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研究臨床１
脳動脈瘤コイル塞栓術後の瘤内血流再開通現象に対して
血流動態が及ぼす影響に関する研究

庄島 正明 東京大学医学部附属病院 脳神経外科 助教 斉藤 延人 東京大学医学部 脳神経外科 教授

シナプス接着がアルツハイマー病理に与える影響の分子基盤の
解明

植村 健吾 京都大学医学部附属病院 神経内科 助教 高橋 良輔 京都大学医学部附属病院 神経内科 教授

くも膜下出血後の脳血管攣縮のメカニズム
- 細胞膜ラフトのコレステロールによる制御機構 -

白尾 敏之 山口大学医学部脳神経外科 助教 鈴木 倫保 山口大学医学部 脳神経外科 教授

パーキンソン病遺伝子同定と個別化医療の開発 佐竹 渉
神戸大学大学院医学研究科
神経内科/分子脳科学

学術研究員 戸田 達史
神戸大学大学院医学研究科
神経内科/分子脳科学

教授

研究臨床２
動脈硬化の新規バイオマーカーとしての脂肪酸結合タンパク
およびリポカインの可能性

古橋 眞人 札幌医科大学内科学第二講座 助教 島本 和明 札幌医科大学 学長

オートファジーによる選択的ミトコンドリア分解が心不全発症に
及ぼす影響の解明

山口 修
大阪大学大学院医学系研究科
循環器内科学

助教 小室 一成
大阪大学大学院医学系研究科
循環器内科学

教授

酸化LDLによるアンジオテンシンII受容体の間接的活性化と
その病態生理学的意義の検討

山本 浩一
大阪大学大学院医学系研究科
老年・腎臓内科学

助教 楽木 宏実
大阪大学大学院医学系研究科
老年・腎臓内科学

教授

研究臨床３ ケモカイン受容体を介した糖脂質代謝調節機構の解明 太田 嗣人 金沢大学フロンティアサイエンス機構 特任助教 金子 周一
金沢大学医薬保健研究域医学系
恒常性制御学

教授

蛍光プローブを用いた肝癌に対するナビゲーション手術の開発と
新規治療法への応用

石沢 武彰
東京大学医学部
肝胆膵・人工臓器移植外科

助教 國土 典宏
東京大学医学部
肝胆膵・人工臓器移植外科

教授

全肝脱細胞化三次元スキャフォールドと幹細胞を用いた重症
肝障害の新しい治療戦略

八木 洋
慶應義塾大学
外科学教室（一般・消化器）

助教 北川 雄光
慶應義塾大学
外科学教室（一般・消化器）

教授

生活習慣病におけるcatechol-o-methyltransferase-2methoxyestradiol
不全と葉酸およびホモシステイン代謝異常との相互作用検討

金崎 啓造 金沢医科大学 糖尿病内分泌内科 助教 古家 大祐
金沢医科大学 糖尿病内分泌内科

教授

ゲノム多型情報に基づく肝移植後C型肝炎(HCV)再発に関する
分子機序の解明と治療戦略の構築

二宮 瑞樹 九州大学病院 光学医療診療部 特任助教 前原 喜彦
九州大学病院 消化器・総合外科

教授

研究臨床４ 日本人における先天性乏毛症の遺伝子解析 下村 裕
新潟大学大学院医歯学総合研究科
遺伝性皮膚疾患研究室

准教授 伊藤雅章
新潟大学大学院医歯学総合研究科
皮膚科学分野

教授

高インスリン血症患者におけるWNKキナーゼを介した
塩分感受性高血圧メカニズムの解明

蘇原 映誠
東京医科歯科大学医学部付属病院
血液浄化療法部

助教 佐々木 成 東京医科歯科大学腎臓内科学 教授

プロスタグランジンF2αの肺線維症における臨床的役割の検討 小賀 徹
京都大学大学院医学研究科
呼吸管理睡眠制御学

講師 陳 和夫
京都大学大学院医学研究科
呼吸管理睡眠制御学

教授

休眠ヒト原始卵胞の活性化とその生殖医療への臨床応用 河村 和弘 秋田大学医学部 産婦人科 講師 茆原 順一 秋田大学医学部附属病院 病院長

造血器悪性腫瘍における骨髄腫瘍環境による細胞周期静止の
分子機構の解明と薬剤抵抗性の克服

黒田 純也
京都府立医科大学医学部
内科学 血液・腫瘍内科部門

講師 谷脇 雅史
京都府立医科大学医学部
内科学 血液・腫瘍内科部門

教授

癌の転移に関わる骨髄細胞とpremetastatic nicheの解析 來生 知
横浜市立大学大学院医学研究科
顎顔面口腔機能制御学

講師 藤内 祝
横浜市立大学大学院医学研究科
顎顔面口腔機能制御学

教授

卵巣明細胞腺癌の新規増幅遺伝子ZNF217を標的とした治療法
の開発

中山 健太郎 島根大学医学部 産科婦人科 講師 宮崎 康二 島根大学医学部 産科婦人科 教授
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研究基礎１
クロマチンポリユビキチン化によるDNA相同組み換え修復調節
機構の解明

