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第46回 かなえ医薬振興財団 助成金受賞者が決定！
かなえ医薬振興財団は、生命科学分野の斬新な研究の推進を図り、
若手研究者を育成するために 1970年に設立され、これまでに全国
1,690名の研究者に研究助成金および海外留学助成金を提供してまい
りました。第 46回となる 2017年度は、10月 4日の選考委員会及び
10月 24日の理事会を経て、受賞者 50名が決定されました。今年は
研究助成金が 36名、海外留学助成金が 9名、アジア・オセアニア交
流研究助成金が 5名で、総額 5,000万円の助成金を交付します。

○分野別の応募状況

対象領域 研究助成 海外留学助成

 1  神経 127 30

 2  循環器 62 21

 3  糖尿病・脂質代謝 71 7

 4  腫瘍・血液 180 40

 5  免疫・アレルギー 96 26

合計 536 124

 

●選考委員長よりひとこと
選考委員長  寺内 康夫 

（横浜市立大学大学院医学研究科　分子内分泌・糖尿病内科学　教授）
今年度は、これまでの応募領域を変更し、「神経」「循環器」「糖尿病・脂質代謝」「腫
瘍・血液」「免疫・アレルギー」の 5領域とアジア・オセアニア交流研究で公募致しました。
今回も、全国の大学、研究所、病院等 100施設以上から、研究助成 536報、海外留
学助成 124報、アジア・オセアニア交流研究助成 19報の応募がありました。10月 4日
選考委員会、10月24日第 2回理事会において、厳正な審査の結果、研究助成 36名、
海外留学助成 9名、アジア・オセアニア交流研究助成 5名が決定いたしました。研究助

成 14.9倍、海外留学助成 13.8倍、交流研究助成 3.8倍の厳しい競争の中で受賞された先生方に、心よりお喜び
を申し上げます。今回受賞された先生方の研究内容は、極めて高く評価されていると共に、残念ながら受賞を逃さ
れた先生方にも　数多くの素晴らしい斬新な研究内容が含まれており、選考委員一同、感心致しました。今回の受
賞が、先生方の今後の研究活動により一層の励みとなり、生命科学分野の進歩発展にさらに貢献されることを期待
しております。
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●助成金受賞者 喜びの声

 鈴木　直輝（東北大学病院　神経内科）

この度は第 46回かなえ医薬振興財団研究助成金にご採択いただき誠に光栄に存じます。青木
正志教授をはじめ本研究を共に進めている神経内科学教室および共同研究者の皆様にも御礼申し
上げます。筋萎縮性側索硬化症は運動ニューロン選択的に神経細胞死が起こる難病です。RNA
輸送・局所蛋白翻訳の異常により軸索の形態・機能異常が起こると仮説を立て、ヒト iPS細胞由
来運動ニューロンを新規マイクロ流体デバイスで培養・解析し、新たな治療標的を同定していき
ます。本受賞を励みに一日も早い治療応用を目指して研究を発展させたいと思います。

林　悠（筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構　林悠研究室）

このたびは伝統ある本研究助成にご採択頂き、大変光栄に存じます。睡眠の生理的役割に関し
ては、未だに分かっていることがほとんどありません。ただ、多くの精神疾患や発達障害の方々
が睡眠障害に苦しんでおられるのは紛れもない事実です。睡眠障害は、単なる周辺症状にとどま
らず、中核症状の進行に寄与する可能性も考えられます。今回の受賞を励みに、睡眠の意義やメ
カニズムの解明に挑み、脳科学および医学の発展に貢献できるよう努めてまいります。

 五十嵐　正樹（東京大学大学院医学系研究科　代謝・栄養病態学）

この度は第 46回かなえ医薬振興財団助成にご採択いただき、大変光栄に存じます。また、財団、 
選考委員の先生方に厚く御礼申し上げます。私は海外留学中より、カロリー制限による腸管上皮
の幹細胞制御について研究を行って参りました。その経験を生かし、今回の応募テーマである「腸
管内分泌細胞の加齢性変化」の解析を通して、生活習慣病やアルツハイマー病などの加齢性疾患
を制御する新しい方法の開発へと発展させていきたいと考えております。今回の受賞を励みに、
医学の発展に寄与できるよう日々精進して参りたいと考えております。

