの群知能への影

響：社会性昆虫でのオミッ
クス革命

　Ａｄａｍ

徐　寿明 ｼﾞﾖ ﾄｼｱｷ 生態・環境 環境DNAの正体や動態に関 神戸大学 人間発達環境 源　利文 准教授
する知見の集積、および放
出後時間推定手法の開発

学研究科

須貝　秀平 ｽｶﾞｲ ｼﾕｳﾍｲ 生物物理学 回路レベルの学習則探索に 東京大学 大学院医学系 上田　泰己 教授
向けたNMDA型グルタミン酸
受容体の翻訳後修飾の解明

研究科

杉浦　健太 ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝﾀ 動物生理・行 緩歩動物クマムシにおける 慶應義塾大学 理工学研究科 松本　緑 准教授
動 求愛・交尾行動の初観測と

性差をもたらす分子基盤の
解明
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瀬崎　真衣 ｾｻﾞｷ ﾏｲｺ 発生生物学 上皮間葉転換（EMT）によ 熊本大学 医学教育部 滝澤　仁 特別招聘教授
子 る漿尿膜融合の駆動制御メ

カニズム

高尾　春奈 ﾀｶｵ ﾊﾙﾅ 構造生物化学 グルタチオン代謝を担う古 宮崎大学 医学獣医学総 和田　啓 准教授
典的酵素の新規機能：破骨
細胞活性化の構造基盤

合研究科

高橋　大樹 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ 生物多様性・ 萼裂片長の地理的勾配を示 京都大学 人間・環境学 瀬戸口　浩彰 教授
分類 すカンアオイ属サカワサイ

シン節の進化過程の解明
研究科

田中　優実 ﾀﾅｶ ﾕﾐｺ 細胞生物学 実時間選択的回収による1 東京大学 理学系研究科 上村　想太郎 教授
子 細胞遺伝子発現解析

田村　佑介 ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 腫瘍生物学 乳がんの炎症関連形質の制 東京大学 大学院薬学系 一條　秀憲 教授
御と悪性化因子の機能解明 研究科

堤　智香 ﾂﾂﾐ ﾁｶ 構造生物化学 TMX4を中心とする小胞体膜 京都産業大学 生命科学研究 遠藤　斗志也 教授
近傍での還元ネットワーク
の解明

科

西村　亮祐 ﾆｼﾑﾗ ﾘﾖｳｽｹ 細胞生物学 上皮細胞の協調した三次元 徳島大学 大学院医科学 米村　重信 教授
形態形成における細胞間接
着装置の役割

教育部

原　朱音 ﾊﾗ ｱｶﾈ 生物物理学 免疫系-腸内細菌叢結合数 九州大学 システム生命 佐竹　暁子 教授
理モデルとメタゲノム解析
による免疫応答の定量的研
究

科学府

深澤　和也 ﾌｶｻﾜ ｶｽﾞﾔ 腫瘍生物学 ニッチ細胞のmTORC1シグナ 金沢大学 医薬保健学総 檜井　栄一 准教授
ルを標的とした造血器腫瘍
治療法開発のための基礎研
究

合研究科

福嶋　悠人 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾄ 遺伝・染色体 生殖細胞エピゲノムへの摂 東京大学 理学系研究科 武田　洋幸 教授
動態 動の研究：エピゲノム変化

は次世代へ伝わるか？

福冨　雄一 ﾌｸﾄﾐ ﾕｳｲﾁ 進化生物学 水玉模様のサイズはどのよ 北海道大学 環境科学院 越川　滋行 准教授
うに決まるのか？ゲノム編
集を用いた発生遺伝学的ア
プローチ

船本　大智 ﾌﾅﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 生態・環境 被子植物における夜行性ガ 神戸大学 農学研究科 杉浦　真治 准教授
類への花形質の適応様式

松本　和将 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ 生態・環境 ウミガメ卵を採餌するヘビ 京都大学 理学研究科 森　哲 大学准教授
における社会行動の獲得要
因の解明

三上　智之 ﾐｶﾐ ﾄﾓﾕｷ 進化生物学 トレードオフが表現型にも 東京大学 理学系研究科 岩崎　渉 准教授
たらす進化的制約の解明：
パレート理論の実証と適用

宮田　真衣 ﾐﾔﾀ ﾏｲ 生態・環境 細胞内共生細菌ボルバキア 千葉大学 園芸学研究科 野村　昌史 准教授
が宿主へ及ぼす影響の解明

村上　果林 ﾑﾗｶﾐ ｶﾘﾝ 構造生物化学 自然免疫受容体NLRPのイン 東京大学 薬学系研究科 山本　一夫 教授
フラマソーム活性化機構の
構造科学的解明

村上　千明 ﾑﾗｶﾐ ﾁｱｷ 機能生物化学 活性発見後37年間分子実体 千葉大学 融合理工学府 坂根　郁夫 教授
不明のホスファチジルコリ
ン特異的ホスホリパーゼC
の同定
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森　啓太 ﾓﾘ ｹｲﾀ 実験動物学 哺乳類脳でのカルシンテニ 東京大学 理学系研究科 飯野　雄一 教授
ン機能探索：多重変異体を
用いた組織・生理・行動学
的解析

山口　詩真 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾏ 発生生物学 成体神経幹細胞の胎生期「 東京大学 薬学系研究科 後藤　由季子 東京大学大学
起源細胞」の形成機構の解
明

院薬学系研究
科教授

山本　瞳 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄﾐ 分子生物学 脳腫瘍抑制因子L(3)mbtに 東京大学 理学系研究科 塩見　美喜子 教授
よるpiRNA因子転写制御機
構の解明

山守　瑠奈 ﾔﾏﾓﾘ ﾙﾅ 生態・環境 海洋岩盤環境における住み 京都大学 人間・環境学 加藤　真 教授
込み共生を介した生物多様
性創出機構の解明

研究科

柚木　康弘 ﾕﾉｷ ﾔｽﾋﾛ 構造生物化学 時計タンパク質複合体によ 名古屋市立大学 薬学研究科 加藤　晃一 教授
る概日リズム発信機構の解
明

吉田　祐貴 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ システムゲノ 極限環境生物クマムシのDN 慶應義塾大学 政策・メディ 冨田　勝 教授
ム科学 A損傷修復機構の解析 ア研究科

吉成　祐人 ﾖｼﾅﾘ ﾕｳﾄ 動物生理・行 神経系を介した交尾の情報 筑波大学 生命環境科学 丹羽　隆介 准教授
動 伝達経路の解明 研究科

立野　浩輝 ﾘﾕｳﾉ ﾋﾛｷ 機能生物化学 高浸透圧下でNFAT5制御に 東京大学 薬学系研究科 一條　秀憲 教授
関わるNotchシグナルの活
性化機構とその役割の解明

若宮　健 ﾜｶﾐﾔ ﾀｹｼ 生物資源保全 ゲノム情報を基盤としたニ 東北大学 生命科学研究 河田　雅圭 教授
学 ホンミツバチの遺伝的多様

性とその形成要因の解明
科

和久井　彬 ﾜｸｲ ｱｷﾐ 生態・環境 低地に隔離分布する高山植 北海道大学 大学院環境科 工藤　岳 准教授
実 物個体群の維持機構および

進化学的重要性の評価
学院
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荒川　裕亮 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛｱｷ 環境農学（含 絶滅危惧種カワヤツメの保 石川県立大学 生物資源環境 柳井　清治 教授
ランドスケー
プ科学）

