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臨床医学-１
オトシトシン経鼻投与による、内側前頭前野のグルタミン酸濃度
の変化と、こころの理論の障害への効果の検討

山末 英典
東京大学大学院医学系研究科
脳神経医学専攻精神医学分野

准教授 笠井 清登
東京大学大学院医学系研究科
脳神経医学専攻精神医学分野

教授

有機化合物に焦点をあてたレビー小体病の予防・治療薬の開発 小野 賢二郎
金沢大学医薬保健研究域
脳老化・神経病態学（神経内科）

助教 山田 正仁
金沢大学医薬保健研究域
脳老化・神経病態学（神経内科）

教授

頭部外傷モデル動物に対するカルバミル化エリスロポイエチン－
ヒトIgG Fc部融合タンパク（ｃEPO-Fc）を用いた前臨床研究

安原 隆雄 岡山大学大学院脳神経外科 助教 伊達 勲 岡山大学大学院脳神経外科 教授

臨床医学-２
心Fabry病患者由来皮膚線維芽細胞からのiPS細胞の樹立、
心房細胞への分化誘導による心Fabry病の病態解明

吉満 誠
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
心筋症病態制御講座

特任助教 鄭 忠和
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
心筋症病態制御講座

教授

慢性心不全患者の運動耐容能低下における下肢骨格筋細胞内
脂肪の重要性と抗酸化薬による新規治療法の開発

絹川 真太郎
北海道大学大学院医学研究科
循環病態内科学

助教 筒井 裕之
北海道大学大学院医学研究科
循環病態内科学

教授

動脈硬化性大動脈弁・血管病変におけるストレス応答性
接着分子の役割の解明と治療への応用

伯野 大彦 防衛医科大学校循環器内科 助教 大鈴 文孝 防衛医科大学校循環器内科 教授

筋小胞体カルシウム放出チャネル安定化による新しい致死性
不整脈の治療法の開発

奥田 真一 山口大学医学部附属病院第二内科 医員 松崎 益徳 山口大学医学部附属病院 病院長

臨床医学-３
傷害組織集積分子としてのアディポネクチンの機能解析とアディ
ポサイトカイン発現異常に関わる上流因子の探索

前田 法一
大阪大学大学院医学系研究科
内分泌・代謝内科学

助教 下村 伊一郎
大阪大学大学院医学系研究科
内分泌・代謝内科学

教授

自律神経を介した肝臓－膵β細胞間連関機構による膵β細胞量
制御メカニズムの解明

今井 淳太 東北大学病院糖尿病代謝科 助教 岡 芳和
東北大学大学院医学系研究科
分子代謝病態学分野

教授

脂肪肝発症モデルマウスを利用した新たな体重制御機構の検討 入江 潤一郎
慶應義塾大学医学部
腎臓内分泌代謝内科

特別研究
助教

伊藤 裕
慶應義塾大学医学部
腎臓内分泌代謝内科

教授

circulating tumor cell測定を用いた新たな大腸癌切除予後・再発
予測方法の開発

小西 毅 癌研有明病院消化器外科
シニア
レジデント

武藤 徹一郎 癌研有明病院 名誉院長

肝硬変症における肝線維化の分子メカニズム解明と脾臓内
T細胞の制御による新しい治療法の開発

赤星 朋比古
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

臨床医学-４
難治性喘息の病態形成におけるヘルパーT（Th)1またはTh17型
免疫応答の意義に関する研究

中込 一之 埼玉医科大学アレルギーセンター 講師 永田 真 埼玉医科大学アレルギーセンター センター長

miRNAによる骨髄系細胞からB細胞への分化転換の試み 幸谷 愛
東京大学医科学研究所
先端医療研究センター/血液腫瘍内科

助教 東條 有伸
東京大学医科学研究所先端医療研究
センター分子療法部/血液腫瘍内科

教授

道化師様魚鱗癬モデルマウスにおける表皮分化機構の解明と
新規治療法の開発

柳 輝希
北海道大学大学院医学研究科
皮膚科学分野

大学院生 清水 宏
北海道大学大学院医学研究科
皮膚科学分野

教授

進行肺癌に対する抗癌剤治療の無作為化比較試験における、
主要評価項目である全生存期間に対する至適代替評価項目の探索

堀田 勝幸
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
血液・腫瘍・呼吸器・アレルギー内科学

助教 谷本 光音
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
血液・腫瘍・呼吸器・アレルギー内科学

教授

皮膚樹状細胞（ランゲルハンス細胞）ニッシェの同定 永尾 圭介 慶應義塾大学医学部皮膚科
特別研究
助教

天谷 雅行 慶應義塾大学医学部皮膚科学 教授

間葉系幹細胞にて誘導されたドナー特異的制御性T細胞による
移植免疫寛容の導入

時田 大輔 東京女子医科大学泌尿器科
医療錬士
研修生

田邊 一成 東京女子医科大学泌尿器科 教授
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基礎医学-１
二光子励起顕微鏡を用いた生体骨イメージングによる破骨細胞
分化・機能の制御機構の解明

