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第45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
1,630 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 45 回となる 2016 年度は、10 月 4 日の選考委員会及び
10 月 25 日の理事会を経て、受賞者 60 名が決定されました。今年は
研究助成金が 39 名、海外留学助成金が 16 名、アジア・オセアニア
交流研究助成金が 5 名で、総額 6,000 万円の助成金を交付します。
10月4日開催の選考委員会の様子

○分野別の応募状況
◇研究助成

◇海外留学助成
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基礎医学２
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基礎医学３
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基礎医学３

20

基礎医学４
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基礎医学４
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合計

588

   合計

121

10月25日開催の理事会の様子

◇アジア・オセアニア交流研究助成
応募数 30
応募数合計：739 件

●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）
今年度も昨年度に引き続き、応募領域を臨床医学 5 分野、基礎医学 4 分野とアジア・
オセアニア交流研究１分野の合計 10 分野で公募しました。臨床医学分野は 1) 神経 / 脳、2)
循環器、3) 消化器 / 代謝・内分泌、4) 呼吸器 / 皮膚 / 免疫・アレルギー、5）血液 / 他臓器、
基礎医学分野を 1) 癌 / ゲノム、2）免疫 / 炎症 / 感染、3) 神経 / 分化 / 再生、4）薬理
/ 薬物動態 / 創薬とアジア・オセアニア交流は老年医学 / 再生医学 / 感染症 / 疫学 / 医療
機器 / 漢方 / その他です。今回の応募も、全国の大学、研究所、病院等 100 施設以上
から、研究助成 588 報、海外留学助成 121 報、アジア・オセアニア交流研究助成 30 報
・
の応募がありました。厳正な審査の結果、研究助成 39 名、海外留学助成 16 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 15.1 倍、海外留学助成 7.6 倍、交流研究助成 6.0 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。この受賞を、先生方の今後の研究活動に
より一層の励みとし、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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●研究助成金受賞者 喜びの声
吉田

陽子（新潟大学大学院医歯学総合研究科

循環器内科学・先進老化制御学講座）

この度は第 45 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
ならびに選考委員会の先生方に心より感謝申し上げます。私はこれまで心血管疾患、代謝疾患、
老化を複数の臓器間の代謝ネットワークという視点でとらえ、その病態生理、治療法について研
究を進めてまいりました。今回の受賞を励みに、これらの疾患の治療の発展に貢献できるよう一
層努力して参りたいと存じます。
日暮

琢磨（横浜市立大学

肝胆膵消化器病学）

この度は、第 45 回かなえ医薬振興財団研究助成にご採択頂きとても光栄に感じております。
私は、大腸癌の遺伝子 / 分子機序の解明や予防の取り組みを、動物モデルによる基礎的解析と、
臨床試験をこれまで行って参りました。今回は特に、大腸癌の化学予防の取り組みを御評価頂け
たものと思っております。大腸癌の死亡率の抑制に向けて、本助成を励みにより一層研究を加速
させて精進して参りたいと思います。
白井

剛志（東北大学大学院医学系研究科

血液免疫病学分野）

このたび第 45 回かなえ医薬振興財団研究助成金をいただき、大変光栄であるとともに、財団、
選考委員の先生方に厚くお礼を申し上げます。今回の応募テーマであります 細胞内代謝の亢進
は、腫瘍細胞のみならず炎症細胞でも見られ、その炎症性を決定しうることが明かになってきて
おり、炎症性疾患の制御に今後欠かせない要素となっていくものと考えております。今回の受賞
を励みに、新たな治療戦略の発展に寄与できるよう日々精進していきたいと考えております。
山田

満稔（慶應義塾大学医学部

産婦人科）

この度は第 45 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。ご
推薦いただきました本学 田中 守 教授、研究のご指導賜りましたコロンビア大学の Egli 教授はじ
め研究所の皆様にも御礼申し上げます。晩婚化に伴い不妊症に悩むカップルは増加しております。
今回の受賞をきっかけに卵子の加齢と不妊症の病態解明と新規治療法の開発につなげ、生殖補助
医療の向上に貢献していきたいと考えています。
山水

康平（京都大学 iPS 細胞研究所）

この度は第 45 回かなえ医薬振興財団研究助成金を賜りまして、大変光栄に存じます。私は以
前の第 40 回貴財団海外留学助成も賜りました。留学のアメリカの地に、貴財団より心も体も温
まる日本名湯の入浴剤を送っていただき感激したことを思い出します。私は iPS 細胞を用いて脳・
脊髄の血管を誘導する新しいシステムを作り、血管障害に伴う神経変性疾患を研究しております。
温かい貴財団に今回も採択していただいたことを励みにして、より一層研究に精進していきたい
と思っております。

●海外留学助成金受賞者 喜びの声
伊藤

大介（大阪大学大学院医学系研究科

呼吸器・免疫アレルギー内科学）

この度は第 45 回かなえ医薬振興財団海外留学助成を賜り、心よりお礼申し上げます。私は現在、
鼻粘膜、腸管粘膜や肺組織を中心に、組織に存在する病原性の高い自然免疫細胞の解析を行って
おります。留学先研究室では、世界的にも解明が進んでいない血管炎症候群における炎症細胞の
動態解明と創薬応用を目指して参りたいと考えております。今回の受賞を励みに、この分野の研
究が進む一助となるべく、より一層研究にはげみたいと考えております。
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●アジア・オセアニア交流研究助成金受賞者 喜びの声
片岡