全・再生手法の確立と地域
文化の保全

学研究科

ＹＥ　Ｑｉ ｲｴｰ ﾁﾔｵﾁﾔｵ 木質科学 リグニンの酸性下での分解 東京大学 農学生命科学 横山　朝哉 准教授
ａｏｑｉａ
ｏ

におけるフェノール性水酸
基の存在の影響

研究科

伊藤　彰将 ｲﾄｳ ｱｷﾉﾌﾞ 生物有機化学 フェアリー化合物の菌類に 静岡大学 自然科学系教 河岸　洋和 教授
おけるホルモンとしての証
明

育部

今田　泰史 ｲﾏﾀﾞ ﾔｽｼ 生物有機化学 炭素-炭素結合形成反応を 東京農工大学 大学院生物シ 千葉　一裕 教授
促進する電解溶液の分析と
そのアザヌクレオシド合成
への応用

ステム応用科
学府

岩泉　雅樹 ｲﾜｲｽﾞﾐ ﾏｻｷ 水圏生命科学 ゲノム編集による養殖有用 東北大学 農学研究科 鈴木　徹 教授
系統作出の効率化に向けた
技術展開研究

江村　菜津 ｴﾑﾗ ﾅﾂｺ 統合動物科学 ブタ初期胚の組織分化を制 岩手大学 連合農学研究 澤井　健 教授
子 御する分子基盤の解明 科

大関　俊範 ｵｵｾﾞｷ ﾄｼﾉﾘ 応用生物化学 キノン補酵素形成機構の解 大阪大学 理学研究科 岡島　俊英 准教授
明およびペプチド修飾酵素
による機能性環状ペプチド
の創出

大田　守浩 ｵｵﾀ ﾓﾘﾋﾛ 応用分子細胞 植物感染性線虫の誘引物質 熊本大学 自然科学教育 澤　進一郎 教授
生物学 の単離・解析 部

大谷　祐紀 ｵｵﾀﾆ ﾕｷ 統合動物科学 哺乳類の生殖-自己免疫連 北海道大学 大学院獣医学 昆　泰寛 教授
関メカニズムの解明とその
破綻に起因する病態の解析

院

岡島　智美 ｵｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾐ 神経生理学・ 発達過程ミクログリアを制 筑波大学 生命環境科学 千葉　智樹 教授
神経科学一般 御するヒポキサンチン応答

の解析
研究科

沖村　光祐 ｵｷﾑﾗ ｺｳｽｹ 統合動物科学 哺乳類の眼における光応答 名古屋大学 生命農学研究 吉村　崇 教授
性季節変動の分子機構の解
明

科

奥出　絃太 ｵｸﾃﾞ ｹﾞﾝﾀ 昆虫科学 トンボの脱皮・変態・成熟 東京大学 理学系研究科 深津　武馬 併任教授
メカニズムの解明

奥谷　公亮 ｵｸﾔ ｺｳｽｹ 獣医学 A型インフルエンザウイル 北海道大学 国際感染症学 高田　礼人 教授
スの亜型間交差感染防御免
疫に携わるIgA抗体の機能
解析

院

河合　賢太 ｶﾜｲ ｹﾝﾀﾛｳ 水圏生産科学 閉鎖海域におけるクロダイ 広島大学 生物圏科学研 海野　徹也 教授
郎 浮性卵をモデルとした資源

生態学的研究
究科

河合　翼 ｶﾜｲ ﾂﾊﾞｻ 遺伝育種科学 イネにおける側根発育機構 名古屋大学 生命農学研究 犬飼　義明 准教授
の解明と圧縮土壌耐性系統
作出への応用

科

川島　菫 ｶﾜｼﾏ ｽﾐﾚ 水圏生産科学 熱帯性タコ類におけるクロ 琉球大学 理工学研究科 池田　譲 教授
スモーダルな外界認知とイ
メージの形成

黒澤　珠希 ｸﾛｻﾜ ﾀﾏｷ 統合動物科学 臓器線維症におけるPDGFR 東京大学 農学生命科学 堀　正敏 教授
α陽性間質細胞の役割 研究科
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齋藤　由季 ｻｲﾄｳ ﾕｷ 食品科学 腸管オルガノイド培養系を 東京農業大学 農学研究科 服部　一夫 教授
用いた抗炎症性食品成分の
探索と解析

笹原　千佳 ｻｻﾊﾗ ﾁｶ 森林科学 ケニアの自生竹における生 京都大学 地球環境学舎 柴田　昌三 教授
態的立場からみた竹林施業
に関する基礎研究

島崎　智久 ｼﾏｻｷ ﾄﾓﾋｻ 植物栄養学・ 根圏生態系における糖化ア 京都大学 農学研究科 杉山　暁史 准教授
土壌学 ミノ酸代謝が果たす役割の

解明

ＺＨＯＵ　 ｼﾕｳ ｲｲﾝ 昆虫科学 昆虫における側心体および 東京大学 新領域創成科 永田　晋治 准教授
ＹＩＪＵＮ アラタ体によるエネルギー

恒常性の維持機構の解明
学研究科

菅井　徹人 ｽｶﾞｲ ﾃﾂﾄ 森林科学 北東アジアの塩類土壌地帯 北海道大学 農学院 渡部　敏裕 准教授
での再造林樹種に資する新
耐性指標の探索と利用

杉山　彰 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾗ 獣医学 Canstatin活性部位の同定 北里大学 獣医学系研究 山脇　英之 教授
と新規心疾患治療への応用 科

ＳＵＲＩＹ ｽﾘﾔｻﾂｸ ﾁｴﾂ 環境農学（含 イネの高温登熟環境は次世 九州大学 生物資源環境 石橋　勇志 准教授
ＡＳＡＫ　
ＣＨＥＴＰ
ＨＩＬＩＮ

ﾄﾋﾟﾘﾝ ランドスケー
プ科学）

代の高温ストレス耐性とし
て記憶される

科学府

高橋　沙和 ﾀｶﾊｼ ｻﾜｺ 応用微生物学 バクテリア細胞へのマイク 富山県立大学 工学研究科 西田　洋巳 教授
子 ロインジェクション操作に

よる長鎖DNA導入システム
の構築

高橋　大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 応用分子細胞 細胞がん化と関連するヒス 東北大学 農学研究科 原田　昌彦 准教授
生物学 トンバリアントH2A．Zの染

色体分配における機能解明

田口　陽大 ﾀｸﾞﾁ ﾖｳﾀﾞｲ 応用生物化学 植物の生理活性物質トレハ 北海道大学 農学院 森　春英 教授
ロース6-リン酸を量的制御
する酵素群の活性調節機構
の解明

武井　瞳 ﾀｹｲ ﾋﾄﾐ 園芸科学 トマトの細胞質雄性不稔を 筑波大学 生命環境科学 有泉　亨 准教授
使ったF1採種システム構築
のための稔性回復遺伝子の
同定

研究科

谷　春菜 ﾀﾆ ﾊﾙﾅ 実験動物学 mtDNAに病原性突然変異を 筑波大学 生命環境科学 中田　和人 教授
有する新規ミトコンドリア
病モデルマウスの作出と解
析

研究科

谷口　百優 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾓﾕ 食品科学 発酵食品におけるD-アミノ 大阪大学 工学研究科 福崎　英一郎 教授
酸プロファイルと食品機能
との相関解析

田畑　絵理 ﾀﾊﾞﾀ ｴﾘ 応用生物化学 ほ乳類・鳥類の酸性キチナ 工学院大学 工学研究科 小山　文隆 教授
ーゼ (Chia) における機能
特性と食性に関する研究

田村　昌大 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 獣医学 造影超音波による犬の慢性 北海道大学 大学院獣医学 滝口　満喜 教授
肝炎に対する非侵襲的診断
法の開発とその臨床応用

