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研究臨床１
腫瘍微小環境をターゲットとした分子標的薬と新規腫瘍溶解ウイ
ルス（OV）との併用による治療効果についての検討

黒住 和彦 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

統合失調症における寛解状態を維持する機序の解明：脳内ドパ
ミン受容体の遮断の質および遺伝的見地から

内田 裕之
慶應義塾大学医学部
精神神経科学教室

助教 三村 將
慶應義塾大学医学部
精神神経科学教室

教授

高速シークエンサーを用いた全エクソン解析に基づく統合失調症
リスク変異の探索

渡部 雄一郎 新潟大学保健管理センター 講師 鈴木 芳樹 新潟大学保健管理センター 所長（教授）

研究臨床２
肥満と加齢に関連した腎尿細管病変悪化に関わる新規慢性腎臓
病関連分子の同定

久米 真司
滋賀医科大学 内科学講座
糖尿病腎臓神経内科

特任助教 前川 聡
滋賀医科大学 内科学講座
糖尿病腎臓神経内科

教授

末梢血単核球細胞移植による効果を増強した血管新生療法 村上 雅憲
山口大学大学院医学系研究科
器官病態外科学（第1外科）

助教 濱野 公一
山口大学大学院医学系研究科
器官病態外科学

教授

パーキンソン病関連分子αシヌクレインの血管内皮機能及び長
寿への影響に関する包括的研究

鷹見 洋一 大阪大学医学部 老年・腎臓内科学 医員 楽木 宏実 大阪大学医学部 老年・腎臓内科学 教授

心臓繊維化を決定する新規腎臓由来物質の同定 藤生 克仁 東京大学医学部附属病院 循環器内科 特任助教 永井 良三
東京大学大学院医学系研究科
循環器内科学

教授

研究臨床３
肝臓におけるアミノ酸代謝がメタボリックシンドロームの病態形成
に及ぼす役割

宇野 健司 東北大学病院糖尿病代謝科 助教 片桐 秀樹
東北大学大学院医学系研究科
代謝疾患学分野

教授

新規タンパクNix制御因子PKCδによる膵β細胞容積調節に関す
る研究

藤本 啓
東京慈恵会医科大学医学部
糖尿病・代謝・内分泌内科

助教 宇都宮 一典
東京慈恵会医科大学医学部
糖尿病・代謝・内分泌内科

教授

テロメラーゼ依存性増殖型アデノウイルス製剤を用いた早期大腸
癌の低侵襲治療の開発

岸本 浩行 岡山大学医学部消化器外科 助教 藤原 俊義 岡山大学医学部消化器外科 教授

肝再生治療応用を目指したオートファジー依存的肝再生機能の
解析

杉町 圭史 九州大学大学院 消化器・総合外科 特任助教 前原 喜彦 九州大学大学院 消化器・総合外科 教授

研究臨床４ 慢性リンパ球性白血病(CLL)原因遺伝子の解明 菊繁 吉謙 九州大学大学院病態修復内科学 助教 赤司 浩一 九州大学大学院病態修復内科学 教授

多面的アプローチによる早産の発症機序の解明 廣田 泰 東京大学医学部 女性診療科・産科 登録研究医 武谷 雄二 東京大学医学部 女性診療科・産科 教授

全身性強皮症に伴う血管障害に対してエンドセリン受容体拮抗
薬が及ぼす作用についての検討

浅野 善英
東京大学大学院医学系研究科
皮膚科学

講師 佐藤 伸一
東京大学大学院医学系研究科
皮膚科学

教授

表皮水疱症に対する新規治療法の開発 藤田 靖幸 北海道大学病院皮膚科 助教 清水 宏
北海道大学大学院医学研究科
皮膚科学分野

教授

天疱瘡における病原性決定領域を標的とした治療戦略の開発 山上 淳 慶應義塾大学医学部皮膚科 助教 天谷 雅行 慶應義塾大学医学部皮膚科 教授

精子幹細胞機能からみた造精機能障害メカニズムの解明 水野 健太郎
名古屋市立大学大学院医学研究科
腎・泌尿器科学分野

助教 郡 健二郎
名古屋市立大学大学院医学研究科
腎・泌尿器科学分野

教授

全身性炎症反応における新規Damage associated molecular
pattern molecules (DAMPs)の検討とその臨床応用

萩原 聡 大分大学医学部麻酔科学講座 講師 野口 隆之 大分大学医学部 医学部長
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研究基礎１
ポリコーム群遺伝子によるT細胞分化過程における運命維持機
構の解明

