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4.  外部資金研究等一覧表 

 

事業名等 研究課題名 交付元・委託元 
研究代表者 

所属 

契約額・交

付額 

(単位:千円) 

研 究 期

間 

(FY) 

競 

争 

的 

資 

金 

科学研究費助成事業 
代表研究課題 94 件 

分担研究課題 24 件 

文部科学省 

(独)日本学術振興会 
－ 255,312 23～28 

科学技術試験研究委託事業 

PET 疾患診断研究拠点                                                                                    文部科学省 
分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 

研究ｾﾝﾀｰ 
153,827 22～26 

うつ病の神経回路-分子病態解明と

それに基づく診断・治療法の開発 
国立大学法人広島大学 

分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 

研究ｾﾝﾀｰ 
29,930 23～27 

原子力基礎基盤研究委託 

事業 

子ども被ばくによる発がんﾘｽｸの

低減化とその機構に関する研究 
国立大学法人茨城大学 

放射線防護研

究ｾﾝﾀｰ 
9,000 25～27 

先端研究助成基金助成金 

【最先端研究支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 

ﾅﾉﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰが先導する診断・

治療ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 
(独)日本学術振興会 

分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 

研究ｾﾝﾀｰ 
27,494 22～25 

戦略的創造研究推進事業 

【ＣＲＥＳＴ】 

iPS 細胞利用による神経変性疾患ﾓ

ﾃﾞﾙ動物の分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 
(独)科学技術振興機構 

分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 

研究ｾﾝﾀｰ 
16,393 21～26 

代謝産物解析拠点の創成とがんの

代謝に立脚した医療基盤技術開発 
(独)科学技術振興機構 

分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 

研究ｾﾝﾀｰ 
2,600 25～27 

戦略的創造研究推進事業 

【さきがけ】 

現実予測に基づく現実感喪失感覚

の分子・神経ﾒｶﾆｽﾞﾑ解明 
(独)科学技術振興機構 

分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 

研究ｾﾝﾀｰ 
16,627 22～25 

研究成果展開事業 

【戦略的ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出 

推進プログラム】 

高温超伝導を用いた高機能・ 

高効率・小型加速器ｼｽﾃﾑへの挑戦 
(独)科学技術振興機構 

重粒子医科学

ｾﾝﾀｰ 
5,297 24～25 

研究成果展開事業 

【研究成果最適展開支援 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 

放射線被曝後投与においても有効

な放射線緩和剤 
(独)科学技術振興機構 

重粒子医科学

ｾﾝﾀｰ 
1,819 24～25 

研究成果展開事業 

【先端計測分析技術・機器

開発ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 

食品放射能検査ｼｽﾃﾑの実用化 

開発 
富士電機(株) 

緊急被ばく医

療研究ｾﾝﾀｰ 
3,262 24～25 

生物学的線量計測用の分裂中期 

細胞自動検出装置の開発 
(独)科学技術振興機構 

緊急被ばく医

療研究ｾﾝﾀｰ 
10,400 24～25 

HiCEP 自動反応装置の活用・普及

促進 
(独)科学技術振興機構 

研究基盤 

ｾﾝﾀｰ 
10,400 24～27 

普及型・高精細ＰＥＴ／ＭＲＩ一体

型装置の開発 
(独)科学技術振興機構 

分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 

研究ｾﾝﾀｰ 
26,000 25～27 

研究成果展開事業 

【ｾﾝﾀｰ・ｵﾌﾞ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(COI)】 

ｽﾏｰﾄラｲﾌｹｱ社会への変革を先導

するものづくりｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

拠点 

(独)科学技術振興機構 
分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 

研究ｾﾝﾀｰ 
2,000 25～27 

厚生労働科学研究費 
代表研究課題：1 件、 

分担研究課題：10 件 
厚生労働省 － 45,800 22～26 

競争的資金 計 616,161  
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 事業名等 研究課題名 交付元・委託元 
研究代表者 

所属 

契約額・交

付額 

(単位:千円) 

研究期

間 

(FY) 

