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青本　柚紀 ｱｵﾓﾄ ﾕｽﾞｷ 哲学および倫理学関連 ジュディス・バトラーのパフォーマティヴィ
ティと不安定性：概念の遷移と応用可能性

東京大学 人文社会系研究
科

小田部　胤久 教授

赤岡　佑治 ｱｶｵｶ ﾕｳｼﾞ 地域研究関連 カメルーン東南部の熱帯雨林地域における持
続的な霊長類の狩猟に関する研究

京都大学 アジア・アフリ
カ地域研究研究
科

安岡　宏和 准教授

飯田　実花 ｲｲﾀﾞ ﾐｶ 日本文学関連 中古～中世期の王朝物語における成立過程の
再検討-邸第呼称を端緒として-

大阪大学 人文学研究科 滝川　幸司 教授

板部　泰之 ｲﾀﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 文学一般関連 自己閉塞の文学論　エマニュエル・レヴィナ
スの検討を通じて

東京大学 総合文化研究科 大石　和欣 教授

伊藤　結華 ｲﾄｳ ﾕｳｶ 考古学関連 土器動態からみたエジプト先王朝時代の地域
間交流研究

早稲田大学 文学研究科 長崎　潤一 教授

稲荷森　輝一 ｲﾅﾘﾓﾘ ｷｲﾁ 哲学および倫理学関連 自由意志論の可能性-心理学から自由の哲学
を再考する-

北海道大学 文学院 宮園　健吾 准教授

居原田　遥 ｲﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙｶ 芸術実践論関連 グローバル時代の東南アジアの現代美術とそ
の文化的アイデンティティの変容

東京藝術大学 国際芸術創造研
究科

毛利　嘉孝 教授

江口　碧 ｴｸﾞﾁ ｱｵｲ 地理学関連 生態地理学的アプローチを用いた熱帯果樹ド
リアンの収量変動メカニズムの解明

東京都立大学 都市環境科学研
究科

沼田　真也 教授

大窪　有太 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾀ 日本史関連 帝国日本と「国防」領域の変革 東京大学 人文社会系研究
科

野島（加藤）
陽子

教授

大熊　夏実 ｵｵｸﾞﾏ ﾅﾂﾐ 美術史関連 1510-30年代におけるティツィアーノとラ
ファエロのライヴァル関係

京都市立芸術大学 芸術学専攻 深谷　訓子 准教授

大城　沙織 ｵｵｼﾛ ｻｵﾘ 文化人類学および民俗学関連 土地神の受容と変容をめぐる民俗学的研究-
沖縄の土帝君・台湾の土地公を事例として-

筑波大学 人文社会ビジネ
ス科学学術院

徳丸　亜木 教授

太田　義将 ｵｵﾀ ﾖｼﾏｻ 地理学関連 隆起山地の地形発達モデリングによるテクト
ニクスの復元と堆積場コア分析に基づく検証

京都大学 理学研究科 松四　雄騎 准教授

大西　貴也 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾔ 言語学関連 デンマーク語の語順の歴史的研究：歴史統語
論及び中世低地ドイツ語との言語接触を軸に

東京大学 人文社会系研究
科

小林　正人 教授

岡田　悠希 ｵｶﾀﾞ ﾕｷ アジア史およびアフリカ史関
連

清代から民国初期にかけての四川省移住民社
会における社会的上昇と砂糖生産

大阪大学 人文学研究科 田口　宏二朗 教授

岡本　勇貴 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ ヨーロッパ史およびアメリカ
史関連

相対的安定期におけるドイツ国家国民党の農
業政策交渉と全国農村同盟

東京大学 人文社会系研究
科

池田　嘉郎 准教授
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緒方　乃亜 ｵｶﾞﾀ ﾉｱ 思想史関連 ルイ・アルチュセールにおける「哲学」の問
題：「イデオロギー」との関係を基点に

東京大学 総合文化研究科 原　和之 教授

柯　輝煌 ｶ ｷｺｳ 美術史関連 帝国日本における「植民地台湾・朝鮮書道
史」の成立とその展開-自主・協力・抵抗

東京大学 総合文化研究科 三ツ井　崇 准教授

貝塚　啓希 ｶｲﾂﾞｶ ﾖｼｷ 日本史関連 院家を中心とした東寺寺院組織の研究 東京大学 人文社会系研究
科

三枝　暁子 准教授

川渕　紗佳 ｶﾜﾌﾞﾁ ｽｽﾞｶ 日本文学関連 連歌師宗祇を中心とした、室町中後期の源氏
学に関する基礎的研究

大阪大学 人文学研究科 滝川　幸司 教授

北山　航 ｷﾀﾔﾏ ﾜﾀﾙ 日本史関連 奉行人の存在形態からみる室町幕府権力の展
開過程

大阪大学 人文学研究科 川合　康 教授

神谷　祥之介 ｺｳﾔ ｼｮｳﾉｽｹ 言語学関連 言語変化における音声産出と知覚の役割：鹿
児島方言に関する事例研究

福岡大学 人文科学研究科 山田　英二 教授

小宮　理奈 ｺﾐﾔ ﾘﾅ 文化人類学および民俗学関連 タンザニア難民キャンプ内外３つの組織活動
に見る経験の連続性と難民の主体性論の深化

東京都立大学 人文科学研究科 石田　慎一郎 准教授

坂本　美理 ｻｶﾓﾄ ﾐﾘ 哲学および倫理学関連 生殖と養育の倫理の因果説的根拠──基礎概
念の分析と現象学的アプローチの導入

東京大学 人文社会系研究
科

鈴木　晃仁 教授

讃井　瑞祥 ｻﾇｲ ﾐｻｷ 美術史関連 本阿弥光悦の茶碗にみる価値形成過程：様式
の再検証と言説史の総覧に基づく包括的研究

東京大学 人文社会系研究
科

高岸　輝 准教授

式田　洸 ｼｷﾀ ﾋﾛｼ 考古学関連 古墳出現期における土器生産体制と地域間交
流

京都大学 文学研究科 下垣　仁志 准教授

重岡　こなつ ｼｹﾞｵｶ ｺﾅﾂ 地域研究関連 韓国巫俗の現代的展開に関する研究 東京大学 人文社会系研究
科

本田　洋 教授

志田　夏美 ｼﾀﾞ ﾅﾂﾐ 地域研究関連 絨毯織りから見るウズベク牧畜民の「伝統」
と生活文化

京都大学 アジア・アフリ
カ地域研究研究
科

帯谷　知可 准教授

柴山　元 ｼﾊﾞﾔﾏ ｹﾞﾝ 地域研究関連 台湾に移住したインドネシア華僑の自己表象
実践の動態：社会統合政策の変遷の中で

京都大学 アジア・アフリ
カ地域研究研究
科

小林　知 教授

鈴木　英仁 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾋﾄ 哲学および倫理学関連 J・S・ミルの「帰納学派」の道徳哲学 京都大学 文学研究科 児玉　聡 教授

鈴木　政宏 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 中国哲学、印度哲学および仏
教学関連

『文殊師利根本儀軌経』の成立と展開に関す
る包括的研究

東京大学 人文社会系研究
科

下田　正弘 教授
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繰納　民之 ｿｳﾉｳ ﾀﾐﾉ 考古学関連 古墳時代における鉄器生産技術・流通構造の
変容過程および地域差の検討

京都大学 文学研究科 下垣　仁志 准教授

高橋　茜 ﾀｶﾊｼ ｱｶﾈ ヨーロッパ史およびアメリカ
史関連

アメリカ合衆国のメキシコ系労働者と20世紀
前半のマルチエスニック組合運動

東京大学 総合文化研究科 橋川　健竜 教授

高橋　沙也葉 ﾀｶﾊｼ ｻﾔﾊ 美学および芸術論関連 戦後アメリカ彫刻とドキュメンテーションの
関係性：リチャード・セラの実践を中心に

京都大学 人間・環境学研
究科

武田　宙也 京都大学
大学院
准教授

谷川　みずき ﾀﾆｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 言語学関連 コーパスを用いたノルウェー語の選択的一致
現象の包括的研究

東京大学 人文社会系研究
科

長屋　尚典 准教授

ＺＨＡＯ　ＸＵＥＨＡＮ ﾁｮｳ ｾﾂｶﾞﾝ 言語学関連 2言語併用児童の心内辞書構築と自己意識確
立の関係

東北大学 文学研究科 木山　幸子 准教授

ＣＨＥＮ　ＣＨＩＨ　Ｋ
ＡＮＧ

ﾁﾝ ｼｺﾞｳ 史学一般関連 台湾・沖縄における戦争経験・冷戦経験と民
衆の「身体」ー帝国周縁の視点からー

京都大学 文学研究科 塩出　浩之 教授

對馬　稔 ﾂｼﾏ ﾐﾉﾙ アジア史およびアフリカ史関
連

モンゴル時代における中国医学の西伝-『珍
宝の書』をめぐってー

京都大学 文学研究科 中砂　明徳 教授

堤　縁華 ﾂﾂﾐ ﾖﾘｶ 文学一般関連 ソ連文学からポスト・ソ連文学へ：アクラ
ム・アイリスリ作品に見る民族、社会、文化

東京大学 総合文化研究科 黛　秋津 教授

輝元　泰文 ﾃﾙﾓﾄ ﾔｽﾌﾐ 宗教学関連 フランスにおける禅の受容史-自己変容体験
の分析から-

東京大学 人文社会系研究
科

渡辺　優 准教授

戸塚　史織 ﾄﾂｶ ｼｵﾘ 日本文学関連 天明歌舞伎と勝川派の役者絵 立命館大学 文学 赤間　亮 教授

冨岡　昇平 ﾄﾐｵｶ ｼｮｳﾍｲ ヨーロッパ史およびアメリカ
史関連

旧東ドイツにおける環境運動の展開と「第三
の道」

東京大学 総合文化研究科 川喜田　敦子 准教授

豊岡　正庸 ﾄﾖｵｶ ﾏｻﾉﾌﾞ 哲学および倫理学関連 否定概念に着目した異なる論理の共存の証明
論的研究

北海道大学 文学院 佐野　勝彦 北海道大
学 文学研
究院 准教
授

中越　亜理紗 ﾅｶｺﾞｴ ｱﾘｻ 英文学および英語圏文学関連 19世紀のイギリス人女性作家・旅行家の作品
における日本と中国の表象

東京大学 人文社会系研究
科

阿部　公彦 教授

中村　一創 ﾅｶﾑﾗ ｲｯｿｳ 言語学関連 普遍文法における文の定義とその応用に関す
る理論言語学的研究

東京大学 人文社会系研究
科

渡邉　明 教授

長澤　咲耶 ﾅｶﾞｻﾜ ｻｸﾔ ヨーロッパ史およびアメリカ
史関連

カロリング期フランク王国の理想的君主像ー
説教と聖書注釈書の分析を通してー

東京大学 人文社会系研究
科

菊地　重仁 准教授
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新林　力哉 ﾆｲﾊﾞﾔｼ ﾘｷﾔ 日本史関連 地方神に対する天皇祭祀の研究 京都大学 文学研究科 吉川　真司 教授

橋本　譲次 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ ヨーロッパ文学関連 ソポクレス『ピロクテテス』における「二重
の結末」：人物造形・演出・作品断片から

東京大学 人文社会系研究
科

日向　太郎 教授

長谷部　圭人 ﾊｾﾍﾞ ｷﾖﾄ ヨーロッパ史およびアメリカ
史関連

18世紀フランスにおける種痘論争とメディア 早稲田大学 文学研究科 甚野　尚志 教授

前田　知穂 ﾏｴﾀﾞ ﾁﾎ 日本文学関連 日本近世文学・文化史における浮世草子の商
品性について-西鶴本の重版・異版を中心に

京都府立大学 文学 藤原　英城 教授

松本　将平 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 哲学および倫理学関連 証言の信頼が適切であるための条件とは何か
-文脈依存性の観点から-

東京大学 総合文化研究科 藤川　直也 准教授

三宅　彦大 ﾐﾔｹ ｹﾞﾝﾀﾞｲ 人文地理学関連 帝国日本における地域振興策の再構築過程-
日本海側地域の港湾修築運動を事例に-

筑波大学 人文社会ビジネ
ス科学学術院

中西　僚太郎 教授

森田　健斗 ﾓﾘﾀ ｹﾝﾄ 史学一般関連 近代オスマン帝国における諷刺出版と西洋文
化

同志社大学 文学研究科 堀井　優 教授

山室　薫平 ﾔﾏﾑﾛ ｸﾝﾍﾟｲ 哲学および倫理学関連 後期ヴィトゲンシュタイン的方法論の現代的
意義の検討

東京大学 人文社会系研究
科

乘立　雄輝 准教授

吉井　達哉 ﾖｼｲ ﾀﾂﾔ 哲学および倫理学関連 「グルーのパラドクス」のプラグマティズ
ム・圏論的考察

京都大学 文学研究科 大塚　淳 准教授

吉田　廉 ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ 哲学および倫理学関連 善の相テーゼの系譜学-G．E．M．アンスコム
研究を中心に-

東京大学 人文社会系研究
科

乘立　雄輝 准教授

柳　一菲 ﾘｭｳ ｲﾁﾋ アジア史およびアフリカ史関
連

17ー19世紀オランダ東インド会社の長崎・広
州商館におけるアフリカ・アジア系奴隷

京都大学 文学研究科 中砂　明徳 教授

林　カイチ ﾘﾝ ｶｲﾁ 言語学関連 台湾宜蘭クレオール澳花方言の記述文法書の
作成

九州大学 人文科学府 下地　理則 准教授

若林　和哉 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 哲学および倫理学関連 情動論を基盤としたレヴィナス形而上学の研
究

京都大学 文学研究科 伊原木　大祐 准教授

鷲澤　遼祐 ﾜｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 日本史関連 昭和戦前・戦時期の民衆動員と日本主義 京都大学 文学研究科 谷川　穣 教授

渡邊　香里 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾘ 科学社会学および科学技術史
関連

19世紀天文学・天体物理学における天体測光
の歴史的展開と等級スケールの標準化

東京大学 総合文化研究科 橋本　毅彦 教授
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渡辺　一樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 哲学および倫理学関連 現代道徳と倫理学理論の批判的研究　-B．
ウィリアムズの道徳システム批判を中心に-

東京大学 人文社会系研究
科

乗立　雄輝 准教授

渡邊　陽太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾀ 文化人類学および民俗学関連 貧困の人類学的研究-見えない日本の子ども
の貧困を当事者の視点から可視化する

東北大学 文学研究科 沼崎　一郎 教授
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相澤　亨祐 ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 社会学関連 「児童虐待」問題のフレーミングと対応実践の連
関に関する研究：日仏韓国際比較から

京都大学 文学研究科 落合　恵美子 教授

秋山　奈穂 ｱｷﾔﾏ ﾅﾎ 金融およびファイナンス関連 高次元ファイナンスモデルに対する確率解析と
ディープラーニングによるアプローチ

一橋大学 大学院経済学研究
科

山田　俊皓 准教授

生田　邦紘 ｲｸﾀ ｸﾆﾋﾛ 特別支援教育関連 軽度知的障害のある青年の「ふつう」志向性につ
いて：障害受容論への新展開

神戸大学 人間発達環境学研
究科

赤木　和重 准教授

石川　直樹 ｲｼｶﾜ ﾅｵｷ 実験心理学関連 感情処理における顔面皮膚血流の生理心理学的メ
カニズムの検討と臨床的応用

慶應義塾大学 社会学研究科（三
田）

梅田　聡 教授

石田　海 ｲｼﾀﾞ ｶｲ 認知科学関連 音と音楽を聞き分ける脳機能についての認知神経
科学的研究

大阪大学 人間科学研究科 入戸野　宏 教授

石原　悠大 ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾀ 公法学関連 個人情報保護の制度と理論 慶應義塾大学 法学研究科（三
田）

小山　剛 教授

井上　智晶 ｲﾉｳｴ ﾁｱｷ ジェンダー関連 芸術の評価と消費に潜むジェンダー格差の研究 東京大学 学際情報学府 三輪　哲 教授

臼井　健太郎 ｳｽｲ ｹﾝﾀﾛｳ 実験心理学関連 仮想線の傾き知覚における垂直・水平バイアス 立命館大学 人間科学研究科 北岡　明佳 教授

大方　翔貴 ｵｵｶﾞﾀ ｼｮｳｷ 商学関連 市場における購買行動傾向についての神経予報子
の推定

東北大学 医学系研究科 杉浦　元亮 教授

大國　七歩 ｵｵｸﾆ ﾅﾅﾎ 教育社会学関連 在日ネパール人1．5世のライフコース形成過程：
学校文化を通じた適応と達成

東京大学 教育学研究科 額賀　美紗子 准教授

岡崎　慎治 ｵｶｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 経済政策関連 紛争多発地域における最適な援助政策に関する実
証研究

東京大学 経済学研究科 高崎　善人 東京大学大
学院経済学
研究科教授

岡田　葦生 ｵｶﾀﾞ ｱｼｭｳ 政治学関連 停滞する日本の政治参加に対する政治忌避態度に
よる分析

関西学院大学 社会学研究科 稲増　一憲 教授

ＤＣ１・社会科学　68名　令和4年度特別研究員採用者一覧
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岡野　遼 ｵｶﾉ ﾘｮｳ 経済統計関連 大規模データ推論のための最大射影型ワッサース
タイン理論の開発

東京大学 経済学研究科 今泉　允聡 准教授

岡村　亮佑 ｵｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 教育学関連 「実践・批評モデルの授業研究」を基盤としたカ
リキュラム改善プロセスの解明

京都大学 教育学研究科 石井　英真 准教授

緒方　亜文 ｵｶﾞﾀ ｱﾓﾝ 教育学関連 特別な教育的ニーズを持つ生徒の社会的相互作用
の機会を保障する通常学級の構造

東京大学 教育学研究科 藤江　康彦 教授

河合　慶一郎 ｶﾜｲ ｹｲｲﾁﾛｳ 国際法学関連 他の国際法主体の違法行為に対する国際法上の責
任ーー国際機構の加盟国責任を念頭に

京都大学 法学研究科 濱本　正太郎 教授

北谷　昌大 ｷﾀﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 基礎法学関連 近世ドイツにおける法学識者の「軍法」論 一橋大学 大学院法学研究科 屋敷　二郎 教授

北野　孝太 ｷﾀﾉ ｺｳﾀ 実験心理学関連 平原ハタネズミの援助行動におけるペプチドホル
モンの影響の解明

関西学院大学 文学研究科 中島　定彦 教授

木戸　照明 ｷﾄﾞ ﾃﾙｱｷ 実験心理学関連 ベイズ的な時間知覚と脳内マップとしての時間情
報表現

東京大学 総合文化研究科 四本　裕子 准教授

貴堂　雄太 ｷﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 社会心理学関連 協力及びその文化差の起源を探る-文化的集団淘
汰理論に基づく理論・実証的検討-

北海道大学 文学院 竹澤　正哲 准教授

桐谷　詩絵音 ｷﾘﾔ ｼｴﾈ 社会学関連 都市の広場における人間集合の研究：空間・主
体・資源の複合メカニズムの分析を通じて

東京大学 人文社会系研究科 祐成　保志 准教授

久保田　怜 ｸﾎﾞﾀ ﾚｲ 社会福祉学関連 包括ケアにおける要介護高齢者の多様な住まいと
ケアのあり方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

胡　テイ ｺ ﾃｲ 実験心理学関連 計時に対して変動をもたらす要因と機構の実験的
解明:連合学習との接続を目指して

早稲田大学 文学研究科 神前　裕 准教授

江　子正 ｺｳ ｼｾｲ 国際関係論関連 パリ講和会議と「センシティブ・パートナー」日
本-理念的外交としての人種平等提案-

京都大学 法学研究科 奈良岡　聰智 教授
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高　龍野 ｺｳ ﾘｭｳﾔ 経済政策関連 多元的な市場構造が製品市場競争の形態に与える
影響に関する実証研究

東京大学 経済学研究科 大橋　弘 教授

小林　雅典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 理論経済学関連 戦略的コミュニケーションと情報設計の理論 東京大学 経済学研究科 尾山　大輔 教授

小平　沙紀 ｺﾋﾗ ｻｷ 社会学関連 〈美〉と〈男性性〉のパラドクス：韓国男性の美
容実践と外見至上主義の考察から

東京大学 学際情報学府 真鍋　祐子 教授

齋藤　尭仁 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾄ 教育社会学関連 少年非行とセルフコントロールの関連性における
多文化比較研究