宮脇　恒太（九州大学病院　遺伝子細胞療法部）

私は、びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫（DLBCL）という悪性リンパ腫のうち最も患者数の
多い病型を対象とした研究を、応募させていただきました。本研究は、半数の患者さんが不良な
転機を辿る本疾患に対する、予後層別化モデルの創出や新規治療戦略の開発を目的とした研究で
す。同疾患領域の研究業績が乏しいにも関わらず、私共の研究提案を高く評価していただき、感
謝の気持ちを抱くと同時に、今後多くの患者さんの健康に資するような成果をしっかり出してい
きたい、と身の引き締まる思いです。どうもありがとうございました。

 近藤　泰介（慶應義塾大学医学部　微生物学・免疫学教室）

この度は第 46回かなえ医薬振興財団研究助成金を賜り、大変光栄に存じます。また財団なら
びに選考委員の先生方に厚く御礼申し上げます。私はがん治療における免疫細胞移入療法に関す
る研究を行っており、今回の応募テーマでは、免疫細胞の代謝状態の改善によって新たな細胞移
入療法の開発することを目的としております。今回賜りました助成を励みに、効果的ながん治療
法の発展に少しでも貢献できるよう、より一層努力して参りたいと存じます。

神田　真聡（北海道大学大学院医学研究院　免疫代謝内科学分野）

この度は第 46回かなえ医薬振興財団海外留学助成を賜り、大変光栄であるとともに、財団・
選考委員の先生方に厚く御礼を申し上げます。今回の研究テーマはループス腎炎の病態解析を目
的とした統合的解析であり、世界的に日進月歩で変革する次世代シークエンサー解析技術を海外
で学ばせていただく機会をいただきました。また、今回受賞にあたり財団関係者および推薦者の
渥美達也教授に直接お祝いの機会いただくことができ大変ありがたく存じます。受賞を励みに自
己研鑽・技術習得そして帰国後の国内研究への貢献に努めてまいります。
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●第４６回 ( 平成２９年度 ) 助成金受賞者 一覧
研究助成金

氏名 所属 研究課題
神経

鈴木　直輝 東北大学病院　神経内科 筋萎縮性側索硬化症における FUS変異による軸索機能異常の解明

上村　紀仁 京都大学大学院医学研究科
臨床神経学 最初期病変から再現する新規パーキンソン病モデルマウスの開発

伊澤　良兼 慶應義塾大学医学部　神経内科 MRI髄鞘イメージング「ミエリンマップ」による脳白質病変形成機序の解
明と血管透過性制御による治療法の確立

土方　靖浩 名古屋大学医学部附属病院
神経内科

球脊髄性筋萎縮症に対する、骨格筋クレアチン取り込み障害を標的とした
新規治療法開発

林　悠 筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS）
林悠研究室 レム睡眠の破綻が脳発達やメンタルヘルスに及ぼす影響の解明