院

陳　其然 ﾁｴﾝ ｷﾚﾝ 水圏生命科学 異体類の変態におけるレチ 東北大学 農学研究科 鈴木　徹 教授
ノイン酸の代謝・生理機能
に関する研究-分子基盤に
着目して
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月岡　大 ﾂｷｵｶ ﾀﾞｲ 統合動物科学 生殖細胞及び初期胚におけ 東京大学 新領域創成科 青木　不学 教授
るリプログラミングへのヒ
ストンH2A変異体の関与に
ついて

学研究科

徳永　有希 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳｷ 木質科学 セルラーゼ糖質結合モジュ 京都大学 農学研究科 渡辺　隆司 教授
ールとリグニン間相互作用
の高分解能NMRによる解明

土居　龍成 ﾄﾞｲ ﾘﾕｳｾｲ 植物栄養学・ 土壌窒素環境および根系内 名古屋大学 環境学研究科 平野　恭弘 准教授
土壌学 の空間的位置の違いによる

細根機能の変動性の解明

永田　矩之 ﾅｶﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ 獣医学 犬種特異的な炎症性腸疾患 北海道大学 大学院獣医学 滝口　満喜 教授
における炎症と癌化に関与
する遺伝子の探索と機能解
析

研究科

西川　華子 ﾆｼｶﾜ ﾊﾅｺ 応用生物化学 タンパク質の膜挿入・膜透 岩手大学 連合農学研究 西山　賢一 教授
過経路の再構成による糖脂
質MPIaseの作用機構の解明

科

福永　耕大 ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳﾀﾞ 水圏生産科学 熱帯性ハタ科魚類における 琉球大学 理工学研究科 竹村　明洋 教授
ｲ 月周性産卵機構の解明

藤田　早紀 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 森林科学 東北地方における海岸林の 東京大学 農学生命科学 丹下　健 教授
早期再生に向けた土壌特性
と樹木根系の成長特性に関
する研究

研究科

藤本　泰之 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 獣医学 肝臓の慢性疾患におけるイ 大阪府立大学 生命環境科学 東　泰孝 准教授
ンターロイキン‐19による
新規免疫連関の解明

研究科

古田　明日 ﾌﾙﾀ ｱｽｶ 統合動物科学 ES細胞に含まれる全能性細 長浜バイオ大学 バイオサイエ 中村　肇伸 教授
香 胞の可視化とその制御 ンス研究科

細谷　実里 ﾎｿﾀﾆ ﾏﾘﾅ 統合動物科学 哺乳類卵管の炎症と上皮形 北海道大学 獣医学院 昆　泰寛 教授
奈 態異常が導く排卵卵子のpi

ck-up障害

堀　将太 ﾎﾘ ｼﾖｳﾀ 食品科学 鉄欠乏状態が脂肪肝を発症 北海道大学 農学院 石塚　敏 准教授
させるか？-腸内細菌が産
生する二次胆汁酸に着目し
て-

増岡　弘晃 ﾏｽｵｶ ﾋﾛｱｷ 獣医学 腸内細菌を利用した栄養問 東京大学 農学生命科学 平山　和宏 准教授
題解決法の開発 研究科

増田　亘作 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｻｸ 農業環境・情 非線形振動子制御理論を用 大阪府立大学 工学研究科 福田　弘和 教授
報工学 いた植物概日時計制御技術

の構築

松井　悠樹 ﾏﾂｲ ﾕｳｷ 昆虫科学 ノメイガ類におけるHybrid 鳥取大学 連合農学研究 東　政明 教授
 Type性フェロモンの普遍
性と進化様式

科

三原　大輝 ﾐﾊﾗ ﾀｲｷ 獣医学 α７ニコチン受容体の経時 東京大学 農学生命科学 堀　正敏 教授
的発現動態解析と炎症応答
抑制機序の解明

研究科

宮路　直実 ﾐﾔｼﾞ ﾅｵﾐ 園芸科学 アブラナ科野菜における白 神戸大学 農学研究科 藤本　龍 准教授
さび病抵抗性遺伝子の同定
と単離

武藤　久 ﾑﾄｳ ﾋｻｼ 水圏生命科学 深海底熱水活動域に充満す 京都大学 農学研究科 中川　聡 准教授
る電気エネルギーを利用し
た革新的微生物培養法の確
立
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矢野　裕子 ﾔﾉ ﾋﾛｺ 食品科学 澱粉を高分子鎖の視点から 山形大学 大学院有機材 西岡　昭博 教授
見つめて発想したテーラー
メイド型高加工性澱粉の開
発

料システム研
究科

山谷　祐貴 ﾔﾏﾔ ﾕｳｷ 農業環境・情 合成開口レーダを利用した 北海道大学 農学院 谷　宏 准教授
報工学 圃場情報の取得に関する研

究

湯淺　英知 ﾕｱｻ ﾋﾃﾞｱｷ 水圏生産科学 全ゲノム比較解析によるオ 東京工業大学 生命理工学院 伊藤　武彦 教授
ニヒトデ属の種分化要因の
解明

吉村　淳 ﾖｼﾑﾗ ｱﾂｼ 応用分子細胞 免疫細胞レクチンSiglec-7 名古屋大学 生命農学研究 北島　健 教授
生物学 の新奇シアル酸結合様式と

その免疫制御機構の解明
科
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浅野　冬樹 ｱｻﾉ ﾌﾕｷ 環境生理学（ 神経細胞特異的Sik3遺伝子 筑波大学 人間総合科学 柳沢　正史 教授
含体力医学・
栄養生理学）

欠損マウスを用いた睡眠・
代謝制御神経基盤の解明

研究科

安藤　めぐ ｱﾝﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ 生物系薬学 マイクログリアの貪食能の 東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授
み cAMPシグナルによる制御と

応用

池内　正剛 ｲｹｳﾁ ﾏｻﾖｼ 生物系薬学 Src活性制御の破綻による 京都薬科大学 薬学研究科 中山　祐治 教授
染色体不安定性を介した細
胞のがん化・悪性化機構の
解明

伊澤　俊太 ｲｻﾞﾜ ｼﾕﾝﾀﾛ 神経生理学・ MCH神経による睡眠時の記 名古屋大学 医学系研究科 山中　章弘 教授
郎 ｳ 神経科学一般 憶消去のメカニズム解明

伊藤　翔 ｲﾄｳ ｶｹﾙ 環境生理学（ RNAのm6A修飾が体内時計の 京都大学 薬学研究科 土居　雅夫 教授
含体力医学・
栄養生理学）

周期決定に関与する分子メ
カニズムの解明

射場　智大 ｲﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ 医化学一般 血管内皮幹細胞の特異的表 大阪大学 医学系研究科 高倉　伸幸 教授
面マーカーの探索と再生医
療への応用

植松　真章 ｳｴﾏﾂ ﾏｻｱｷ 医化学一般 in vivo代謝流束解析によ 東京大学 大学院医学系 北　芳博 准教授
る脂肪酸およびリン脂質の
多様性維持機構の解明

研究科

内田　俊太 ｳﾁﾀﾞ ｼﾕﾝﾀﾛ 生理学一般 オレキシンによる意欲の向 筑波大学 人間総合科学 櫻井　武 教授
郎 ｳ 上が全身炎症後の活動量の

回復促進に果たす役割
研究科

大河原　彩 ｵｵｶﾜﾗ ｱﾔｺ ウイルス学 炎症性サイトカイン産生ウ 東京大学 大学院医学系 一戸　猛志 准教授
子 イルスを用いたインフルエ

ンザ脳症の病態解析
研究科

大下　奈緒 ｵｵｼﾀ ﾅｵｺ 物理系薬学 抗体の安定化を可能にする 熊本大学 熊本大学大学 有馬　英俊 教授
子 革新的製剤素材：シクロデ

キストリン超分子ゲルの開
発

院　薬学教育
部　創薬・生
命薬科学専攻

大堀（森田 ｵｵﾎﾘ(ﾓﾘﾀ) 歯科医用工学 神経堤の特徴を呈する骨髄 東北大学 歯学研究科 江草　宏 教授
）　悠美 ﾕﾐ ・再生歯学 間葉系幹細胞塊を用いた歯