京都大学 教育学研究科 岡邊　健 准教授

坂本　唯 ｻｶﾓﾄ ﾕｲ 社会学関連 原発避難者の被災経験の記憶と想起──ものづく
り実践を中心に

立命館大学 先端総合学術研究
科

岸　政彦 教授

佐川　魅恵 ｻｶﾞﾜ ﾐｻﾄ ジェンダー関連 身体像と性愛からみたXジェンダー当事者におけ
る性自認の構築過程

東京大学 総合文化研究科 瀬地山　角 教授

Ｓａｒａｎｇｅ
ｒｅｌ　Ｂａｔ
ｂａｙａｒ

ｻﾗﾝｹﾞﾚﾙ ﾊﾞﾄﾊﾞﾔﾙ 民事法学関連 敵対的なM&Aに対する対抗措置の法的研究ー国際
間M&Aと先端科学技術分野を中心に

九州大学 法学府 徳本　穰 教授

志賀　優 ｼｶﾞ ﾏｻﾙ 教科教育学および初等中等教
育学関連

高校生物における概念理解の個人特性を反映した
ストーリーの活用に関する実証的研究

筑波大学 人間総合科学学術
院

山本　容子 准教授

島村　拓弥 ｼﾏﾑﾗ ﾀｸﾔ 経済政策関連 多様なデータソースを活用した都市空間の包括的
かつ高解像度な社会インパクト評価

九州大学 工学府 馬奈木　俊介 教授

清水　佑輔 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾎ 社会心理学関連 高齢者に対する態度の改善メカニズムに関する統
合的なモデルの検討

東京大学 人文社会系研究科 唐沢　かおり 教授

白川　亮 ｼﾗｶﾜ ﾘｮｳ 理論経済学関連 マッチングメカニズムと集団のインセンティブに
ついて

東京大学 経済学研究科 小島　武仁 教授

新小田　成美 ｼﾝｵﾀﾞ ﾅﾙﾐ 教育社会学関連 大学のキャリア教育がもたらすジェンダー非対称
性：キャリア展望・就職活動に着目して

東京大学 教育学研究科 本田　由紀 教授



社会科学 44652 令和4年度 68

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・社会科学　68名　令和4年度特別研究員採用者一覧

鈴木　悠介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 実験心理学関連 視覚・触覚と発声との相互作用に関する研究 立命館大学 人間科学研究科 永井　聖剛 教授

瀬名波　栄志 ｾﾅﾊ ｴｲｼ 地域研究関連 現代フィリピンにおける民主化のパラドックスと
暴力的ポリシング

京都大学 アジア・アフリカ
地域研究研究科

岡本　正明 教授

田中　澪士 ﾀﾅｶ ﾚｲｼﾞ 実験心理学関連 時が流れる感覚の神経基盤の解明：覚醒サルfMRI
とニューロン活動計測による検討

大阪大学 生命機能研究科 北澤　茂 教授

丹上　麻里江 ﾀﾝｼﾞｮｳ ﾏﾘｴ 社会学関連 ポストゲノム医療の時代における「遺伝情報」の
位相と課題に対する社会学的考察

立命館大学 社会学 崎山　治男 准教授

辻　優太郎 ﾂｼﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 高等教育学関連 国立大学財政における「選択と集中」の継続・強
化の要因に関する研究

東京大学 教育学研究科 村上　祐介 准教授

丁　一 ﾃﾞｨﾝ ｲ 認知科学関連 自己のポジティブ評価を制御する脳メカニズムの
解明

東北大学 医学系研究科 杉浦　元亮 教授

渡口　紘子 ﾄｸﾞﾁ ﾋﾛｺ 基礎法学関連 沖縄における法秩序の変遷と模合の慣習 北海道大学 法学研究科 尾崎　一郎 法学研究科
教授

富田　健太 ﾄﾐﾀ ｹﾝﾀ 実験心理学関連 身体／脳による「心」の共創　-リズム同調課題
を用いた生理心理学的研究-

名古屋大学 情報学研究科 大平　英樹 教授

中井　良平 ﾅｶｲ ﾘｮｳﾍｲ 社会学関連 痛むということ--見過ごされてきた疼痛者と介助
者らの困難

立命館大学 先端総合学術研究
科

立岩　真也 教授

中塚　雅賀 ﾅｶﾂｶ ﾏｻﾉﾘ 実験心理学関連 野生ハヌマンラングール単雄複雌群における父親
の役割-遊びにおける関わり注目して-

京都大学 理学研究科 中川　尚史 教授

中丸　和 ﾅｶﾏﾙ ﾅｺﾞﾐ 教育学関連 原発事故被災地における学校再編に関する研究-
再編後の学校と地域に着目してー

大阪大学 人間科学研究科 園山　大祐 教授

中村　優 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 教育学関連 教育における「国家-市民-道徳」　-高坂正顕の
思想に着目して-

東京大学 教育学研究科 小玉　重夫 教授
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縄田　寛希 ﾅﾜﾀ ﾋﾛｷ 会計学関連 経営者の時間的視野が会計情報・企業行動に与え
る影響の実証分析

一橋大学 大学院経営管理研
究科

中野　誠 教授

難波　知希 ﾅﾝﾊﾞ ﾄﾓｷ 教育学関連 大正期における「生徒管理」の再編成-娯楽文化
との関わりに注目して-

東京大学 教育学研究科 小国　喜弘 教授

西　耕平 ﾆｼ ｺｳﾍｲ 政治学関連 市民間の政治コミュニケーションにおける攻撃行
動の要因と解決策

神戸大学 法学研究科 品田　裕 教授

西岡　優彦 ﾆｼｵｶ ﾏｻﾋｺ 実験心理学関連 学習効率の高い実験手法を用いた時間間隔の長さ
の長期記憶形成の神経メカニズムの解明

同志社大学 心理学研究科 畑　敏道 教授

野村　果央 ﾉﾑﾗ ｶｵ 理論経済学関連 低インフレ環境下での企業行動および金融政策の
効果への影響

東京大学 経済学研究科 楡井　誠 教授

萩原　峻太 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾀ 公共経済および労働経済関連 労働安全衛生政策の実証分析-ストレスチェック
が介護労働者に与える影響の解明

東京大学 経済学研究科 飯塚　敏晃 教授

林　昌子 ﾊﾔｼ ﾏｻｺ 社会福祉学関連 初期イギリス福祉国家思想の研究 東京都立大学 人文科学研究科 圷　洋一 教授

晴木　祐助 ﾊﾙｷ ﾕｳｽｹ 認知科学関連 予測符号化理論による内受容感覚の生起メカニズ
ムの理解：非侵襲な方法による実証研究

北海道大学 文学院 小川　健二 准教授

福島　健太郎 ﾌｸｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 教育心理学関連 統計モデルに基づく形成的評価の教育現場での活
用に関する研究

東京大学 教育学研究科 岡田　謙介 准教授

古川　結唯 ﾌﾙｶﾜ ﾕｲ 認知科学関連 認知モデルの頑健性検証のための二次分析アプ
ローチ

東京大学 教育学研究科 岡田　謙介 准教授

堀田　主 ﾎｯﾀ ﾂｶｻ 国際関係論関連 冷戦後国際秩序とソ連外交、1985～1991年 慶應義塾大学 法学研究科（三
田）

細谷　雄一 教授

牧野　圭吾 ﾏｷﾉ ｹｲｺﾞ 経済政策関連 企業の参入退出行動が消費者のアクセスと厚生に
与える影響

東京大学 経済学研究科 渡辺　安虎 教授
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松田　康介 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｽｹ ジェンダー関連 新旧ジェンダー観の対立構造に関する文化社会学
的研究-近現代歌壇を事例として-

京都大学 教育学研究科 竹内　里欧 准教授

水鳥　翔伍 ﾐｽﾞﾄﾘ ｼｮｳｺﾞ 社会心理学関連 協力問題の解決における他者評価の機能と妥当性
-理論と実証の相互補完的連携-

北海道大学 文学院 高橋　伸幸 教授

美並　立人 ﾐﾅﾐ ﾘｭｳﾄ 教育社会学関連 カンボジアにおけるSTEM人材不足の原因分析　-
大学生の専攻選択に着目して-

神戸大学 国際協力研究科 小川　啓一 教授

村瀬　泰菜 ﾑﾗｾ ﾔｽﾅ 社会学関連 国境を越えたリプロダクティブ・ケア-20世紀
チェコにおける制度形成過程の分析

東京大学 総合文化研究科 市野川　容孝 教授

森山　洸 ﾓﾘﾔﾏ ﾋｶﾙ 社会学関連 フレームと連携から写しだす反貧困運動の軌道--
政策出力をめぐる社会運動研究--

東京大学 教育学研究科 仁平　典宏 教授

米田　優作 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳｻｸ 地域研究関連 中東地域におけるイスラームの保守転回と政治介
入：サラフィー主義ネットワークの研究

立命館大学 国際関係研究科 末近　浩太 教授

梁　昊 ﾘｮｳ ｺｳ 社会学関連 混住する都市空間の不平等：東京における中国系
移民の都市圏内移動に着目して

一橋大学 大学院社会学研究
科

佐藤　圭一 講師

若山　智哉 ﾜｶﾔﾏ ﾄﾓﾔ 経済統計関連 関数データのトレンド推定のためのベイズモデル
の開発

東京大学 経済学研究科 菅澤　翔之助 准教授
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青木　匠 ｱｵｷ ﾀｸﾐ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

Four Top事象発見を通した有効場理論に基づ
く新物理探索及び湯川結合の測定

東京大学 理学系研究科 石野　雅也 教授

浅田　喜久 ｱｻﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 天文学関連 多波長観測から迫る宇宙論的銀河進化史 京都大学 理学研究科 太田　耕司 教授

朝本　雄也 ｱｻﾓﾄ ﾕｳﾔ プラズマ応用科学関連 プラズマと薄膜表面形成過程の最適化による
窒化ホウ素薄膜の広レンジ機能制御

京都大学 工学研究科 江利口　浩二 教授

天羽　将也 ｱﾓｳ ﾏｻﾔ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

光的測地線の大域的性質に関する理論的研究
とブラックホールの観測への応用

京都大学 理学研究科 向山　信治 教授

磯部　伸 ｲｿﾍﾞ ﾉﾎﾞﾙ 応用数学および統計数学関連 数値解析的安定性評価のODE的深層学習への
展開

東京大学 数理科学研究科 齊藤　宣一 教授

岩下　航 ｲﾜｼﾀ ﾜﾀﾙ 数理物理および物性基礎関連 連続体解析によるマクロな系での摩擦の物性
理論

大阪大学 基礎工学研究科 後藤　晋 教授

岩堀　拓真 ｲﾜﾎﾘ ﾀｸﾏ 磁性、超伝導および強相関系
関連

スピン偏極準粒子の緩和機構解明と超伝導ス
ピン流生成手法の開発

九州大学 理学府 木村　崇 教授

植松　亮祐 ｳｴﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 天文学関連 多波長観測と輻射輸送計算で挑む巨大ブラッ
クホールの構造および質量放出機構の解明

京都大学 理学研究科 上田　佳宏 准教授

宇野　孔起 ｳﾉ ｺｳｷ 天文学関連 理論と観測で切り拓く、短いタイムスケール
の突発的爆発天体の地平

京都大学 理学研究科 前田　啓一 准教授

蛯名　真久 ｴﾋﾞﾅ ﾏｻﾋｻ 基礎解析学関連 確率偏微分方程式に対する中心極限定理の定
量的研究

京都大学 理学研究科 楠岡　誠一郎 准教授

遠藤　純矢 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ 磁性、超伝導および強相関系
関連

非線形非平衡系における熱電応答 東京大学 理学系研究科 小形　正男 教授

大石　遼平 ｵｵｲｼ ﾘｮｳﾍｲ 磁性、超伝導および強相関系
関連

近藤効果とフラストレーションが共存するハ
ニカム格子系における量子相転移の研究

広島大学 先進理工系科学
研究科

鬼丸　孝博 教授

大島　由佳 ｵｵｼﾏ ﾕｶ 固体地球科学関連 地震速報のためのねじれ振り子型重力勾配計
の開発

東京大学 理学系研究科 安東　正樹 准教授

ＤＣ１・数物系科学　108名　令和4年度特別研究員採用者一覧
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大城　勇憲 ｵｵｼﾛ ﾕｳｹﾝ 天文学関連 X線精密分光観測と数値計算の融合によるIa
型超新星残骸の親星解明

東京大学 理学系研究科 山口　弘悦 併任准教
授

大西　由吾 ｵｵﾆｼ ﾕｳｺﾞ 半導体、光物性および原子物
理関連

熱電効果における多自由度系の相関効果につ
いての理論的研究

東京大学 工学系研究科 森本　高裕 准教授

岡本　直大 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

冷却分子の量子エンタングル状態を用いた電
子EDM探索

東京大学 総合文化研究科 鳥井　寿夫 教授

尾形　絵梨花 ｵｶﾞﾀ ｴﾘｶ 天文学関連 多次元輻射流体力学計算で探る浮遊する中質
量ブラックホールの降着成長過程

筑波大学 理工情報生命学
術院

大須賀　健 教授

小河　健介 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｽｹ 磁性、超伝導および強相関系
関連

量子センサを用いた磁性体ダイナミクスの可
視化

東京大学 理学系研究科 小林　研介 教授

小原　和馬 ｵﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 代数学関連 p-進群のtypeの理論とその応用 東京大学 数理科学研究科 阿部　紀行 准教授

貝沼　凌 ｶｲﾇﾏ ﾘｮｳ 半導体、光物性および原子物
理関連

反強磁性体における光-フォノン-スピン間相
互作用を用いた超高速磁化制御

東京工業大学 理学院 佐藤　琢哉 教授

加藤　修三 ｶﾄｳ ｼｭｳｿﾞｳ 生物物理、化学物理およびソ
フトマターの物理関連

細胞質の相分離とぬれの非平衡物理学 九州大学 理学府 前多　裕介 准教授

河合　敬宏 ｶﾜｲ ﾀｶﾋﾛ 宇宙惑星科学関連 走査型透過X線顕微鏡と合成実験による隕石
中の有機物の生成過程解明

東京大学 理学系研究科 高橋　嘉夫 教授

河合　宏紀 ｶﾜｲ 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

ダークマターの性質と宇宙の構造 東京大学 理学系研究科 吉田　直紀 教授

川崎　昂輝 ｶﾜｻｷ ｺｳｷ 核融合学関連 高品質ダイヤモンドカプセルの開発及び衝撃
波点火レーザー核融合への適用

大阪大学 工学研究科 重森　啓介 教授

川平　将志 ｶﾜﾋﾗ ﾏｻｼ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

量子重力的効果を用いた非摂動アノマリーと
その応用

京都大学 理学研究科 杉本　茂樹 教授

川又　雅広 ｶﾜﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ 量子ビーム科学関連 偏極中性子散乱による実・逆空間磁気テクス
チャの検出とスピントロニクス機構の開拓

東北大学 理学研究科 南部　雄亮 准教授
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河原崎　諒 ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾘｮｳ 磁性、超伝導および強相関系
関連

空間反転対称性の破れた超伝導人工格子が示
すダイオード効果の機構解明

京都大学 理学研究科 小野　輝男 教授

黄海　仲星 ｷｳﾐ ﾁｭｳｾｲ 応用数学および統計数学関連 量子ウォークの局在化と漸近挙動の解析 横浜国立大学 大学院理工学府 今野　紀雄 教授

北村　泰晟 ｷﾀﾑﾗ ﾀｲｾｲ 磁性、超伝導および強相関系
関連

物質相の量子幾何効果が織り成す新奇物理現
象の解明

京都大学 理学研究科 柳瀬　陽一 教授

隈部　哲 ｸﾏﾍﾞ ｻﾄｼ 代数学関連 数論幾何的手法による超幾何関数の研究 九州大学 マス・フォア・
イノベーション
連携学府

小林　真一 教授

ＫＲＩＳＴＩＡＮＯ　Ｊａ
ｓｏｎ

ｸﾘｽﾃｨｱｰﾉ ｼﾞｪｲｿ
ﾝ

素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

宇宙論的相関関数で探る基礎物理 東京大学 理学系研究科 横山　順一 教授

桑原　聡一朗 ｸﾜﾊﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

前景重力波の分離による初期宇宙由来の背景
重力波の探索

東京大学 理学系研究科 ＣＡＮＮＯＮ
Ｋｉｐｐ

教授

権　英哲 ｹﾝ ｴｲﾃﾂ 数学基礎関連 有界算術の証明能力の評価 東京大学 数理科学研究科 新井　敏康 教授

小泉　淳之介 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 代数学関連 モジュラス付き代数多様体のホモトピー論的
研究

東京大学 数理科学研究科 斎藤　秀司 教授

小林　舜 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

現代的なアノマリーの理解の超弦理論への応
用

東北大学 理学研究科 米倉　和也 准教授

小山　俊吾 ｺﾔﾏ ｼｭﾝｺﾞ 宇宙惑星科学関連 大気光化学モデルを用いた火星大気進化シナ
リオの解明と生命関連分子の生成量推定

東北大学 理学研究科 寺田　直樹 教授

後藤　達哉 ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ 数学基礎関連 測度から定まる基数不変量の研究 神戸大学 システム情報学 ＢＲＥＮＤＬ
Ｅ　Ｊｏｅｒ
ｇ

教授

齋藤　光一郎 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 代数学関連 Nielsenポリログの関数等式とその数論的応
用

名古屋大学 多元数理科学研
究科

古庄　英和 教授

酒井　嵐士 ｻｶｲ ｱﾗｼ 代数学関連 多元環の表現論に現れる拡大閉部分圏の包括
的研究

名古屋大学 多元数理科学研
究科

中岡　宏行 准教授
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佐藤　優理 ｻﾄｳ ﾕﾘ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

X線・TeVガンマ線残光の同時説明によるガン
マ線バーストのジェット構造の解明

青山学院大学 理工学 山崎　了 教授

佐野　涼太郎 ｻﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ 半導体、光物性および原子物
理関連

電子流体力学で切り拓くスピントロニクスの
フロンティア

京都大学 理学研究科 柳瀬　陽一 教授

品田　晃希 ｼﾅﾀﾞ ｺｳｷ 磁性、超伝導および強相関系
関連

強相関電子系における非平衡現象の微視的理
解および相転移・臨界現象との関係の研究

京都大学 理学研究科 Ｐｅｔｅｒｓ
Ｒｏｂｅｒｔ

講師

寺境　太樹 ｼﾞｹｲ ﾀｲｷ 宇宙惑星科学関連 波動粒子相互作用の効果を取り入れた無衝突
プラズマの新しい流体モデルの研究

東京大学 理学系研究科 天野　孝伸 准教授

菅原　朔見 ｽｶﾞﾜﾗ ｻｸﾐ 幾何学関連 カスプ付きdivideを用いた直線配置の低次元
トポロジー的研究

北海道大学 理学院 粕谷　直彦 准教授

鷲見　一路 ｽﾐ ｶｽﾞﾐﾁ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

ミューオンg-2/EDM精密測定に向けたミュー
オン線形加速器高速部の開発

名古屋大学 理学研究科 飯嶋　徹 教授

染谷　諒 ｿﾒﾔ ﾘｮｳ プラズマ科学関連 速度分布関数の直接計測による磁気リコネク
ション現象のエネルギー変換機構の解明

東京大学 新領域創成科学
研究科

小野　靖 教授

曽家　希美 ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 磁性、超伝導および強相関系
関連

ヘテロ界面における軌道流及び軌道トルク生
成機構の解明

慶應義塾大学 理工学研究科
（矢上）

安藤　和也 准教授

高澤　駿太郎 ﾀｶｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 量子ビーム科学関連 動的コヒーレントX線回折イメージングによ
るメソスケール粘弾性の可視化

東北大学 工学研究科 高橋　幸生 教授

高澤　祐槻 ﾀｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 応用数学および統計数学関連 系統樹の空間をはじめとする非ユークリッド
空間における統計的推測手法の開発

東京大学 情報理工学系研
究科

清　智也 准教授

高橋　雅大 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 磁性、超伝導および強相関系
関連

キタエフ磁性体の欠陥とモアレ構造に由来す
るマヨラナ-ゲージ場結合のもたらす物性

大阪大学 基礎工学研究科 藤本　聡 教授

瀧　祐介 ﾀｷ ﾕｳｽｹ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

新しい量子情報量を用いたホログラフィー原
理の研究

京都大学 理学研究科 高柳　匡 教授

武田　一希 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ プラズマ応用科学関連 プラズマー高速液流システムが明らかにする
活性種の界面輸送と挙動

東北大学 工学研究科 金子　俊郎 教授
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竹田　大地 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

開弦の場の理論とバルク再構築による量子重
力理論の探究

京都大学 理学研究科 橋本　幸士 教授

竹平　航平 ﾀｹﾋﾗ ｺｳﾍｲ 代数学関連 力学系のゼータ関数とその数論的力学系への
応用

東北大学 理学研究科 都築　暢夫 教授

竹村　知洋 ﾀｹﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 宇宙惑星科学関連 岩石質固体天体表層レゴリスの生成実験によ
る表面進化過程の推定