近藤　誠 大阪大学大学院医学系研究科　
神経細胞生物学講座

運動の抗うつメカニズムに基づいた、難治性うつ病の新規治療薬開発のた
めの研究

鳥海　和也 東京都医学総合研究所精神行動医学研究分野
統合失調症プロジェクト 新規カルボニルストレス性統合失調症モデルマウスを用いた病態解明研究

河合　克宏 理化学研究所脳科学総合研究センター
発生神経生物研究チーム

メチオニン代謝系制御因子を中心とした神経管閉鎖不全症の発症機序の
解明

循環器

仙波　宏章 公益財団法人心臓血管研究所
基礎研究室 マクロファージ分泌タンパク質による心臓線維化制御

篠原　啓介 九州大学病院　循環器内科 妊娠高血圧腎症の既往が心血管疾患危険因子となる病態機序の解明 
―脳を介した神経体液性調節異常が食塩感受性を亢進させるか―

佐藤　輝紀 秋田大学大学院医学系研究科
循環器内科学講座

APJ受容体リガンドを介した新たな心腎連関の病態解明および新規治療薬
の開発に向けた応用研究

涌井　広道 横浜市立大学医学部
循環器・腎臓・高血圧内科

高血圧・高血圧関連臓器障害におけるアンジオテンシン受容体結合因子の
病態生理学的意義

糖尿病・脂質代謝

五十嵐　正樹 東京大学大学院医学系研究科　
代謝・栄養病態学教室

腸管内分泌細胞の加齢性変化に着目した生活習慣病および加齢性疾患の制
御法開発

宮崎　拓郎 昭和大学医学部　生化学講座 mRNAスプライシング制御異常を起点とした生活習慣病発症機構の解明

阪口　雅司 熊本大学医学部附属病院
糖尿病・代謝・内分泌内科 インスリン抵抗性下における褐色脂肪組織再生機序の解明と臨床応用

白川　純 横浜市立大学大学院医学研究科
分子内分泌・糖尿病内科学 膵ランゲルハンス島の不均一性に基づく膵β 細胞機能の制御機構解明

堀　美香 国立循環器病研究センター研究所
病態代謝部

PCSK9 の遺伝子型・分子型が脂質異常症へ及ぼす影響とその制御機構の
解明

腫瘍・血液

宮脇　恒太 九州大学病院　遺伝子細胞療法部 びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫の周囲微小環境による予後決定メカニ
ズムの解明と新規治療標的の探索

高塚　奈津子 京都大学大学院医学研究科
免疫ゲノム医学

代謝シグナルによる抗腫瘍免疫応答増強メカニズムの解析とそれに基づく
新規がん免疫療法の開発研究

淺田　騰 岡山大学病院　血液・腫瘍内科 免疫制御による造血幹細胞ニッチ調節機構の解明

石本　崇胤 熊本大学大学院生命科学研究部
消化器外科学 慢性炎症に起因した膵癌進展バイオマーカーの同定

原田　武志 徳島大学病院　血液内科 癌の治療抵抗性を惹起するメタボリックシフトの分子機序を標的とする新
規治療法の開発

宮下　穣 東北大学大学院医学系研究科
乳腺・内分泌外科学分野

難治性乳癌における特異的 T細胞、B細胞受容体の解明
―免疫チェックポイント阻害剤の効果予測モデルの開発―

佐藤　和秀 名古屋大学高等研究院／
大学院医学系研究科　呼吸器内科

光を用いた肺癌制圧：DLL3をターゲットとした小細胞肺癌の新規治療と
コンパニオン診断システムの開発

進藤　幸治 九州大学病院　消化管外科（１） 次世代シーケンサーによる、KPCマウスを用いた膵臓癌発展に関わる遺
伝子変異解析

山口　知也 熊本大学大学院生命科学研究部
がん生物学分野 血液から抽出したエクソソームによる肺がん診断技術の開発

淵上　剛志 長崎大学生命医科学域
衛生化学分野

膵臓がんの早期診断を目的としたナノボディを母体とする分子プローブの
開発

長町　安希子 広島大学原爆放射線医科学研究所
附属放射線先端医学実験施設 発がん「弱さ比べ仮説」の検証とそのメカニズムの解明

中島　やえ子 千葉大学大学院医学研究院　
細胞分子医学

バリアント型ポリコーム群複合体による骨髄球分化制御とがん抑制機構の
解明
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☆ご協力お願いします
このニュースレターは、歴代受賞者および応募関連領域の教室宛
を中心に 2800部発行しております。
送付先のご所属等に変更がございましたら、登録情報を更新いた
します。お手数ですが e-mail等でご連絡下さいますよう宜しく
お願い申し上げます。
なお、2013年（第 42回）以降の受賞者の皆様はマイページ上
で登録情報をご自身でも更新できますのでご利用下さい。