胚再生の試み

尾上　知佳 ｵｶﾞﾐ ﾁｶ 医療系薬学 特殊病態患者の個別化投与 富山大学 医学薬学教育 藤　秀人 教授
設計を実現するファーマコ
メトリクスモデルの臨床応
用

部（薬学）薬
科学専攻

奥村　元紀 ｵｸﾑﾗ ｹﾞﾝｷ 免疫学 腫瘍免疫応答とがん転移に 筑波大学 人間総合科学 澁谷　彰 教授
おける可溶型CD155の役割 研究科

金子　葵 ｶﾈｺ ｱｵｲ 解剖学一般（ 損傷神経細胞の軸索再生を 名古屋大学 医学系研究科 木山　博資 教授
含組織学・発
生学）

促す分子の解析

兼久　賢章 ｶﾈﾋｻ ｹﾝｼﾖｳ 神経化学・神 一次求心性神経由来因子に 九州大学 薬学府 津田　誠 教授
経薬理学 よるかゆみの慢性化メカニ

ズムの解明

鎌田　貴裕 ｶﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 呼吸器内科学 がん免疫応答に対する耐性 名古屋大学 医学系研究科 西川　博嘉 教授
モデルの確立とそのメカニ
ズムの解明

亀井　亮佑 ｶﾒｲ ﾘﾖｳｽｹ 神経解剖学・ 海馬神経回路編成における 東京大学 大学院医学系 岡部　繁男 教授
神経病理学 ミクログリアによるニュー

ロン選別機構の解明
研究科
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川端　由子 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳｺ 社会系歯学 味覚障害発症の分子基盤の 九州大学 歯学府 重村　憲徳 教授
解明

北山　尚美 ｷﾀﾔﾏ ﾅｵﾐ 皮膚科学 掻痒メカニズムの解明と新 京都大学 医学研究科 椛島　健治 教授
規止痒剤の開発

木下　隆太 ｷﾉｼﾀ ﾘﾕｳﾀ 医化学一般 ニューロン分化・成熟にお 東京大学 薬学系研究科 後藤　由季子 東京大学大学
けるメジャーサテライトの
役割の解明

院薬学系研究
科教授

木下　諒 ｷﾉｼﾀ ﾘﾖｳ 疫学・予防医 ワクチン予防可能疾患の集 北海道大学 北海道大学大 西浦　博 教授
学 団免疫度に関する評価体系

の構築
学院医学研究
科

熊谷　尚悟 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾖｳｺ 消化器内科学 固形がんに対するがん免疫 名古屋大学 医学系研究科 西川　博嘉 教授
ﾞ 療法の治療効果に関わる抗

腫瘍免疫応答の本態解明

黒澤　知征 ｸﾛｻﾜ ﾄﾓﾕｷ 医学物理学・ 放射線治療における幾何学 東京女子医科大学 医学研究科 西尾　禎治 教授
放射線技術学 的誤差に関する患者個別最

適化を可能にするシステム
の開発

高　夢セン ｺｳ ﾑｾﾝ 薬理系薬学 自閉症モデルマウスにおけ 東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授
る海馬鋭波の観察とその操
作による自閉症様症状の改
善

河本　知大 ｺｳﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ ゲノム医科学 多層的遺伝子発現情報解析 徳島大学 大学院医科学 勢井　宏義 教授
と機能解析の統合による胃
癌の新規治療標的同定と治
療法開発

教育部

小柳　円花 ｺﾔﾅｷﾞ ﾏﾄﾞｶ 医療系薬学 抗がん剤誘発末梢神経障害 京都大学 薬学研究科 松原　和夫 教授
の機序解明とシュワン細胞
再髄鞘化を基盤とした治療
法の探索

後藤　馨 ｺﾞﾄｳ ｶｵﾙ 生物系薬学 オーファンG蛋白質共役型 京都大学 薬学研究科 土居　雅夫 教授
受容体が仲介する概日時計
中枢神経系の光環境適応メ
カニズム

坂井　星辰 ｻｶｲ ｾｲｼﾝ ゲノム生物学 ニューロン分化の過程で協 東京大学 薬学系研究科 後藤　由季子 教授
調的に多数の遺伝子発現を
制御する機構の解明

坂本　健太 ｻｶﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 創薬化学 効率的な抗体の細胞内送達 京都大学 薬学研究科 二木　史朗 教授
郎 に向けたエンドソーム不安

定化ペプチド修飾リポソー
ムの開発

迫口　瑛史 ｻｺｸﾞﾁ ｱｷﾋﾄ 免疫学 自己免疫疾患における核内 大阪大学 医学系研究科 荒瀬　尚 教授
抗原に対する自己抗体産生
機構の解明

澤田　健 ｻﾜﾀﾞ ﾀｹｼ 生理学一般 新規光プローブを用いた前 東京大学 大学院医学系 河西　春郎 教授
頭葉スパインによる意欲制
御機構の解明

研究科

ＳＨＥＲＰ ｼｴﾙﾊﾟ ﾐﾝｸﾞ 呼吸器内科学 機能未知の喘息関連遺伝子 筑波大学 人間総合科学 檜澤　伸之 教授
Ａ　ＭＩＮ
ＧＭＡ

ﾏ HAS2による喘息難治化メカ
ニズムの解明

研究科

柴垣　翔平 ｼﾊﾞｶﾞｷ ｼﾖｳ 膠原病・アレ 皮膚における抑制性免疫受 筑波大学 人間総合科学 渋谷　彰 教授
ﾍｲ ルギー内科学 容体アラジン-１を介したT

h2応答制御機構の解明
研究科



職名受入研究者部局受入研究機関研究課題名分科・細目氏名 カナ氏名

ＤＣ１・医歯薬学　75名　平成30年度特別研究員採用者一覧

高倉　稜弥 ﾀｶｸﾗ ﾘﾖｳﾔ 化学系薬学 第１級アルコールからの不 岐阜薬科大学 薬学研究科 佐治木　弘尚 教授
均一系触媒的脱水素反応の
制御と有機合成法への活用

高藤　拓哉 ﾀｶﾌｼﾞ ﾀｸﾔ 腫瘍生物学 リボソームタンパク質によ 九州大学 薬学府 藤田　雅俊 教授
る細胞がん化制御機構の包
括的解明

田尻　美緒 ﾀｼﾞﾘ ﾐｵ 神経生理学・ セロトニンが側坐核スパイ 東京大学 大学院医学系 河西　春郎 教授
神経科学一般 ンに作用する新機序の光操

作による解明
研究科

田中　亮 ﾀﾅｶ ﾘﾖｳ 化学系薬学 配向基を内包した新規触媒 北海道大学 生命科学院 松永　茂樹 教授
によるカルボニル基β及び
γ位C(sp3)-H官能基化反応

田村　文弥 ﾀﾑﾗ ﾌﾐﾔ 循環器内科学 センダイウイルスベクター 慶應義塾大学 医学研究科 福田　恵一 教授
を用いた心筋リプログラミ
ング法の開発と分子機構の
解明

田村　亮太 ﾀﾑﾗ ﾘﾖｳﾀ 脳神経外科学 悪性神経膠腫に対するベバ 慶應義塾大学 医学研究科 吉田　一成 教授
シズマブの抗腫瘍・耐性機
序及びバイオマーカーの解
明