東京大学 工学系研究科 宮本　英昭 教授

谷口　貴紀 ﾀﾆｸﾞﾁ 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

すばるHSCによる弱重力レンズ効果測定の高
次統計量を用いた精密宇宙論

東京大学 理学系研究科 高田　昌広 教授

谷口　諒 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ 地球生命科学関連 生物が暗闇を支配する進化プロセスの解明：
化石昆虫の感覚システムからのアプローチ

北海道大学 理学院 伊庭　靖弘 准教授

玉置　弦 ﾀﾏｷ ｹﾞﾝ 磁性、超伝導および強相関系
関連

グラフェンリボンのトポロジカル局在電子か
ら創発する新奇物性機能の開拓

大阪大学 理学研究科 越野　幹人 教授

ＣＡＯ　Ｗｅｉｇｕａｎｇ ﾂｧｵ ｳｪｲｸﾞｫﾝ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

有効場理論におけるエバネッセント演算子と
その漸近挙動の代数的解析

東京大学 理学系研究科 渡利　泰山 准教授

塚本　萌太 ﾂｶﾓﾄ ﾓｴﾀ 半導体、光物性および原子物
理関連

量子センサを用いたメゾスコピック磁性の研
究

東京大学 理学系研究科 小林　研介 教授

土井　聖明 ﾄﾞｲ ｷﾖｱｷ 天文学関連 ALMA観測に基づく原始惑星系円盤内でのダス
ト成長過程の解明

総合研究大学
院大学

物理科学研究科 片岡　章雅 助教

土本　菜々恵 ﾄﾞﾓﾄ ﾅﾅｴ 天文学関連 連星中性子星合体からの電磁波放射で探る重
元素の起源

東北大学 理学研究科 田中　雅臣 准教授

董　禹 ﾄﾞﾝ ﾕ 半導体、光物性および原子物
理関連

対称性の制御されたファンデルワールスヘテ
ロ界面における光学応答

東京大学 工学系研究科 岩佐　義宏 教授

中下　早織 ﾅｶｼﾀ ｻｵﾘ 大気水圏科学関連 アンサンブル感度解析を用いた熱帯低気圧進
路の予測可能性に環境場が与える影響の解明

京都大学 理学研究科 榎本　剛 教授

中村　勇真 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾏ 半導体、光物性および原子物
理関連

超低温分子の内部自由度を利用した誤り耐性
量子計算の実現

京都大学 理学研究科 高橋　義朗 教授
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永瀬　慎太郎 ﾅｶﾞｾ ｼﾝﾀﾛｳ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

レーザー冷却放射性同位元素による反物質消
滅機構の解明

東京大学 理学系研究科 酒見　泰寛 教授

仁木　敦也 ﾆｷ ｱﾂﾔ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

次世代加速器で探る素粒子標準模型を超える
物理

東京大学 理学系研究科 諸井　健夫 教授

西井　莞治 ﾆｼｲ ｶﾝｼﾞ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

場の量子論の基本原理に基づくインフレー
ション模型の選別

神戸大学 理学研究科 野海　俊文 准教授

丹羽　綾子 ﾆﾜ ｱﾔｺ 天文学関連 テラヘルツ強度干渉計による画像合成のため
のSIS光子計数型検出器の開発

筑波大学 理工情報生命学
術院

久野　成夫 教授

野下　剛 ﾉｼﾀ ｺﾞｳ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

無限次元量子代数を用いた超対称ゲージ理論
の双対性および可解性の研究

東京大学 理学系研究科 松尾　泰 教授

服部　真史 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾌﾐ 代数学関連 代数的ファイバー空間のK安定性の研究とそ
のモジュライ空間への応用

京都大学 理学研究科 尾高　悠志 准教授

萩本　将都 ﾊｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾄ 天文学関連 サブミリ波分光と星間ガス診断手法によって
加速する宇宙再電離期銀河の理解

名古屋大学 理学研究科 田村　陽一 准教授

林　萌英 ﾊﾔｼ ﾓｴ 宇宙惑星科学関連 地上多点電磁場観測と数値実験の融合によ
る、オーロラ嵐に伴う全球M-I結合の解明

九州大学 理学府 吉川　顕正 教授

原田　浩伸 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 固体地球科学関連 スラブ内揮発成分挙動の解明：変成帯横断試
料マルチ元素・同位体解析と高圧実験の統合

東北大学 理学研究科 辻森　樹 教授

板東　克之 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾕｷ 代数学関連 幾何学的ラングランズ対応の考察とその数論
への応用

東京大学 数理科学研究科 今井　直毅 准教授

平島　敬也 ﾋﾗｼﾏ ｹｲﾔ 天文学関連 深層学習による映像予測を用いた銀河形成シ
ミュレーションの高解像度化の研究

東京大学 理学系研究科 藤井　通子 准教授

福島　諒 ﾌｸｼﾏ ﾘｮｳ 固体地球科学関連 エクロジャイト化に伴うスラブ内流体の周期
活動:先端的鉱物ナノ分析による解読

東北大学 理学研究科 辻森　樹 教授

福留　美樹 ﾌｸﾄﾒ ﾐｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

魔法数をまたぐ領域での断面積測定による核
半径異常増大現象のメカニズム解明

大阪大学 理学研究科 福田　光順 准教授
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福原　優弥 ﾌｸﾊﾗ ﾕｳﾔ 天文学関連 冷却駆動乱流とダストの共進化に着目した新
しい氷・岩石微惑星形成モデルの構築

東京工業大学 理学院 奥住　聡 准教授

藤本　拓希 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

ボウタイ型光リング共振器を用いたアクシオ
ン暗黒物質の広帯域探査

東京大学 理学系研究科 安東　正樹 准教授

藤原　浩司 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｼﾞ 半導体、光物性および原子物
理関連

人工的な素励起生成による原子層薄膜の量子
多体制御の研究

大阪大学 理学研究科 新見　康洋 教授

ＨＯＲ　ＳｈｉｈＷｅｎ ﾎｰ ｼｰｳｪﾝ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

新たな対称性を伴うSU(5)大統一模型とその
検証可能性について

東京大学 理学系研究科 濱口　幸一 准教授

増木　亮太 ﾏｽｷ ﾘｮｳﾀ 磁性、超伝導および強相関系
関連

フォノン多体効果の第一原理手法の開発と新
奇物性開拓

東京大学 工学系研究科 有田　亮太郎 教授

松下　光虹 ﾏﾂｼﾀ ｺｳｼﾞ 代数学関連 トーリック環の因子類群とその応用 大阪大学 情報科学研究科 東谷　章弘 准教授

三木　信太郎 ﾐｷ ｼﾝﾀﾛｳ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する実験

中性子検出を用いた大気ニュートリノ観測高
度化による質量階層性の世界初決定

東京大学 理学系研究科 塩澤　眞人 教授

三木　大輔 ﾐｷ ﾀﾞｲｽｹ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

新たな量子相関の評価法の構築とそれを用い
た重力の量子性の検証に関する研究

九州大学 理学府 山本　一博 教授

三倉　祐輔 ﾐｸﾗ ﾕｳｽｹ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

拡張された幾何学に基づく初期宇宙現象論と
量子論の探究

名古屋大学 理学研究科 市來　淨與 准教授

宮下　優一 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｲﾁ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

宇宙論における量子重力と非局所場理論 東京工業大学 理学院 山口　昌英 教授

武者野　拓也 ﾑｼｬﾉ ﾀｸﾔ 天文学関連 ライマンアルファ輝線輻射流体計算で迫る宇
宙初期の超巨大ブラックホールの起源

筑波大学 理工情報生命学
術院

大須賀　健 教授

村上　翔一 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｲﾁ 半導体、光物性および原子物
理関連

全光量子中継のための大規模量子もつれ状態
の生成

大阪大学 基礎工学研究科 山本　俊 教授

村嶋　慶哉 ﾑﾗｼﾏ ｹｲﾔ 宇宙惑星科学関連 SPH法による氷衛星の内部海の三次元数値流
体シミュレーション：コード開発と応用

京都大学 理学研究科 佐々木　貴教 助教
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森　悠一郎 ﾓﾘ ﾕｳｲﾁﾛｳ 固体地球科学関連 地球核中の軽元素：高温高圧中性子回折によ
る鉄合金中水素量の制約

東京大学 理学系研究科 鍵　裕之 教授

森井　嘉穂 ﾓﾘｲ ｶﾎ 天文学関連 観測に基づいた大質量星形成モデルの構築：
コアの質量獲得過程の解明

東京大学 理学系研究科 中村　文隆 併任准教
授

屋嶋　悠河 ﾔｼﾏ ﾕｳｶﾞ 生物物理、化学物理およびソ
フトマターの物理関連

透過電子顕微鏡を用いた水溶液直接観察に基
づく、氷核生成ダイナミクスの解明

北海道大学 理学院 木村　勇気 准教授

安田　順平 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 幾何学関連 曲面結び目のプラット表示に関する分類問題
とその応用

大阪大学 理学研究科 鎌田　聖一 教授

山鹿　汐音 ﾔﾏｼｶ ｼｵﾝ 半導体、光物性および原子物
理関連

内部自由度を持つボース凝縮体を用いたホー
キング輻射の量子シミュレーション

中央大学 理工学研究科 土屋　俊二 准教授

山田　麟 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝ 天文学関連 電波干渉計観測で挑む銀河進化: 史上初の巨
大分子雲進化過程の包括的理解

名古屋大学 理学研究科 立原　研悟 准教授

山本　立規 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂｷ 数理解析学関連 領域の位相的性質に依存する定常流の数学的
構造の解明

早稲田大学 基幹理工学研究
科

小薗　英雄 教授

ＹＵ　Ｔｏｎｇｈｕａ ﾕ ﾄﾝﾌｱ 磁性、超伝導および強相関系
関連

結晶構造と磁気構造の同時最適化：トポロジ
カル磁性エレクトライドへの応用

東京大学 工学系研究科 有田　亮太郎 教授

横山　裕晃 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 固体地球科学関連 脆性ー塑性遷移領域の地殻強度解明への挑戦
～変形実験・複数鉱物からのアプローチ～

東北大学 理学研究科 武藤　潤 准教授

吉田　博信 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 数理物理および物性基礎関連 SU(N)対称性を持つハバード模型の平衡状態
と非平衡開放ダイナミクスの厳密な解析

東京大学 理学系研究科 桂　法称 准教授

吉田　航 ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 応用数学および統計数学関連 線形ガウス状態空間モデルを使った諸予測
と、高次元での実用化に向けた高速化

九州大学 マス・フォア・
イノベーション
連携学府

廣瀬　慧 准教授

吉村　耕平 ﾖｼﾑﾗ ｺｳﾍｲ 数理物理および物性基礎関連 化学反応における非平衡熱力学原理の探究 東京大学 理学系研究科 伊藤　創祐 講師

吉持　遥人 ﾖｼﾓﾁ ﾊﾙﾄ 磁性、超伝導および強相関系
関連

新機構に基づく世界最小のスキルミオンを伴
う物質の開拓とダイナミクスの解明

東京大学 工学系研究科 関　真一郎 准教授
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米津　鉄平 ﾖﾈﾂ ﾃｯﾍﾟｲ 天文学関連 有機物合成実験と量子化学計算による星間核
酸塩基前駆体の形成過程の検証

大阪公立大学 理学研究科 前澤　裕之 准教授

六本木　雅生 ﾛｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾏｻｷ 磁性、超伝導および強相関系
関連

歪み場・円偏波に対する高周波応答を用いた
カイラル超伝導の研究

東京大学 新領域創成科学
研究科

芝内　孝禎 教授

渡辺　涼太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

ブラックホールに双対な量子力学系の探索：
カオスとコンプレキシティの統合

京都大学 理学研究科 橋本　幸士 教授

和田　淳太郎 ﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 素粒子、原子核、宇宙線およ
び宇宙物理に関連する理論

ミューオンg-2から探るレプトジェネシスの
課題

東京大学 理学系研究科 濱口　幸一 准教授



化学 44652 令和4年度 68

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

会田　和広 ｱｲﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 有機合成化学関連 ジルコノセン-可視光レドックス触媒を用い
た環状エーテル開環反応

早稲田大学 先進理工学研究科 山口　潤一郎 教授

安部　彩乃 ｱﾍﾞ ｱﾔﾉ 有機機能材料関連 共結晶を用いた有機りん光レーザーの実現 九州大学 工学府 安達　千波矢 教授

安藤　純也 ｱﾝﾄﾞｳ ｽﾐﾔ 無機物質および無機材料化学
関連

無機2次元材料における原子層制御と新規電
極触媒の創出

名古屋大学 工学研究科 長田　実 教授

安藤　廉平 ｱﾝﾄﾞｳ ﾚﾝﾍﾟｲ 構造有機化学および物理有機
化学関連

NHC金属錯体を用いた固体内分子ギア運動の
合理的設計と発光物性

北海道大学 総合化学院 伊藤　肇 教授

李　采訓 ｲ ﾁｪﾌﾝ 高分子材料関連 糖鎖ブロック共重合体による脂質ナノ粒子表
面修飾を基盤とした遺伝子送達効率の向上

北海道大学 総合化学院 佐藤　敏文 教授

井上　拳悟 ｲﾉｳｴ ｹﾝｺﾞ 有機合成化学関連 ハロゲンダンスにおける短寿命芳香族リチウ
ムの選択的捕捉と構造異性体のバッチ合成

神戸大学 工学研究科 岡野　健太郎 准教授

上松　英司 ｳｴﾏﾂ ﾋﾃﾞｼ エネルギー関連化学 オペランドタイコグラフィ-XAFS法の開発と
蓄電材料の構造機能相関解析への展開

東北大学 工学研究科 高橋　幸生 教授

氏家　寛 ｳｼﾞｲｴ ｶﾝ 生体関連化学 膜蛋白質会合状態の物理化学的制御による抗
体設計指針の提案

東京大学 工学系研究科 津本　浩平 教授

内野　歩美 ｳﾁﾉ ｱﾕﾐ ケミカルバイオロジー関連 毒性配座理論に基づいたアミロイドβの毒性
オリゴマーモデルの設計と合成

京都大学 農学研究科 入江　一浩 教授

潤井　泰斗 ｳﾙｲ ﾀｲﾄ 基礎物理化学関連 イオン輸送タンパク質のイオン輸送方向を決
定する因子の解明：一方向性の理解と制御

大阪大学 理学研究科 水谷　泰久 教授

越前　健介 ｴﾁｾﾞﾝ ｹﾝｽｹ 高分子化学関連 高分子構造の精密制御に基づく新奇な機能性
ポリ（フェニルアセチレン）材料の創出

金沢大学 新学術創成研究科 前田　勝浩 教授

太田　健治 ｵｵﾀ ｹﾝｼﾞ 有機合成化学関連 ラジカル-ラジカルカップリングを活用した
核酸誘導体の化学修飾

京都大学 薬学研究科 大宮　寛久 教授

大原　正裕 ｵｵﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 有機機能材料関連 回転型ケルビンプローブ法を用いた有機薄膜
の自発配向分極の解明と新規制御法の開発

千葉大学 融合理工学府 石井　久夫 教授

大見　拓也 ｵｵﾐ ﾀｸﾔ 無機物質および無機材料化学
関連

擬ハロゲンに着目した新規有機-無機ハイブ
リッドペロブスカイトの探索と機能開拓

東京工業大学 物質理工学院 山本　隆文 准教授

沖田　和也 ｵｷﾀ ｶｽﾞﾔ 基礎物理化学関連 不均一溶液内反応ダイナミクスの分子理論 大阪大学 基礎工学研究科 松林　伸幸 教授

ＤＣ１・化学　68名　令和4年度特別研究員採用者一覧
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小澤　竜輝 ｵｻﾞﾜ ﾘｭｳｷ 有機機能材料関連 電気化学誘起アップコンバージョン発光を示
すDNA組織体によるECL素子の高機能化

千葉大学 融合理工学府 小林　範久 教授

數實　治己 ｶｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 高分子化学関連 超分子擬ポリロタキサンの折れ畳みによる新
規ナノシートの構造・物性制御

東京大学 工学系研究科 伊藤　耕三 教授

亀谷　陽平 ｶﾒﾀﾆ ﾖｳﾍｲ 無機・錯体化学関連 量子化学計算に基づく一酸化窒素直接分解を
触媒する金属錯体の提案

九州大学 工学府 吉澤　一成 教授

鴨川　径 ｶﾓｶﾞﾜ ｹｲ 無機・錯体化学関連 超分子光触媒による二酸化炭素還元機構の解
明と機能向上

東京工業大学 理学院 石谷　治 教授

神成　幸輝 ｶﾝﾅﾘ ｺｳｷ 基礎物理化学関連 リチウム酸素電池実用化に向けたカソード極
反応機構解明への挑戦

東北大学 理学研究科 叶　深 教授

久保　直輝 ｸﾎﾞ ﾅｵｷ 機能物性化学関連 量子ドット-有機分子配列構造に基づく新規
光捕集系の構築

関西学院大学 理工学研究科 増尾　貞弘 教授

黄　薇恩 ｺｳ ﾋｵﾝ ケミカルバイオロジー関連 多機能酵素による三重陰性乳癌治療法の確立 東京大学 理学系研究科 菅　裕明 教授

小島　知也 ｺｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ 機能物性化学関連 シグナル伝達に伴うベシクル型人工細胞組織
の集団的な挙動発現

慶應義塾大学 理工学研究科（矢上） 朝倉　浩一 教授

榊原　雅也 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻﾔ 無機物質および無機材料化学
関連

透過電子顕微鏡直接観察による結晶多形現象
の機構究明

東京大学 理学系研究科 中村　栄一 特別教授

坂本　京花 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳｶ 有機合成化学関連 アニオン種の光励起を基軸とした14族元素化
合物の新規合成法の開発

東京大学 薬学系研究科 内山　真伸 教授

佐藤　美優 ｻﾄｳ ﾐﾕ 有機合成化学関連 触媒的脂肪酸誘導体の遠隔炭素ー水素結合ホ
ウ素化反応

北海道大学 総合化学院 澤村　正也 教授

猿渡　彩 ｻﾙﾜﾀﾘ ｱﾔ 高分子材料関連 イオン液体と光応答性高分子から成るメカノ
バイオロジカル細胞足場材料

北海道大学 生命科学院 上木　岳士 准教授

柴田　大輝 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 基礎物理化学関連 ブリルアン・ラマン同時イメージングによる
細胞内局所環境のラベルフリー定量の実現

東北大学 薬学研究科 中林　孝和 教授

白川　真純 ｼﾗｶﾜ ﾏｽﾐ ケミカルバイオロジー関連 セリン代謝酵素を標的としたマラリア選択的
共有結合的阻害剤の開発

東京大学 工学系研究科 山東　信介 教授

須賀　健介 ｽｶﾞ ｹﾝｽｹ 機能物性化学関連 液晶分子配列を読み解く機械学習による相転
移挙動の予測と光機能性液晶への展開

京都大学 理学研究科 齊藤　尚平 准教授
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関　仁望 ｾｷ ﾋﾄﾐ 生体関連化学 新規蛍光ソルバトクロミック色素の開発とそ
のエクソソーム脂質膜の動態解析への応用

高知大学 総合人間自然科学 仁子　陽輔 助教

関　凜 ｾｷ ﾘﾝ 有機合成化学関連 金属協働触媒によるC-O結合官能基化反応の
開発

京都大学 工学研究科 中尾　佳亮 教授

曽我　恭平 ｿｶﾞ ｷｮｳﾍｲ 生体関連化学 高次脳機能を司るCaMKIIタンパク質の細胞内
局所特異的な活性制御法の開発

名古屋大学 工学研究科 清中　茂樹 教授

高橋　陸朗 ﾀｶﾊｼ ﾘｸﾛｳ 有機合成化学関連 メカノケミカル合成を用いたポリフッ素ア
リール化反応の開発

北海道大学 総合化学院 伊藤　肇 教授

田中　良來 ﾀﾅｶ ﾖｼｷ ケミカルバイオロジー関連 オルガネラ膜接触部位の可視化蛍光プローブ
の創製および応用

名古屋大学 理学研究科 山口　茂弘 教授

谷戸　謙太 ﾀﾆﾄ ｹﾝﾀ 生体関連化学 自己免疫疾患における炎症部の酸性pHに応答
して免疫を抑制するタンパク質医薬の開発

九州大学 システム生命科学府 片山　佳樹 教授

谷村　和哉 ﾀﾆﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 高分子化学関連 高周期元素の超原子価状態に基づく拡張π共
役系の構築と機能材料応用

