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第48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1,790
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 48回となる2019年度は、10月9日の選考委員会及び 11月 6
日の理事会を経て、受賞者 40名が決定されました。今年は研究助成
金が 33名、海外留学助成金が 7名で、総額 4,000万円の助成金を交
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 106 14

2  循環器 52 18

3  糖尿病・脂質代謝 53 8

4  腫瘍・血液 177 28

5  免疫・アレルギー 91 13

合計 479 81

 
●選考委員長よりひとこと
選考委員長  大家　基嗣 

（慶應義塾大学医学部　泌尿器科学教室　教授）
今年度は「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領域の公募に対して、全国の大学、研究所、病院等 100施設以上から、研究助成
479報、海外留学助成 81報、合計 560報の応募がありました。10月9日選考委員会、
11月 6日第 2回理事会において、厳正な審査の結果、研究助成で 33名、海外留学助

成で 7名の採択者が決定いたしました。
研究助成 14.2倍、海外留学助成 11.8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と医薬振興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

 山室　和彦（奈良県立医科医大学　精神医学講座）
この度は 2019年度（第 48回）の助成金に採択していただきまして、大変感謝申し上げます。私は児童
精神科医で発達障害を専門とし、特にアスペルガー症候群や注意欠如多動症の児童の診察を行っております。
今回採用していただいたテーマは、事象関連電位や頭部MRI検査を用いて、発達障害の患児の診断および
治療の効果判定などを同定するというものです。多くの研究課題の中から、私の研究課題に「新たな展開が
期待できる」と評価していただき、身の引き締まる思いです。 今後は、貴財団の名に恥じぬよう本研究を
推進していく所存です。

安西　淳（慶應義塾大学医学部循環器内科）
この度は第 48回かなえ医薬振興財団研究助成にご採択頂き、誠に光栄に存じます。かなえ医薬振興財団
には海外留学時にもご支援を賜り、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。私は循環器疾患、特に動脈
硬化進展や心筋梗塞後組織修復過程における免疫応答や炎症反応を、炎症部位と骨髄を結ぶ免疫細胞に着目
しながら研究を行っております。今回ご提案させて頂いた研究課題を成就することで、動脈硬化進展を予防
する新たな治療法開発の一助となればと考えております。今回の受賞を励みに、循環器領域基礎研究の発展
に少しでも貢献できるよう、研究に邁進していきたいと存じます。

 池田　賢司（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　分子内分泌代謝学分野）
この度は第 48回かなえ医薬振興財団助成にご採択いただき、心より感謝申し上げます。私は熱産生脂肪
の研究、特にベージュ脂肪細胞の研究を行っております。ベージュ脂肪細胞を増やすことでエネルギー消費
量を増やし肥満、2型糖尿病に対する治療に繋がることが期待されています。肥満に伴いベージュ脂肪細胞
の誘導は低下することが知られておりますが、その分子メカニズムは明らかになっておりません。本研究で
は、肥満によるベージュ脂肪細胞の誘導低下機構を明らかにすることを目的としています。今回の受賞を励
みにして、より一層研究に邁進して参りたいと思います。

中西　祐貴（京都大学医学研究科　消化器内科学）
この度は第 48 回かなえ医薬振興財団研究助成金にご採択頂き、大変光栄に存じます。財団関係者ならび
に選考委員会の先生方には心より御礼申し上げます。私はこれまで、特に消化器がんを対象に、がん細胞と
がん微小環境の相互作用を中心に研究を行ってまいりました。そして、がん免疫療法を含めた、「微小環境
を標的とした治療法」の樹立を目指しております。今回の受賞を励みに、がん研究の発展のため、今後もよ
り一層の精進を重ねて参りたいと存じます。

 齊藤　康弘（慶應義塾大学　先端生命科学研究所）
この度は、第 48回かなえ医薬振興財団研究助成にご採択頂き、大変光栄に存じます。財団ならびに選考
委員の先生方に厚く御礼を申し上げます。
がん細胞では上皮細胞の方向性・偏りである細胞極性に異常が認められることから、私は細胞極性を制御
する細胞極性タンパク質のがん細胞における役割を研究してきました。最近では細胞極性タンパク質がアミ
ノ酸の細胞内取り込みを制御し、そのアミノ酸が乳がん細胞の増殖に重要であることをみつけ、新たな乳が
ん治療法開発が可能となるのではないかと研究しております。この度の研究助成受賞を励みに、がん基礎研
究やがん治療の発展に貢献できるよう、より一層研究に邁進して参りたいと存じます。

