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１０．財政 

① センターの財政状況 

 
平成 27 年度（2015 年度）の支出決算額（運営費交付金）の概要 

〔単位：千円〕 

区   分 決 算 額 

  

備   考 うち、国立大学法人運営費交

付金（特別経費（全国共同利

用・共同実施分）） 

支出合計 125,929  14,636    

  

うち、運営委員会経費 406  406    

うち、共同研究費 4,403  4,403    

うち、共同研究旅費 1,023  1,023    

計 5,832  5,832    

 

② 科学研究費補助金採択状況 

平成 27 年度 

研 究 種 目 研究課題番号 新規・継続 職名 ・ 代表者 
金額（直接経費） 

（単位：千円） 

基盤研究(B)（一般） 25292167 継続 教授・井上 昇 5,100 

基盤研究(B)（一般） 25292168 継続 准教授・福本 晋也 3,900 

基盤研究(B)（一般） 25292169 継続 教授・横山 直明 4,400 

基盤研究(B)（海外） 25304041 継続 教授・五十嵐 慎 4,300 

基盤研究（Ｃ） 25450419 継続 教授・五十嵐 慎 1,200 

若手研究（B） 25850198 継続 助教・白藤 梨可 900 

基盤研究（Ａ）（海外） 26257417 継続 教授・横山 直明 7,000 

基盤研究（Ｂ）（海外） 26304036 継続 教授・鈴木 宏志 2,700 

基盤研究（Ｂ）（海外） 26304037 継続 准教授・西川 義文 4,400 

基盤研究（Ｂ）（海外） 26304038 継続 准教授・福本 晋也 3,000 
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科学研究費補助金採択状況・続き 
 

研 究 種 目 研究課題番号 新規・継続 職名 ・ 代表者 
金額（直接経費） 

（単位：千円） 

若手研究（Ｂ） 26870021 継続 研究員・高野 量 1,300 

新学術領域研究 15H00891 新規 教授・横山 直明 2,800 

新学術領域研究 15H01306 新規 特任准教授・加藤健太郎 2,300 

基盤研究(B)（一般） 15H04589 新規 准教授・西川 義文 4,900 

挑戦的萌芽研究 15K14862 新規 教授・横山 直明 1,500 

挑戦的萌芽研究 15K15118 新規 准教授・福本 晋也 1,700 

 

③ その他の外部資金獲得状況 

平成 27 年度 

予 算 種 目 番  号 新規・継続 職名 ・ 代表者 
金額（直接経費） 

（単位：千円） 

文部科学省 
科学技術人材育成

費補助金 
継続 原虫病研究センター 17,000 

科学技術振興機構 RISTEX 継続 教授・鈴木 宏志 2,500 

科学技術振興機構 
A-step・ 

ステージ探索タイプ 
継続 特任准教授・加藤健太郎 1,257 

日本医療研究開発機構 SATREPS 継続 教授・井上 昇 26,123 

日本医療研究開発機構 
国際科学技術共同

研究開発推進事業 
新規 教授・井上 昇 3,800 

農林水産省 農林水産

技術会議事務局 

農林水産業・食品

産業科学技術研究

推進事業 

継続 教授・河津 信一郎 9,040 

農林水産省 農林水産

技術会議事務局 

農林水産業・食品

産業科学技術研究

推進事業 

継続 教授・横山 直明 5,000 

農林水産省 農林水産

技術会議事務局 

レギュラトリーサイ

エンス新技術開発

事業 

継続 教授・横山 直明 4,284 

（独）日本学術振興会 
二国間交流事業共

同研究 
継続 教授・鈴木 宏志 720 
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その他の外部資金獲得状況・続き 
 

予 算 種 目 番  号 新規・継続 職名 ・ 代表者 
金額（直接経費） 

（単位：千円） 

（独）日本学術振興会 
二国間交流事業共

同研究 
継続 教授・河津 信一郎 1,530 

（独）日本学術振興会 
二国間交流事業共

同研究 
新規 教授・横山 直明 1,125 

（独）日本学術振興会 
博士課程教育リー

ディングプログラム 
継続 教授・横山 直明 1,000 

（独）日本学術振興会 

論文博士取得希望

者に対する支援事

業 

新規 教授・鈴木 宏志 1,200 

（独）国際協力機構 ABE イニシアティブ 新規 教授・玄 学南 250 

大阪大学微生物病 

研究所 
共同研究 継続 原虫病研究センター 5,000 

A（株） 共同研究 新規 教授・鈴木 宏志 500 

Ｂ（株) 共同研究 新規 教授・鈴木 宏志 1,000 

国立大学法人新潟大学 共同研究 新規 特任研究員・阿部 康之 200 

GHIT Fund GHIT Fund 新規 教授・河津 信一郎 16,736 

伊藤記念財団 
伊藤記念財団研究

助成 
新規 

特任准教授・ 

加藤 健太郎 
800 

黒住医学研究振興財団 
黒住医学研究振興

財団研究助成 
新規 

特任准教授・ 

加藤 健太郎 
900 

寿原記念財団 
寿原記念財団研究

助成 
新規 

特任准教授・ 

加藤 健太郎 
1,200 

三島海雲記念財団 
三島海雲記念財団

学術研究奨励金 
新規 特任研究員・村越 ふみ 1,000 

（株）白寿生化学研究所 寄付講座 継続 教授・鈴木 宏志 20,000 

Ｃ（株） 寄附金 新規 助教・白藤 梨可 300 

Ｄ（株） 寄附金 新規 助教・白藤 梨可 200 
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