伊達　悠貴 ﾀﾞﾃ ﾕｳｷ 機能系基礎歯 骨肉腫は3つの転写因子の 長崎大学 医歯薬学総合 伊藤　公成 教授
科学 機能的連動によって発症す

る
研究科

辻　修平 ﾂｼﾞ ｼﾕｳﾍｲ 循環器内科学 心肥大、心不全における非 京都大学 医学研究科 木村　剛 教授
コードRNAの機能解析

土田　芽衣 ﾂﾁﾀﾞ ﾒｲ 生物系薬学 腫瘍抑制因子STK11による 東北大学 薬学研究科 松沢　厚 教授
デスレセプターシグナルの
バランス制御機構の全容解
明

利光　孝太 ﾄｼﾐﾂ ｺｳﾀ 消化器内科学 消化器がんオルガノイドの 慶應義塾大学 医学研究科 金井　隆典 教授
ゲノム薬理学的解析による
抗がん剤治療の最適化

鳥越　祥太 ﾄﾘｺﾞｴ ｼﾖｳﾀ 免疫学 抑制型レクチン受容体MICL 大阪大学 医学系研究科 山崎　晶 教授
を介した結核菌の新規免疫
回避機構の解明

中尾　佳奈 ﾅｶｵ ｶﾅｺ 内分泌学 プロテオミクス/ゲノミク 東北大学 医学系研究科 松原　洋一 客員教授
子 ススクリーニング法を用い

たSAMD9分子機構の解明

中辻　雄哉 ﾅｶﾂｼﾞ ﾕｳﾔ 化学系薬学 ハロゲン結合供与体ーチオ 京都大学 薬学研究科 竹本　佳司 教授
ウレア共触媒系による新奇
グリコシル化反応の開発と
応用

永沢　亮 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘﾖｳ 形態系基礎歯 バイオフィルム形成におけ 筑波大学 生命環境科学 野村　暢彦 教授
科学 る自己溶菌メカニズムの解

明とその生物学的意義
研究科

二宮　良 ﾆﾉﾐﾔ ﾘﾖｳ 化学系薬学 分子認識型触媒による位置 京都大学 薬学研究科 川端　猛夫 教授
選択的シアノシリル化及び
C-Hアミノ化

野寄　修平 ﾉﾖﾘ ｼﾕｳﾍｲ 高齢看護学 センサシステム内蔵型マッ 東京大学 大学院医学系 真田　弘美 教授
トレスによる高齢者の尿意
推定

研究科
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芳賀　優弥 ﾊｶﾞ ﾕｳﾔ 腫瘍診断学 網羅的な変動蛋白質解析に 大阪大学 薬学研究科 堤　康央 教授
よる、難治性乳がんTNBCの
薬効予測バイオマーカーの
同定

濱　祐太郎 ﾊﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 医化学一般 哺乳類におけるオートファ 東京大学 大学院医学系 水島　昇 教授
ジー制御機構の解明 研究科

原田　文 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔ 産婦人科学 子宮内幹細胞移植を用いた 京都大学 医学研究科 高橋　淳 教授
ウールリッヒ型筋ジストロ
フィーの胎児治療法の開発

ＢＡＲＩＵ ﾊﾞﾘｳｱﾝ ｼﾞﾕ 代謝学 褐色脂肪の熱産生に起因す 北海道大学 獣医学院 木村　和弘 教授
ＡＮ　ＪＵ
ＳＳＩＡＥ
Ａ　ＶＡＬ
ＥＮＴＥ

ｼｰﾔ ｳﾞｱﾚﾝﾃ るエクソソームmiRNAを介
した臓器間ネットワークの
解明

平本　絵美 ﾋﾗﾓﾄ ｴﾐﾘ 病態医化学 血中タンパク質AIMによる 東京大学 大学院医学系 宮崎　徹 教授
莉 慢性腎臓病の病態制御に関

する研究
研究科

廣瀬　哲 ﾋﾛｾ ｱｷﾗ 化学系薬学 ダフナン・チグリアンジテ 東京大学 薬学系研究科 井上　将行 教授
ルペン類の網羅的全合成

藤村　留衣 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾙｲ 医療系薬学 α1-酸性糖蛋白質の糸球体 熊本大学 薬学教育部 丸山　徹 教授
バリア機能と抗炎症性作用
を利用した腎疾患治療薬の
開発

古市　宗弘 ﾌﾙｲﾁ ﾑﾈﾋﾛ 細菌学（含真 腸内常在細菌叢の理解に基 慶應義塾大学 医学研究科 本田　賢也 教授
菌学） づく多剤耐性菌の新規治療

法の開発

古川　希 ﾌﾙｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 循環器内科学 心臓のエネルギー代謝にお 群馬大学 群馬大学大学 倉林　正彦 教授
ける心臓線維芽細胞と心筋
細胞の相互連関

院医学系研究
科　循環器内
科学

古澤　夢梨 ﾌﾙｻﾜ ﾕﾘ ウイルス学 インフルエンザウイルス粒 東京大学 新領域創成科 河岡　義裕 教授
子内に取り込まれる宿主因
子のウイルス増殖における
機能解析

学研究科

Ｈｏｈ　Ｈ ﾎｰ ﾎﾝ ﾌｱﾂﾄ 実験病理学 三次元膵癌モデルを用いた 沖縄科学技術大学 科学技術研究 山本　雅 教授
ｏｎｇ　Ｈ
ｕａｔ

細胞と間質の相互作用およ
び腫瘍の可塑性の解析

院大学 科

松尾　和哉 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾔ 神経化学・神 心的外傷後ストレス障害に 東北大学 薬学研究科 福永　浩司 教授
経薬理学 おける脂肪酸結合タンパク

質とドパミン受容体の役割

宮川　真 ﾐﾔｶﾜ ｼﾝ 医学物理学・ CT肺換気機能イメージング 東京女子医科大学 医学研究科 西尾　禎治 教授
放射線技術学 を利用した放射線治療の実

用化に向けた臨床的有用性
の検討

向井　康敬 ﾑｶｲ ﾔｽﾀｶ 環境生理学（ 睡眠覚醒の切り替えにおけ 名古屋大学 医学系研究科 山中　章弘 教授
含体力医学・
栄養生理学）

る視床下部神経活動修飾の
機能解明

村田　優穂 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾎ 寄生虫学（含 マラリア原虫の"寄生コミ 三重大学 医学系研究科 油田　正夫 教授
衛生動物学） ットメント"を決定する分

子機構の解明

ＭＯ　ＸＩ ﾓｳ ｼﾕｳﾃｲﾝ 疫学・予防医 中国における妊婦の過度の 京都大学 医学研究科 中山　健夫 教授
ＵＴＩＮＧ 学 体重増加予防を目的とする

社会的ネットワークの有効
性の検証
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森　瞳美 ﾓﾘ ﾋﾄﾐ 外科学一般 腫瘍免疫機構解析によるト 九州大学 医学系学府 中村　雅史 教授
リプルネガティブ乳癌の予
後および治療効果予測方法
の確立

森岡　真 ﾓﾘｵｶ ｼﾝ 生物系薬学 新規イノシトールリン脂質 広島大学 医歯薬保健学 小澤　孝一郎 教授
の代謝機構の解明 研究科

森田　健太 ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 応用薬理学 抗がん活性を有する超分子 熊本大学 熊本大学大学 有馬　英俊 教授
郎 の創製と次世代型抗がん剤

としての応用
院薬学教育部
医療薬学専攻

矢野　公義 ﾔﾉ ｷﾐﾖｼ 腫瘍治療学 スプライシング因子PRPF19 広島大学 医歯薬保健学 田原　栄俊 教授
の発現抑制による細胞老化
の誘導と難治性膵がんの抑
制

