
【別紙様式 9】  
＊課題番号  総07・004  

注：課題番号を記入してください。  

平成19年度 学術研究助成金成果物報告書  

平成21年5月14日  

日 本 大 学 総 長  殿  

氏  名   

所属・資格  

曽 根  進  

経済学部・教授  

下記のとおり提出いたします。  

注：該当する種目を○で囲んでください。  1 種 目  奨励研究／一般研究（個人研究）／一般研究（共同研究）／   

2 研究課題   
アジア諸国の英語教育と学習目標 一母語と教授法の調査－  

3 研究組織（共同研究・綺合研究のみ該当します）  

・研究代表者  

曽根 進（総括，国際企業の英語基準，オーストラリアのESL）  
・研究分担者（役割分担）   

（学内）  

佐藤 三武朗（インド・日本大学の海外提携校のESL）  
高橋 公雄（UK・シンガポールのESL）  

黒滝 真理子（中国・日本のESL）  

斉藤 伸（USA・日本のESL）  
谷岡 朗（UK・カナダのESL）  
金子 利雄（韓国・日本のESL）   

（学外）  

NuttapomKongpolphrom（シンガポールのESL）  
PimpomChandee（タイのESL）  
AntonioJ．H．Tbai（中国・台湾のESL）  

SeitokuTbruya（USAのESL）  
SusanWilliamS（UKのESL）  

合計12名  

4 学会発表等 く要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）  

学会名  発表者名   発表テーマ  発表年月  

5 著書・雑誌論文（青春・雑誌・抜き刷り等を添付してくださしヽコピーの場合は掲載されたことが客観的にわかるものを添付してくださし㌔）  

著者・執筆者  著書名・雑誌名／論文名  出版社・発行所   
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『アジア諸国の英語教育と学習目標』   

一母語と教授法の調査・研究－  

（著書）  

株式会社山下印刷  2009年5月   

Nu仇apomKongpolphrom  

Pimpom Chandee 

AntonioJ．H．T岳ai  

Seitoku Teruya 

SusanWilli鮎nS  

否） いずれかを○で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。   ※ホームページ等での公開の  
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【別紙様式 9】  総06・008  

総07・009  
＊課題番号  

注：課題番号を記入してください。  

平成19年度 学術研究助成金成果物報告書  

平成21年 4月20日  

日 本 大 学 総 長  殿  

山 本  氏  名  

下記のとおり提出いたします。  

奨励研究／一般研究（個人研究）／一般研究（共同研究）  

究  

注：鼓当する種目を0で囲んでください。  

1 種 目  

2 研究課題  

波長可変高輝度放射光を用いた新物質創製・精密結晶構造解析の独創的プロセス開発  

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）  

・研究代表者   

山本 寛（放射光によるスーパーダイヤモンド合成、蒋膜形成プロセス開発、稔括）  

・研究分担者（役割分担）   

岩田農事（FEL援用アプレーションによる新機能性薄膜形成プロセス開発）   

鈴木蕉（2フォトンアプレーション薄膜形成法の開発、PXRによるワイドバンドギャップ発光体のXAFS観軸）   

高橋由美子（PXRを用いた位相差イメージング）   

望月孝介（FEL，パラメトリックⅩ線による光誘起構造変化・光誘起価数変化の研究と新規フォトメモリー機能物質  

創製）   

浅地哲夫（同上）   

高橋博樹（光照射・高圧下における新規物質合成、P‡Rを用いたX線結晶構造解析法の開発）   

滝沢武男（同上）   

川上隆輝（同上）  

4 学会発表等（要旨集の抜き刷り．発表原稿のコピー専及び発表したことがわかるものを添付してくださいJ  

発表年月  発表テーマ   発表者名  

2008年7月  IUMRS・ICEM2008  Pboto・A8血，叫C00Polym併由8血nh致血d a  

nd S01u血m触さ8   

R．N（血卸，Y五0，鼠  

An血，N．抽基L  

馳坦塾．鼠Ar軋基L  

雌凹．Ⅷ  

2008年10月  電子情報通停学会（電子部  
晶・材料研究会）  

飯尾靖也 賛意二郎 石  
塚大祐栗原括平 園村拓  
也 内田勝美 矢島博文  
岩田展幸 山本寛  

針状フラーレン凝典体合成プロセスの開発   

薄膜蒸着中自由電子レーザ照射によるC00ポリマ  
ーサイズの拡張  

2008年8月  第85回フラーレン・ナノチ  
ューブ給合シンポジウム  

2008年12月   ItJMRS・ICA2008  C的Nam・Wh8k8rGrowtb丘omSa8tlぽabd  

O曙“止eSolution  

Y】加㌧Ⅸ∴臨山亜岨川しR  

Nok批i沸R M8buyama，  

N．Iw8t乱andⅡ．   

ⅥlmamOtO  



D．Ⅰ心地，RS‡止血，  n朋RS・ICA2008   Cb址‘山tyCon触dhCbomi00「鞄porD¢pO戚t  2008年12月   

E．Ub出血，貼坦』，Ⅱ  bn蝕owthof鎚n由oW櫨kdCarbonNanotu   

．1軸im8，Ⅱ．1ぬm且mOtO  b朗by馳e¢El餌はonL880r血a血色血n   

野苅家亮蜂谷真司  平成21年電気学会全国大   
岩田展寺山本寛  四 フ言   

6tb  Int（〉rnation8l  Poさidon・R聞血i血d Growtb ofC8rbom Nano   

Ⅱ．h8tO，迦恕  
Con鮎ro皿ee  2008年9月          On  F払α 8nd N08劇o Sbapo Carbn by  

Pもoto・Ex¢itodPro（：08808  h聞r・b8心atod 恥¢一皿d D餌OmpO痴仕o止 血  
8ndAppli¢atiom8   Etb8nd   