伊川 友活
理化学研究所 免疫・アレルギー総合
科学研究センター免疫発生研究チーム

研究員 谷口 克
理化学研究所 免疫・アレルギー総合
科学研究センター

センター長

慢性炎症に伴うエピジェネティクスとマイクロRNAの異常による消
化器発がんの分子機構の解明と治療への応用

齋藤 義正 慶應義塾大学薬学部薬物治療学講座 准教授 齋藤 英胤 慶應義塾大学薬学部薬物治療学講座 教授

Notchシグナルによる大腸癌の悪性化進展促進メカニズムの解
明

園下 将大
京都大学大学院医学研究科
遺伝薬理学教室

講師 武藤 誠
京都大学大学院医学研究科
遺伝薬理学教室

教授

癌浸潤・転移における浸潤突起の機能解析 山口 英樹
国立がん研究センター研究所
転移浸潤シグナル研究分野

ユニット長 堺 隆一
国立がん研究センター研究所
転移浸潤シグナル研究分野

分野長

生体イメージング技術を用いた白血病細胞-骨髄ニッチ間相互作
用の解析

鈴木 一博
大阪大学免疫学フロンティア研究セン
ター 免疫応答ダイナミクス

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

T細胞の分化を制御する新規遺伝子変異の解析 新田 剛
国立国際医療研究センター・研究所
免疫病理研究部

室長 鈴木 春巳
国立国際医療研究センター・研究所
免疫病理研究部

部長

エピゲノム制御におけるS-アデノシルメチオニン合成とヒストンメ
チル化酵素の共役機構

加藤 恭丈
東北大学大学院医学系研究科
生物化学分野

助教 五十嵐 和彦
東北大学大学院医学系研究科
生物化学分野

教授

エピジェネティック制御異常による造血不全症候群の分子病態 指田 吾郎
千葉大学大学院医学研究院
細胞分子医学

助教 岩間 厚志
千葉大学大学院医学研究院
細胞分子医学

教授

小腸パイエル板の濾胞樹状細胞を介した免疫恒常性維持機構
の解析

鈴木 敬一朗
京都大学医学研究科
創薬医学融合拠点(AKプロジェクト)

特定准教授 渡邊 武
京都大学医学研究科
創薬医学融合拠点(AKプロジェクト)

特任教授

リポ蛋白質産生機構を利用したC型肝炎ウイルスの粒子産生に
関する研究

福原 崇介
大阪大学微生物病研究所
分子ウイルス分野

助教 松浦 善治 大阪大学微生物病研究所 教授

正の選択を介したT細胞の中枢性トレランス機構 高田 健介
徳島大学・疾患ゲノム研究センター
遺伝子実験施設

講師 高浜 洋介
徳島大学・疾患ゲノム研究センター
遺伝子実験施設

教授

研究基礎２ Prolyl hydroxylaseを標的とした神経症状治療効果の検証 村松 里衣子
大阪大学大学院医学系研究科
分子神経科学

助教 山下 俊英
大阪大学大学院医学系研究科
分子神経科学

教授

時差消失マウス（NJLマウス）による概日リズム異常の新規治療
薬の開発

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

貧血に対する新規治療法開発を目指したヒトiPS細胞からの腎エ
リスロポエチン産生細胞作製

長船 健二
京都大学iPS細胞研究所
増殖分化機構研究部門

准教授 山中 伸弥 京都大学iPS細胞研究所 所長・教授

ミトコンドリアNAD代謝の老化・老化関連疾患での役割 中川 崇
富山大学
先端ライフサイエンス研究拠点

ﾃﾆｭｱﾄﾗｯｸ
特命助教

二階堂 敏雄 富山大学医学部 教授

光制御可能なシグナル伝達分子タンパク質の開発とシナプス可
塑性研究への応用

村越 秀治
自然科学研究機構生理学研究所
脳機能計測支援センター

准教授 鍋倉 淳一
自然科学研究機構生理学研究所
発達生理学研究系

教授

PCP経路の分子機構に関する研究 山崎 正和
秋田大学大学院医学系研究科
グローバルCOE

特任准教授 佐々木 雄彦
秋田大学大学院医学系研究科
病態制御医学系・微生物学講座

教授

胎生期の３種の神経前駆細胞が大脳サイズの決定に果たす役
割

小曽戸 陽一 川崎医科大学・解剖学 准教授 樋田 一徳 川崎医科大学・解剖学 教授

先天性筋無力症候群におけるLRP4の機能解析 大河原 美静
名古屋大学大学院医学系研究科
神経遺伝情報学

特任助教 大野 欽司
名古屋大学大学院医学系研究科
神経遺伝情報学

教授

雄性生殖過程における分泌性ホスホリパーゼA2分子群の包括的

機能解析
佐藤 弘泰

東京都医学総合研究所
脂質代謝プロジェクト

研究員 田中 啓二 東京都医学総合研究所 所長

真社会性げっ歯類ハダカデバネズミをモデルとした哺乳類の「性
差」獲得機構の解明

三浦 恭子 慶應義塾大学医学部生理学教室
学振
特別研究員

岡野 栄之  慶應義塾大学医学部生理学 教授

原発性不眠症患者において起床時刻が睡眠に与える影響に関
する検討

川上 浩司 京都大学大学院医学研究科 薬剤疫学 教授 湊 長博 京都大学大学院医学研究科 研究科長
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