有（国立循環器病研究センター

心臓血管内科

冠疾患科）

この度は、第 45 回アジア・オセアニア交流研究助成金に採択していただき、心から御礼申し上げ
ます。私は、動脈硬化症機序解明・新規治療開発を目指した研究を進めてきました。動脈硬化症にお
ける人種差の存在はすでに報告されていますが、その機序は十分に解明されていません。高比重リポ
タンパクは、動脈硬化形成・進展を抑制しうるユニークな作用を有しており、人種間において高比重
リポタンパク量が異なることが報告されています。本研究計画では、アジア人、オセアニア人におけ
る高比重リポタンパクの抗動脈硬化作用を比較し冠動脈疾患との関連を明らかにする世界初の研究で
す。貴財団からの助成により、これまでの研究のさらなる発展を目指し、一層努力したく思います。

●第４５回 ( 平成２８年度 ) 助成金受賞者 一覧
研究助成金
氏名
臨床医学１；神経／脳

所属

武田 朱公

大阪大学大学院医学系研究科

椎橋

慶應義塾大学医学部

元

長谷川 洋敬 東京大学医学部
山下

研究課題

臨床遺伝子治療学講座

神経内科

変性蛋白の神経細胞間伝播を標的とした認知症の画期的治療法の開発
遺伝子変異 FUSトランスジェニックマウスを用いた前頭側頭型認知症の病態解明

脳神経外科

in vivo 血流解析を用いた脳血管障害の自然歴および定位放射線治療の評価

徹

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

吉田 陽子

新潟大学大学院医歯学総合研究科
循環器内科学・先進老化制御学講座

褐色脂肪不全を介した新たな心不全進展機構の解明

片岡 雅晴

慶應義塾大学医学部

日本最大規模患者サンプルネットワーク構築を通じた肺高血圧症における
long non-coding RNA の機能の解明

中西 直彦

京都府立医科大学大学院医学研究科

臨床医学２；循環器

脳神経内科学

先進肺高血圧治療学講座

臨床医学３；消化器 / 代謝・内分泌

循環器内科学

日暮 琢磨

横浜市立大学

美馬 浩介

熊本大学医学部附属病院

消化器外科学

京都大学医学部附属病院

循環器内科

西

清人

肝胆膵消化器病学

川野 義長

慶應義塾大学医学部

腎臓内分泌代謝内科

藤井 正幸

東京大学大学院医学系研究科

腫瘍外科学

臨床医学４；呼吸器 / 皮膚・免疫・アレルギー
白井 剛志

東北大学大学院医学系研究科

大塚 篤司

京都大学医学部医学研究科

皮膚科学講座

柳原 豊史

九州大学大学院医学研究院

胸部疾患研究施設

今井 康友

兵庫医科大学医学部

皮膚科
産婦人科

臨床医学５；血液／他臓器
山田 満稔

慶應義塾大学医学部

板村 英和

佐賀大学医学部

野島

大阪大学医学部附属病院

聡

加藤 貴康
亀田 拓郎

病理診断科

臨床検査医学

内科学講座消化器血液学分野

金沢医科大学医学部

病理学 I

家村 顕自

東北大学加齢医学研究所

愛媛大学大学院医学系研究科

分子腫瘍学研究分野

基礎医学２；免疫／炎症／感染

新規インスリン分泌制御因子による多臓器を介した糖代謝制御機構の解明
高脂肪食負荷インスリン抵抗性発症における腸管免疫制御機構の解明
慢性炎症関連発癌におけるエピゲノムリモデリング機構の解明
細胞内代謝を標的とした炎症性疾患制御法の確立
末梢神経と免疫細胞の相互作用に着目した皮膚免疫応答の解析
間質性肺炎発症における肺胞腔内 HMGB1 の制御機構の解明

MEK 阻害剤を用いた造血幹細胞移植における選択的免疫調整
三次元イメージングによる新規病理診断技術の開発
急性骨髄性白血病と骨髄微小環境の相互作用における分子メカニズムの解明
遺伝子改変マウスを用いた HTLV-1 関連疾患（ATLL および HAM）の病態
解明および新規治療法探索
脳転移がん細胞の休眠維持・破綻機構の解明