℃血do，辿畠S．M8  伊b Int¢rmation81  
Con鮎rone8  
0n Pboto・Ex¢itedPro¢08808   2008年9月   

U血ida，   andApplic8tion8   byP山鍾dL880rD㊤p08idonMothod   

6th In七¢Tnatiom8l  

E．n止血錐，鼠Su琵u貼  
Con鮎rone¢  On  

Pboto・ExeitedPro（：e8808   
2008年9月  

＆ndApplication8   （LaO）CuSbypu188la紬rdop08ition   

鈴木草，安藤徹，亀査   
電気学会 光・丑子デパ  ′くルスレーザ堆積法によるPドープZmOの   

藍   イス研究会   成勝と光学特性   
2009年3月  

電気学会 全国大会   
金属メッシュを用いたアルコール液中熱分  

岩戸裕亮．畳表盈  解による金属内包カーボンナノチューブの  

生成   

安藤徹．盤．杢盈，升谷  
絃行．片山一郎，内田  偲気学会 全国大会   PI．D法によるLa添加nO2薄膜における  2009年き月   
博文，鹿瀬実時．紙本  光学特性のL8丑依存性   
虎  

上原朋之，畳左監   電気学会 全国大会   PLD故による発光素子（L80）CuSの成膜   2009年3月   

パルスレーザ堆積法によるDLC太陽亀池  
高山飽，鎧主監   電気学会 全国大会  

の作製～リンの浪度変化による光学特性と  

電気的特性～   

Ⅱ皿止血aさ鮎鼠短aw8，  25tb  Imt¢一皿a仕ond  Pr0881げ80血am伐皿emtOf8upOr∞mdM舶正けin  2008年8月6日・13   
Yn止血8岨私通，  Co血ne00nhw  
Ⅱ．Ok且d8，YRa皿払a一札，  Pby8i侶  

M．Ⅱ吐乳nO，Ⅱ．Ⅱ080mO，E  

Mat8ubaya舶，Y  
ロwat慮○，SN止8nO，T  
Ⅸ址曙且Wa  

高橋博樹，井川一美，有井  日本物理学会2008年歌：「秋  恥系オキシニクタイド超伝導体L801晶Aさ，  2∝岨年9月20日   
一伸．岡田宏成，神原随  LaOFoPの圧力効果   

一．平野正浩．細野秀雄．  
中野智志，亀卦川卓美   

岡田宏成．井川一美，有井  

一伸，高橋博樹，神原防  
－，平野正浩，細野秀堆，  

松林和幸，上床美也   

井川一美．有井一伸．岡田  日本物理学会2008年秋：「秋  Fo系オキシニクタイドSmFeA801．x払の圧力効  2008年9月20日   
宏成▲，高橋博樹A，神原  果   

勝一8，平野正治B・¢，細  
野秀雄   

岡田宏成，井川一美A，有  日本物理学会2008年歌：「秋  Ni系オキシニクタイド超伝導体Ld屯Ⅹ0脚．  2008年9月20日   
井一伸A，高橋博樹，渡辺  A∂の圧力効果  

匠B．柳博㌔神原随一e，  
神谷利夫   



高橋由亀有井一伸，井川  2008年9月20日   
一美，岡田宏成▲，高橋博  
樹A，神原防一さ，平松秀  
典さ．平野正浩虻D．渡辺  
匠¢．柳博C，神谷利夫も・  
¢．細野秀雄   

有井一伸，岡田宏成A，井  日本物理学会2008年秋：「秋  充填スクッテルダイトL恥曲♂l皇とL仙は    200き年9月21日   
川一美．高橋博樹A．今井  の圧力効果   

基晴さ．赤石女B，関根ち  

ひろC，林純一、星延幸¢．  
城谷一民   

Ⅱ．取血血a8岨Ⅱ．Ok8da，  2008蜘血触打払8thn血  王正由ワー舶用柁8tⅦ心朗On8叩併∞ndw伽坤in    2∝蛤年10月17日   

鼠kaw且，Y払m払肛a，  on  

M．Ⅱ址8nO，Ⅱ．Ho抑m   hIn伽id【OD・B舶ed  

凱per∞nductor8   

Ⅱ．馳且血，KIgawa，   2008駄頑喝In鹿rna血nd  n陀88We 8tu血08 0m SⅦp¢r∞ndu¢血i吋 h    2008年10月17日   

Ⅱ．恥血血鵬岨  Wb珪8bop   on  

℃払m払ara，  血om伽i血亜・Ba80d  

鼠M8t8血8鮎，M．Ⅱ址ano，  

Ⅱ．Ⅱ080nO，  
KMat8ub8ya8岨  
Y伽8tOb  

有井一伸、井川一美、高橋  弟49回高圧討論会（姫蕗帝  充填スタッテルダイト旭mlP12とLa馳血12    2∝格年11月12日   
仰臥今井元晴、赤石実、  の圧力効果   

城谷一民   

岡田宏成、井川一美、高橋  弟49回高圧討曲会（姫路商  オキシニクタイド化合物脚色A8めl・Ⅹ餌，と    2008年11月18日   

由起、有井一伸、高橋博  Sm馳A80の圧力効果   

樹、神原随一、平野正括、  
細野秀雄、松林和幸、上床  
美也   

井川一美、岡田宏戌、高橋  
博樹、神原肪一、松石聴、  
平野正治、細野秀雄、松林  
和幸、上床美也   

高橋由起、岡田宏成、井川  弟49回高圧討飴会（姫路商  鉄 族 オ キ シ ニク タ イ ド 化 合 物    2008年11月12日   
一美、有井一伸、高橋博  L8‰hO仙＝Fo，Ni：Pn＝RんJの圧力効果   