そ 

の 

他 

受 

託 

研 

究 

等 

緊急時対策総合支援ｼｽﾃﾑ

調査等委託費事業 
被ばく医療体制実効性向上調査                                                                                                                                   原子力規制庁 ＲＥＭＡＴ 21,867 25 

放射性廃棄物共通技術調査

等事業 

放射性核種生物圏移行評価高度化

開発              
資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 

放射線防護研

究ｾﾝﾀｰ 
79,517 25 

二国間交流事業  

共同研究・ｾﾐﾅｰ 

放射線効果における人類遺伝学的

多様性の研究 
(独)日本学術振興会 

重粒子医科学

ｾﾝﾀｰ 
1,000 24～25 

神経疾患の分子ﾌﾟﾛｰﾌﾞによるｲﾒｰ

ｼﾞﾝｸﾞ及び標的治療に関する新しい

進展 

(独)日本学術振興会 
分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 

研究ｾﾝﾀｰ 
1,000 25 

核医学ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ科学技術に関する

第３回放医研・ｿｳﾙ大ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
(独)日本学術振興会 

分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 

研究ｾﾝﾀｰ 
1,200 25 

原子力災害影響調査等事業 

低線量率・低線量被ばくによる乳腺

幹細胞への影響蓄積の評価 
国立大学法人長崎大学 

放射線防護研

究ｾﾝﾀｰ 
3,516 24～26 

屋外活動を制限された子供の放射

線感受性変化に関する動物ﾓﾃﾞﾙ 

研究 

(財)原子力安全研究協

会 

放射線防護研

究ｾﾝﾀｰ 
11,308 25～26 

東京電力福島第一原子力発電所事

故に係る被ばく線量の把握調査等 
環境省 

緊急被ばく医

療研究ｾﾝﾀｰ 
6,396 25 

乳歯脱落歯を用いた福島原発事故

による小児放射線被爆量の測定 

公立大学法人 

福島県立医科大学 

重粒子医科学

ｾﾝﾀｰ 
506 25 

産業技術研究開発委託費 
高温超伝導ｺｲﾙ基盤技術ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

（共通基盤技術の研究開発） 

産業用超伝導線材・ 

機器技術研究組合 

重粒子医科学

ｾﾝﾀｰ 
3,003 25 

がん超早期診断・治療機器

の総合研究開発 

ﾏﾙﾁﾓﾀﾞﾘﾃｨ対応ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ PET の

研究開発 
(株)島津製作所 

分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 

研究ｾﾝﾀｰ 
2,798 22～27 

成育医療研究開発費 
小児における医療被ばくの頻度お

よび線量に関する調査研究 

(独)国立成育医療研究

ｾﾝﾀｰ 

緊急被ばく医

療研究ｾﾝﾀｰ 
1,000 23～25 

博士課程教育ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑ 

（大学改革推進等補助金） 

放射線災害復興を推進するﾌｪﾆｯｸ

ｽﾘｰﾀﾞｰ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

（放射線災害医療ｺｰｽ） 

国立大学法人広島大学 
放射線防護研

究ｾﾝﾀｰ 
4,922 23～29 

- 
TASP0350335 のサル受容体占有

率に関する研究 
大正製薬(株) 

分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 

研究ｾﾝﾀｰ 
1,000 25 

がん研究開発費の研究事業 
放射線増感効果の研究とその作用

機構の解明 

(独)国立がん研究ｾﾝﾀ

ｰ 

国際ｵｰﾌﾟﾝ 

ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 
700 24 

先端研究基盤共用・ﾌﾟﾗｯﾄﾌ

ｫｰﾑ形成事業 

ヒトに関わる多様な放射線場の有

効活用戦略 
文部科学省 

研究基盤 

ｾﾝﾀｰ 
49,785 25～27 

欧州委員会（EC）第 7 次研

究枠組み計画（FP7） 

ｾﾐﾊﾟﾗﾁﾝｽｸ核実験場周辺住民の

前向きｺﾎｰﾄ研究の実施可能性 
国際がん研究機関 

放射線防護研

究ｾﾝﾀｰ 
19,488 25～26 

その他助成金 9 課題 － － 18,967 23～26 

その他受託研究等 計 227,973  

合計（繰越額含まず） 844,134 

 