京都大学 工学研究科 田中　一生 教授

玉木　健太 ﾀﾏｷ ｹﾝﾀ 有機機能材料関連 高次構造により時間発展性を制御できる超分
子ポリマーの創製と応用

千葉大学 融合理工学府 矢貝　史樹 教授

玉木　颯太 ﾀﾏｷ ｿｳﾀ 有機合成化学関連 多核セリウムクラスター錯体を光触媒とする
新規有機合成反応の開発

大阪大学 基礎工学研究科 劒　隼人 准教授

恒川　英介 ﾂﾈｶﾜ ｴｲｽｹ 無機・錯体化学関連 クロスβ性ペプチドナノ構造の精密構築とそ
の機能創出

東京大学 工学系研究科 藤田　誠 教授

恒川　舜 ﾂﾈｶﾜ ｼｭﾝ エネルギー関連化学 オペランドXASと理論計算を活かした活性状
態制御によるマンガン電極触媒の高効率化

山口大学 大学院創成科学研究科 吉田　真明 准教授

鶴田　充生 ﾂﾙﾀ ﾐﾂｷ 生体関連化学 液液相分離現象を介したエピジェネティック
修飾効果の増幅機構の解明

甲南大学 ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｲｴﾝｽ研究科 三好　大輔 教授

土井　真里奈 ﾄﾞｲ ﾏﾘﾅ 高分子材料関連 明確な誘導時間を示す光誘起・長残光性イミ
ド化合物の発光機構解明と環境センサー応用

東京工業大学 物質理工学院 安藤　慎治 教授

根岸　直輝 ﾈｷﾞｼ ﾅｵｷ 基礎物理化学関連 局所エントロピーの実時間解析に基づいた原
子・分子レベルでの熱移動過程の理論的解明

東京大学 総合文化研究科 横川　大輔 准教授

野崎　多実子 ﾉｻﾞｷ ﾀﾐｺ ケミカルバイオロジー関連 ヒストンアシル化触媒を用いたacidic patch
binderの網羅的解析

東京大学 薬学系研究科 金井　求 教授
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長谷部　翔大 ﾊｾﾍﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 構造有機化学および物理有機
化学関連

固有振動を利用する結晶アクチュエータの開
発

早稲田大学 先進理工学研究科 朝日　透 教授

濱谷　将太 ﾊﾏﾀﾆ ｼｮｳﾀ 機能物性化学関連 6π電子系結晶高速フォトクロミック分子の
基盤構築と応用開拓

大阪公立大学 大学院工学研究科 小畠　誠也 教授

濱地　智之 ﾊﾏﾁ ﾄﾓﾕｷ 機能物性化学関連 高感度MRI技術の創出に向けた光励起三重項
による生体分子プローブの超核偏極

九州大学 工学府 楊井　伸浩 准教授

林　希久也 ﾊﾔｼ ｷｸﾔ 有機機能材料関連 光誘起三重項消滅による超解像蓄光イメージ
ングへの挑戦

電気通信大学 情報理工学研究科 平田　修造 准教授

原口　直哉 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 無機・錯体化学関連 レドックス型多孔性イオン結晶を鋳型に用い
た小核金属クラスターのサイズ選択的合成

東京大学 総合文化研究科 内田　さやか 准教授

張本　尚 ﾊﾘﾓﾄ ﾀｶｼ 構造有機化学および物理有機
化学関連

精密電子制御に基づく高次アセンの創出と新
奇応答系の構築

北海道大学 総合化学院 石垣　侑祐 准教授

疋野　拓也 ﾋｷﾉ ﾀｸﾔ 無機物質および無機材料化学
関連

ビルディングブロック法による金属活性点の
構造が制御された多孔性無機構造体の創製

早稲田大学 先進理工学研究科 下嶋　敦 教授

ＨＵＡＮＧ　Ｊｉａｎｈａｏ ﾌｧﾝ ｼﾞｬﾝﾊｵ 有機合成化学関連 バイオミメティックポリエン環化反応に有効
な超分子触媒の設計

名古屋大学 工学研究科 石原　一彰 教授

藤澤　雄太 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 高分子材料関連 多価水素結合を用いた堅牢な自己修復性材料
の開発

東京大学 工学系研究科 相田　卓三 教授

的羽　泰世 ﾏﾄﾊﾞ ﾀｲｾｲ 有機合成化学関連 アザ-ベンジル酸転位反応を基盤としたパク
タマイシンの合成研究

東京農工大学 大学院工学府 長澤　和夫 教授

宮本　恵里花 ﾐﾔﾓﾄ ｴﾘｶ 生体関連化学 生体膜上で誘起されるアミロイドβ凝集の分
子機構解明および凝集阻害剤の開発

慶應義塾大学 理工学研究科（矢上） 佐藤　智典 教授

宮本　孟 ﾐﾔﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 基礎物理化学関連 様々な幾何構造を持つ分子集合系における一
重項分裂ダイナミクスの理論研究

大阪大学 基礎工学研究科 西山　憲和 教授

村田　幸優 ﾑﾗﾀ ﾕｷﾋﾛ 構造有機化学および物理有機
化学関連

ホウ素とπ電子系の緊密な相互作用による物
質変換化学の開拓

東京工業大学 科学技術創成研究院 庄子　良晃 准教授

ＭＯＫＨＴＡＲ　ＡＳＨＫＡＮ ﾓｸﾀｰﾙ ｱｼｶﾝ 有機機能材料関連 高い安定性と優れたスイッチング特性をもつ
ペロブスカイト型量子ドット複合材料の開発

熊本大学 自然科学教育部 深港　豪 准教授

矢口　敦也 ﾔｸﾞﾁ ｱﾂﾔ 生体関連化学 多段階成長因子徐放により組織再生を促すダ
ブルネットワーク超分子ペプチドゲルの開発

東京農工大学 大学院工学府 村岡　貴博 教授
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谷田部　浩行 ﾔﾀﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 生体関連化学 複数の酵素活性の同時検出を指向した超高感
度-核磁気共鳴分子プローブ群の設計と開発

東京大学 工学系研究科 山東　信介 教授

山梨　政人 ﾔﾏﾅｼ ﾏｻﾄ 有機合成化学関連 鉄触媒による酸化的カップリング反応を基盤
とした二量体アルカロイドの収束的合成戦略

東北大学 薬学研究科 徳山　英利 教授

山梨　遼太朗 ﾔﾏﾅｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 無機・錯体化学関連 環状ボリレンの開発と応用 名古屋大学 工学研究科 山下　誠 教授

山本　拓実 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 高分子化学関連 蛍光性ラジカル前駆体を分子プローブとする
高分子の力学的分子鎖切断解析

東京工業大学 物質理工学院 大塚　英幸 教授

ＹＵＡＮ　ＷＥＩ ﾕｱﾝ ｳｪｲ 無機・錯体化学関連 らせん反転可能なペプチドからなる多孔質結
晶

東京大学 工学系研究科 相田　卓三 教授

吉岡　大祐 ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 機能物性化学関連 短寿命励起状態を高活用できる有機無機ナノ
複合体の創成

立命館大学 生命科学研究科 小林　洋一 准教授

ＬＹＵ　ＸＩＡＯＪＵＮ ﾘｭｳ ｼｬｵｼﾞｭﾝ 分析化学関連 網羅的検出を可能とする全印刷紙基板型ダブ
ルリードアウトセンサアレイの創製

東京大学 工学系研究科 南　豪 准教授

渡邊　幸佑 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ 構造有機化学および物理有機
化学関連

全て縮環した周期的三次元π共役構造体の創
製

総合研究大学院大学 物理科学研究科 瀬川　泰知 准教授
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青木　基 ｱｵｷ ﾓﾄﾐ 電子デバイスおよび電子機器
関連

スピン軌道トルク磁化反転の高効率化 京都大学 工学研究科 白石　誠司 教授

秋元　瑞穂 ｱｷﾓﾄ ﾐﾂﾞﾎ 建築環境および建築設備関連 室内環境が良質な睡眠に与える影響に関する
研究

早稲田大学 創造理工学研究
科

田邉　新一 教授

Ａｌｉｚａｄｅｈｋｏｌａｇａｒ
Ｓｅｙｅｄｍｅｈｒｚａｄ

ｱﾘｻﾞﾃﾞｺﾗｶﾞ ｾｲ
ﾄﾞﾒﾍﾙｻﾞｰﾄﾞ

熱工学関連 数理最適化と非平衡熱力学から明らかにする
固体高分子形燃料電池触媒層の理論構造

大阪大学 工学研究科 津島　将司 教授

石川　諒弥 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾔ 電気電子材料工学関連 低電界および高電界における炭化ケイ素中の
キャリア輸送機構と異方性の解明

京都大学 工学研究科 木本　恒暢 教授

石橋　一晃 ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞｱｷ 応用物性関連 円偏光・光渦を用いた新規光-スピン変換現
象の探索

東北大学 工学研究科 水上　成美 教授

伊藤　椎真 ｲﾄｳ ｼｲﾏ 生体材料学関連 組織閉鎖能と薬剤徐放能を有する組織接着性
タラゼラチン粒子の開発

筑波大学 理工情報生命学
術院

田口　哲志 教授(連係
大学院)

伊藤　大智 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 航空宇宙工学関連 マルチフィデリティ解析による多体力学系の
構造理解と宇宙機の軌道設計への応用

総合研究大学院大学 物理科学研究科 川勝　康弘 教授

任　裕彬 ｲﾑ ﾕﾋﾞﾝ 建築環境および建築設備関連 微視的輻射メカニズムを導入した革新的・発
泡プラスチック系断熱材の実現と耐久性評価

北海道大学 工学院 北垣　亮馬 准教授

呉　裴征 ｳ ﾍﾟｲｾﾞﾝ 構造材料および機能材料関連 ナノポーラス金アクチュエータを用いた機械
的刺激による細胞集団の制御

京都大学 エネルギー科学
研究科

馬渕　守 教授

ＷＥＩ　ＣＨＡＯＲＡＮ ｳｪｲ ﾁｮｳﾗﾝ 加工学および生産工学関連 セラミック過渡透明化レーザ加工法の開発 東京大学 工学系研究科 杉田　直彦 教授

上原　悠太郎 ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 土木環境システム関連 環境水中で病原性・薬剤耐性大腸菌が利用す
る有機物の特定と有機物制御による増殖制御

東京大学 工学系研究科 栗栖　太 准教授

梅木　翔太 ｳﾒｷ ｼｮｳﾀ 建築構造および材料関連 MDおよびNMRを用いた乾燥による珪酸カルシ
ウム水和物の構造変化機構の解明

東京大学 工学系研究科 丸山　一平 教授

遠藤　正文 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾌﾐ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

確率的モデリングと逐次的意思決定を連成し
た天体探査ロボットの自律移動の実現

慶應義塾大学 理工学研究科
（矢上）

石上　玄也 准教授

大家　広平 ｵｵｲｴ ｺｳﾍｲ 流体工学関連 複雑流体の流れ制御を可能にする次世代レオ
ロジー基盤技術の開発

北海道大学 工学院 田坂　裕司 准教授

ＤＣ１・工学系科学　119名　令和4年度特別研究員採用者一覧
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大河原　拓 ｵｵｶﾜﾗ ﾀｸ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

脚型クライミングロボットの完全自律化に向
けた視覚・触覚融合による未知環境地図構築

東北大学 工学研究科 吉田　和哉 教授

岡田　丈 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｮｳ 電子デバイスおよび電子機器
関連

新規等価モデルの構築とそれに基づく2次元
物質トンネルトランジスタの性能予測

大阪大学 工学研究科 森　伸也 教授

岡田　拓 ｵｶﾀﾞ ﾀｸ 金属材料物性関連 振動発電に向けた新規逆磁歪材料の創成 大阪大学 工学研究科 中川　貴 教授

岡田　竜馬 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 電子デバイスおよび電子機器
関連

偏光変調検出イメージセンサによる高感度リ
アルタイム高周波撮像装置の開発

奈良先端科学技術大学院
大学

先端科学技術研
究科

太田　淳 教授

小川　良磨 ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 生体医工学関連 高精度ＥＩＴを用いた皮下脂肪組織評価によ
る非侵襲的リンパ浮腫早期発見法の確立

千葉大学 融合理工学府 武居　昌宏 教授

小野　遼真 ｵﾉ ﾘｮｳﾏ 原子力工学関連 高選択4価／6価核燃料物質同時沈殿剤として
のN-ピロリドン誘導体の開発

東京工業大学 物質理工学院 鷹尾　康一
朗

准教授

大日方　初良 ｵﾋﾞﾅﾀ ｿﾗ 応用物性関連 動的スピン注入の詳細機構解明による革新的
スピンカロリトロクス

九州大学 理学府 木村　崇 教授

折金　悠生 ｵﾘｶﾞﾈ ﾕｳｷ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

ロボットインクルーシブ社会に向けた集団的
ダイナミクスの相補的導入による群体制御

東京工業大学 工学院 倉林　大輔 教授

勝野　峻平 ｶﾂﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ 電子デバイスおよび電子機器
関連

フォトニック結晶レーザの熱マネジメントと
CW高輝度動作の実現

京都大学 工学研究科 野田　進 教授

加藤　将貴 ｶﾄｳ ﾏｻｷ ナノ材料科学関連 自立する共有結合性有機構造体膜作製法の確
立と二酸化炭素分離膜・還元触媒への応用

北海道大学 総合化学院 島田　敏宏 教授

金浜　瞳也 ｶﾅﾊﾏ ﾄｳﾔ 構造工学および地震工学関連 植物形態の構造力学的学理を基盤とする次世
代の環境調和型構造デザイン

北海道大学 工学院 佐藤　太裕 教授

金田　賢彦 ｶﾈﾀﾞ ﾏｻﾋｺ ナノ材料科学関連 原子層折り紙を利用したハーフナノチューブ
の作製と機能開拓

東京都立大学 理学研究科 宮田　耕充 准教授

菅野　晃歓 ｶﾝﾉ ﾃﾙﾖｼ 材料力学および機械材料関連 三次元造形と数値解析を融合した超高比強度
セラミックス基複合材料作製技術の創出

東北大学 環境科学研究科 成田　史生 教授

吉川　航平 ｷｯｶﾜ ｺｳﾍｲ 複合材料および界面関連 迅速かつ強力な新規水中接着剤の開発 東京大学 工学系研究科 相田　卓三 教授
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岸田　尚樹 ｷｼﾀﾞ ﾅｵｷ 移動現象および単位操作関連 粉体粗視化モデルの開発と粉体混合の高速計
算

大阪公立大学 工学研究科 仲村　英也 准教授

北浦　怜旺奈 ｷﾀｳﾗ ﾚｵﾅ ナノ材料科学関連 半導体ナノ構造を用いた電子・フォノン輸送
制御による高性能磁気熱電変換材料の開発

大阪大学 基礎工学研究科 中村　芳明 教授

木下　圭 ｷﾉｼﾀ ｹｲ ナノ構造物理関連 遷移金属ダイカルコゲナイドを用いた遠赤外
発光素子の実現

東京大学 工学系研究科 町田　友樹 教授

ＫＩＭ　ＫＹＯＵＮＧＪＵＮＧ ｷﾑ ｷﾞｮﾝｼﾞｭﾝ 熱工学関連 金属・半導体界面による電気伝導率に独立し
た熱伝導率制御

東京大学 工学系研究科 塩見　淳一
郎

教授

木村　茂 ｷﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 無機材料および物性関連 量子計算支援によるバルク2DEG窒化物の高純
度試料合成と高熱電性能の開拓

東京工業大学 物質理工学院 片瀬　貴義 准教授

日下部　紗伎 ｸｻｶﾍﾞ ｻｷ 生体材料学関連 低侵襲な臓器固定用デバイス実現のためのせ
ん断力応答性ゲルの開発

東京大学 工学系研究科 佐久間　一
郎

教授

久野　拓真 ｸﾉ ﾀｸﾏ 電子デバイスおよび電子機器
関連

ペタビット超級光ファイバネットワーク実現
に向けた光ノードの開発

名古屋大学 工学研究科 長谷川　浩 教授

蔵下　はづき ｸﾗｼﾀ ﾊﾂﾞｷ 土木環境システム関連 下水汚泥コンポストの高付加価値化-メタゲ
ノムで開拓する多様な微生物新機能-

長岡技術科学大学 工学（系） 山口　隆司 教授

管　一兆 ｸﾞｱﾝ ｲｻﾞｵ 加工学および生産工学関連 シングルモード励起暗視野観察自己干渉法に
よる次世代超微細機能構造の非破壊深さ計測

東京大学 工学系研究科 高橋　哲 教授

小林　卓巳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 機械力学およびメカトロニク
ス関連

流体駆動ソフトメカニズムの将来を支える低
コスト気液両用サーボ弁の開発

岡山理科大学 工学研究科 赤木　徹也 教授

小和口　昌愛 ｺﾜｸﾞﾁ ｱｷｴ 熱工学関連 レプリカ交換モンテカルロ法による閉じ込め
系における液晶分子の相挙動に関する研究

慶應義塾大学 理工学研究科
（矢上）

泰岡　顕治 教授

齊藤　宏河 ｻｲﾄｳ ｺｳｶﾞ 電子デバイスおよび電子機器
関連

高容量密度・低リーク電流粗面トレンチ型
キャパシタと革新的3次元集積デバイスの創
出

東北大学 工学研究科 黒田　理人 教授

齋藤　祐功 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 無機材料および物性関連 ナノ秒パルス電場効果を用いた新規金属-セ
ラミックス低温接合手法の開拓と実証

長岡技術科学大学 工学（系） 中山　忠親 教授

齋藤　真 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

超高速オンチップ流体制御技術を基盤とした
ハイスループット微粒子操作技術の創生

九州大学 工学府 山西　陽子 教授
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佐伯　琳々 ｻｴｷ ﾘﾝﾘﾝ 安全工学関連 地球・宇宙環境下粉塵爆発リスク評価のため
のアルミニウム粉体火炎伝播メカニズム解明

広島大学 先進理工系科学
研究科

ＫＩＭ　Ｗ
ＯＯＫＹＵ
ＮＧ

助教

坂本　亮 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳ 土木材料、施工および建設マ
ネジメント関連

電波を透過するコンクリート建材の開発 東京工業大学 環境・社会理工
学院

千々和　伸
浩

准教授

佐藤　碧海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 熱工学関連 ポリマーテザードナノ粒子の自己集合を用い
た高性能誘電特性材料の設計

慶應義塾大学 理工学研究科
（矢上）

荒井　規允 准教授

佐藤　祐理子 ｻﾄｳ ﾕﾘｺ 加工学および生産工学関連 アーク溶接における溶融金属の不安定挙動の
理解に基づく可変熱源指向性の発現

大阪大学 工学研究科 佐野　智一 教授

ＺＨＯＵ　ＱＩ ｼｭｳ ｷ ナノマイクロシステム関連 薬剤の光学純度決定及びその代謝モニタが可
能な分子鋳型ポリマー修飾有機トランジスタ

東京大学 工学系研究科 南　豪 准教授

柴田　純花 ｼﾊﾞﾀ ｱﾔｶ 建築計画および都市計画関連 中山間地域を後背地に抱えた在郷町における
近現代の集落空間変容システム

東京大学 工学系研究科 中島　直人 准教授

嶋本　健人 ｼﾏﾓﾄ ｹﾝﾄ 無機材料および物性関連 バイタルセンシングを志向したニューロモル
フィック電子強誘電体ゲートFETの開発

大阪公立大学 工学研究科 藤村　紀文 教授

下田　光祐 ｼﾓﾀﾞ ｺｳｽｹ 触媒プロセスおよび資源化学
プロセス関連

触媒局所構造構築による新規複合酸化物群の
創出とメタン選択酸化反応への展開

北海道大学 総合化学院 清水　研一 教授

白須　健人 ｼﾗｽ ｹﾝﾄ 航空宇宙工学関連 水を推進剤とする100W級小型ホールスラスタ
の陽極最適化と性能評価

東京大学 工学系研究科 小泉　宏之 准教授

秦　東益 ｼﾝ ﾄﾆｰ 電気電子材料工学関連 分子線エピタキシー法による鉄系超伝導
Ba122エピタキシャル薄膜の物性開拓

東京農工大学 大学院工学府 山本　明保 准教授

金　祺民 ｼﾞﾝ ﾁﾐﾝ 電子デバイスおよび電子機器
関連

炭化珪素接合型電界効果トランジスタによる
相補型論理とアナログ回路の高温動作実証

京都大学 工学研究科 木本　恒暢 教授

杉野　正和 ｽｷﾞﾉ ﾏｻﾄ 生体医工学関連 脳磁図と核磁気共鳴画像を用いた視覚情報処
理のモデル化と可読性の定量的評価への応用

東京大学 工学系研究科 小谷　潔 准教授

鈴木　大樹 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

マウス体性感覚野における毛細血管の刺激応
答性拡張・収縮

電気通信大学 情報理工学研究
科

正本　和人 教授

関根　將弘 ｾｷﾈ ｶﾂﾋﾛ 航空宇宙工学関連 将来の航空管制のための機械学習とルールに
基づく航空交通システムの構築

東京理科大学 工学研究科 藤井　孝藏 教授
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関本　渉 ｾｷﾓﾄ ﾜﾀﾙ 無機材料および物性関連 酸化物熱電変換材料の転位による熱伝導低減
機構の解明及びその制御指針の提案