樹、神原防－、平松秀典、  
渡辺匠、神谷利夫、平野正  

括、細野秀堆   

馳○】d¶血8b舶】止，   S血dyofM8tt¢ratEx血¢mO  Pr郎柑Od艶dぱ8up耶Om血血喝○耶血e紘de    2009年4月2日   

Ⅱ加n血Okad且，1あkhi  ▲一l…lこ  I ll●   RFoA801晶 侃司．8，and急m） and 搾1a由d   
ぬmi血a，Ma8a血○  ma血al8   

Ⅱ址8nO，mdeoH鵬OnO  

岡田宏成、高橋弘幸、高橋  日本物理学会第64回年次大  Co世換型馳A8系超伝導体Ca伊01－C血Fの圧    2009年さ月27日   
博樹、松石聡、平野正浩、  力効果   

細野秀雄、松林和幸、上床  
美也   

高橋弘幸、岡田宏成、高橋  2009年8月28日   

仰臥水口佳－、高野義彦   

川上隆押，寮藤晋書，陰山  2009年8月28日   
洋．辻本書庫ほか7名中1  
番   

5 著書・雑誌論文 僅書・枚・抜き刷り専を添付してくださしヽコピーの積金は掲載されたことが客附こわかるものを新してくださしヽ）   

著者・執筆者   著書名・雑誌名／論文名  巻・号   年月   出版社・発行所   

Y五○，KX血ara，R  
加htさuy8m8， R．  
Nok血y8，N．Iwata．and  

2009年（印刷  
中）  

H．「払ma皿Ob   



Y正○，R．NoI【肥iya，  
Reportof仙oR¢808r血In由titut00f Seion¢Oand恥血nol喝≠NⅧonVnivor8ity／  

k且ta．8ndⅡ．    Pbbp01ymo由adon正Go伽y虞d80bt血8d   2009年3月  
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R  M8t紬y8m8， 鼠  馳n8眠虚onさOftboMab血8R郎e鮮血So血呼ば   

Ⅵ血88  2008年4月    Ni8鮎ta血，T加ho血，℃  
Oda，N．k8t8．8ndⅡ．  
；ll；llll   C的Do血8t如郎Moml8卵rOnAuⅥ触a仙F止m   

℃A組血，E．N喝8帥，  Jin．才．Appl．Phy8．／Cry8td Gmw也 of   

Ⅵ止．47・1  2008年1月    N． kat8  8md H．  M8gnOhd血¢α208Ⅵ血1椚1monS8ppb址○   

；ll；llll   8ndSr取08   
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塾迦塾  No．4   2008年   
Wiky 馳do戯曲，  

M血g   
he．  

S．E血相mi，Y∴別臆mim， S．Ⅰ払baya8岨鼠馳80， 基幽  Ap画．Pby8．A／Syn払08i80fnom・8tOi血iome仕ie 血ad）cⅦSt址m鎚m8bypd聞Ia8訂血poさidom  Vbl．93  2008年8月  Sp血喝併   
Tl旭b8抜tut¢Of  

野哲史、中川卓哉、垂杢墓  ンズの造形   森啓、堀内崇、水町学、情  電気学会独文誌A／レーザ光重合故による微小レ  1ゐl．129，  2009年さ月   m¢¢b血l E 画SOf血p8m  
鮎portoftb¢Ro紬∬血Im8塩山bばSden恍and  

TUもhara，S．「血mada，S．  
恥血n010防N払omU山v8r虚吋／Syn血朗iさOf  

Ⅸ肌mi，K¶血a的，塾．  
任瓜αCuSfⅦm如坤t・耳mi旭喝Element   日本大学理工学部理  

SⅥヱⅤ血i   

Ⅰ88ue，   2009年3月  

・・m叩On（kne00n心8tan‘治bo七woやntarg¢tamd  

8ubさtr8由・   
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鼠  Ⅵ血ayama， M．   恥dmdog訊仙onU血Ⅴ併8ity／Op触血and  Speeial   

El¢¢t鵬血 馳叩α悦郎 Of Pb08pもoru8 Doped   
Su名曲，Y 恥n‡血a，℃  

日本大学理工学部理  
Ⅰ88uO，  2009年8月  

馳do，基幽   Photwdt戚¢伽皿byP山師dL8紳rD¢pO虚血om  

M¢tbod   

A．N喝虚，KTanaka，℃ UもmⅥra 
，E．Id8，D．   

日本大学理工学部理  

撤虚，基遥巡由』   
剛InOl喝箭N払onV血or威tySyn也○由of   
馳8m刑8血喝加kthod   No．＄   

Y恥t血且W8，K  

Ⅱ叩血Ⅳa，M．baga蛤， ℃ⅨⅣa血 
，Ⅹ．N‘血80，】こ Nomi 

騨，℃Sak且e℃  

S血，Ⅰ．Sato，呈  

＿j；l；：lニl；．ニ   

高橋由美子．早川恭史．桑  

田陸生．辞武志．中尾圭佐．  Ⅹ線分析の進歩〃くラメトリックⅩ線の位相コント   

野上香子，田中俊成．早川  
Ⅶ．40  2009年  

建，佐藤勇   

S．Mb血im血．F．  

F両i血加，A五no，鼠   
E18eⅥkr   

Phy由Bガboto・血du∞d血愈妃t80fmo七山o感d朗：  1ゐ1．  2007年  

Sbbata出IdⅡ．  MgOandr山血onO2   401・402   

‖‖l封‖＝l  

S．Mbe脆血∴F．   pもy8i租血tu88dh血相／Er舶8blopもobme皿αy   Wn¢y・VCI‡   

F両i8b血○，T．M山九立l血i  pもomom¢n8inE咄08・，Y墓0き・8ndSr取0き   ⅥIl．4  2007年  

andH．Yamamob   n8nOp批怯d¢さat∫00mtemp肝8turOH  
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叫叩，ⅡH址8b8y舶岨乱  
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Ⅸ血払Ⅹ晦awち乱  