中井　晶子（大阪大学　免疫学フロンティア研究センター）
この度は第 48回かなえ医薬振興財団研究助成にご採択いただき、大変光栄に存じます。財団ならびに選
考委員の先生方に心より感謝申し上げます。これまでに私たちは、新たなGタンパク共役型受容体の制御因
子として COMMD3/8複合体を同定し、その機能を明らかにしました。COMMD3/8複合体は液性免疫応答
を促進することから、その機能阻害は過剰な免疫応答によって引き起こされる炎症性疾患の病態を抑制する
可能性があります。今回の応募テーマでは、COMMD3/8複合体の機能を阻害する化合物を探索し、この機
能阻害剤による新しい炎症性疾患の治療法の開発を目的としています。この受賞を励みに今後も研究に打ち
込み、一層の努力を重ねていく所存です。

 長谷川　祐人（Johns Hopkins University School of Medicine）
この度は第 48回かなえ医薬振興財団海外留学助成金を賜わり、大変光栄に存じます。近年、脳発達期に
おけるミクログリアをはじめとする脳内免疫細胞の機能が注目されておりますが、神経細胞の発達制御を司
るエピジェネティックメカニズムにおけるミクログリアの役割は未だ十分に解明されておりません。今回の
受賞を励みに、最新の技術や機器が利用でき、有力な研究者との共同研究が行える留学先の優れた研究環境
を存分に生かし、本研究課題の達成に努めたいと考えております。改めまして、財団並びに選考委員の先生
方に心より感謝申し上げます。
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●第４８回（2019 年度） かなえ医薬振興財団 助成金受賞者 一覧
研究助成金

氏名 所属 研究課題

神経

山室　和彦 奈良県立医科大学 精神医学講座 注意欠如多動症と自閉スペクトラム症併存の神経基盤の解明と治療効果予
測を目指して

横井　聡 名古屋大学 医学部附属病院 脳神経内科 Fused-in-sarcoma（FUS）の RNA代謝機構を標的とする筋萎縮性側索硬化症
の新規治療薬開発

代田　悠一郎 東京大学　医学部附属病院　脳神経内科 運動機能回復を目指した、錐体路機能の客観的評価・修復にかかわる研究

鈴木　拓 慶應義塾大学　医学部　整形外科 神経切断モデルにおける新規生体接着剤を用いた神経接着技術の応用

塩田　倫史 熊本大学　発生医学研究所　ゲノム神経学分野 グアニン四重鎖による学習・記憶制御機構の解明

戸田　浩史 筑波大学　国際統合睡眠医科学研究機構 睡眠誘引遺伝子 nemuriの機能解析―睡眠と免疫の接点を探る―

永井　裕崇 神戸大学　大学院医学研究科　薬理学分野 社会ストレスによる脳組織の超微細な細胞生物学的変化とその機序・役割
の解明

循環器

安西　淳 慶應義塾大学　医学部　循環器内科 骨髄造血幹細胞に着目した動脈硬化の残余危険因子の探索

安藤　康史 日本医科大学　先端医学研究所　
病態解析学部門分子細胞構造学分野

周皮細胞特異的 ATP依存性カリウムチャネル異常が心疾患を誘発するメカニ
ズムの解明

有馬　勇一郎 熊本大学　国際先端医学研究機構 ミトコンドリアタンパクのアセチル化を介した収縮保持性心不全（HFpEF）
病態形成機構の解明

貞廣　威太郎 筑波大学附属病院　循環器内科 心臓中胚葉直接リプログラミングによる心臓再生医療の確立

糖尿病・脂質代謝

池田　賢司 東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　
分子内分泌代謝学分野 肥満によるベージュ脂肪細胞の誘導抑制機構の解明

難波　卓司 高知大学　教育研究部　総合科学系複合領域科学部門 脂肪細胞の分化過程における小胞体－ミトコンドリア接触領域を介したミ
トコンドリアの機能制御の役割と脂肪細胞の分化制御法の発見

住田　隼一 東京大学　大学院医学系研究科　皮膚科 皮膚免疫関連皮膚疾患に関わる新規脂質関連分子の網羅的探索と機能解析

菊地　晃一 東北大学　東北メディカル・メガバンク機構　
地域医療支援部門 糖尿病性腎臓病の新規発症および予後予測マーカーの臨床応用

腫瘍・血液

中西　祐貴 京都大学　医学部附属病院　消化器内科 腫瘍免疫原性調節による癌幹細胞を標的とした新規大腸癌治療法の検討

井上　大地 神戸医療産業都市推進機構　先端医療研究センター　
血液・腫瘍研究部 イントロン変異による急性白血病発症機構の解明

南木　康作 慶應義塾大学　医学部　内科学（消化器） 胃がんオルガノイドライブラリーを用いた、胃がん悪性化機構の解明

佐藤　浩央 群馬大学　重粒子線医学推進機構　
重粒子線医学研究センター

放射線治療と免疫チェックポイント阻害剤併用療法の確立を目指した抗腫
瘍免疫活性化機構の解明

細川　晃平 金沢大学　附属病院　高密度無菌治療部 HLAにより提示される再生不良性貧血自己抗原の同定

水内　祐介 九州大学　大学院医学研究院　臨床・腫瘍外科 Single cell RNA sequence を用いた colitic cancer発癌過程における微小環境
の機能的変化についての検討