大阪大学 工学研究科 吉矢　真人 教授

曹　旻鑒 ｿｳ ﾐﾝｹﾞﾝ 金属材料物性関連 高分解能透過型電子顕微鏡その場機械試験法
による双晶核生成機構の解明

東京大学 工学系研究科 柴田　直哉 教授

高木　一旗 ﾀｶｷﾞ ｲﾂｷ 光工学および光量子科学関連 電子フォノン結合系に対する量子コヒーレン
スの生成・消失に関するダイナミクス解明

東京工業大学 物質理工学院 中村　一隆 准教授

高橋　秀実 ﾀｶﾊｼ ﾎｽﾞﾐ 結晶工学関連 レーザーで拓く高機能結晶の創製 大阪大学 工学研究科 吉川　洋史 教授

多賀　光太郎 ﾀｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ 応用物性関連 光学イメージングによるフォノン角運動量の
研究

京都大学 理学研究科 小野　輝男 教授

千田　晃生 ﾁﾀﾞ ｺｳｷ ナノ構造化学関連 自在に設計可能なシングルサイト金属含有3
次元的結晶性炭素の創生と機能開拓

東北大学 工学研究科 西原　洋知 教授

土屋　充志 ﾂﾁﾔ ｱﾂｼ 土木材料、施工および建設マ
ネジメント関連

複雑な壁面構造を有する構造物内における音
響送受波単一センサによる移動体の屋内測位

筑波大学 理工情報生命学
術院

若槻　尚斗 准教授

ＤＯＮＧ　ＭＩＮＧＱＩ ﾄｳ ﾒｲｷ 材料加工および組織制御関連 積層造形法を活用した炭素強制固溶による超
微細Ti基複合材料の創製

東北大学 工学研究科 野村　直之 教授

都澤　諒 ﾄｻﾞﾜ ﾏｺﾄ ナノ構造化学関連 近赤外光領域で二種の発光を示す低毒性量子
ドットの作製と細胞内温度計測への応用

名古屋大学 工学研究科 鳥本　司 工学研究
科　応用
物質化学
専攻　教
授

殿山　俊吾 ﾄﾉﾔﾏ ｼｭﾝｺﾞ 防災工学関連 適切な防災計画策定に向けた火砕サージ流動
モデルの開発と人体への危険性の解明

東京工業大学 環境・社会理工
学院

中村　恭志 准教授

富岡　大祐 ﾄﾐｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 生体材料学関連 低酸素環境を認識して酸素と栄養を供給する
人工毛細血管粒子の創製と厚い組織体の構築

大阪大学 工学研究科 松崎　典弥 教授

ＤＯ　ＥＵＩＨＹＥＯＮ ﾄﾞ ｲﾋｮﾝ 結晶工学関連 バイポーラデバイスの高信頼化に向けた炭化
ケイ素結晶中の積層欠陥挙動に関する研究

京都大学 工学研究科 木本　恒暢 教授

仲川　久礼亜 ﾅｶｶﾞﾜ ｸﾚｱ 応用物性関連 電場によるスピンカロリトロニクス機能の制
御

東京大学 総合文化研究科 塩見　雄毅 准教授

中川　凌 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

新規電子メディエーターを固定化した電極の
開発とバイオ燃料電池アノードへの適用

岡山大学 自然科学研究科 仁科　勇太 研究教授
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中里　悠人 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｳﾄ 土木計画学および交通工学関
連

実用化に向けた大規模な社会基盤施設群の維
持管理施策最適化問題の解法の体系化

東北大学 工学研究科 奥村　誠 教授

中島　芽梨 ﾅｶｼﾞﾏ ﾒﾘ 土木環境システム関連 光導波路分光装置を用いた飲料水中の高感度
病原微生物モニタリング法の開発

北海道大学 工学院 佐藤　久 教授

中村　拓真 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 無機材料および物性関連 次世代光波制御を実現するガラス結晶化によ
るアクティブファイバ素子の創製

東北大学 工学研究科 藤原　巧 教授

中村　匠実 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 機械力学およびメカトロニク
ス関連

非線形連成振動子のモード局在化を利用した
マイクロレゾネータによる超高感度計測

筑波大学 理工情報生命学
術院

藪野　浩司 教授

成重　椋太 ﾅﾘｼｹﾞ ﾘｮｳﾀ 電気電子材料工学関連 励起子トランジスタの室温動作実証と励起子
輸送の学理探求

九州大学 マス・フォア・
イノベーション
連携学府

板垣　奈穂 教授

成瀬　卓弥 ﾅﾙｾ ﾀｸﾔ 無機材料および物性関連 結晶性高イオン伝導体の共通構造の解明に基
づく新規リチウムイオン伝導体の創製

京都大学 工学研究科 田中　功 教授

南茂　彩華 ﾅﾝﾓ ｱﾔｶ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

バイオプリンタを用いた毛包原基の形成メカ
ニズム解明と毛髪再生医療への応用

横浜国立大学 大学院理工学府 福田　淳二 教授

西田　知司 ﾆｼﾀ ｻﾄｼ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

マイクロ流路を統合した柔軟装着型デバイス
による生体化学物質の連続的センシング

慶應義塾大学 理工学研究科
（矢上）

尾上　弘晃 教授

西村　伊吹 ﾆｼﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 地盤工学関連 護岸背後盛土の吸い出し機構の解明とシミュ
レーション研究

琉球大学 生産エネルギー
工学専攻（理工
学研究科 工学
系）

松原　仁 准教授

西本　和生 ﾆｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 生体医工学関連 嗅覚受容体を発現する酵母を用いた乾燥耐性
匂いセンサの開発

東京大学 情報理工学系研
究科

竹内　昌治 教授

西本　健司 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 電子デバイスおよび電子機器
関連

次世代通信に向けた超低位相雑音の集積光周
波数コムに関する研究

徳島大学 大学院創成科学
研究科

久世　直也 准教授

野中　大輔 ﾉﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

理論収率を飛躍的に革新する代謝経路の分断
と再構築

神戸大学 工学研究科 田中　勉 准教授

服部　祥英 ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳｴｲ ロボティクスおよび知能機械
システム関連

筋筋膜経線の視座から切り拓く四脚ロボット
の超効率的全身自由度協調運動の実現

東北大学 工学研究科 石黒　章夫 教授

橋本　直樹 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｷ 構造材料および機能材料関連 特異活性サイトを有するハイエントロピー合
金ナノ粒子触媒の新規合成と触媒機能開拓

大阪大学 工学研究科 山下　弘巳 教授
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浜野　凌 ﾊﾏﾉ ﾘｮｳ ナノ材料科学関連 植物オルガネラ選択的H2O2検出用のカーボン
ナノチューブ近赤外発光プローブの開発

九州大学 工学府 藤ヶ谷　剛
彦

教授

原　江希 ﾊﾗ ｺｳｷ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

生体適合性イオン液体液晶の開発とその非侵
襲性経皮ワクチンへの応用

九州大学 工学府 後藤　雅宏 教授

檜垣　岳史 ﾋｶﾞｷ ﾀｹﾌﾐ 航空宇宙工学関連 自動運航船を実現する自律操船AIの開発：深
層逆強化学習による熟練者の模倣と超越

大阪公立大学 工学研究科 橋本　博公 教授

東　料太 ﾋｶﾞｼ ﾘｮｳﾀ 金属生産および資源生産関連 ゼロカーボンスチールを実現する炭素循環製
銑の技術原理に関する基礎的研究

東北大学 環境科学研究科 葛西　栄輝 教授

樋口　亜也斗 ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾄ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

自己組織化ペプチドの分子設計に基づくエマ
ルション型デザイナーワクチンの創製

九州大学 工学府 神谷　典穂 教授

藤井　愛実 ﾌｼﾞｲ ﾏﾅﾐ 航空宇宙工学関連 極超音速航空機用エンジンを対象とした高精
度性能評価モデルの構築

早稲田大学 基幹理工学研究
科

佐藤　哲也 教授

藤尾　秩寛 ﾌｼﾞｵ ﾁﾋﾛ 航空宇宙工学関連 スクラムジェットインテークの先進的流動予
測とデータ駆動型逆解析手法

九州大学 工学府 小川　秀朗 准教授

藤澤　七海 ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾅﾐ 生体材料学関連 がんの""時間治療""を目指した動的共有結合
型高分子材料による温度応答性薬物放出制御

筑波大学 理工情報生命学
術院

荏原　充宏 教授 （連
携大学
院）

藤田　創 ﾌｼﾞﾀ ﾊｼﾞﾒ 生体医工学関連 生活習慣病の予防に向けた長期装用可能な多
機能バイオセンサの開発

東京工業大学 生命理工学院 藤枝　俊宣 准教授

藤田　涼平 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 熱工学関連 複合材料界面の熱伝搬特性と結合力のアナロ
ジーに着目した微視的損傷メカニズムの解明

名古屋大学 工学研究科 長野　方星 教授

藤谷　海斗 ﾌｼﾞﾀﾆ ｶｲﾄ 反応工学およびプロセスシス
テム工学関連

超ハイスループットスクリーニングのための
3次元集積化マイクロ化学システムの提案

兵庫県立大学 高度産業科学技
術研究所

内海　裕一 教授

堀田　智貴 ﾎｯﾀ ﾄﾓｷ 電気電子材料工学関連 トポロジカル物質/強磁性半導体ヘテロ構造
による新機能材料とデバイスの作製

東京大学 工学系研究科 田中　雅明 教授

松井　聖圭 ﾏﾂｲ ﾏｻﾖｼ 構造工学および地震工学関連 積層造形土木材料の最適な微視構造を設計す
る高性能トポロジー最適化手法の開発

名古屋大学 工学研究科 加藤　準治 教授

松坂　匡晃 ﾏﾂｻﾞｶ ﾀﾀﾞｱｷ 構造材料および機能材料関連 応力を起点とした骨配向化機序解明とそれに
基づく骨機能化誘導材料の創製

大阪大学 工学研究科 中野　貴由 教授
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松永　優希 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳｷ 電気電子材料工学関連 ナノカーボン表面化学修飾による高性能リア
ルタイムバイオセンシング技術の確立

名古屋大学 理学研究科 北浦　良 准教授

松宮　和生 ﾏﾂﾐﾔ ｶｽﾞｷ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

トーラス状ハイドロゲル微粒子による新たな
血管内局所療法の創製

東京大学 工学系研究科 伊藤　大知 教授

松本　知将 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ 水工学関連 RIM法を応用したPIV流速計測による河川の乱
流輸送過程と樹林化メカニズムの解明

京都大学 工学研究科 山上　路生 准教授

松本　雄馬 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ 建築構造および材料関連 敵対的生成ネットワークを用いたデータ駆動
型強震動予測手法の構築

東京大学 工学系研究科 糸井　達哉 准教授

松山　圭吾 ﾏﾂﾔﾏ ｹｲｺﾞ ナノ材料科学関連 有機/無機2次元半導体接合を機軸としたトポ
ロジカル絶縁体/超伝導ヘテロ接合の創出

大阪公立大学 工学研究科 藤村　紀文 教授

間藤　昂允 ﾏﾄｳ ﾀｶﾉﾌﾞ 電力工学関連 海中マイクロプラスチック高効率回収装置開
発のための超高磁場発生と設計技術の確立

北海道大学 情報科学院 野口　聡 准教授

嶺　颯太 ﾐﾈ ｿｳﾀ 光工学および光量子科学関連 カスケードプロセスを用いた高電界テラヘル
ツパラメトリック発生器の開発

名古屋大学 工学研究科 川瀬　晃道 教授

村上　勇樹 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 材料加工および組織制御関連 エマルジョンを電解液に用いた高硬度・高耐
食性ハイエントロピー合金めっき

京都大学 工学研究科 邑瀬　邦明 教授

森田　路真 ﾓﾘﾀ ﾐﾁﾏｻ 熱工学関連 表面・界面局在フォノンエンジニアリングに
よる熱伝導制御

東京大学 工学系研究科 塩見　淳一
郎

東京大学
大学院工
学系研究
科(工学
部)教授

山名　啓太 ﾔﾏﾅ ｹｲﾀ 生体材料学関連 次世代型ホウ素中性子捕捉療法のためのハイ
ブリッドナノゲルの創製

広島大学 先進理工系科学
研究科

池田　篤志 教授

山中　波人 ﾔﾏﾅｶ ﾅﾐﾄ 材料力学および機械材料関連 固液共存域変形を含む革新的な等軸晶形成モ
デル構築と凝固による組織微細化への挑戦

京都工芸繊維大学 工芸科学研究科 高木　知弘 教授

山本　可那子 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅｺ 土木環境システム関連 市街地由来マイクロプラスチックの除去に係
る雨水流出抑制施設の性能評価及び機構解明

東京大学 工学系研究科 中島　典之 教授

山本　賢蔵 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｿﾞｳ 医用システム関連 手術支援ロボットへの応用に向けた力制御推
定の検討

東京大学 工学系研究科 佐久間　一
郎

教授

山脇　つくし ﾔﾏﾜｷ ﾂｸｼ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

化膿レンサ球菌の表層タンパク質の機能を阻
害する阻害剤の探索

東京大学 工学系研究科 津本　浩平 教授
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横山　匠 ﾖｺﾔﾏ ﾀｸﾐ バイオ機能応用およびバイオ
プロセス工学関連

標的タンパク質結合ペプチド群の同時同定を
可能にする新規スクリーニング技術の開発

山梨大学 医工農学総合教
育部

川上　隆史 助教

芳井　崇悟 ﾖｼｲ ｼｭｳｺﾞ 応用物性関連 ゲート強電界によるフォトン-マグノン結合
状態制御に関する研究

京都大学 工学研究科 白石　誠司 教授

米田　一路 ﾖﾈﾀﾞ ｲﾁﾛ 土木環境システム関連 富栄養化湖沼における大腸菌の生存条件の解
明とそれを反映した大腸菌動態モデルの開発

岩手大学 連合農学研究科 渡部　徹 教授

李　裕程 ﾘ ﾕｳﾃｲ 材料力学および機械材料関連 機械的特性と抗菌性を合わせ持つハイブリッ
ド炭素膜の合成に関する研究

東京工業大学 工学院 大竹　尚登 教授

脇村　尋 ﾜｷﾑﾗ ﾋﾛ 流体工学関連 相変化を含む圧縮性自由界面多相流における
高性能数値解法の開発

東京工業大学 工学院 青木　尊之 教授

渡邊　晶斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾄ 原子力工学関連 有機無機ハイブリッド材料を用いた新規液体
シンチレータの開発

東北大学 工学研究科 浅井　圭介 教授

渡邉　勇 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 防災工学関連 受け手のニーズと行動変容効果を両立させる
持続可能な災害伝承モデルの開発

東北大学 工学研究科 今村　文彦 教授
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安海　一優 ｱﾝｶｲ ｶﾂﾞﾔ 生命、健康および医療情報
学関連

細胞内反応場の自在制御に向けた相分離分
子ネットワークのボトムアップ構築

東北大学 工学研究科 野村　慎一郎 准教授

安納　爽響 ｱﾝﾉｳ ｿｵﾄ ウェブ情報学およびサービ
ス情報学関連

早期群集混雑予報における空間カバレッジ
広範化のための都市動態モデリングの研究

東京工業大学 情報理工学院 下坂　正倫 准教授

井上　理哲人 ｲﾉｳｴ ﾏｱｷﾄ 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

複数台ドローンを用いた屋外移動体の多次
元情報計測システムの開発

東北大学 情報科学研究科 北村　喜文 教授

牛山　奎悟 ｳｼﾔﾏ ｹｲｺﾞ ヒューマンインタフェース
およびインタラクション関
連

運動錯覚による身体変容を利用したVR空間
における自由な把持・接触物体提示の実現

電気通信大学 情報理工学研究
科

梶本　裕之 教授

内野　佑基 ｳﾁﾉ ﾕｳｷ 高性能計算関連 疑似多倍長演算による現代アーキテクチャ
に適した高速な数値計算アルゴリズムの創
生

芝浦工業大学 大学院理工学研
究科

尾崎　克久 教授

蛭子　綾花 ｴﾋﾞｽ ｱﾔｶ 知覚情報処理関連 符号化光学素子の学習ベース最適設計によ
るタスク特化レンズレスイメージングの実
現

筑波大学 理工情報生命学
術院

亀田　能成 教授

海老名　光希 ｴﾋﾞﾅ ｺｳｷ 知能ロボティクス関連 腹腔鏡手術の実践的手術手技計測ならびに
機械学習を用いた手術技量評価システムの
開発

北海道大学 情報科学院 近野　敦 教授

大川　武彦 ｵｵｶﾜ ﾀｹﾋｺ 知覚情報処理関連 適応的な人物行動理解に向けたスキル発見
と転移

東京大学 情報理工学系研
究科

佐藤　洋一 教授

岡島　光希 ｵｶｼﾞﾏ ｺｳｷ 知能情報学関連 行列・テンソル推定問題への統計力学的ア
プローチ

東京大学 理学系研究科 樺島　祥介 教授

小川　直輝 ｵｶﾞﾜ ﾅｵｷ 知覚情報処理関連 AIの持続的高度化を可能とするヒューマン
オリエンテッド深層学習技術の構築

北海道大学 情報科学院 長谷山　美紀 教授

神谷　俊輔 ｶﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ 認知科学関連 確率的な制御理論に基づく脳状態遷移コス
トの定量化と認知神経科学への応用

東京大学 総合文化研究科 大泉　匡史 准教授

川上　裕大 ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾀ 知能情報学関連 個体の反実仮想的特徴を利用したテーラー
メイド志向の因果的強化学習の開発

横浜国立大学 大学院理工学府 黒木　学 教授

熊谷　政仁 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾋﾄ 高性能計算関連 量子/イジング計算と高性能計算の連携に
よる革新的機械学習の実現

東北大学 情報科学研究科 小林　広明 教授

熊澤　峻悟 ｸﾏｻﾞﾜ ｼｭﾝｺﾞ ソフトコンピューティング
関連

近似計算と自己組織化に基づく機械学習技
術基盤の研究

東京工業大学 工学院 本村　真人 教授

黒田　彗莉 ｸﾛﾀﾞ ｴﾘ 知能情報学関連 物理環境をとらえたヒトの予測機能に基づ
く実世界の言語説明

お茶の水女子大学 人間文化創成科
学研究科

小林　一郎 教授

ＤＣ１・情報学　53名　令和4年度特別研究員採用者一覧
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ＧＲＥＧＯＲＪ　Ａｄｒｉｅｎ ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ ｱﾄﾞﾘｱ
ﾝ

計算科学関連 社会的に認識された群集流動モデルの開発
と強化学習に基づく群集流動の制御

岡山大学 自然科学研究科 ＹＵＣＥＬ　Ｚｅ
ｙｎｅｐ

准教授

郡　茉友子 ｺｵﾘ ﾏﾕｺ ソフトウェア関連 データドリブン検証手法の圏論・不動点理
論による抽象理論確立と新アルゴリズムの
導出

総合研究大学院大学 複合科学研究科 蓮尾　一郎 准教授

小口　純矢 ｺｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 知覚情報処理関連 演奏コンテキストを制御可能な統計的パラ
メトリック楽器音合成の研究

明治大学 先端数理科学研
究科

森勢　将雅 准教授

小林　悟郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾞﾛｳ 知能情報学関連 言語の汎用特徴表現獲得の機序の解明 東北大学 情報科学研究科 乾　健太郎 教授

佐々木　一織 ｻｻｷ ｲｵﾘ ウェブ情報学およびサービ
ス情報学関連

まち歩きを対象としたデータ駆動型地域づ
くりのためのGPS軌跡分節化手法の研究

秋田大学 理工学研究科 有川　正俊 教授

笹田　大翔 ｻｻﾀﾞ ﾀｲｼｮｳ 情報セキュリティ関連 時空間データの特性に適応する実践的プラ
イバシ保護技術に関する研究

奈良先端科学技術大学院
大学

先端科学技術研
究科

門林　雄基 教授

佐藤　良亮 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 数理情報学関連 離散最適化に基づく双方向市場のオーク
ションの研究