n血血朋逓．MImai，M Ak虚血止 J山y2008   IOP   
andISb血ot射止   

Ⅱ皿血aba血iⅨ．鞄aw8， RAdi 
，Kl払id血  458   

N8tWOpub追血hg  
血〉m・b8さedl8耶虻8d（泊mpOundLaOl＿〃¢A8，  

M．且吐血no，Ⅱ．Ⅱ080nO   
May2008  

Group   

Ⅱ．n血8ba血iⅡ．Okada，  

Ⅱ．Ⅱ○抑nO，E．Igawa，  

K血血，YE血m払ara，   J．Pb8．蝕嶋．Jinノ職bでー郎8W08tud由80n   77・  Novomb¢r  
S．Mふt8血＄帆M．Ⅱ址ano，  8up¢mn血c銘ngむ（m・b88edMoA烏Olt軋，   

Suppl．C   2008   日本物理学会  

Ⅱ．Ⅱ鵬Om，  MepO8ndSr馳如2   
KMat8ubayas姐  

甘口watdko  

Ⅱ．Okada，Yn血aha8岨  

K馳抑a，K旭，  

H．n血血88hi．   J．Pby8．鮎e．tbnノh088WOd艶et80nぷば   
Novomぬ  77・ Suppl．C   2008   日本物理学会   

Y払m払肝8，℃馳miya，  

M．Ⅱむano，Ⅱ．Ⅱ080nO，S．  
Nt血8mO，で馳喝aWa   

E．Okada，鼠Igawa，  
H．恥k且ba8もi．  

YEamibara，M．H址8mO，  J．P毎8．So¢，JpnノSup抑制血血涙吋皿d群山由  77   Novombr   

Ⅱ．Ⅱ○さOnO，  preさ8We血LaFeA80  2008   
日本物理学会  

KMatsubayas帆  
YtTwatoko  

K短8W8，Ⅱ．Okada，  

K血軋F皿止血a血i．  
よPhy乱Soe．みnノh舶＄WOS山車d   78   馳b一心工y   

YEam払ara，M．H址ano，  
SⅦp併00n血¢d喝0Ⅹyp血丘deLa馳pO  2009   

日本物理学会  

】乱Ⅱ080nO，S．N虚血8nO，  

℃独唱8W8  

．短awa，Ⅱ．Oka血，  

Ⅱ．¶血aha8bi  

S．Mitsl止血，   よPby8．S軋みnノP搾8Sur¢・血du¢ed   

78   
February  

Y馳mih8ra，M．Ⅰ王址ano，  8up¢rCOn血¢ti血中hhompnie紘do00mpOund   
2009   

日本物理学会  

Ⅱ．Ⅱ080nO，  Sr馳2A軸   

鼠Mat邑ub8ya血i，  

YUwabko  

仏） Ener寧y  

MIZAWÅTakeo  ；f。 
（Ca．Sr）6a2S4COmPOund＄   

＄tat． ＄Ol． （a）  

MIZA恥Takeo  …・・ 

・ 

． 

※ホームページ等での公開の㊥・育）いずれかを0で囲んでください。菅の場合は仁理由書を添付して下さい。  



【成果物g－2】  

提出物   氏 名  



【別紙様式 9】  

注：課題番号を記入してください。  

平成19年度 学術研究助成金成果物報告書  

平成21年 4月 15日  

日 本 大 学 総 長  殿  

氏  名   

所属・資格  

綱 島  均  

生産工学部 ・教授  

下記のとおり提出いたします。  

注：該当する種目を○で囲んでください。  
奨励研究／一般研究（個人）／一般研究（共同）パ   1 種 目  

2 研究課題  

脳神経活動と運転行動に基づく高安全度運転支援に関する研究  

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）  

・研究代表者  

綱島  均  

・研究分担者（役割分担）  

泰羅 雅登（脳機能評価）  

中村 英夫（機械の信病性評価）  

内堀 朝子（運転支援言語インタフェース）  

丸茂 喜高（運転支援システムの検討）  

稲垣 敏之（運転行動モニタリングとその評価）  

4 学会発表等（要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）  

発表者名  学会名  発表年月  発表テーマ   

柳沢一機，綱島 均∴塾  

連星直，伊藤 軌匝垣  
俊之  

運転支援システムによるドライバの負担  
軽減に関する研究  

第23回生体・生理工学シ  
ンポジウム  2008年10月  

広瀬 悟，洒水俊之．南  
部起可，柳沢一機，塑選  
重鼻，綱島 乳土師知  
己，泰羅雅登  

機能的近赤外分光装置（fNIRS）を用いたド  
ライバーの脳活動計測  

自動車技術会秋季学術講  
演会  

2008年10月  

第34回全国英語教育学会  
東京研究大会  

初級英語学習者による英文処理時の脳活  
動について  中条清美，内堀朝子  2008年8月  

機能的近赤外線分光装置とニューラルネ  
ットワークを用いたマルチチャネル脳神  
経†昔斡の粍別  

斎藤永子，中村英夫，高  
橋 監 綱島 均  

平成20年電気学会電子・  

情報・システム部門大会  
2008年9月  

fN川Sデータとニューラルネットワークに  
よるブレインコンピュータインタフェー  
スの基礎的検討  

斎藤永子，高橋 聖，空  
相英夫，綱島 均  

2009年3月  

柳沢一機，綱島 均，丞  
茂喜高，伊締 軌塵垣 ‾  
夜乏  

機能的近赤外分光装置を用いた自動車運  
転時の脳機能計測  

日本機械学会第17回交  
通・物流部門大会  

2008年12月  

5 著書・雑誌論文（著書・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピーの場合は掲載されたことが客観的にわかるものを添付してください。）  