木村　亨 大阪府立病院機構　大阪国際がんセンター　呼吸器外科 肺線維症・間質性肺炎と肺癌における活性化した線維芽細胞の役割に関す
る研究 ―線維芽細胞を標的とした新規免疫療法探索を目指して―

丹羽　直也 慶應義塾大学　医学部　泌尿器科学教室 シングルセル RNAシークエンス法を用いた BCG膀胱内注入療法に関わ
る腫瘍内不均一性およびリンパ球の多様性の解明

齊藤　康弘 慶應義塾大学　先端生命科学研究所 ER陽性乳がん細胞におけるアミノ酸トランスポーターの細胞内局在制御
に関わる輸送タンパク質の機能阻害

川島　茂裕 東京大学　大学院薬学系研究科　有機合成化学教室 白血病治療を志向した人工触媒システムの開発

山下　真幸 東京大学　医科学研究所　幹細胞治療研究センター　
幹細胞分子医学分野 造血幹細胞によるMHC-I分子を介した非自己抗原提示と免疫回避

奥野　友介 名古屋大学　医学部附属病院　ゲノム医療センター 多中心性細網組織球症の病態解明と治療法開発
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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 3000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/

氏名 所属 研究課題

免疫・アレルギー

中井　晶子 大阪大学　免疫学フロンティア研究センター　免疫応答
ダイナミクス研究室 COMMD3/8複合体の機能制御による炎症性疾患の病態への介入

伊藤　美菜子 慶應義塾大学　医学部　微生物学免疫学教室 脳内制御性 T 細胞による中枢神経系疾患の制御

遠藤　裕介 かずさ DNA研究所　先端研究開発部　
オミックス医科学研究室

リンパ球の脂質プロファイルの違いによる RORγt複合体機能多様性の解
明

河野　通仁 北海道大学　大学院医学研究院　免疫・代謝内科学教室 抗炎症性代謝産物に注目した精神神経ループスの新規治療開発 ―疾患特
異的人工多能性幹細胞を用いて―

原　英樹 慶應義塾大学　医学部　微生物学免疫学教室　
きぼうプロジェクト インフラマソーム炎症疾患における炎症制御機構と治療標的分子の解明

田中　繁 千葉大学　医学部附属病院　アレルギー・膠原病内科 制御性 T細胞が腸管環境へ順化する機構の解明

海外留学助成金
氏名 申請時所属／留学先 研究課題

神経

長谷川　祐人 Johns Hopkins University School of Medicine, Department of 
Psychiatry and Behavioral Sciences

免疫細胞による脳発達を制御する神経細胞内ヒストン修飾メカニズムの解
明

高宮　彰紘 慶應義塾大学　医学部　精神・神経科学教室／
KU Leuven, Faculty of Medicine

高齢者うつ病における脳内アミロイド・タウ蓄積、シナプス密度減少の検
証と治療に伴う神経基盤変化の検証

循環器

後藤　信一 Brigham and Women's hopital 時空間データによる情報拡張を用いた急性冠症候群予防の最適化
～ディープラーニングを応用して～

糖尿病・脂質代謝

小林　洋輝 Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School マイクロ RNAを用いた糖尿病性腎症の進展機序の解明・新規バイオマー
カーの確立

腫瘍・血液

宇仁　暢大 Memorial Sloan Kettering Cancer Center 化学療法抵抗性白血病に対する新規治療法の開発

原　敏朗 Massachusetts General Hospital-Broad Institute 腫瘍不均一性を有する膠芽腫に対する新規治療法の探索

免疫・アレルギー

木村　公俊
京都大学　医学部附属病院　脳神経内科（臨床神経学）／
Harvard University, Evergrande Center for Immunologic 
Diseases

制御性 B細胞での co-inhibitory moleculeの機能解析に基づいた、自己免疫
病態の解明

●ご寄付をお待ちしています。
当財団の助成事業にご賛同下さる方々からのご寄付をお待ちしております。

振替口座　ゆうちょ銀行　〇一九（ゼロイチキュウ）店（019）当座　口座No.　0767745
口座名称：公益財団法人　かなえ医薬振興財団　　ザイ）カナエイヤクシンコウザイダン

※ 当財団の助成事業に関する寄附金は、個人・法人ともに税法上の優遇措置が与えられます。（詳しくは財団事務局までお問合せください。）