発行
公益財団法人かなえ医薬振興財団 事務局
〒 163-1488
東京都新宿区西新宿 3-20-2 サノフィ株式会社内
Tel：03-6301-3090   FAX：03-6301-3094
E-mail：kanae.zaidan@sanofi.com
URL：http://www.kanae-zaidan.com/

免疫・アレルギー

近藤　泰介 慶應義塾大学医学部　
微生物学・免疫学教室

NotchシグナルによるステムセルメモリーＴ細胞の誘導と細胞移入療法へ
の応用

鍋倉　宰 筑波大学　生命領域学際研究センター 急性肝障害におけるグループ 1自然リンパ球が発現する DNAM-1 の役割

松本　佳則 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 自然免疫、炎症を制御する新たな細胞内ネットワークの解明

増田　喬子 京都大学ウイルス・再生医科学研究所
再生免疫学分野

iPS細胞技術を用いた再生 T細胞による腎細胞癌に対する新規がん免疫療
法の開発

武市　拓也 名古屋大学医学部附属病院　
皮膚科

自己炎症性角化症（autoinflammatory keratinization diseases: AIKD）の網羅
的病態解明への挑戦

佐藤　精一 北海道大学遺伝子病制御研究所
病因研究部門　分子生体防御分野

新規細胞内自然免疫活性化シグナルによるがん細胞の細胞死誘導の分子
機構

村田　浩一 京都大学大学院医学研究科
リウマチ性疾患先進医療学講座 低酸素を利用した炎症性疾患における骨破壊の分子機構の解明

海外留学助成金
氏名 申請時所属／留学先 研究課題

神経

滝沢　翼 Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School　 片頭痛と脳卒中における皮質拡延性抑制（CSD）後のミクログリアについ
ての解明

井上　昌俊 Department of Bioengineering, Stanford University 自閉スペクトラム症における細胞単位での興奮性 /抑制性バランス制御機
構の解明

循環器

猪原　拓 Duke Clinical Research Institute, Duke University　 The Impact of Appropriateness Use Criteria for Coronary Revascularization on the 
Long-term Outcomes in Patients with Stable Ischemic Heart Disease

糖尿病・脂質代謝

森岡　翔 ヴァージニア大学　　 アポトーシス細胞貪食の促進による小胞体ストレスを介した新たな肥満・
糖尿病解消方法の確立

腫瘍・血液

河口　浩介 Department of Radiation Oncology, Massachusetts General 
Hospital, Harvard Medical School　

誘導型一酸化窒素合成酵素阻害による腫瘍微小環境リプログラミングを利
用した乳癌治療戦略の開発

松本　知訓 京都大学医学部　消化器内科学講座／
オレゴン健康科学大学 多倍体肝細胞を起源とする肝炎症発癌の分子機構の解明

大熊　敦史 大阪大学微生物病研究所　遺伝子生物学分野／
The Department of Biomedical Engineering in Boston University キメラ抗原受容体 T細胞を用いた造血システム若返り法の開発

免疫・アレルギー

永島　一樹 東京大学大学院医学系研究科　免疫学／
Stanford University 腸管免疫系を活性化する腸内細菌由来分子の探索

神田　真聡
北海道大学大学院医学研究院　免疫代謝内科学分野／
Max Delbrück Center for Molecular Medicine, Genetics and 
Genomics of Cardiovascular Disease

ループス腎炎の腎組織におけるゲノム・トランスクリプトームによる統合
的解析

アジア・オセアニア交流研究助成金
氏名 所属 研究課題

老年医学／再生医学／感染症／疫学／医療機器／漢方／その他

森田　洋行 富山大学和漢医薬学総合研究所
資源開発部門天然物化学分野

HIV治療薬の開発を指向したミャンマー産薬用植物及び海綿からの Vpr阻
害物質の探索

鈴木　伸三 公益財団法人朝日生命成人病研究所
消化器内科

南オーストラリア州における遺伝性胃癌家系（GAPPS）の発症メカニズ
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