出版社・発行所  著者・執筆者  著書名・雑誌名／論文名   

※ホームページ等での公開の㊥否）いずれかを○で囲んでください。否の場合は・理由書を添付して下さい。   



碓軍的アプローチによる高層免震建物  

神田他   
日本建築学会大会学術   の柵造パラメータ推定に関する研究  
講演梗概集   一その3地震・風直交方向・風方向外  

2008年9月  

乱に対する推定■例－   

日本建築学会大会学術  
確率的アプローチによる中層免震建物  

神田他  試演梗概集  の免L，三邪道パラメータ推定に関する研  
究  

新潟県中越沖地震における避難所に関  

神田，鳥居塚他  
日本建築学会大会学術   する調査報告  
講演梗概集   －その1遅澤者の安全・安心について  

2008年9月  

の考察一  

新潟県中越沖地震における避難所に関  

神田，鳥居塚他  
する．調査報告   日本建築学会大会学術  
講演梗概輿   －その2避難者の不満・不快について  2008年9月  

の考察－   

風外乱と地質外乱を受ける複数構造物  
渡辺，大鳥，神田，  
中村，小野他  講演会  ク問題のための数情シミュ  

レーションプログラムの閑雅  

渡辺，大鳥，神田，   
小野，中村他  講演会  風外力モデルの構築  

地震災害時の避難所における安全・安  
日本人間工学会関東支    心に関する考察  

神田，鳥居塚他  
部   一新潜県中越沖地震のヒアリング及び  2008年11月  

アンケート調査より－  

確率的アプローチによる高層免震建物  

神田他  2008年12月         日本大学生産工学部研   の構造パラメータ推定に関する研究   究告A  

報  一地震外乱および風直交方向外乱に対  
する応答評価－  

確率的アプローチによる高層免震建築  

神田他  風工学シンポジウム  物の構造パラメータ推定に関する研究  
ー地）ご…応答および風直交方向応答に対  

する推定一  

5 著書・雑誌論文 席害・雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピ」－－－の場合は掲載されたことが客観的にわかるものを添付してください。）   

著者・執節者   著書名・雑誌名／論文名  巻・号   年月   出版社・発行所  

※ホームページ等での公開の㊥否）いずれかを○で囲んでください。否の場合は．理由書を添付して下さい。  



［成果物9t2］   



【別紙様式 9】  
＊課題番号  総07－016  

注：課題番号を記入してください。  

平成19年度 学術研究助成金成果物報告書  

平成 21年 3 月 26 日  

日 本 大 学 総 長  殿  

氏  名   

所属・資格  医学部・専任講師  

下記のとおり提出いたします。  

注：該当する種目を○で囲んでください。  1 種 目  奨励研究／一般研究（個人研究）／一般研究（共同研究）／   

2 研究課題  

2－13curacil呼気テストによる抗癌剤投与による副作用予測と抗癌効果予測  

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）  

研究代表者  

石井 敬基  

研究分担者  

浅井 聴  
高橋 泰夫  
高山 忠利  
安孫子宜光  

（研究の遂行・データー解析・結果考察）  

（役割分担）  

（研究の遂行・データー解析）  

（研究の遂行・データー解析）  

（結果考察）  

（結果考察）  

4 学会発表等（要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）  

発表者名  学会名  発表テーマ  発表年月  

第24回13c医学応用研究会  
第11回日本呼気病態生化  
学研究会 合同学術大会  

石井敬基、高橋泰夫、  
高山忠利、安孫子宜光、  
浅井聴  

13c－u工・aCil呼気テストでSlの抗癌効果は  

予測可能か？  
2008年10月  

5 著書・雑誌論文 膚香t雑誌・抜き刷り等を添付してください。コピ・・・甥場合は掲載されたことが郁郎勺にわかるものを添付してください。）  

著者・執筆者  著書名・雑誌名／論文名  出版社・発行所  

石井敬基、鈴木茂、河野  
知久、高山忠利、安孫子  
宜光、高橋泰夫、浅井聴  

13c医学／2－13c－UracilBreath Testで白血球  
減少予測は可能か？  

13c医学応用研究会  2008年3月   18  

※ホームページ等での公開の⑦・否）いずれかを○で囲んでください。否の場合は．理由書を添付して下さい。   



［成果物9－2］   



【別紙様式 9】  総07－020  ＊課題番号  

注：課題番号を記入してください。  

平成19年度 学術研究助成金成果物報告書  

平成 21年 4 月 1 日  

日 本 大 学 総 長  殿  

氏   名 前野 正夫  ■＼野調1  
＼二ニー・′  

所属・資格  歯学部・教授  

下記のとおり提出いたします。  

注：該当する種目を○で囲んでください。  
1 種 目  奨励研究／一般研究（個人研究）／一般研究（共同研究）／  総合研究   

2 研究課題  
破骨細胞の形成と機能に視点をおいた歯根褒胞拡大の分子機構の解明  

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）  

・研究代表者  

前野正夫  

・研究分担者（役割分担）  

牧村正治（分子生物学分野の総括的検討）  

鈴木直人（細胞・分子生物学分野等の一連の操作）  

武市 収（細胞生物学・組織化学分野等の一連の換作）  

川戸貴行（WesternbユotやELISA等，タンパク化学分野の一連の換作）  

績橋 治（分子生物学分野の一連の操作）  

田遵奈津子  （細胞生物学分野  

4 学会発表等（要旨集の抜き刷り．発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）  

学会名  発表テーマ  発表年月  発表者名  

IL・6はsIL・6R存在下で軟骨細胞の分化を  
抑制し軟骨基質形成を促進する  

2007年5月  
直  

曹官有許芋二層「  の軟骨基質形成に及ぼす  2007年7月  第25回目木骨代謝学会学  
術集会  IL・6とsIL・6Rの影響  

【L・6はsIL・6R存在下でヒト軟骨細胞によ  

る軟骨基質タンパク発現を増加する  

8月  第49回歯科j  
術大会・総会  田和寛，鈴木直人，前野正  

夫  

andsIL・6Rontbe  ,Annual NambaA，AidaY，  
WatanabeY，TanakaH，  
Shimi2；uO，Su2：ukiN，  
Maeno M 