石井 優
大阪大学
免疫学フロンティア研究センター

特任准教授 審良 静男
大阪大学
免疫学フロンティア研究センター

拠点長

がん遺伝子による幹細胞の多分化能制御機構 赤木 紀之
金沢大学医薬保健研究域医学系
再生分子医学

助教 横田 崇
金沢大学医薬保健研究域医学系
再生分子医学

教授

癌の増殖と転移を同時に抑制する低酸素シグナル阻害ペプチド
の開発

中山 恒
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 北嶋 繁孝 東京医科歯科大学難治疾患研究所 所長

リボソームRNA転写制御と新規がん治療戦略の開発 川内 潤也
東京医科歯科大学 難治疾患研究所
遺伝生化学分野

助教 北嶋 繁孝 東京医科歯科大学難治疾患研究所 所長

モザイク・クローン法による非遺伝的腫瘍悪性化機構の解析 井垣 達吏 神戸大学大学院医学研究科
独立特命
助教

古瀬 幹夫
神戸大学大学院医学研究科
細胞生物学

教授

腸管でのTh17細胞の誘導、活性制御機構の解明 新 幸二
大阪大学大学院医学系研究科
免疫制御学分野

助教 竹田 潔 大阪大学大学院医学系研究科 教授

制御性T細胞分化の可塑性：生理的意義とメカニズム 堀 昌平 理化学研究所
免疫・アレルギー科学総合研究センター

ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ 谷口 克 理化学研究所
免疫・アレルギー科学総合研究センター

センター長

マウスモデルを用いた消化器がん発生におけるSOX17の役割の
研究

大島 浩子
金沢大学がん研究所
腫瘍遺伝学研究分野

助教 向田 直史 金沢大学がん研究所 所長

心臓発生におけるエピジェネティックな遺伝子発現制御機構の
解明

二村 圭祐
大阪大学大学院医学系研究科
遺伝子治療学

特任研究員 金田 安史
大阪大学大学院医学系研究科
遺伝子治療学

教授

自己免疫疾患原因遺伝子AIDAの機能解析 岡崎 拓
徳島大学疾患ゲノム研究センター
ゲノム機能分野

教授 高濱 洋介 徳島大学疾患ゲノム研究センター センター長

ケミカルバイオロジーに基づくDOCK2シグナル伝達機構の解明と
制御

錦見 昭彦
九州大学生体防御医学研究所
免疫遺伝学分野

助教 福井 宣規 九州大学生体防御医学研究所 教授

基礎医学-２ 細胞膜と相互作用する新規タンパク質複合体の解析 伊藤 俊樹
神戸大学大学院医学研究科
膜生物学分野

准教授 竹縄 忠臣 神戸大学大学院医学研究科 特命教授

アルツハイマー病脳内細胞遊走に関わるセレクチン結合糖鎖の
作用機序

内村 健治
国立長寿医療センター研究所アルツハ
イマー病研究部発症機序解析研究室

室長 道川 誠
国立長寿医療センター研究所
アルツハイマー病研究部

部長

老化における細胞内輸送能低下と小胞輸送制御タンパク質の
化学修飾の関連

佐藤 あやの 岡山大学異分野融合先端研究コア 特任助教 宍戸 昌彦
岡山大学自然科学研究科
医用生命工学講座

教授

骨組織に発現する時計遺伝子を標的とする骨代謝性疾患に
対する新規治療法の開発研究

檜井 栄一 金沢大学医薬保健研究域薬学系 准教授 米田 幸雄 金沢大学医薬保健研究域薬学系 教授

肝再生を制御する新規脂質メディエーターの探索 中村 貴
東京医科歯科大学難治疾患研究所
発生再生生物学

助教 仁科 博史
東京医科歯科大学難治疾患研究所
発生再生生物学

教授

心疾患におけるTRICチャネルの病態生理学的意義の解明 山本 伸一郎
京都大学大学院薬学研究科
生体分子認識学分野

助教 竹島 浩
京都大学大学院薬学研究科
生体分子認識学分野

教授

上皮成長因子ドメイン型糖鎖リモデリングによる高機能タンパク
質の創出

岡島 徹也
名古屋大学医学系研究科附属
神経疾患・腫瘍分子医学研究センター

講師 古川 鋼一
名古屋大学医学系研究科附属
神経疾患・腫瘍分子医学研究センター

教授

栄養障害型表皮水疱症の原因遺伝子Ⅶ型コラーゲンの分泌を
制御する新規小胞体膜蛋白質の機能解析

齋藤 康太
東京大学大学院薬学系研究科
生理化学教室

助教 堅田 利明
東京大学大学院薬学系研究科
生理化学教室

教授

音声コミュニケーションの神経機構解明に向けた分子遺伝学的
手法の確立

安部 健太郎
京都大学大学院生命科学研究科
高次脳機能学分野

助教 渡邉 大 京都大学大学院医学研究科 教授

海馬における内因性カンナビノイドと脂肪酸伸長酵素の役割 石井 清朗
筑波大学大学院人間総合科学研究科
内分泌代謝・糖尿病内科

助教 山田 信博 筑波大学 学長

分泌因子によるヒト多能性幹細胞由来神経幹細胞の特異性制御
機構の解析

岡田 洋平 慶應義塾大学医学部生理学教室
特別研究
講師

岡野 栄之 慶應義塾大学医学部生理学教室 教授
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