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臨床医学-１
孤発生筋萎縮性側索硬化症患者誘導多能性幹(iPS)細胞を
用いた新規診断・治療法の開発

井上 治久 京都大学医学部神経内科 助教 高橋 良輔 京都大学医学部神経内科 教授

遺伝子・幹細胞治療による骨格筋再生と筋ジストロフィーの病態
に則した根本治療法の開発

木村  円 熊本大学医学部附属病院神経内科 助教 内野 誠
熊本大学大学院
先端生命医療科学部門神経内科学

教授

加齢、パーキンソン病の神経変性に対するklotho遺伝子の影響
についての研究

小堺 有史 慶應義塾大学医学部神経内科 助教 鈴木 則宏 慶應義塾大学医学部神経内科 教授

グリオーマ浸潤に関与するマイクロRNAの同定およびその機能
解析

篠山 隆司
神戸大学医学部附属病院
脳神経外科

助教 甲村 英二
神戸大学大学院医学研究科
脳神経外科

教授

臨床医学-２
新しいストレス応答性転写抑制サイトカインによる心筋リモデリ
ング抑止機構の解明と心不全治療への応用

真田 昌爾
国立循環器病センター
心臓血管内科

研修生 北風 政史
国立循環器病センター
心臓血管内科

部長

新規代謝調節因子 FGF-21 の心臓における役割 泉家 康宏
熊本大学大学院医学薬学研究部
循環器病態学

助教 小川 久雄
熊本大学大学院医学薬学研究部
循環器病態学

教授

原発性肺高血圧症の分子病態の解明と応用：肺血管平滑筋細
胞の増殖におけるBMPシステム異常の関与

大塚 文男
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
腎・免疫・内分泌代謝内科学

助教 田中 紀章 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 研究科長

心房細動に対する原因疾患毎のテーラーメイド治療の確立 伊藤 正洋 新潟大学医歯学総合病院第一内科 特任助教 相澤 義房 新潟大学医歯学総合病院第一内科 教授

臨床医学-３ SIRT1の視床下部における代謝制御機構の解明 佐々木 努
群馬大学生体調節研究所
代謝シグナル解析分野

助教 北村 忠弘
群馬大学生体調節研究所
代謝シグナル解析分野

教授

エピジェネティクスによる脂肪細胞分化制御因子PPARγの発現
制御機構の研究

脇 裕典
東京大学大学院医学系研究科
糖尿病・代謝内科

特任助教 門脇 孝
東京大学大学院医学系研究科
糖尿病・代謝内科

教授

膵β細胞特異的ストレス応答分子機構の解析 山口 賢
東北大学国際高等研究教育機構・
東北大学病院糖尿病代謝科

特別研究員 岡 芳知
東北大学大学院医学系研究科
分子代謝病態学

教授

細胞内脂肪酸組成の制御による新規生活習慣病治療の開発 松坂 賢
筑波大学臨床医学系
内分泌代謝・糖尿病内科

助教 山田 信博 筑波大学付属病院 病院長

消化器癌におけるDNA2重鎖切断修復メカニズムの解明と新たな
分子標的治療への展開

佐伯 浩司
九州大学大学院医学研究院
消化器・総合外科

助教 前原 喜彦
九州大学大学院医学研究院
消化器・総合外科

教授

新たな肝再生制御メカニズムの解明と開発に関する研究 森根 裕二 徳島大学病院消化器・移植外科 助教 島田 光生
徳島大学大学院ﾍﾙｽﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ研究部
消化器・移植外科学

教授

臨床医学-４
高齢者における転倒機序の解明とその防止に向けた新規治療法
の開発

小川 純人 東京大学医学部老年病科 助教 大内 尉義
東京大学大学院医学系研究科
加齢医学

教授

1型糖尿病モデルマウスにおける抗CD20抗体療法の有効性に
関する検討

濱口 儒人 金沢大学附属病院皮膚科 講師 竹原 和彦
金沢大学大学院医学系研究科
皮膚科学

教授

腎糸球体上皮細胞におけるスリット膜関連タンパクであるdendrin
の役割の検討

淺沼 克彦 順天堂大学医学部腎臓内科学講座 助教 富野 康日己 順天堂大学医学部腎臓内科学 教授

糖鎖不全IgAに対するメサンギウム細胞新規受容体の同定とIgA
腎症発症メカニズムの解明

金子 佳賢
新潟大学大学院医歯学総合研究科
腎・膠原病内科学分野

非常勤講師 下條 文武
新潟大学大学院医歯学総合研究科
腎・膠原病内科学分野

教授

造血器腫瘍の移植治療におけるMSC(間葉系幹細胞）共移植療
法の開発（霊長類モデルを用いて）

増田 茂夫
自治医科大学分子病態治療研究センター
再生医学研究部

助教 花園 豊
自治医科大学分子病態治療研究センター
再生医学研究部

教授

RANK-Fｃ による骨肉腫新規治療法の検討 篠田 裕介 東京大学医学部附属病院整形外科 助教 中村 耕三 東京大学医学部附属病院整形外科 教授

卵巣癌腹膜播種を制御するマイクロRNAの検索とその作用機序
の解明

澤田 健二郎
大阪大学大学院医学系研究科
器官制御外科学

助教 木村 正
大阪大学大学院医学系研究科
器官制御外科学

教授
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基礎医学-１
癌治療への応用を目指した細胞老化制御機構の解明と老化形
質の導入