2007年9月  
expressionofcartilagematrixproteins  

蒜応櫛  

博
 

第56回日本口  
会・総会  

，
野
 
 

内
成
前
 
 

進し破骨細胞分化を抑制する   

組ま頑背面面石膏頑面商連酵素有頭  

を促進する  

高 橋陸雄，本橋正史，   
正  夫  

第56回日本口  
会・総会  

酪画輌偏  形成と  2008年5月  
秀樹，本橋  
前野正夫  

osteoprotegerin発現を促進する  

節訴甑ロを介してヒ  2008年5月  

細胞のEP4受容体発現を促進する  

甜所訂  第128回日本歯科保存学  
会春季学術大会  

よる石灰化   
川戸貴行，田中秀樹，前野  
正夫  

と0＄teOprOtegerin発現を促進する   



Namba A， Aida Y；  86也GeneralSession＆  IL・6andsIL・6Rincreasecartilage  
ⅥねtanabeYこHonda二K，  

2008年7月  

ShimizuO，Su2：ukiN，  
matriⅩprOteinsexpressionin  

YbneharaYこMaenoM   Cbondroqrte   

Ⅹabmo l：Kawato T，  86thGeneralSession＆  Butyratestimulatesminerali2：ednodule    2008年7月   
1臨nabeN，SuzukiN，Iida  
T，OchiaiK，MaenoM   

formationando8teOprOtegerin  
expressionbyosteoblasts．   

恥keiehiO，HamaX，   86血GeneralSession＆  NitricOxideControIs  2008年7月  
F可i＄akiK，TanabeN，  Exhibition of IADR 
Haya＄hiM，OgisoB，  

VE・Cadherin・MediatedVa＄Cular  

MaenoM，OcbiaiK  IntegrityinPeriapicalGranulomas   

2008年8月  M・CSFおよびOPGの発現に及ぼす酪酸の  
影響  

Kawato T．二Katono T，  30LhASBMRAnnual   2008年9月  
TanabeN，SuzukiN，Iida OcbiaiX formationandosteoprotegerin  
℃，MaemoM   expres8ionbyo＄teObla8t8．   

第57回日本口腔衛生学  IL・1BはPGE2産生増加を介して軟骨細胞    2008年10月  
正           会・総会   

故人，前野夫  
のEP4受容体発現を促進する   

渡部．ひ，田帯芋「   第26回日本骨代謝学会学  IL・1凸はPGE2産生を介して軟骨細胞の    2008年10月  

流山  EP4受容体発現を促進する．   

接－…一 2008年10月  
．三 

【 
IL・6とsIL・6Rの影響  

5 著書・雑誌論文 膚番・雑誌・抜き刷り等を添付してくださしヽコピーの場合は掲載されたことが客観的I拗、るものを添付してください。）   

著者・執筆者   著書名・雑誌名／論文名  巻・号   年月   出版社・発行所   

NambaA，AidaY，Su21uki  

N，ⅥねtanabeY；Kawab ℃MotohashiM，Maeno  
M，Mat8umuraH，   humanchondrocytes・ConnectiveTissue  5号   

MatsumotoM   Re8earCb   

ⅨatonoT」ⅩawatoT，   Sodium butyrate stimulates mineralized 
ThnabeN，SuzukiN，Iida  noduleformationandosteoprotegerin   53巻  2008年  ELSEⅥER  
℃Moro2：umiA，OchiaiK，  expres8ionbyhumanosteoblasts・Anchivesof   10号   
MaenoM   OralBiology   

WhtanabeY，NambaA，  IL・1βstimulatestheexpres申OnOf  

HondaK，AidaYi   prosta由andinreceptorEP41nhuman   
MatBumuraH，Shimiz  Chondrocyte＄byincreaslngprOductionof   Inpre＄8  2009年  In丘）rma  
0，SuzukiN，1もnabeN，  
MaenoM   Researcb  

〈  

※ホームページ等での公開の吋・菅）いずれかを○で臥でください。否の場合は・理由書を鮒して下さい。  
［成果物9－2］   

数 量   



7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）  

（知的財産権の取得）  

（外部資金の獲得）   

本研究は，平成19年度および20年度の科学研究費補助金（基盤研究C，研究代表者：前野正夫）の獲得  
につながった。  

（他の研究への発展）   

私の研究領域ならびに私の講座のこれまでの研究は，骨や軟骨の形成に着日した研究が主であったが，本  
研究では，骨芽細胞や軟骨細胞だけでなく，破骨細胞を扱う機会が多かった。したがって，本研究を境に骨  
吸収にも着目した研究にも積極的に着手できるよぅになった。上記の平成19年度および20年度の科学研究  
費補助金（基盤研究C）に基づく研究は，破骨細胞の分化，成熟した破骨細胞による骨吸収に関連した研究  
でありト順調に研究成果が得られている。以上のように，本研究は，私自身だけでなく，私の講座の研究領  
域の進展に大きく貢献した。  