研究科

山谷　琴子 ﾔﾏﾀﾆ ｺﾄｺ 病態検査学 急性骨髄性白血病細胞が獲 順天堂大学 医学研究科 田部　陽子 特任教授
得するチロシンキナーゼ阻
害剤耐性化機序の解明

Ｙｏｕｓｓ ﾖｰｾﾌ ﾓﾋｴﾙﾃ 実験病理学 ストレス応答反応における 沖縄科学技術大学 科学技術研究 山本　雅 教授
ｅｆ　Ｍｏ
ｈｉｅｌｄ
ｉｎ

ﾞｲﾝ 脳内Tobの機能解析 院大学 科

米澤　大志 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｲｼ 病態医化学 造血器腫瘍原因遺伝子RUNX 東京大学 新領域創成科 合山　進 准教授
1ユビキチン化による分解
機構を用いた新規治療法の
開発

学研究科

笠　香織 ﾘﾕｳ ｶｵﾘ 天然資源系薬 日本民間薬を中心とした含 京都薬科大学 薬学研究科 松田　久司 教授
学 窒素、含硫黄成分を基盤と

する抗 HSV 薬の開発研究

ＬＩＵ　Ｎ ﾘﾕｳ ﾅ 衛生学・公衆 太陽光を利用した水中細菌 筑波大学 生命環境科学 楊　英男 教授
Ａ 衛生学 の新規光触媒処理システム

の開発
研究科

若月　大晃 ﾜｶﾂｷ ﾋﾛｱｷ 医化学一般 アセチル化を介した栄養状 東京大学 薬学系研究科 一條　秀憲 教授
態応答機構の解明
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ＡＹＥＤＯ ｱｲｴﾄﾞｳﾝ ｴﾏ 学習支援シス 第二言語コミュニケーショ 大阪府立大学 人間社会シス 瀬田　和久 教授
ＵＮ　Ｅｍ
ｍａｎｕｅ
ｌ

ﾇｴﾙ テム ン意欲を高める会話エージ
ェントに関する研究

テム科学研究
科

青山　将己 ｱｵﾔﾏ ﾏｻｷ スポーツ科学 中央競技団体における統合 神戸大学 人間発達環境 長ヶ原　誠 教授
(A) ・インクルージョンの日蘭

比較-障害者スポーツに着
目して-

学研究科

赤崎　智 ｱｶｻｷ ｻﾄｼ 知能情報学 マイクロブログで言及され 東京大学 情報理工学系 豊田　正史 准教授
る事物に関する緊急イベン
トの究明とその実時間モニ
タリング

研究科

秋山　真那 ｱｷﾔﾏ ﾏﾅﾄ 生命・健康・ 分子内相互作用を考慮した 慶應義塾大学 理工学研究科 榊原　康文 教授
斗 医療情報学 RNA二次構造予測のための

パラメータ決定法

ＡＺＨＡＲ ｱｽﾞﾊﾙ ｱｳﾘｱ ソフトコンピ 人間協調型ロボットの歩行 首都大学東京 システムデザ 久保田　直行 教授
　ＡＵＬＩ
Ａ　ＳＡＰ
ＵＴＲＡ

 ｻﾌﾟﾄﾗ ューティング 学習と動的適応におけるセ
ンサリモータコーディネー
ション

イン研究科

ＡＺＡＭ　 ｱｽﾞﾑ ﾅﾋﾞﾄﾞ 数理情報学 離散数学とその応用 京都大学 情報学研究科 永持　仁 教授
ＮＡＶＥＥ
Ｄ　ＡＨＭ
ＥＤ

 ｱﾏﾄﾞ

安達　勇介 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｽｹ 自然共生シス 大規模衛星観測網実現のた 愛知県立大学 情報科学研究 吉岡　博貴 教授
テム めの相対校正に関する基礎

研究-逆算手法等価性理論
の構築-

科

天笠　志保 ｱﾏｶﾞｻ ｼﾎ 応用健康科学 高齢者における低強度身体 東京医科大学 医学研究科 井上　茂 主任教授
(B) 活動の効果に関する研究

天野　辰哉 ｱﾏﾉ ﾀﾂﾔ 情報ネットワ クラウドソーシングと電波 大阪大学 情報科学研究 東野　輝夫 教授
ーク 伝搬シミュレーションに基

づくＷｉ-Ｆｉデータベー
ス構築

科

アリヤニ　 ｱﾘﾔﾆ ｳｲﾝﾀﾞ 放射線・化学 脳発達における細胞膜およ 群馬大学 医学系研究科 鯉淵　典之 教授
ウィンダ 物質影響科学 び核内ホルモン受容体の相

互作用と環境化学物質によ
る修飾

安藤　洸太 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ 計算機システ ニューラルネットワークの 北海道大学 情報科学研究 本村　真人 教授
ム 高効率インメモリ・リコン

フィギャラブルプロセッサ
の研究

科

幾谷　吉晴 ｲｸﾀﾆ ﾖｼﾊﾙ 知能情報学 脳活動デコーディングを用 奈良先端科学技術 先端科学技術 松本　健一 教授
いたプログラム理解の神経
情報処理基盤の解明

大学院大学 研究科

石田　浩貴 ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ 計算機システ 超伝導プロセッサ向けメモ 九州大学 システム情報 井上　弘士 教授
ム リシステムに関する研究 科学府

磯　颯 ｲｿ ﾊﾔﾃ 知能情報学 医療情報学における対象構 奈良先端科学技術 情報科学研究 松本　裕治 教授
造を考慮した学習アルゴリ
ズムの研究

大学院大学 科

稲熊　寛文 ｲﾅｸﾞﾏ ﾋﾛﾌﾐ 知覚情報処理 階層的End-to-Endモデルに 京都大学 情報学研究科 河原　達也 教授
基づく音声対話における心
的状態推定に関する研究
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上田　樹美 ｳｴﾀﾞ ｷﾐ 認知科学 知的作業への集中状態を表 京都大学 エネルギー科 下田　宏 教授
す集中ポテンシャル準位モ
デルに関する研究

学研究科

植野　夏樹 ｳｴﾉ ﾅﾂｷ 知覚情報処理 分散配置マイクロフォン・ 東京大学 情報理工学系 猿渡　洋 教授
スピーカを用いた音場収録
・再現

研究科

碓氷　典諒 ｳｽｲ ﾉﾘｱｷ スポーツ科学 対人競技の攻防における有 山梨大学 医工農学総合 小山　勝弘 教授
(A) 効な切替技能の解明 教育部

王　亜成 ｵｳ ｱｾｲ 情報セキュリ 多変数多項式暗号の安全性 東京大学 情報理工学系 高木　剛 教授
ティ 評価と効率的な実装方法の

確立
研究科

大城　泰平 ｵｵｷ ﾀｲﾍｲ 数理情報学 組合せ的手法による微分代 東京大学 情報理工学系 岩田　覚 教授
数方程式の指数減少法の構
築

研究科

大村　玲音 ｵｵﾑﾗ ﾚｵﾝ スポーツ科学 身体運動における個性の発 東京大学 総合文化研究 吉岡　伸輔 准教授
(A) 生原因の探究-パワー発揮

への姿勢の影響に着目して
-

科

大山　洋介 ｵｵﾔﾏ ﾖｳｽｹ 高性能計算 深層学習の精度を考慮した 東京工業大学 情報理工学院 松岡　聡 教授
自動性能最適化フレームワ
ークの構築

岡田　桜 ｵｶﾀﾞ ｻｸﾗ 基盤・社会脳 葛藤行動時の海馬神経活動 東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授
科学 パターンの解明

奥園　桜子 ｵｸｿﾞﾉ ｻｸﾗｺ 子ども学（子 幼少期の幸福感を規定する 東京医科歯科大学 医歯学総合研 藤原　武男 教授
ども環境学） 環境要因とそのメカニズム