東京大学 情報理工学系研
究科

平井　広志 准教授

ＺＨＵ　ＪＩＡＮＳＨＥＮ ｼｭ ｹﾝｼﾝ 数理情報学関連 機械学習の整数計画法に基づく逆解析法に
よる化合物推定システムの開発

京都大学 情報学研究科 永持　仁 教授

ＺＨＵ　ＭＥＮＧＦＥＩ ｼｭ ﾓﾝﾌｪｲ 情報ネットワーク関連 計算負荷に基づく信頼性のある資源割り当
てと資源管理システムの構築

京都大学 情報学研究科 大木　英司 教授

篠田　公美 ｼﾉﾀﾞ ｸﾐ 認知科学関連 イヌはどのようにヒト集団へ入ったのか：
内分泌変化に基づく新奇物への反応から

麻布大学 獣医学 菊水　健史 教授

杉浦　圭祐 ｽｷﾞｳﾗ ｹｲｽｹ 計算機システム関連 小型移動ロボット向け深層学習ベースSLAM
技術の開発とそのハードウェア化

慶應義塾大学 理工学研究科
（矢上）

松谷　宏紀 教授

鈴木　京平 ｽｽﾞｷ ｷｮｳﾍｲ 知覚情報処理関連 多重スケールデータの頑健オンライン次元
削減法の構築

慶應義塾大学 理工学研究科
（矢上）

湯川　正裕 教授

鈴木　淳之介 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 計算機システム関連 環境適応型深層学習とそのアーキテクチャ
の研究

東京工業大学 工学院 本村　真人 教授

高木　翼 ﾀｶｷﾞ ﾂﾊﾞｻ 情報学基礎論関連 量子通信ネットワークを検証する数理論理
体系の構築と量子計算的意味付け

北陸先端科学技術大学院
大学

先端科学技術研
究科

緒方　和博 教授

高須　正太郎 ﾀｶｽ ｼｮｳﾀﾛｳ ソフトコンピューティング
関連

レザバー計算機の力学系的性質と計算性能
との関係の解明

京都大学 情報学研究科 青柳　富誌生 教授
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田口　千恵 ﾀｸﾞﾁ ﾁｴ 統計科学関連 干渉・拡散効果を評価するためのパーコ
レーションと統計的因果推論の融合技術の
開発

横浜国立大学 大学院理工学府 黒木　学 教授

竹下　昌志 ﾀｹｼﾀ ﾏｻｼ 知能情報学関連 規範倫理理論間の重みづけ多数決によって
自律的道徳判断を行う人工知能の開発

北海道大学 情報科学院 荒木　健治 教授

田中　啓太郎 ﾀﾅｶ ｹｲﾀﾛｳ 知覚情報処理関連 音の三要素に基づく生成過程を考慮した深
層ベイズ自動採譜

早稲田大学 先進理工学研究
科

森島　繁生 教授

田中　達宏 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾋﾛ 感性情報学関連 「音場の質」評価のための方向分布を系統
的に制御可能な音場モデルの構築

京都大学 工学研究科 大谷　真 准教授

谷山　建作 ﾀﾆﾔﾏ ｹﾝｻｸ 感性情報学関連 人-機械システムにおける操作自在感の数
理モデルの開発とインタフェース設計応用

東京大学 工学系研究科 柳澤　秀吉 准教授

築山　翔 ﾂｷﾔﾏ ｼｮｳ 生命、健康および医療情報
学関連

革新的AIによるヒト-ウイルスタンパク質
間相互作用阻害剤の予測

九州工業大学 大学院情報工学
府

倉田　博之 教授

ＺＨＥＮＧ　ＴＩＡＮＹＩ ﾃｲ ﾃﾝｲﾂ ソフトコンピューティング
関連

経頭蓋電気刺激が神経回路網の同期を調節
し認知機能を向上させるメカニズムの解明

東京大学 工学系研究科 小谷　潔 准教授

中村　純也 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 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

受動的刺激から能動的操作感を生起させる
VRフレームワークの構築

豊橋技術科学大学 大学院工学研究
科

北崎　充晃 教授

難波　里子 ﾅﾝﾊﾞ ｻﾄｺ 生命、健康および医療情報
学関連

治療効果を高める薬剤組み合わせを予測す
る情報技術の開発

九州工業大学 大学院情報工学
府

山西　芳裕 教授

西尾　真 ﾆｼｵ ｼﾝ 計算機システム関連 量子インターコネクトを用いた量子クラス
タ計算のシステムソフトウェア構築

総合研究大学院大学 複合科学研究科 宇野　毅明 教授

西尾　直樹 ﾆｼｵ ﾅｵｷ 生命、健康および医療情報
学関連

スツルムリウビル型連想記憶モデルによる
全脳に亘る記憶の同一性の担保と自己組織
化

大阪大学 情報科学研究科 前田　太郎 教授

西島　光洋 ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾂﾋﾛ 数理情報学関連 一般化完全正値計画問題に対する効率的な
解法の開発

東京工業大学 工学院 中田　和秀 教授

西原　慧 ﾆｼﾊﾗ ｹｲ ソフトコンピューティング
関連

最適化履歴データの集合知で駆動する適応
進化計算

横浜国立大学 大学院理工学府 中田　雅也 准教授

長谷川　敦哉 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂﾔ 情報学基礎論関連 量子計算の優位性の検証 東京大学 情報理工学系研
究科

宮尾　祐介 教授

原　惇也 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 知覚情報処理関連 大規模グラフ上データのためのサンプリン
グ理論の構築とその応用

東京農工大学 大学院工学府 田中　雄一 准教授
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久田　祥平 ﾋｻﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 図書館情報学および人文社
会情報学関連

「名誉毀損」法解釈を基準としたオンライ
ン上の問題のある言論の検出

奈良先端科学技術大学院
大学

先端科学技術研
究科

荒牧　英治 教授

廣岡　大河 ﾋﾛｵｶ ﾀｲｶﾞ 情報学基礎論関連 Everlastingに安全な量子ゼロ知識証明の
構築及び安全性証明

京都大学 理学研究科 森前　智行 准教授

古田　拓毅 ﾌﾙﾀ ﾋﾛｷ 知能情報学関連 深層強化学習の実応用に向けたデプロイ効
率の高いアルゴリズムの開発

東京大学 工学系研究科 松尾　豊 教授

堀田　大地 ﾎﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ 知覚情報処理関連 単一画像からの高ダイナミックレンジ深層
画像生成

東京大学 情報理工学系研
究科

相澤　清晴 教授

丸山　智也 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾔ 生命、健康および医療情報
学関連

化学エネルギーにより駆動するDNA液滴の
動的挙動の制御

東京工業大学 生命理工学院 瀧ノ上　正浩 准教授

矢作　優知 ﾔﾊｷﾞ ﾕｳﾁ 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

ソフトとハードを駆使したものづくりの遠
隔協調学習を支援するツールの研究

東京大学 学際情報学府 苗村　健 教授

山口　隼平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ 情報ネットワーク関連 ユーザ同士のインタラクションを抽出する
IoTシステムの研究開発

大阪大学 情報科学研究科 渡辺　尚 教授

山田　亮佑 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 知覚情報処理関連 自然の形成原理に基づく3D姿勢ラベル付き
データセット自動構築の提案

筑波大学 理工情報生命学
術院

佐藤　雄隆 教授（連
携大学
院）
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飯塚　友菜 ｲｲﾂﾞｶ ﾄﾓﾅ 構造生物化学関連 ヒノキ科花粉由来GRPアレルゲンの立体構
造解析によるアレルギー誘発機構の解明

北海道大学 生命科学院 相沢　智康 教授

石井　衛 ｲｼｲ ﾏﾓﾙ 細胞生物学関連 Split蛍光タンパク質を利用した蛍光強度
変調法に基づく多細胞識別技術の開発

京都大学 生命科学研究科 松田　道行 教授

石黒　智基 ｲｼｸﾞﾛ ﾄﾓｷ 生態学および環境学関連 被食防衛から送粉系への波及効果に着目し
た都市-生態-進化の連環に関する研究

北海道大学 環境科学院 内海　俊介 准教授

石田　大和 ｲｼﾀﾞ ﾔﾏﾄ 機能生物化学関連 間葉系幹細胞の分化における一次繊毛の機
能に着目した繊毛病の分子基盤の解明

京都大学 薬学研究科 中山　和久 教授

泉　翔馬 ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾏ 神経機能学関連 マウス内側前頭前野におけるニコチンによ
る認知記憶向上作用メカニズムの解明

金沢大学 医薬保健学総合
研究科

金田　勝幸 教授

乾　直人 ｲﾇｲ ﾅｵﾄ 進化生物学関連 呼吸器官形成から解明する等脚目甲殻類の
陸上進出機構

東京大学 理学系研究科 三浦　徹 教授

岩本　浩司 ｲﾜﾓﾄ ｺｳｼﾞ 細胞生物学関連 GEFを介した情報統合による興奮系Rasの制
御機構とその生理的意義の解明

大阪大学 理学研究科 上田　昌宏 教授

上野山　怜子 ｳｴﾉﾔﾏ ﾚｲｺ 動物生理化学、生理学およ
び行動学関連

マタタビ活性物質のネコ特異的な受容機構
に迫る

岩手大学 連合農学研究科 宮崎　雅雄 教授

大須賀　智輝 ｵｵｽｶ ﾄﾓｷ 細胞生物学関連 意識形成・個体制御に関わる巨大神経網様
核細胞の動態解明

大阪大学 生命機能研究科 八木　健 教授

小畑　智暉 ｵﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ 植物分子および生理科学関
連

なぜ敷石細胞に葉緑体があるのか？敷石細
胞葉緑体の独自機能と形成メカニズムの解
明

九州大学 システム生命科
学府

祢宜　淳太郎 准教授

笠井　康太郎 ｶｻｲ ｺｳﾀﾛｳ 機能生物化学関連 分泌蛋白質を切り口にした慢性炎症期筋線
維芽細胞の性質解明

九州大学 薬学府 仲矢　道雄 准教授

川邉　陸 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾘｸ 神経科学一般関連 新規アストロサイトサブセットと神経との
相互作用による痛覚制御メカニズムの解明

九州大学 薬学府 津田　誠 教授

北西　祐貴 ｷﾀﾆｼ ﾕｳｷ 神経科学一般関連 神経活動依存的な核内構造変化と長期記憶
制御機構の同定

東京大学 薬学系研究科 後藤　由季子 教授

北山　遼 ｷﾀﾔﾏ ﾊﾙｶ 自然人類学関連 オナガザル類の混群形成要因の解明：ゲノ
ム浸透と社会マイクロバイオームに着目し
て

北海道大学 環境科学院 早川　卓志 助教

久保田　満聖 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾂﾀｶ 機能生物化学関連 オートファジーによる転移RNA分解と修飾
ヌクレオシド排出の分子基盤

大阪大学 生命機能研究科 岡本　浩二 准教授

ＤＣ１・生物系科学　67名　令和4年度特別研究員採用者一覧
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栗山　凜 ｸﾘﾔﾏ ﾘﾝ 神経科学一般関連 脳身体シミュレーションによる大脳皮質・
基底核・小脳の機能的役割の統合的理解

電気通信大学 情報理工学研究
科

山崎　匡 准教授

黄　子彦 ｺｳ ﾁｲｴﾝ 神経機能学関連 自他の境界の「揺らぎ」を司る神経メカニ
ズムの解明

東京大学 大学院医学系研
究科

奥山　輝大 准教授

古賀　結花 ｺｶﾞ ﾕｲｶ 機能生物化学関連 ヘテロ二量体タンパク質が生み出す「方向
性」のpiRNA成熟化機構への寄与の解明

東京大学 理学系研究科 塩見　美喜子 教授

古関　将斗 ｺｾｷ ﾏｻﾄ 進化生物学関連 ショウジョウバエの水玉模様を形成する遺
伝子制御ネットワークの構造と進化

北海道大学 環境科学院 越川　滋行 准教授

小山　航 ｺﾔﾏ ﾜﾀﾙ 動物生理化学、生理学およ
び行動学関連

小脳神経回路を介した恐怖応答学習のメカ
ニズムの解明

名古屋大学 理学研究科 日比　正彦 教授

今野　直輝 ｺﾝﾉ ﾅｵｷ 進化生物学関連 機械学習を用いたバクテリア生命システム
進化の法則解明・未来予測・実験検証

東京大学 理学系研究科 岩崎　渉 教授

崎原　知子 ｻｷﾊﾗ ﾄﾓｺ 機能生物化学関連 リン脂質代謝による液-液相分離制御機構
と神経変性病態への関与

東京医科歯科大学 大学院医歯学総
合研究科

佐々木　雄彦 教授

櫻井　結衣 ｻｸﾗｲ ﾕｲ 機能生物化学関連 オルガネラ間接触因子PDZD8による糖脂質
の選択的生合成制御メカニズムの解明

東京大学 工学系研究科 平林　祐介 准教授

貞光　謙一郎 ｻﾀﾞﾐﾂ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神経科学一般関連 シナプス外に存在する GABA 受容体におけ
る生物学的意義の解明

青山学院大学 理工学 平田　普三 教授

里見　明澤 ｻﾄﾐ ｱｷｻﾜ 分子生物学関連 脳内へのウイルス感染応答防御を担う免疫
細胞の同定

東京大学 薬学系研究科 後藤　由季子 教授

須田　晃治郎 ｽﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 細胞生物学関連 小胞体-ミトコンドリア連携を起点とした
カルシウム流入に対する細胞応答の理解

沖縄科学技術大学院大学 科学技術研究科 河野　恵子 准教授

高橋　佳吾 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ 生態学および環境学関連 高山性ツツジ科植物における交配システム
の進化：近交弱勢と資源制限の均衡

北海道大学 環境科学院 工藤　岳 准教授

高橋　大智 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 生物物理学関連 ラマンイメージングと機械学習の融合によ
る新規生細胞内解析手法の開発

東北大学 薬学研究科 中林　孝和 教授

田川　菜月 ﾀｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 動物生理化学、生理学およ
び行動学関連

マウス生得的行動中枢で発見した新規脳領
域の巣作り行動における機能解明

東邦大学 医学研究科 船戸　弘正 教授

田中　良輔 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 生態学および環境学関連 両側回遊生物による河川生態系への海洋資
源輸送における種多様性効果

京都大学 理学研究科 佐藤　拓哉 准教授
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Ｔｒａｎ　Ｄｕｎｇ ﾁｬﾝ ｽﾞﾝ 生態学および環境学関連 熱帯産イモリの分布域と表現型を決定する
種内メカニズムの解明

京都大学 人間・環境学研
究科

西川　完途 准教授

司　悠真 ﾂｶｻ ﾕｳﾏ 動物生理化学、生理学およ
び行動学関連

逃避行動を環境変化に適応して調節する神
経メカニズムの解明

京都大学 生命科学研究科 碓井　理夫 講師

辻村　真樹 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾏｻｷ 生物物理学関連 理論的手法による光受容タンパク質の吸収
波長と分子機能の制御機構の解明

東京大学 工学系研究科 石北　央 教授

辻本　大地 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 生態学および環境学関連 渡り行動は生殖隔離をいかに形成するのか 京都大学 農学研究科 井鷺　裕司 教授

角井　建 ﾂﾉｲ ﾀｹﾙ 多様性生物学および分類学
関連

ゲノム情報から見る日本産モグラ科哺乳類
の集団形成史と分類学的再検討

北海道大学 情報科学院 長田　直樹 准教授

杜　羽丹 ﾄ ｳﾀﾝ 神経科学一般関連 新規ミトコンドリア単離技術を用いた
ニューロンにおける代謝機構の解明

東京大学 工学系研究科 平林　祐介 准教授

富田　晟太 ﾄﾐﾀﾞ ｾｲﾀ 機能生物化学関連 コアフコース合成酵素FUT8の新規機能制御
メカニズムの解明

岐阜大学 連合農学研究科 木塚　康彦 准教授

豊島　理 ﾄﾖｼﾏ ｵｻﾑ 神経機能学関連 霊長類動物モデルを用いた無意識下の意思
決定を実現する神経回路基盤の探索

筑波大学 グローバル教育
院

松本　正幸 教授

中川　拓海 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 神経科学一般関連 ヒト胎生期神経幹細胞の特異性表出機構の
解明とその応用によるマウス神経幹細胞ヒ
ト化

九州大学 医学系学府 中島　欽一 教授

中村　航規 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 細胞生物学関連 小胞体・ミトコンドリア接触場形成機構と
その生理学的意義の解明

東京大学 工学系研究科 平林　祐介 准教授

長江　文立津 ﾅｶﾞｴ ﾌﾘｯﾂ 生物物理学関連 トランスロケースとヒストンシャペロンの
ヌクレオソーム再配置の計算・実験融合研
究

京都大学 理学研究科 高田　彰二 教授

西村　方博 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾁﾋﾛ 構造生物化学関連 細菌におけるカチオン性抗菌ペプチド検知
機構の解明

東京大学 理学系研究科 濡木　理 教授

野田　祥平 ﾉﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 生態学および環境学関連 家系分析に基づく、アマゴの生活史多様性
が創発する個体群動態の安定化機構の解明

京都大学 理学研究科 佐藤　拓哉 准教授

福山　亮部 ﾌｸﾔﾏ ﾘｮｳﾌﾞ 生態学および環境学関連 トカゲの果実食が森林種子散布共生系に果
たす機能と意義：日光浴と指向性散布の関
連性

京都大学 理学研究科 森　哲 准教授

藤井　健 ﾌｼﾞｲ ﾀｹﾙ システムゲノム科学関連 大規模生命データから中核要素を選び取る
解析法の構築

九州大学 システム生命科
学府

大川　恭行 教授
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藤島　幹汰 ﾌｼﾞｼﾏ ｶﾝﾀ 生態学および環境学関連 捕食者に対抗した宿主選択の進化：ハゼ-
甲殻類共生系とウミヘビを用いた探究

京都大学 理学研究科 森　哲 准教授

藤藪　千尋 ﾌｼﾞﾔﾌﾞ ﾁﾋﾛ 動物生理化学、生理学およ
び行動学関連

オプシン類は如何にしてレチナール受容体
から光受容体となったのか

京都大学 理学研究科 今元　泰 准教授

藤原　敬允 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾖｼ 生態学および環境学関連 海洋細菌の光利用戦略ーアンテナ色素によ
るロドプシンの高効率な光受容機構の検
証ー

東京大学 新領域創成科学
研究科

吉澤　晋 准教授

逸見　知世 ﾍﾝﾐ ﾁｶﾖ 動物生理化学、生理学およ
び行動学関連

発達期に特徴的な「細切れ睡眠」の制御メ
カニズムと生理的意義の解明

東京大学 理学系研究科 榎本　和生 教授

増田　和俊 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 多様性生物学および分類学
関連

全ゲノム解析による小笠原諸島産ムラサキ
シキブ属における性表現進化プロセスの解
明

京都大学 人間・環境学研
究科

瀬戸口　浩彰 教授

松本　涼 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 細胞生物学関連 ショウジョウバエ遺伝学を用いた細胞競合
の分子機構の解明

京都大学 生命科学研究科 井垣　達吏 教授

宮澤　研人 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 多様性生物学および分類学
関連

共生藻に着目した生葉上地衣類の分類学的
再検討

筑波大学 理工情報生命学
術院

岡根　泉 准教授

宮西　和也 ﾐﾔﾆｼ ｶｽﾞﾔ 神経機能学関連 Dreamy変異マウスを用いたレム睡眠制御機
構の解明

筑波大学 グローバル教育
院

柳沢　正史 教授

宮本　通 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｵﾙ 生態学および環境学関連 発熱する花序をもつタコノキ属の送粉様式
の解明と花器官発熱に関する新しい仮説

東京大学 理学系研究科 川北　篤 教授

門　禹森 ﾒﾝ ﾕｾﾝ 機能生物化学関連 ゲノムワイドCRISPRスクリーニングによる
凝集タウのクリアランス制御因子の同定

東京大学 薬学系研究科 村田　茂穗 教授

Ｍｏｏｒｅ　Ｂｉｌｌｙ
Ｃｏｎｎｏｒ

ﾓｱ ﾋﾞﾘｰ ｺﾅｰ 生態学および環境学関連 気候変動による熱波が珊瑚礁の魚に及ぼす
影響の解明

沖縄科学技術大学院大学 科学技術研究科 Ｒａｖａｓｉ
Ｔｉｍｏｔｈ
ｙ

教授

森　祐二郎 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞﾛｳ 生物物理学関連 蛋白質のフォールディング機構""相転移""
の網羅的探索とその物理的駆動力の解明