（その他）   



【別紙様式 9】  
総07－024  ＊課題番号  

注：課題番号を記入してください。  

平成19年度 学術研究助成金成果物報告書  

平成 21 年 3 月16 日  

ノ㌘ヽ、  日 本 大 学 総 長  殿  
／／ぺ  

氏  名 杉 谷 博 士   

・l  

＝－ ＿▼  所属・資格 松戸歯学部・教授  

下記のとおり提出いたします。  

注：該当する種目を○で囲んでください。  
1 種 目  奨励研究／一般研究（個人研究）／一般研究（共同研究）   

2 研究課題  

口腔乾燥症治療にむけての分子的アプローチ  

3 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）   
一研究代表者  

杉谷 博士 松戸伸学部・教授  
・研究分担者（役割分担）  

吉垣 純子 松戸歯学部・准教授（タンパク節分泌機構解析）  
中尾 寿美 松戸歯学部・助手（水分泌機構解析および遺伝子発現解析）  
茂呂 周  大学院総合科学研究科・教授（分泌抗体産生機構解析）  
浅野 正岳 歯学部・専任講師（分泌抗体分泌機構解析）  
手塚 雅勝 薬学部・教授（受容体および細胞内シグナル解析）  
榛葉 緊紀 薬学部・准教授（細胞内代謝解析）  

4 学会発表等（要旨集の抜き刷り，発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）  

発表者名  発表テーマ  学会名   

三井烈、吉垣純子、  
中尾崩壊、浅野正岳  
茂呂 用、椎葉幣紀  
手塚雅臍、杉谷博士  

SMIE細胞を用いた唾液腺細胞間密普部の  
機能解析  

第7回日本大学口腔科学  
会学術大会  2007年9月  

5 著書・雑誌論文（著書・雑誌・抜き刷り等を添付してくださし㌔コピーの場合は掲載されたことが客鮒こわかるものを添付してください。）  

著者・執筆者  著書名・雑誌名／論文名  出版社・発行所  

Ⅰ  
JunkoFLtiita－Yoshigaki，  
MiwakoMatsuki－  
Fukushima，Hiroshi  
Sugiya  

AmPhysioISoc  2008．3  

MMatsukiqFukushima，S  
Hashimoto，MShimono，  
KSatoh，J  
Flわita－Yoshigaki，H  
Sugiya  

Ce11TissueRes／  

Presenceand鐙智慧㌘認諾pOrin‾6inrat  
2008．4  Springer  

JCellMoIMed／  

Roleo惣慧ミ霊j諾慧1忠霊CretOry  ltSugiyaetal．  

CellTissueRes／  

E悪習芸㌫芸当霊閻㌔盲ミ認諾認n  
HiromiMichikawa，Junko  
Fujita－Yoshigaki，Hiroshi  
Sugiya  

2008．11  Springer  

※ホームページ等での公開の㊥・否）いずれかを○で囲んでください。否の場合は．理由書を添付して下さい。   
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＊課題番号  総 07－035  

【別紙様式 9】  

注：課題番号を記入してください。  

平成19年度 学術研究助成金成果物報告書  

平成 21年  3 月 30 日  
日 本 大 学 総 長  殿  

氏  名  

所属・資格 

下記のとおり提出いたします。  

注：該当する種目を0で囲んでください。  1 種 目  奨励研究／一般研究（個人研究）／一般研究（共同研究）／総   

2 研究課題  

ゲノム化学に基づく展開医療  

3 研究粗放（共同研究・総合研究のみ該当します）  

・研究代表者  

福田 昇 （研究の総括）  

・研究分担者（役割分担）  

斎藤 列 （DNAアルキル化剤の分子設計と化学）  
松本 宜明（ 

永瀬 結審・（癌遺伝子のエビジェネティクス）  

野呂知加子（遺伝子のエビジェネティクス解析）  

上野 高浩（ピロールイミダゾールポリアミドの分子設計、in心血0の実験）  

4 学会発表等（要旨集の抜き刷り．発表原稿のコピー等及び発表したことがわかるものを添付してください。）  

発表者名  学会名  発表テーマ  発表年月  

松田裕之、福田 昇、上  
野高浩、田平佳子、鈴木  
亮、片川まゆみ、松本紘  
一、杉山 弘  

第50回 日本腎臓学会  進行性腎障害の治療のためのTGF．betalに  
対するPIポリアミドの長期投与効  

平成19年 5月  

松田裕之、福田 昇、上  
野高浩、片川まゆみ、鈴  
木 亮、田平佳子、松本  
紘一、杉山 弘  

第＄0回 日本内分泌学会  進行性腎障害の治療のための新規迫伝子制  

御薬、TGF－β1に対するPlポリアミドの長期  
投与効果  

平成19年 6月  

松田裕之、福田 昇、上  

野高浩、松本紘一、芹江  
第13回 日本遺伝子治療  
学会  

E飴ct of（ongJerm administraIion of PI  
POlyamideta喝etedtotheTGF－βlpmmoter  

平成Ⅰ9年‘月  

ぬー伽細nentor  SSiveren如des鮎eS．   
Yao En－hui、上野高浩、  
福田 昇、常見明子、松  
田裕之、松本太良臥田平  
和宣、松本紘一、杉山  
弘、沢村達也  

LOX－1遺伝子をターゲットとした新規遺伝子  
発現治療薬ピロールイミダゾールポリアミドの  
開発  

平成19年 7月  

松田裕之、福田 昇、上  
野高浩、杉山 弘、松本  
宣明、渡部隆義、松本紘  
一、芹江和夫  

第43回 高血圧関連疾患  
モデル学会  

D血1食塩感受性ラットを用いたTGF一β1に対  
する新規迫伝子制御薬PIポリアミドの創薬開  

発  

平成19年 9月  

松田裕之、福田 昇、上  
野高浩、片川まゆみ、鈴  
木 亮、田平佳子、松本  
紘一、杉山 弘  

第30回 日本高血圧学会  進行性腎障専の治療のための新規遺伝子治  

療薬、mF一β1に対するPIポリアミドの長期  
投与効果  

平成19年10月   



上野高浩、福田昇、  
YaoEn・bui、常見明子、  第30回 日本高血圧学会  ヒトおよぴラットLOX－1遺伝子をターゲットとし    平成19年10月   
松田裕之、田平和宣、松  た新規遺伝子発現制御薬ピロールイミダゾー   