に関する縦断調査を用いた
実証研究

究科

奥村　周 ｵｸﾑﾗ ｼﾕｳ 生命・健康・ 癌の超早期発見にむけたDN 東京大学 工学系研究科 藤井　輝夫 教授
医療情報学 AtoolboxによるmiRNA濃度

判別システムの開発

小島　憲人 ｵｼﾞﾏ ｹﾝﾄ ケミカルバイ in vivoに適用可能な神経 京都大学 工学研究科 浜地　格 教授
オロジー 伝達物質受容体の直交的な

活性制御法の開発

女川　亮司 ｵﾅｶﾞﾜ ﾘﾖｳｼ スポーツ科学 時間制約下での運動意思決 東京大学 総合文化研究 工藤　和俊 准教授
ﾞ (A) 定プロセスの解明と数理モ

デルによる運動学習の支援
科

片上　舜 ｶﾀｶﾐ ｼﾕﾝ ソフトコンピ 柔軟な境界条件を組み入れ 東京大学 理学系研究科 岡田　真人 兼任教授
ューティング たスパースモデリング手法

の開発

加藤　裕規 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 応用健康科学 中高年者を対象とした「ア 京都大学 医学研究科 田村　恵子 教授
(A) ドバンス・ケア・プランニ

ング促進介入プログラム」
の開発

金子　みず ｶﾈｺ ﾐｽﾞﾎ ケミカルバイ ３次元ヒト神経病理学に向 東京大学 大学院医学系 上田　泰己 教授
ほ オロジー けた染色法の開発 研究科

亀田　将史 ｶﾒﾀﾞ ﾏｻｼ 基盤・社会脳 大脳基底核と小脳の時間情 北海道大学 医学院 田中　真樹 教授
科学 報処理に関する研究

川口　ゆり ｶﾜｸﾞﾁ ﾕﾘ 認知科学 「赤ちゃんらしさ」の認知 京都大学 理学研究科 友永　雅己 教授
の進化に関する比較認知科
学的研究
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川崎　和也 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾔ デザイン学 持続可能なファッションデ 慶應義塾大学 政策・メディ 水野　大二郎 准教授
ザインのための三次元造形
によるバイオ素材加工方法
の開発

ア研究科

川嶋　なつ ｶﾜｼﾏ ﾅﾂﾐ 生体医工学・ 超音波アシスト中赤外分光 香川大学 工学研究科 石丸　伊知郎 教授
み 生体材料学 イメージングによる非侵襲

血糖値センサーの基礎研究

河中　祥吾 ｶﾜﾅｶ ｼﾖｳｺﾞ 情報ネットワ スマートバイクを用いた網 奈良先端科学技術 先端科学技術 安本　慶一 教授
ーク 羅的な交通情報収集システ

ム
大学院大学 研究科

菅野　蓮華 ｶﾝﾉ ﾊｽｶ 自然災害科学 連続スケール間で一貫した 東北大学 工学研究科 寺田　賢二郎 教授
・防災学 最適化を実現する事前落石

対策事業スキームの創出

ＧＡＯ　Ｊ ｶﾞｵ ｼﾞｴ 認知科学 チンパンジーにおける身体 京都大学 理学研究科 友永　雅己 教授
ＩＥ の知覚に関する比較認知科

学的研究

木下　裕磨 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾏ 知覚情報処理 単一画像に基づく高ダイナ 首都大学東京 システムデザ 貴家　仁志 教授
ミックレンジ画像の生成法
に関する研究

イン研究科

工藤　将馬 ｸﾄﾞｳ ｼﾖｳﾏ スポーツ科学 ダイナミックな身体動作に 立命館大学 スポーツ健康 長野　明紀 教授
(A) 関する体幹部の力学的貢献

の解明
科学研究科

黒木　祐子 ｸﾛｷ ﾕｳｺ 数理情報学 複数目的を考慮したネット 東京大学 情報理工学研 杉山　将 教授
ワーク最適化法の構築と機
械学習への応用

究科

胡　緯華 ｺ ｲｶ 知能情報学 不確実性のある実世界にお 東京大学 コンピュータ 杉山　将 教授
いて信頼性のある機械学習
技術の開発

科学専攻

小林　香苗 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅｴ 環境動態解析 アナモックス細菌の窒素・ 北海道大学 大学院工学院 岡部　聡 教授
酸素同位体分別の解析：海
洋窒素循環への寄与の推定

古俣　めぐ ｺﾏﾀ ﾒｸﾞﾐ 科学社会学・ 医学における統計的正常／ 東京大学 総合文化研究 廣野　喜幸 教授
み 科学技術史 異常概念の出現と制度化--

生権力論の観点から
科

近藤　誉充 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾐﾂ 環境影響評価 食肉目動物の"化学物質ハ 北海道大学 獣医学院 石塚　真由美 教授
イリスクアニマル"決定因
子としての解毒機能解明

齋藤　佑樹 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 知能情報学 聞き手モデルに基づく能動 東京大学 情報理工学系 猿渡　洋 教授
的音声合成に関する研究 研究科

阪口　幸駿 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｷﾄｼ 脳計測科学 脳の機能的左右差と半球間 同志社大学 脳科学研究科 櫻井　芳雄 教授
相互作用の意義の解明

坂本　眞伍 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ ケミカルバイ マイクロデバイスを用いた 東京大学 薬学系研究科 浦野　泰照 教授
オロジー 単一酵素活性検出による病

態診断法の開発

ＳＨＲＥＳ ｼﾕﾚｽﾀﾏﾘ ｻｿ 計算機システ 強化学習を用いたIoTシス 東京大学 情報理工学系 中村　宏 教授
ＴＨＡＭＡ
ＬＩ　ＳＨ
ＡＳＷＯＴ

ﾂﾄ ム テムの適応的電力制御の研
究

研究科

章　逸汀 ｼﾖｳ ｲﾁﾅｷﾞｻ 生体医工学・ センチネルリンパ節理論に 千葉大学 大学院医学薬 林　秀樹 教授
生体材料学 基づく新規光応答性免疫誘

導システムに関する基礎的
検討

学府
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白石　絵里 ｼﾗｲｼ ｴﾘﾅ 放射線・化学 アレルギー性接触皮膚炎に 岐阜薬科大学 薬学研究科 中西　剛 准教授
奈 物質影響科学 おける感作性物質の新規抗

原性獲得機構に関する研究

ＪＥＯＮＧ ｼﾞﾖﾝ ｸｱﾝｼﾞ ソフトコンピ ビッグデータの多重スケー 慶應義塾大学 理工学研究科 湯川　正裕 准教授
　ＫＷＡＮ
ＧＪＩＮ

ﾝ ューティング ル性を考慮したオンライン
解析の研究

杉本　南 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅﾐ 食生活学 食事由来の個人の温室効果 東京大学 大学院医学系 佐々木　敏 教授
ガス排出量の推定手法の構
築と利用に関する栄養疫学
的研究

研究科

関　大吉 ｾｷ ﾀﾞｲｷﾁ 自然災害科学 太陽爆発現象の防災と減災 京都大学 総合生存学館 寶　馨 教授
・防災学 ：地上望遠鏡による爆発予

測方法の確立を目指して

高橋　諒 ﾀｶﾊｼ ﾘﾖｳ 知能情報学 常識推論に基づく自然言語 東北大学 情報科学研究 乾　健太郎 教授
の文脈理解への挑戦 科

滝沢　雅明 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 知能情報学 再生核適応フィルタに基づ 慶應義塾大学 理工学研究科 湯川　正裕 准教授
く非線形時系列データ予測
アルゴリズムの研究