島田 緑
名古屋市立大学大学院医学研究科
細胞生化学

特任助教 中西 真
名古屋市立大学大学院医学研究科
消化器代謝内科学

教授

概日リズムによる細胞周期及び分化の制御機構の解明 平山 順
東京医科歯科大学難治疾患研究所
MTTプログラム

特任講師 藤堂 剛
大阪大学大学院医学研究科
放射線基礎医学

教授

可視化を通して解析する消化管粘膜免疫系の誘導維持機構 本田 賢也
大阪大学大学院医学系研究科
免疫制御学

准教授 竹田 潔 大阪大学大学院医学研究科 教授

薬剤排出ポンプの構造・機能と生理的役割の解明 西野 邦彦 大阪大学産業科学研究所 助教 山口 明人 大阪大学産業科学研究所 所長

アデノウイルスベクターによる自然免疫誘導メカニズムの解析 水口 裕之
医薬基盤研究所
遺伝子導入制御プロジェクト

プロジェクト
リーダー

山西 弘一 医薬基盤研究所 理事長

Ras標的蛋白質であるPLCεによる腫瘍形成と悪性化の機構 枝松 裕紀
神戸大学大学院医学研究科
分子生物学

助教 片岡 徹
神戸大学大学院医学研究科
分子生物学

教授

ユビキチン化酵素であるTRIMファミリーとその基質蛋白質を介し
た癌とウイルス感染症における発症制御システムの解明

浦野 友彦
東京大学医学部附属病院
抗加齢医学講座

助教 井上 聡
東京大学医学部附属病院
抗加齢医学講座

教授

アンジオポエチン-Tie2受容体シグナルの空間的・機能的制御と
その腫瘍血管新生における役割の解析

福原 茂朋 国立循環器病センター研究所 室長 望月 直樹 国立循環器病センター研究所 部長

がんの免疫監視からの回避の分子機構 小笠原 康悦
東北大学加齢医学研究所
加齢生体防御分野

教授 福田 寛 東北大学加齢医学研究所 所長

基礎医学-２
気分障害治療薬の神経発生毒性に関するin vitro評価システム
の開発

山内 淳司
国立成育医療センター研究所
薬剤治療研究部分子薬理研究室

室長 名取 道也 国立成育医療センター研究所 所長

ミトコンドリア形態変化を調節するRho GTPase蛋白質の構造生
物学的研究

小柴 琢己
九州大学大学院理学研究院
生物科学部門

准教授 宮原 三郎 九州大学大学院理学研究院 研究院長

メタボリックシンドローム改善因子FGF21の発現制御機構の解明 中川 嘉
筑波大学大学院人間総合科学研究科
診断生化学

講師 島野 仁 筑波大学大学院人間総合科学研究科 教授

G蛋白質共役型受容体－リガンド相互作用の熱力学的解析 白石 充典 京都大学大学院医学研究科 客員研究員 岩田 想 京都大学大学院医学研究科 教授

小胞体ストレス応答経路による代謝制御機構の解明 親泊 政一 徳島大学疾患ゲノム研究センター 教授 森 正敬 崇城大学薬学部分子遺伝学教室 教授

プロスタグランディンEを介するエラスチン蛋白制御による新規血
管狭窄性疾患治療の開発

横山 詩子 横浜市立大学医学部小児科 助教 横田 俊平 横浜市立大学医学部小児科 教授

体内時計の同調機能及び発振機能を司る視交叉上核内神経回
路の生理的役割の解明

山口 賀章
京都大学大学院薬学研究科
システムバイオロジー分野

助教 岡村 均
京都大学大学院薬学研究科
システムバイオロジー分野

教授

分子イメージング技術を利用した薬物トランスポーターのin vivo
機能評価法の開発

楠原 洋之
東京大学大学院薬学系研究科
分子薬物動態学

准教授 鈴木 洋史 東京大学医学部附属病院 薬剤部長

シナプス小胞タンパク質の局在制御機構の解明 奥田 隆志 慶應義塾大学薬学部薬理学 講師 三澤 日出巳 慶應義塾大学薬学部薬理学 教授

新規生体膜リン脂質生合成酵素ファミリーの発見と機能解析 進藤 英雄
東京大学大学院医学系研究科
細胞情報学

助教 清水 孝雄
東京大学大学院医学系研究科
細胞情報学

教授

薬剤を用いたNotchシグナル制御による血管病治療の開発 竹下 享典
名古屋大学大学院医学系研究科
循環器内科学

特任助教 室原 豊明
名古屋大学大学院医学系研究科
循環器内科学

教授
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