名古屋大学 理学研究科 槇　亙介 准教授

森脇　翔悟 ﾓﾘﾜｷ ｼｮｳｺﾞ 動物生理化学、生理学およ
び行動学関連

視床下部神経ペプチドを介した体温調節機
構の解明

広島大学 統合生命科学研
究科

浮穴　和義 教授

八尾　晃史 ﾔｵ ｱｷﾌﾐ 発生生物学関連 性転換する魚類における両性生殖腺形成機
構の解明

東京大学 理学系研究科 三浦　徹 教授

保田　拓範 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾉﾘ 生物物理学関連 分子動力学計算に基づくノンコーディング
RNAの立体構造予測

筑波大学 理工情報生命学
術院

原田　隆平 准教授
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藪田　萌 ﾔﾌﾞﾀ ﾓｴ 生物物理学関連 濃縮されたDNAにより安定化される相分離
液滴を容器とした、進化する人工細胞の構
築

東京大学 工学系研究科 野地　博行 教授

山口　明日香 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｽｶ 発生生物学関連 I型ミオシンを根源とする細胞のキラリ
ティによる器官の左右非対称性形成機構の
解明

大阪大学 理学研究科 松野　健治 教授

楊　光 ﾖｳ ｺｳ 細胞生物学関連 倍数性逆転を引き起こす未知の染色体分配
メカニズムの解明

北海道大学 生命科学院 上原　亮太 准教授

吉田　知史 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 神経科学一般関連 シナプス小胞エンドサイトーシスにおける
液-液相分離現象の役割解明

同志社大学 脳科学研究科 高森　茂雄 教授

米岡　克啓 ﾖﾈｵｶ ｶﾂﾋﾛ 多様性生物学および分類学
関連

日本国内におけるシダ植物の配偶体フロー
ラとその成因の解明

東京都立大学 理学研究科 村上　哲明 教授

劉　佳妍 ﾘｭｳ ｶｹﾝ 神経機能学関連 異性の選好性を司る神経回路の解明 東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授

藁科　友朗 ﾜﾗｼﾅ ﾄﾓﾛｳ 生態学および環境学関連 高放射線環境に生息する微生物群集構造解
析および優占種の性状解析

慶應義塾大学 政策・メディア
研究科（藤沢）

金井　昭夫 教授



農学・環境学 44652 令和4年度 61

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

秋田　真悠子 ｱｷﾀ ﾏﾕｺ 生物有機化学関連 炎症抑制性メディエーター17，18-EpETEの
分子レベルでの機構解明

東京大学 工学系研究科 山東　信介 教授

阿部　隼人 ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ 森林科学関連 シカによる植生構造の変化が炭素固定機能
に与える影響の定量評価

九州大学 生物資源環境科学
府

片山　歩美 助教

飴井　佳南子 ｱﾒｲ ｶﾅｺ 水圏生産科学関連 浮遊性多毛類の多様性の把握とその形成メ
カニズムの解明

東京大学 農学生命科学研究
科

西部　裕一郎 准教授

雨宮　優奈 ｱﾒﾐﾔ ﾕｳﾅ 応用生物化学関連 細胞の成長制御を司るmTOR経路のカルシウ
ムシグナルによる新規調節機構の解明

名古屋大学 生命農学研究科 高原　照直 講師

ＡＬＡＷＩ　ＡＳＥＥＬ ｱﾗｳｨ ｱｼｰﾙ 環境材料およびリサイクル
技術関連

微生物の代謝改変による廃グリセロールか
らの有用物質生産

筑波大学 理工情報生命学術
院

中島　敏明 教授

有泉　拓馬 ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾀｸﾏ 獣医学関連 吸血性節足動物が媒介するアルボウイルス
の皮内感染モデルの樹立

北海道大学 国際感染症学院 澤　洋文 教授

飯塚　瑠翔 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｭｳｶ 木質科学関連 木材腐朽菌の木材分解システムにおいて気
体状硫黄化合物からの硫黄獲得が果たす意
義

東京農工大学 大学院連合農学研
究科

吉田　誠 教授

Ｉｚｕｍｉｙａｍａ　Ｍ
ｉｃｈａｅｌ

ｲｽﾞﾐﾔﾏ ﾏｲｹﾙ 自然共生システム関連 気候変動による海産魚類の適応能力を見極
めるため、未来の海を模した海洋環境を探
る

沖縄科学技術大学院大
学

科学技術研究科 Ｒａｖａｓｉ
Ｔｉｍｏｔｈｙ

教授

今岡　良介 ｲﾏｵｶ ﾘｮｳｽｹ 環境動態解析関連 機械学習を用いたモンゴル草本花粉の同
定・分類と最終氷期以降の植生変遷の復元

高知大学 総合人間自然科学 長谷川　精 講師

岩出　進 ｲﾜｲﾃﾞ ｽｽﾑ 獣医学関連 AAアミロイドーシスの食品衛生学的リスク
に関する比較病理学的解析

東京農工大学 大学院農学府 村上　智亮 准教授

植村　洋亮 ｳｴﾑﾗ ﾖｳｽｹ 生物資源保全学関連 温暖化によるサケ科魚類絶滅モデルの再検
討：温度依存の種間競争に着目した実証研
究

北海道大学 環境科学院 小泉　逸郎 准教授

海老原　健 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｹﾙ 昆虫科学関連 カイコ小胞体ストレス応答の理解に基づく
タンパク質発現システムの合理的デザイン

九州大学 生物資源環境科学
府

日下部　宜宏 教授

大島　達也 ｵｵｼﾏ ﾀﾂﾔ 農業環境工学および農業情
報工学関連

収穫後青果物の細胞壁メタボロームと多糖
分子ネットワークの関係解明

岐阜大学 連合農学研究科 西津　貴久 教授

大貫　渓介 ｵｵﾇｷ ｹｲｽｹ 生物資源保全学関連 淡水魚類における新規環境への人為的な導
入に伴う急速なゲノム進化

京都大学 理学研究科 渡辺　勝敏 准教授

大藪　葵 ｵｵﾔﾌﾞ ﾏﾓﾙ 応用生物化学関連 がんカヘキシーや加齢に伴う筋萎縮の予
防・改善のための分子標的と分子経路の解
明

京都府立大学 生命環境科学研究
科

亀井　康富 教授

ＤＣ１・農学・環境学　61名　令和4年度特別研究員採用者一覧
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沖宗　慶一 ｵｷﾑﾈ ｹｲｲﾁ 応用分子細胞生物学関連 植物におけるエピジェネティクス関連酵素
のスクリーニング法の確立

北海道大学 国際食資源学院 高須賀　太一 准教授

尾城　一恵 ｵｼﾞﾛ ｲﾁｴ 食品科学関連 匂い物質結合タンパク質を用いたヒト嗅覚
受容体マッピング法の開発

静岡県立大学 薬食生命科学総合
学府

伊藤　圭祐 准教授

角間　海七渡 ｶｸﾏ ﾐﾅﾄ 環境動態解析関連 森林域から生活圏に生物群集の食物網を介
して移行・分散する放射性セシウムの動態
解明

京都大学 情報学研究科 大手　信人 教授

加藤　寿美香 ｶﾄｳ ｽﾐｶ 動物生命科学関連 両生類の高い器官再生能に寄与する組織幹
細胞の同定とその再生時活性化機構の解析

東京大学 理学系研究科 久保　健雄 教授

川合　誠司 ｶﾜｲ ｾｲｼﾞ 生物有機化学関連 ジアゾ基含有アミノ酸の生合成機構解明と
その応用による新規アミノ酸生産系の構築

東京大学 農学生命科学研究
科

大西　康夫 教授

川久保　修佑 ｶﾜｸﾎﾞ ｼｭｳｽｹ 植物保護科学関連 植物ウイルスの混合感染における相互作用
と進化機構の解明

北海道大学 農学院 増田　税 教授

北川　夏子 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅﾂｺ 環境動態解析関連 数理モデルによる土壌中の鉱物吸着態有機
態素の動態解析

京都大学 農学研究科 舟川　晋也 教授

熊沢　穣 ｸﾏｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ 応用生物化学関連 実用藻類ツノケイソウにおける光合成能と
有用物質生産能の統合的強化

京都大学 農学研究科 伊福　健太郎 教授

黒川　耕平 ｸﾛｶﾜ ｺｳﾍｲ 環境農学関連 黒雲母からの持続的カリウム供給を可能に
する最適風化条件の解明

京都府立大学 生命環境科学 中尾　淳 准教授

幸柳　尚規 ｺｳﾔﾅｷﾞ ﾅｵｷ 獣医学関連 がん幹細胞性の発生・維持に、細胞密度は
関与するのか？

山口大学 共同獣医学研究科 大浜　剛 准教授

小坂　唯心 ｺｻｶ ﾕｲｼﾝ 応用生物化学関連 新規ポリマー空間の拡張に向けた人工
Ribosomeの構築

京都大学 農学研究科 黒田　浩一 准教授

小塚　康平 ｺﾂﾞｶ ｺｳﾍｲ 応用生物化学関連 配列データベースを活用した酵素改変法""
酵素パーツリモデリング法""の開発と検証

静岡県立大学 薬食生命科学総合
学府

伊藤　創平 准教授

小林　美央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 獣医学関連 潰瘍性大腸炎・大腸がんモデルにおける残
存細胞群の粘膜再生とがん化特性の解明

東京農工大学 大学院農学府 吉田　敏則 東京農工
大学獣医
病理学研
究室准教
授

古村　翔也 ｺﾑﾗ ｼｮｳﾔ 遺伝育種科学関連 異質倍数体作物における遺伝子量効果を利
用した形質多様性の創出

京都大学 農学研究科 吉田　健太郎 教授
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阪本　駿太 ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝﾀ 植物保護科学関連 ジャポニカ品種のイネはβ-チロシンを新
葉に転流することで寒さに強くなるか

京都大学 農学研究科 森　直樹 教授

佐藤　よもぎ ｻﾄｳ ﾖﾓｷﾞ 獣医学関連 犬肺組織由来オルガノイド培養法を用いた
新規肺がん・呼吸器疾患研究モデルの開発

東京農工大学 大学院農学府 臼井　達哉 特任講師

紫藤　拓巳 ｼﾄｳ ﾀｸﾐ 水圏生命科学関連 ホヤ卵透明性の進化と分子機構の解明 慶應義塾大学 理工学研究科（矢
上）

堀田　耕司 准教授

新屋　惣 ｼﾝﾔ ｿｳ 環境負荷およびリスク評価
管理関連

陸域野生動物における殺虫剤のリスクアセ
スメントの確立

北海道大学 獣医学院 石塚　真由美 教授

鈴木　拓海 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 植物保護科学関連 ウイルス共通分子を標的とした抵抗性遺伝
子の高速自律進化デザイン

東京大学 農学生命科学研究
科

山次　康幸 教授

鈴木　洋平 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ 応用生物化学関連 直接電子移動型酵素の電子伝達に着目した
生物電気化学的解析とその応用

京都大学 農学研究科 白井　理 教授

高田　健司 ﾀｶﾀ ｹﾝｼﾞ 生物資源保全学関連 海洋保護区設置にむけた宝石サンゴ類の重
要海域および再生産機構の解明

東京大学 農学生命科学研究
科

安田　仁奈 教授

高塚　歩 ﾀｶﾂｶ ｱﾕﾑ 遺伝育種科学関連 ミトコンドリア遺伝子が葯の裂開を阻害す
る新奇イネの分子機構の解明

東北大学 農学研究科 鳥山　欽哉 教授

高松　巧 ﾀｶﾏﾂ ﾀｸﾐ 昆虫科学関連 チャハマキで発見された新規RNAウイルス
による性特異的致死現象の機構解明

東京農工大学 大学院連合農学研
究科

井上　真紀 准教授

武田　直樹 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 昆虫科学関連 チャの防御機構を回避・解毒するカンザワ
ハダニの分子機構の解明

東京農工大学 大学院生物システ
ム応用科学府

鈴木　丈詞 准教授

田阪　初音 ﾀｻｶ ﾊﾂﾈ 生物有機化学関連 アブラナ科自家不和合性のin vitro再構成
系を用いたシグナル伝達分子の探索

東京大学 農学生命科学研究
科

藤井　壮太 准教授

多田羅　麻由 ﾀﾀﾗ ﾏﾕ 動物生命科学関連 ハイブリッドエピゲノム編集法によるin
vitro精子形成技術の開発

東京理科大学 理工学研究科 前澤　創 准教授

田中　まゆひ ﾀﾅｶ ﾏﾕｲ 食品科学関連 ストレスによる味覚変動の脳内メカニズム
の解明

東京大学 農学生命科学研究
科

朝倉　富子 特任教授

田中　倖恵 ﾀﾅｶ ﾕｷｴ 動物生命科学関連 細胞老化がもたらす骨格筋の恒常性破綻機
序の解明

東京大学 農学生命科学研究
科

山内　啓太郎 准教授

谷田　孝志 ﾀﾆﾀﾞ ﾀｶｼ 獣医学関連 牛の子宮内サイトカインネットワークを調
節する精漿中オステオポンチンの機能解析

北海道大学 獣医学院 片桐　成二 教授
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田谷　友里恵 ﾀﾔ ﾕﾘｴ 獣医学関連 マダニに共生する真核生物群の特定と病原
体排除因子の探索

北海道大学 国際感染症学院 中尾　亮 准教授

徳山　芳樹 ﾄｸﾔﾏ ﾖｼｷ 遺伝育種科学関連 数理モデルを用いたイネ草姿形成機構の解
明と遺伝情報に基づく表現型予測への応用

北海道大学 農学院 小出　陽平 助教

中里　一星 ﾅｶｻﾞﾄ ｲｯｾｲ 遺伝育種科学関連 新規ゲノム編集技術を用いた葉緑体ゲノム
上の有用SNPsの単離とその集積利用

東京大学 農学生命科学研究
科

有村　慎一 准教授

仲村　岳真 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾏｻ 獣医学関連 新たな感染制御法の確立を目指した野兎病
菌感染機構の解明

山口大学 共同獣医学研究科 度会　雅久 教授

西田　朱里 ﾆｼﾀﾞ ｱｶﾘ 食品科学関連 ケトン体受容体を介した食・栄養環境認識
機構の解明

京都大学 薬学研究科 木村　郁夫 教授

二宮　秀輝 ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾃﾞｷ 環境動態解析関連 地球システムモデルを用いた炭素飢餓が気
候‐生態系間相互作用に与える影響の定量
化

北海道大学 国際食資源学院 加藤　知道 准教授

橋詰　茜 ﾊｼﾂﾞﾒ ｱｶﾈ 自然共生システム関連 人為的撹乱に脆弱な種は，種特異的な生態
系サービスを提供するか？死肉除去をモデ
ルに

日本大学 生物資源科学研究
科

中島　啓裕 准教授

福島　和紀 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞｷ 遺伝育種科学関連 ダイコン自然集団におけるS対立遺伝子の
新規同定を踏まえたその多様性維持機構の
解明

東北大学 生命科学研究科 渡辺　正夫 教授

星加　恭 ﾎｼｶ ﾀｶｼ 獣医学関連 プリオン病の神経細胞死における
ferroptosis、及び転写因子ATF3の関与

北海道大学 国際感染症学院 堀内　基広 教授

前野　岳大 ﾏｴﾉ ﾀｶﾋﾛ 動物生産科学関連 筋幹細胞が分泌する多能性因子netrin-4に
よる筋線維型及び筋管形成の制御機構

九州大学 生物資源環境科学
府

辰巳　隆一 教授

松本　旺樹 ﾏﾂﾓﾄ ｵｳｷ 応用分子細胞生物学関連 プロテインノックダウンによる植物病原細
菌ファイトプラズマの未知病原性因子の解
明

東京大学 農学生命科学研究
科

山次　康幸 教授

宮崎　うらら ﾐﾔｻﾞｷ ｳﾗﾗ 水圏生命科学関連 深海古細菌の細胞表層：特異な糖タンパク
質の鎧で達成される超高温・高圧環境への
適応

京都大学 農学研究科 中川　聡 准教授

森岡　たまき ﾓﾘｵｶ ﾀﾏｷ 環境動態解析関連 陸域から大気環境へのナノプラスチック動
態調査のための計測・同定・定量方法の開
発

京都大学 地球環境学舎 田中　周平 准教授

八木田　兼仁 ﾔｷﾞﾀ ﾄﾓﾋﾄ 木質科学関連 刺激応答性セルロースナノファイバーの定
量的な設計方法の確立と高機能医薬品への
展開

東京大学 農学生命科学研究
科

齋藤　継之 准教授

山重　貴久 ﾔﾏｼｹﾞ ﾖｼﾋｻ 地域環境工学および農村計
画学関連

誘電センサとパーフルオロ化合物を用いた
新規細菌検査法の開発

京都大学 農学研究科 近藤　直 教授
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楊　麥倫 ﾔﾝ ﾏｲﾛﾝ 植物栄養学および土壌学関
連

Sec14様タンパク質による低リン環境での
植物成長の改善の分子メカニズムの解明

東京大学 農学生命科学研究
科

柳澤　修一 教授

ＬＩ　ＣＨＥＮＹＡＮＧ ﾘ ｼﾝﾖｳ 木質科学関連 生物由来ポリマー材料を用いた新奇メカニ
ズムによる電子回路保護機構の創出

大阪大学 工学研究科 能木　雅也 教授
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青木　茉莉子 ｱｵｷ ﾏﾘｺ 胎児医学および小児成育学
関連

MEFV遺伝子変異陽性細胞を利用したPyrin
インフラマソーム活性化機構の解明

京都大学 医学研究科 滝田　順子 教授

青山　友紀 ｱｵﾔﾏ ﾕｷ 神経内科学関連 アルツハイマー型認知症における視覚認知
機能障害の背景にある神経回路基盤

名古屋大学 医学系研究科 和氣　弘明 教授

青山　有美 ｱｵﾔﾏ ﾕﾐ 血液および腫瘍内科学関連 フェロトーシスによる造血制御機構の解明 京都大学 医学研究科 高折　晃史 教授

揚村　朋弥 ｱｹﾞﾑﾗ ﾄﾓﾔ 実験病理学関連 関節炎における""悪玉""破骨細胞の病態生
理の解明

大阪大学 生命機能研究科 石井　優 教授

荒瀬　充 ｱﾗｾ ﾐﾂﾙ 免疫学関連 シングルセル解析による炎症性腸疾患の獲
得免疫機構の解明

大阪大学 医学系研究科 竹田　潔 教授

飯岡　真吾 ｲｲｵｶ ｼﾝｺﾞ 薬系分析および物理化学関
連

Nose-to-Brain機構に基づく海馬標的核酸
ナノDDSの開発と認知症治療

静岡県立大学 薬食生命科学総
合学府

近藤　啓 教授

飯島　綾菜 ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔﾅ 実験病理学関連 新規C型レクチン受容体Clec12bの機能の解
明とその治療応用

筑波大学 人間総合科学学
術院

澁谷　和子 准教授

井口　聖大 ｲｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 免疫学関連 二つのT細胞受容体を発現するT細胞が持つ
免疫学的意義の解明

東京大学 大学院医学系研
究科

高柳　広 教授

池田　英樹 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 呼吸器内科学関連 異常ミトコンドリアが紡ぐ抗腫瘍免疫応答
の本態解明

千葉大学 医学薬学府 鈴木　拓児 教授

石神　育歩 ｲｼｶﾞﾐ ｲｸﾎ 医療薬学関連 腫瘍溶解性ウイルス製剤のドラッグリポジ
ショニングによる線維化治療法の開発

大阪大学 薬学研究科 水口　裕之 教授

猪塚　真志 ｲﾂﾞｶ ｼﾝｼﾞ 膠原病およびアレルギー内
科学関連

大規模マルチオミクスデータによるリウマ
チ性疾患の層別化と予後予測因子の探索

東京大学 大学院医学系研
究科

藤尾　圭志 教授

井手　皓太 ｲﾃﾞ ｺｳﾀ 薬系化学および創薬科学関
連

Discorhabdin類の網羅的全合成 東北大学 薬学研究科 徳山　英利 教授

稲田　幸織 ｲﾅﾀﾞ ｻｵﾘ 成長および発育系歯学関連 外エナメル上皮細胞の分化誘導法確立を目
指した新規マーカー遺伝子の探索

九州大学 歯学府 福本　敏 教授

ＤＣ１・医歯薬学　101名　令和4年度特別研究員採用者一覧
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井野　雄貴 ｲﾉ ﾕｳｷ 人体病理学関連 エピゲノム破綻から見るゲノム安定型胃癌
の発癌機構と腫瘍内不均一性獲得原理の解
明