竹尾　映美 ﾀｹｵ ｴﾐ ケミカルバイ 副腎疾患病態解明に資する 大阪大学 工学研究科 新間　秀一 准教授
オロジー 特異的ステロイド代謝イメ

ージング法の開発

武山　彩織 ﾀｹﾔﾏ ｻｵﾘ 知覚情報処理 構造＋詳細分解モデルに基 東京工業大学 工学院 熊澤　逸夫 教授
づく超高精細ハイパースペ
クトルイメージング

多田　一風 ﾀﾀﾞ ｲﾂﾌﾟｳﾀ 生命・健康・ 大規模コホート研究におけ 総合研究大学院大 生命科学研究 有田　正規 併任教授
太 医療情報学 るデータ非依存的収集質量

分析による全代謝物解析系
の確立

学 科

玉井　湧太 ﾀﾏｲ ﾕｳﾀ 知覚情報処理 次世代人工内耳の開発：赤 同志社大学 生命医科学研 飛龍　志津子 教授
外光レーザーを用いた音声
認知の再建

究科

Ｃｈｕａｎ ﾁﾔﾝ ﾎﾟｰｼﾕﾝ 環境動態解析 サンゴのポリプから群体ま 沖縄科学技術大学 科学技術研究 御手洗　哲司 准教授
ｇ　Ｐｏ　
Ｓｈｕｎ

での創発特性の研究 院大学 科

角田　有 ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳ 情報学基礎理 確率的組合せ論のX符号及 千葉大学 融合理工学府 須鎗　弘樹 教授
論 び類似の離散構造への応用

照屋　大地 ﾃﾙﾔ ﾀﾞｲﾁ 計算機システ リアクティブプログラミン 東京農工大学 大学院工学府 中條　拓伯 准教授
ム グに基づくハードウェア・

ソフトウェアの協調設計環
境

土橋　康平 ﾄﾞﾊﾞｼ ｺｳﾍｲ スポーツ科学 自発的過換気が高強度運動 筑波大学 人間総合科学 西保　岳 教授
(A) 時の生理応答に及ぼす影響

-新トレーニング法開発に
向けて-

研究科

中村　乃理 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｺ 生体医工学・ 脳神経系疾患の早期診断を 東京大学 工学系研究科 ＣＡＢＲＡＬ 准教授
子 生体材料学 指向した機能性高分子集合

体の構築
　Ｈｏｒａｃ
ｉｏ

西村　啓吾 ﾆｼﾑﾗ ｹｲｺﾞ ナノマイクロ 灌流可能な管腔ネットワー 東京大学 総合文化研究 竹内　昌治 教授
システム クを有するon chip立体組

織デバイスの構築
科

西脇　友一 ﾆｼﾜｷ ﾕｳｲﾁ 情報学基礎理 トポロジカル手法による理 東京大学 情報理工学系 萩谷　昌己 教授
論 論分散計算の統一理論の構

築
研究科
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野口　渉 ﾉｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ ソフトコンピ 深層学習による視覚・運動 北海道大学 情報科学研究 山本　雅人 教授
ューティング 感覚統合モデルを用いた空

間認知に関する研究
科

野沢　健人 ﾉｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 知能情報学 大規模な動的複数グラフに 東京大学 新領域創成科 佐藤　一誠 講師
対する汎用的な特徴量学習
と特徴量推定アルゴリズム
の開発

学研究科

萩原　広道 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾐﾁ 子ども学（子 乳幼児期の初期言語発達に 京都大学 人間・環境学 阪上　雅昭 教授
ども環境学） おける可塑性と分化多能性

：道具使用との発達連関に
着目して

研究科

畠中　惇至 ﾊﾀﾅｶ ｱﾂｼ 応用健康科学 加齢性疾患サルコペニアと 同志社大学 生命医科学研 小林　聡 教授
(B) 転写因子Nrf1によるタンパ

ク質恒常性維持の破綻の相
関

究科

波田野　悠 ﾊﾀﾉ ﾕｶ 文化財科学・ 新手法による骨格・顔面の 東北大学 歯学研究科 佐々木　啓一 教授
夏 博物館学(A) 三次元的形状評価を用いた

日本人頭蓋からの復顔法の
確立

日高　拓也 ﾋﾀﾞｶ ﾀｸﾔ ケミカルバイ ミトコンドリア病根治薬を 京都大学 理学研究科 杉山　弘 教授
オロジー 目指した塩基配列選択的DN

A結合能をもつ化合物の開
発

福井　昌則 ﾌｸｲ ﾏｻﾉﾘ 教育工学 コンピュテーショナルシン 広島大学 工学研究科 平嶋　宗 教授
キングに基づいて創造性を
育成する学習支援システム
の開発

古居　彬 ﾌﾙｲ ｱｷﾗ ソフトコンピ 尺度混合分布族に基づく筋 広島大学 工学研究科 辻　敏夫 教授
ューティング 電位信号モデルの提案と生

体ゆらぎ評価への応用

古川　雄大 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀ 身体教育学(A テイラーメイド感覚運動訓 上智大学 理工学研究科 田中　昌司 教授
) 練の確立に向けた音楽家の

神経可塑性・メタ可塑性の
解明

堀居　直希 ﾎﾘｲ ﾅｵｷ 応用健康科学 新規マイオカイン：C1qが 立命館大学 スポーツ健康 家光　素行 教授
(A) レジスタンス運動の抗サル

コペニア効果に関わる機序
の解明

科学研究科

松尾　政輝 ﾏﾂｵ ﾏｻｷ ヒューマンイ 視覚障害者による音で作図 筑波大学 システム情報 蔵田　武志 教授
ンタフェース
・インタラク
ション

する地図エディタの開発と
移動支援・共同作業への応
用

工学研究科

松本　啓吾 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｺﾞ ヒューマンイ 多感覚リダイレクテッドウ 東京大学 情報理工学系 鳴海　拓志 講師
ンタフェース
・インタラク
ション

ォーキング手法の研究 研究科

迎田　隆幸 ﾑｶｴﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 知能ロボティ 余事象確率分布に基づく未 横浜国立大学 理工学府 島　圭介 准教授
クス 学習クラス推定ニューラル

ネットと異常値の知的構造
把握

村田　勇樹 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 生体医工学・ 3次元細胞集合体の内部に 京都大学 工学研究科 田畑　泰彦 教授
生体材料学 おける生存機能を可視化す

る革新的イメージング技術
の創出
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矢口　彩子 ﾔｸﾞﾁ ｱﾔｺ 認知科学 自閉スペクトラムの多様性 立教大学 現代心理学研 日高　聡太 准教授
の背景にある感覚処理特性
の解明

究科

吉田　優哉 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 応用健康科学 体内時計機構を標的とした 九州大学 薬学府 大戸　茂弘 教授
(B) 慢性腎臓病の新規治療法の

開発

李　昊 ﾘ ｺｳ 生体医工学・ マクロファージ再教育と抗 大阪大学 生命機能研究 黒田　俊一 教授
生体材料学 体医薬ADCP活性増強を両立

する画期的ナノキャリアの
創製

科

李　莉 ﾘｲ ﾘｲ 知覚情報処理 人間の聴覚特性を考慮した 筑波大学 システム情報 牧野　昭二 教授
残響・雑音環境下における
音声信号処理の研究

工学研究科

和賀　正樹 ﾜｶﾞ ﾏｻｷ ソフトウェア 物理情報システムに対する 総合研究大学院大 複合科学研究 蓮尾　一郎 准教授
軽量検証の、オートマトン
的技法を用いた実用的発展

学 科

鷲尾　拓郎 ﾜｼｵ ﾀｸﾛｳ スポーツ科学 運動時における後方循環系 東洋大学 理工学研究科 小河　繁彦 教授
(B) の脳循環調節機能を探る