本太郎、松本紘一、杉山  ルポリアミドの効果．   

弘、沢村達也  

松田裕之、福田 昇、上  第11回 日本心血管内分  TGF－β1に対する新規遺伝子制御薬PIポリ    平成19年11月   
野高浩、杉山弘、松本  アミドの進行性腎障害モデルへの長期効果．   

宜明、松本紘一   

YaoEかhui、福田 昇、  第11回 日本心血管内分  E飴ctsof町ntheticgenesilencerPIpolyamide    平成柑年11月   
上野高浩、杉山 弘、沢  泌代謝学会   targetingLOX－lontheneointimaformation   
村達也、松本紘一  Ofa止叩a鮎riIか叩．   

松田裕之、福田 昇、上  第8回 腎不全病態治療研  進行性腎障害モデルでのTGF・β1に対す    平成19年12月   
野高浩、杉山 弘、松本  究会   る新規遺伝子制御薬PIポリアミドの長期   
宜明、松本紘一  効果．   

5 著書・雑誌論文 解・雑誌・抜き刷り等を添付してくださしヽコピ側ま掲載されたことが客観的I拗、るものを添付してください。）   

著者・執筆者   著書名・雑誌名／論文名  巻・号   年月   出版社・発行所   

KitamuraE，lgarashiJ，  

MorohashiA，HidaN，  
OinumaT；NemotoN，  AnaIysisoftissue－SPeCif王cdi脆rentiallymethylated  

Songf；GhoshS，Held  g9（3）   2007，9  Genomi¢S  

WA，YbshidむNoroC，  

N覗脱H   

松田裕之、福田 昇   ゲノム化学に基づく次世代医療としての新規 遺伝子制御薬PIポリアミドの開発．   65（5）  2007，10   日大医誌   

Fuka盟WaA，Nag由鮎ma T 
Joumalor  ，AoyamaT，FukudaN， M誠SudaH，UenoT， Sugiyama Clmmab伊叩桓   

，H，N喝おeH， MglsumotoY 
．   

DesigmofanovelG－quen血edmolecu血bea00n：a  
S濾0℃MizunoE，B喝 SS 

，SuzukaI，Saitol  
抑慮ysis  

（Cむnb）   

TakahashiTlAsamiY；  
Ki血rluraE，SuzukiT；  

WangX，Ig訂おhiJ，  
MorohashiA，  
Sbinqjima℃K皿OuH，  

S由b】札1払k鮎uT；  Developmentofpymlc－imidazolepolyamidefor  
N喝aSe ■H，Hamda Y；  SPeC摘cregulationofhumanaurorakinasc－Aand   15  2008，皇   Chemistry＆Biology  
KurodaK，Ⅵねt孤曲eT；  

KumamOtOS，AoyamaT；  

MatsumotoY，BandoTl  

Sugむ皿Ia  打，  

Hoshida，NoroC，Fukuda  
N，H町鮎hiN．   

FukusawaA，AoyamaT，  

N喝猥himaT，FukudaN，  Pharmacokineticsofpyrrole－imidazolepolyamides  
30（2）  2009，2   

Biophm紅eudcs ＆   
UenoT，SugiyamaH，  DrugDisposition   

N喝aSeH，M如SumOtOY・   

YaoE・H，FukudaN，  

UenoT，MatsudaH，  Anovelgenesilencerpymle－imida2X）1epoly弧1ide  
81（4）  2009，3   

Ca河iova5Cular  

Sugiy甜1aH，Matsumoto  

K．   
Research   



Ueno T，Fukuda N，  
Tsunemi A，Yao E－H，  
Matsuda H，Tahira K，  
Ma肋moblMatsumob  
K，MabumotoY，N喝a父  

性  Sugiyama H，  

SawamuraT．  

A NovelGene Si］encer；Pyrrole－imidazole  
ね靂yamide Tむ苫e血g Human LOX－】Gene  
ImprovesEndothelialCe11function．  

Journal or  
Hypertension．  

2009，3  

いずれかを0で囲んでください。否の場合は，理由書を添付して下さい。  
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※ホームページ等での公開の  

6 その他の発表   

新聞掲載  

発表／掲載者名  新聞名 （朝刊・夕刊）  掲載年月日  

その他（ビデオ，CD，シナリオ，写真，舞台等）  

提出物  氏 名   

7 その他の成果 （下記のような成果があれば記入してください。）  

（知的財産権の取得）  

1．ピロールイミダゾールポリアミドの固相自動合成   
公開：WO2007／0‘0＄60（2007．5．31）   

発明者：杉山 弘、堂野主税、福田 昇   

2．細胞培養装置   
特顧2007－1514＄0、（2007．6．7）   

出願人：日本大学   

発明者：野呂知加子、福田 昇、松本太郎、麦島秀雄  

（外部資金の獲得）  

平成20年度 戦略的研究基盤形成支援事業  

「難治性免疫疾患に対する細胞・遺伝子治療法の開発」研究分担者  

（他の研究への発展）  

今回の日本大学総合研究「ゲノム化学に基づく展開医療」の成果発表に対し、協和発酵キリン（株）と進行  
性腎障害の遺伝子治療薬としてのTGF－β1PIポリアミドの共同研究が平成20年度から開始された。   
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