九州大学 医学系学府 小田　義直 教授

祝迫　佑紀 ｲﾜｲｻｺ ﾕｳｷ 衛生学および公衆衛生学分
野関連：実験系を含む

カポジ肉腫関連ヘルペスウイルスの複製機
構の解析

京都薬科大学 薬学研究科 藤室　雅弘 教授

岩間　大河 ｲﾜﾏ ﾀｲｶﾞ 薬系衛生および生物化学関
連

MSイメージングを基盤とした細胞分化制御
性リン脂質の探索と機能解明

東京大学 薬学系研究科 青木　淳賢 教授

遠藤　由佳 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｶ 眼科学関連 生体内リプログラミング技術を応用した網
膜色素変性症の新規治療法確立

岩手大学 理工学研究科 富田　浩史 教授

大澤　晴太 ｵｵｻﾜ ｾｲﾀ スポーツ科学関連 脂肪由来幹細胞に残された運動や肥満の記
憶を制御する分子機構の解明

同志社大学 スポーツ健康科
学研究科

井澤　鉄也 教授

大谷　健人 ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾄ 薬理学関連 認知症と脳卒中の併発に対する脳機能回復
を目指した治療剤開発

慶應義塾大学 薬学研究科（芝
共立）

長谷　耕二 教授

大林　健人 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 栄養学および健康科学関連 腸GLP-1のインスリン感受性亢進作用を制
御する中枢・自律神経システムの解明

京都府立大学 生命環境科学 岩崎　有作 教授

大山　将大 ｵｵﾔﾏ ｼｮｳﾀ 生体材料学関連 エクソソーム表面抗原を利用した核酸医薬
の細胞内送達法の開発

長崎大学 医歯薬学総合研
究科

山吉　麻子 教授

落合　幸太郎 ｵﾁｱｲ ｺｳﾀﾛｳ 薬系化学および創薬科学関
連

フェロセンの環回転を利用した新規生体機
能性分子の創製

東京医科歯科大学 大学院医歯学総
合研究科

影近　弘之 教授

小原　乃也 ｵﾊﾗ ﾀﾞｲﾔ 免疫学関連 炎症性腸疾患を惹起する病態関連樹状細胞
の制御機構の解明

京都大学 医学研究科 近藤　玄 教授

香川　匠 ｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 衛生学および公衆衛生学分
野関連：実験系を含む

紫外線により誘発される皮膚癌リスクの再
評価

名古屋大学 医学系研究科 加藤　昌志 教授

鍵　智裕 ｶｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ 薬系衛生および生物化学関
連

ドラッグリポジショニングによる画期的抗
炎症薬の創出

東北大学 薬学研究科 松沢　厚 教授

梶原　ナビール ｶｼﾞﾊﾗ ﾅﾋﾞｰﾙ 外科学一般および小児外科
学関連

TNBCにおけるCSF-1R陽性Tregの機能解明と
IL-34標的治療の開発

北海道大学 医学院 清野　研一郎 教授
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河田　和彦 ｶﾜﾀ ｶｽﾞﾋｺ 免疫学関連 液性免疫応答における小胞体恒常性の生理
的役割

九州大学 医学系学府 馬場　義裕 教授

北川　航平 ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 薬理学関連 単一細胞解析を用いた自閉症における社会
性障害に関わる分子神経メカニズムの解明

大阪大学 薬学研究科 橋本　均 教授

栗川　美智子 ｸﾘｶﾜ ﾐﾁｺ 腫瘍診断および治療学関連 先進的RNAスプライシング解析に基づく神
経膠腫の新規治療法開発

東京大学 大学院医学系研
究科

水島　昇 教授

黒澤　凌 ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳ 医化学関連 ゲノム情報からスプライシング異常を細胞
種別に予測する深層学習モデルの構築

京都大学 医学研究科 萩原　正敏 教授

黒田　直生人 ｸﾛﾀﾞ ﾅｵﾄ 脳神経外科学関連 てんかんの手術中脳波による切除域決定法
の開発

東北大学 医学系研究科 中里　信和 教授

小菅　周斗 ｺｽｹﾞ ｼｭｳﾄ 薬系化学および創薬科学関
連

金触媒による新規ワンポット多置換ピリジ
ン構築法の開発とストレプトニグリンの全
合成

富山大学 医学薬学教育部 松谷　裕二 教授

小林　琢磨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 栄養学および健康科学関連 腸内細菌代謝物であるフェノールが生体に
与える影響の評価と産生量に関わる因子の
解析

静岡県立大学 薬食生命科学総
合学府

三好　規之 准教授

小林　広子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｺ 衛生学および公衆衛生学分
野関連：実験系を含む

蚊特異的フラビウイルスを利用した病原性
フラビウイルスにおける宿主特異性機構の
解明

北海道大学 国際感染症学院 澤　洋文 教授

小松　貴義 ｺﾏﾂ ﾀｶﾖｼ 皮膚科学関連 次世代シーケンスシステムを用いた、非侵
襲的な爪部メラノーマの診断方法の探索

京都大学 医学研究科 椛島　健治 教授

込山　星河 ｺﾐﾔﾏ ｾｲｶﾞ 免疫学関連 腸内細菌により活性化された腸管γδT細
胞が自己免疫性脳脊髄炎を惹起する機構の
解明

慶應義塾大学 薬学研究科（芝
共立）

長谷　耕二 教授

小森　琢磨 ｺﾓﾘ ﾀｸﾏ 薬系衛生および生物化学関
連

正確な染色体分配を保証する新たな中心体
ポジショニング機構の解明

東京大学 薬学系研究科 北川　大樹 東京大学
大学院薬
学系研究
科　教授

斎元　祐真 ｻｲﾓﾄ ﾕｳﾏ 薬系分析および物理化学関
連

酸化脂質を標的とするセラノスティクスプ
ローブを応用した新規細胞死誘導機構の解
明

九州大学 薬学府 山田　健一 教授

酒井　昭平 ｻｶｲ ｼｮｳﾍｲ 病態神経科学関連 TDP-43病理とTBK1によるタンパク質代謝制
御に着目したALSの病態解明

名古屋大学 医学系研究科 山中　宏二 教授
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佐藤　玄基 ｻﾄｳ ｹﾞﾝｷ 放射線科学関連 第三次リンパ様構造を誘導し抗腫瘍効果を
高めた新たな免疫放射線治療法の開発

京都大学 医学研究科 溝脇　尚志 教授

塩野谷　果歩 ｼｵﾉﾔ ｶﾎ ウイルス学関連 B型肝炎ウイルス侵入過程における受容体
共役因子の役割と制御機構に関する研究

東京理科大学 理工学研究科 渡士　幸一 客員教授

下田　柚須乃 ｼﾓﾀﾞ ﾕｽﾞﾉ 循環器内科学関連 疾患特異的iPS細胞を用いた拡張型心筋症
の病態解明と新規治療法の開発

筑波大学 人間総合科学学
術院

林　洋平 准教授
（協働大
学院）

白石　悠人 ｼﾗｲｼ ﾕｳﾄ 薬理学関連 慢性掻痒における新規アストロサイトサブ
セットの役割に関する研究

九州大学 薬学府 津田　誠 教授

城　裕己 ｼﾛ ﾕｳｷ 実験病理学関連 凝集体難病の予防法確立に向けた小胞体膜
タンパク質品質管理機構の解明

徳島大学 大学院薬学研究
科

山崎　哲男 教授

徐　芸丹 ｼﾞｮ ｹﾞｲﾀﾝ スポーツ科学関連 乳酸シグナリングによる神経細胞のメタボ
ライト調節性分化機構

東北大学 医学系研究科 永富　良一 教授

菅　翔吾 ｽｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 解剖学関連 深層学習を用いた細胞内微細構造解析によ
るエネルギー産生調整機構の解明

東京大学 工学系研究科 平林　祐介 准教授

杉浦　圭 ｽｷﾞｳﾗ ｹｲ 病態医化学関連 ヒト血漿エクソソームを用いた自閉スペク
トラム症病態機構の解明と診断マーカーの
同定

東京工業大学 生命理工学院 星野　歩子 准教授

鈴木　翔大 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ 薬系衛生および生物化学関
連

老化によるCADASIL型変異NOTCH3タンパク
質蓄積のメカニズム解析

千葉大学 医学薬学府 伊藤　素行 教授

鈴木　美羅 ｽｽﾞｷ ﾐﾗ 栄養学および健康科学関連 妊娠・授乳期の母親の脂溶性ビタミンの過
不足が仔の脂肪組織の発達に与える影響

北海道大学 獣医学院 木村　和弘 教授

高木　泰成 ﾀｶｷﾞ ﾀｲｾｲ 薬系化学および創薬科学関
連

PET診断を志向した芳香環への超高速フッ
素18導入反応の開発

東京大学 薬学系研究科 内山　真伸 教授

高島　剛志 ﾀｶｼﾏ ﾂﾖｼ 実験病理学関連 オルガノイドを用いた胸腺腫瘍の病態解明
と新規治療薬の同定

大阪大学 医学系研究科 森井　英一 教授

高橋　真由美 ﾀｶﾊｼ ﾏﾕﾐ 内科学一般関連 革新的骨髄移植と老化トレーサー実験によ
る加齢性疾患発症機序解明と臓器若返りの
試み

筑波大学 人間総合科学学
術院

山縣　邦弘 教授
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高畠　啓 ﾀｶﾊﾀ ｹｲ リハビリテーション科学関
連

関節液エクソソームから軟骨変性発生機序
を解明し運動による自己修復療法を確立す
る

埼玉県立大学 保健医療福祉
（学）

金村　尚彦 教授

瀧澤　宣郎 ﾀｷｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾛｳ 薬系衛生および生物化学関
連

革新的な癌治療を目指した新規癌関連線維
芽細胞亜集団の機能解明

九州大学 薬学府 仲矢　道雄 准教授

竹内　碧 ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ 薬系化学および創薬科学関
連

金属相互作用天然物の大規模類縁体構築に
よる機能解明と新機能分子創製

東京大学 薬学系研究科 井上　将行 教授

武田　桜 ﾀｹﾀﾞ ｻｸﾗ 外科系歯学関連 慢性アレルギー疾患の新規病態形成機構の
解明

東北大学 歯学研究科 水田　健太郎 教授

田村　あずみ ﾀﾑﾗ ｱｽﾞﾐ 感染症内科学関連 メタゲノム情報と合成生物学を統合した次
世代バクテリオファージ療法の基盤技術確
立

東京大学 新領域創成科学
研究科

四柳　宏 教授

椿　俊哉 ﾂﾊﾞｷ ﾄｼﾔ リハビリテーション科学関
連

変形性関節症における滑膜の役割解明と、
最適な運動療法の開発

東京大学 大学院医学系研
究科

齋藤　琢 准教授

坪坂　歩 ﾂﾎﾞｻｶ ｱﾕﾑ 腫瘍生物学関連 びまん性胃がん及び周辺組織におけるシン
グルセルオミクス解析

東京大学 大学院医学系研
究科

石川　俊平 教授

寺田　知邑 ﾃﾗﾀﾞ ﾁｻﾄ 薬系化学および創薬科学関
連

次世代の核酸創薬に向けたリン酸基をもた
ない新規人工核酸の開発

長崎大学 医歯薬学総合研
究科

山吉　麻子 教授

徳村　和也 ﾄｸﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 薬理学関連 アミノ酸シグナルを標的とした難治性骨系
統疾患に対する根本的治療法の開発

岐阜薬科大学 薬学研究科 檜井　栄一 教授

戸堀　翔太 ﾄﾎﾞﾘ ｼｮｳﾀ 薬理学関連 神経-グリア連関異常と脳内炎症に着目し
た脳卒中後疼痛の病態メカニズム解析

京都大学 薬学研究科 金子　周司 教授

富田　康文 ﾄﾐﾀ ﾔｽﾌﾐ 衛生学および公衆衛生学分
野関連：実験系を含む

脳神経細胞由来エクソソーム解析による統
合失調症分子病態研究

東京大学 新領域創成科学
研究科

糸川　昌成 客員教授

冨松　聖史 ﾄﾐﾏﾂ ﾏｻｼ 実験病理学関連 梗塞後心筋組織に浸潤する新規ミエロイド
系細胞の心筋リモデリングにおける意義解
明

大阪大学 薬学研究科 藤尾　慈 教授

友岡　領 ﾄﾓｵｶ ﾘｮｳ 病態神経科学関連 新規3次元培養法を利用した神経変性疾患
に対する創薬基盤の開発

慶應義塾大学 医学研究科（信
濃町）

岡野　栄之 教授
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中川原　賢亮 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ｹﾝｽｹ 呼吸器内科学関連 NR4aを用いたT細胞の疲弊解除 慶應義塾大学 医学研究科（信
濃町）

福永　興壱 教授

中島　一磨 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞﾏ 薬系分析および物理化学関
連

多機能性キレート化合物を用いたがんラジ
オセラノスティクス用基盤技術の開発

京都大学 薬学研究科 小野　正博 教授

中園　優也 ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳﾔ 医療薬学関連 迅速な医薬品の胆汁中移行性評価を可能に
する肝細胞培養系の樹立

金沢大学 医薬保健学総合
研究科

玉井　郁巳 教授

中村　朱里 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 栄養学および健康科学関連 脳修復作用をもつ新規脂質による脳機能回
復食の開発

東京医科歯科大学 大学院医歯学総
合研究科

原　孝彦 連携教授

中村　和貴 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ 外科系歯学関連 破骨細胞亜集団の同定による骨破壊性疾患
の制御

東京大学 大学院医学系研
究科

星　和人 教授

七宮　蓮 ﾅﾅﾐﾔ ﾚﾝ 腫瘍生物学関連 Eph受容体に対する腫瘍特異的抗体の開発
とその認識機構の解明

東北大学 医学系研究科 加藤　幸成 教授

奈良崎　泰典 ﾅﾗｻﾞｷ ﾀｲｽｹ 腫瘍生物学関連 LAG-3のMHCII選択性によるがん免疫応答制
御の解明

東京大学 大学院医学系研
究科

岡崎　拓 教授

南條　愛華 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｱｲｶ 薬系化学および創薬科学関
連

蛍光プローブ群への応答の網羅的解析によ
る、がん個別化医療を志向した薬剤効果予
測

東京大学 薬学系研究科 浦野　泰照 教授

西尾　麻里沙 ﾆｼｵ ﾏﾘｻ 衛生学および公衆衛生学分
野関連：実験系を含まない

高齢者の内在的能力尺度の開発と社会環境
整備の効果検証

京都大学 医学研究科 近藤　尚己 教授

花木　駿介 ﾊﾅｷ ｼｭﾝｽｹ 医化学関連 立体的ヒストンコードによる新たな遺伝子
発現制御

山口大学 共同獣医学研究
科

島田　緑 教授

林　順仁 ﾊﾔｼ ﾖｼﾋﾄ 外科学一般および小児外科
学関連

複数ドナーiPS細胞を用いた肝芽細胞の生
体内置換能力を向上させるメカニズム解明

東京大学 新領域創成科学
研究科

谷口　英樹 教授

平野　元春 ﾋﾗﾉ ﾓﾄﾊﾙ 薬系化学および創薬科学関
連

二次構造制御型DDSキャリアペプチド-PPI
阻害ペプチドの細胞内輸送ツール開発-

横浜市立大学 生命医科学研究
科

出水　庸介 客員教授

藤川　千啓 ﾌｼﾞｶﾜ ﾁﾋﾛ 基礎看護学関連 麻酔薬による血管痛への新たな機序に基づ
く加温効果の検証

横浜市立大学 医学研究科 赤瀬　智子 教授
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藤巻　加於梨 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｵﾘ 腫瘍診断および治療学関連 進行期がんにおける免疫チェックポイント
阻害薬治療効果減弱メカニズムの解明

名古屋大学 医学系研究科 西川　博嘉 教授

藤吉　浩平 ﾌｼﾞﾖｼ ｺｳﾍｲ 薬系化学および創薬科学関
連

ホスホエノールピルビン酸の構造改変を基
軸とするタンパク質リン酸化反応の開発

東京大学 薬学系研究科 金井　求 教授

ＷＵ　ＱＩＡＮ
ＭＥＩ

ﾌﾞ ｾﾝﾒｲ 医化学関連 空間マルチオミクスに向けたハイスルー
プット光化学単離法の開発

九州大学 システム生命科
学府

大川　恭行 教授

星川　恭賛 ﾎｼｶﾜ ｷｮｳｽｹ リハビリテーション科学関
連

亜区画の知見に基づいた筋骨格系疾患の病
態再検証と新たな運動介入法の開発

山形県立保健医療
大学

保健医療学 村　成幸 教授

細谷　聡史 ﾎｿﾔ ｻﾄｼ 産婦人科学関連 患者月経血を用いた妊娠高血圧症候群の新
規疾患モデル開発に関する研究

東京慈恵会医科大
学

大学院医学研究
科

岡本　愛光 主任教授

松尾　仁嗣 ﾏﾂｵ ﾋﾄｼ 腫瘍診断および治療学関連 腫瘍内空間分布に応じたマクロファージの
機能変化と免疫療法の奏効への影響の機序
解明

東京大学 理学系研究科 角田　達彦 教授

松岡　秀樹 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞｷ 解剖学関連 ヒトiPS細胞を用いた胎児卵巣の再現と減
数分裂の誘導

京都大学 医学研究科 斎藤　通紀 教授

松原　佑太 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 消化器内科学関連 自律神経を介した腸管制御性T細胞誘導能
の解明と新規腸炎治療法の開発

慶應義塾大学 医学研究科（信
濃町）

金井　隆典 教授

三浦　朝香 ﾐｳﾗ ｱｻｶ 皮膚科学関連 皮膚発生過程における外胚葉性間葉系細胞
の役割解明

大阪大学 医学系研究科 玉井　克人 寄附講座
教授

望月　祐希 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｷ 基盤脳科学関連 恐怖消去学習の開始を制御する視床皮質投
射の解明

東京大学 理学系研究科 榎本　和生 教授

森　一明 ﾓﾘ ｶｽﾞｱｷ 栄養学および健康科学関連 骨格筋老化の培養モデルを用いたカンナビ
ノイドCB1受容体の加齢依存的な役割の解
明

早稲田大学 理工学術院 朝日　透 教授

森田　真吉 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾖｼ 保存治療系歯学関連 歯周病原性細菌の病原性発揮メカニズムの
解明と分子標的薬の開発

大阪大学 歯学研究科 林　美加子 教授

森田　裕子 ﾓﾘﾀ ﾕｳｺ リハビリテーション科学関
連

視神経脊髄炎における神経軸索障害の分子
機構解明

大阪大学 医学系研究科 山下　俊英 教授
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柳下　晴也 ﾔｷﾞｼﾀ ﾊﾙﾔ 生理学関連 空間記憶に関連した海馬細胞の発火特性と
遺伝子発現プロファイルの解析

東北大学 薬学研究科 佐々木　拓哉 教授

安田　宗司 ﾔｽﾀﾞ ﾑﾈｼﾞ 消化器内科学関連 潰瘍性大腸炎の病因自己抗体と考えられる
抗インテグリンαVβ6抗体産生機序の解明

京都大学 医学研究科 妹尾　浩 教授

山城　皓太郎 ﾔﾏｼﾛ ｺｳﾀﾛｳ 基盤脳科学関連 深層学習を用いた体性感覚皮質の神経可塑
性の検証

東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授

山田　優 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳ 栄養学および健康科学関連 水のおいしさを伝える神経基盤の解明 京都府立医科大学 医学研究科 樽野　陽幸 教授

山梨　祐輝 ﾔﾏﾅｼ ﾕｳｷ 薬系化学および創薬科学関
連

新規治療概念の創出を見据えた化学触媒シ
ステムの開発

東京大学 薬学系研究科 金井　求 教授

吉本　愛梨 ﾖｼﾓﾄ ｱｲﾘ 薬理学関連 ノンレム睡眠におけるガンマ波増強のメカ
ニズムと機能的意義の解明

東京大学 薬学系研究科 池谷　裕二 教授

吉本　昂希 ﾖｼﾓﾄ ｺｳｷ 生体医工学関連 肝臓発生過程と肝機能発現における振動的
圧縮刺激の寄与の解明

京都大学 生命科学研究科 安達　泰治 教授

ＬＩ　ＳＩＱＩ ﾘ ｼｷ 循環器内科学関連 自己免疫性心筋炎におけるEIF4E結合蛋白
による翻訳制御機構の解明

筑波大学 人間総合科学学
術院

家田　真樹 教授

我妻　奎太 ﾜｶﾞﾂﾏ ｹｲﾀ 衛生学および公衆衛生学分
野関連：実験系を含まない

新型コロナウイルス感染症の流行動態の解
明と呼吸器感染症の流行ダイナミクス変化

新潟大学 医歯学総合研究
科

齋藤　玲子 教授

渡邊　綾香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 免疫学関連 胸腺プロテアソームが産生するペプチドに
よるCD8+ T細胞の正の選択の制御機構

東京大学 薬学系研究科 村田　茂穂 東京大学
大学院薬
学系研究
科教授