中田 慎一郎
慶應義塾大学医学部
咸臨丸プロジェクト

特別研究
講師

末松 誠 慶應義塾大学医学部 医学部長

ダイオキシン受容体による免疫応答制御機構の解明および
自己免疫疾患治療への応用

木村 彰宏 
慶応義塾大学医学部
微生物学・免疫学教室

助教 吉村 昭彦 慶応義塾大学 教授

宿主自然免疫システムと病原性原虫の相互作用の解析 山本 雅裕
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系研究科
免疫制御学

教授

ヒト心不全発症に関わるクロマチン結合制御因子群 竹内 純
東京大学分子細胞生物学研究所
エピゲノム疾患研究センター

准教授 秋山 徹 東京大学分子細胞生物学研究所 所長（教授）

自然免疫系における新規DNAセンサーの同定と機能解析 柳井 秀元
東京大学大学院医学系研究科
免疫学講座

助教 谷口 維紹
東京大学大学院医学系研究科
免疫学講座

教授

エピジェネティック制御による未知グルココルチコイド依存性
炎症制御メカニズムの解析

北川 浩史
群馬大学生体調節研究所
核内情報制御分野

教授 小島 至 群馬大学生体調節研究所 所長（教授）

アレルギー疾患発症におけるサイトカイン産生調節機構の研究 松下 一史
兵庫医科大学先端医学研究所
アレルギー疾患研究部門

助教 善本 知広
兵庫医科大学先端医学研究所
アレルギー疾患研究部門

教授

緑内障関連遺伝子砂漠領域の遺伝子発現調節機構の解明 中野 正和 京都府立医科大学 ゲノム医科学部門 学内講師 田代 啓 京都府立医科大学 ゲノム医科学部門 教授

新しいウイルス認識機構の解明 一戸 猛志
九州大学大学院医学研究院
ウイルス学

助教 柳 雄介
九州大学大学院医学研究院
ウイルス学

教授

研究基礎２ 脳疾患を「神経-グリア-血管」の三因子相互作用モデルで捉える 池谷 裕二
東京大学大学院薬学系研究科
薬品作用学教室

准教授 松木 則夫
東京大学大学院薬学系研究科
薬品作用学教室

教授

小胞体ストレス応答と骨軟骨代謝のダイナミクス 齋藤 敦
宮崎大学医学部
解剖学講座 分子細胞生物学分野

助教 今泉 和則
宮崎大学医学部
解剖学講座 分子細胞生物学分野

教授

脂肪分解タンパク質AIMの制御によるメタボリックシンドローム
制圧を目指して

新井 郷子
東京大学大学院医学系研究科
疾患生命工学センター分子病態医科学部門

講師 宮崎 徹
東京大学大学院医学系研究科
疾患生命工学センター

教授

体細胞初期化を利用した安全かつ俊敏で効率的な心筋細胞
誘導技術の開発

川村 晃久
京都大学学際融合教育研究推進センター
生命科学系キャリアパス形成ユニット

特定助教 長田 重一
京都大学学際融合教育研究推進センター
生命科学系キャリアパス形成ユニット

ユニット長

雄の性機能を司る脳・脊髄神経ネットワークループの解明 坂本 浩隆
岡山大学大学院自然科学研究科
高次生物科学講座神経制御学分野

准教授 坂本 竜哉 岡山大学理学部附属臨海実験所 所長（教授）

「１対多」型シナプス形成における軸索領域化原理の解明 松田 恵子 慶應義塾大学医学部 生理学Ⅰ 助教 柚崎 通介 慶應義塾大学医学部 生理学Ⅰ 教授

精神疾患原因遺伝子による神経スパイン構造の調節 林 崇
東京大学大学院医学系研究科
分子神経生物学

助教 三品 昌美
東京大学大学院医学系研究科
分子神経生物学

教授

霊長類モデルを用いた脳梗塞後の再生過程の解析 金子 奈穂子
名古屋市立大学大学院医学研究科
再生医学分野

助教 澤本 和延
名古屋市立大学大学院医学研究科
再生医学分野

教授

恐怖刺激応答に関与する神経細胞の発生を制御する
分子メカニズムの解明

平田 務 愛媛大学 上級研究員センター 上級研究員 近藤 亨 愛媛大学プロテオ医学研究センター 教授

多能性幹細胞に由来する肝組織幹細胞の分離と機能解析 鈴木 淳史
九州大学生体防御医学研究所
器官発生再生学分野

特任准教授 谷 憲三朗 九州大学 生体防御医学研究所 所長

βKlothoによる腸肝循環と脂肪細胞機能の統一的制御機構の
解明

田中 智洋
京都大学大学院医学研究科
腫瘍生物学講座

助教 松田 道行
京都大学大学院医学研究科
病態生物医学講座

教授

筋萎縮性側索硬化症モデルショウジョウバエを用いた神経変性・
神経細胞死に関わる分子機構の解明

松田 七美
早稲田大学理工学術院先進理工学部
生命医科学科

講師 合田 亘人
早稲田大学理工学術院先進理工学部
生命医科学科

教授
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