京都大学大学院生命科学研究科
三好 知一郎
統合生命科学専攻 細胞周期学分野
前川 大志

アスピリンとメトホルミンの組み合わせによる大腸腫瘍の化学予防効果の検討
腸内細菌を標的とした新たな大腸癌治療法開発のための研究

卵子の加齢機序の解明と新規治療法の開発

基礎医学１；癌／ゲノム
平田 英周

心筋細胞膜 Cavin-2 を介する心肥大進展機序の解明と心不全治療開発

自然リンパ球がアトピー性皮膚炎・アトピー性角結膜炎に与える影響の研究

血液・呼吸器・腫瘍内科

筑波大学医学医療系
宮崎大学医学部

血液免疫病学分野

脳内グリア細胞由来 iN 細胞を用いた新規脳梗塞治療法の開発

生化学・分子遺伝学分野

宿主因子によるヒト転移因子 LINE-1 のゲノム伝播制御機構の解明
がん細胞における染色体均等分配システム異常誘導機構の解析
細胞間接着分子 integrin の細胞内膜輸送を利用した大腸癌の新規治療戦略の開発

市山 健司

大阪大学免疫学フロンティア研究センター 実験免疫学分野

制御性 T 細胞の免疫抑制機能における長鎖非翻訳 RNA の役割解明

奥村

大阪大学医学系研究科

高脂肪食が腸管炎症に与える影響とそのメカニズムの解明

龍

免疫制御学

羽生田 圭

東京理科大学生命医科学研究所

分子生物学研究部門

有馬 康伸

北海道大学遺伝子病制御研究所

分子神経免疫学分野

小松 紀子

東京大学大学院医学系研究科

山水 康平

京都大学 iPS 細胞研究所

基礎医学３；神経／分化／再生

免疫学

胚中心 B 細胞の代謝プログラムによる B 細胞記憶形成の制御
過剰なストレスによる神経活性化を介した慢性炎症性疾患増悪機構の解析
自己免疫における口腔 - 他臓器連関の解明
筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者由来 iPS 細胞を用いた血管機能傷害に伴う
ALS 発症機構の解析

田久保 圭誉 国立国際医療研究センター研究所 生体恒常性プロジェクト プリン体代謝が造血幹細胞エイジングで果たす役割の検証
内田 周作

山口大学医学部附属病院

精神科神経科

抗うつ薬反応性に着目したうつ病のエピジェネティック治療法の開発
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基礎医学３；神経／分化／再生
鈴木 章円

富山大学大学院医学薬学研究部

茶屋 太郎

大阪大学蛋白質研究所 分子発生学研究室

生化学講座

網膜視細胞の光感度調節メカニズムの解明

Parietal Association Cortex の活性操作による新規恐怖記憶制御法の確立

刀坂 泰史

静岡県立大学薬学部

分子病態学分野

アルギニンメチル化酵素 PRMT5 による心不全転写制御機構の解析

廣田

九州大学薬学研究院

薬物動態学分野

薬剤性皮膚毒性発症メカニズムにおける薬物トランスポーターの役割解明

基礎医学４；薬理 / 薬物動態 / 創薬
豪

花岡 宏史

「光線ペプチド療法」を可能にする、がん集積性および体内動態に優れた
群馬大学大学院医学系研究科 バイオイメージング情報解析学
光増感剤 - ペプチド複合体の開発

吉岡 靖雄

大阪大学微生物病研究所
BIKEN次世代ワクチン協働研究所 ワクチン創成プロジェクト

がんワクチン療法の最適化に叶う抗原送達システムの創製

海外留学助成金
氏名
臨床医学１；神経／脳
陸

雄一

申請時所属／留学先

研究課題

名古屋大学医学部附属病院 神経内科 /Pitie-Salpetriere Brain and Spinal 前頭側頭型認知症，
Alzheimer 病における分子病理学的研究と治療標的分子の探索
Cord Research Center, Laboratory of Neuropathology

青木 悠太

The Child Study Center at New York University Langone Medical Center 超診断的な脳回路ー症状関係の同定

橋本 寿之

University of Texas Southwestern Medical Center, Department of Molecular Biology

Induction of Diverse Cardiac Cell Types by Direct Reprogramming

東

Icahn School of Medicine at Mount Sinai

HCC-risk signatureを用いた門脈塞栓術後の背景肝における肝細胞癌発癌リスクの評価

Sanford Burnham Preby Medical Discovery Institute

癌微小環境における線維芽細胞の病態解明と制御に立脚した PKC ζを介
する腫瘍幹細胞抑制治療法の開発

臨床医学２；循環器

臨床医学３；消化器 / 代謝・内分泌
孝暁

笠島 裕明

臨床医学４；呼吸器 / 皮膚・免疫・アレルギー
伊藤 大介

大阪大学医学部大学院医学系研究科 呼吸器・免疫アレルギー内科学 /Dept.
of Systems Phemacology and Translational Therapeutics, University of ANCA 関連血管炎マウスモデルを用いた血管炎の病態解析
Pennsylvania Perleman school of Medicine

佐々本 弦

大阪大学医学部付属病院 脳神経感覚器外科学（眼科学）
角膜輪部幹細胞マーカー ABCB5 についての研究
/Brigham and Women s Hospital

臨床医学５；血液／他臓器
片桐 大輔

Vanderbilt University Medical Center

PET imaging を用いた糖尿病性腎症におけるポドサイト障害評価

角谷 裕之

Keck School of Medicine, University of Southern California
Department of Physiology and Biophysics, and Medicine

ループス腎炎における免疫応答の解明と治療戦略

基礎医学１；癌／ゲノム
野口 雅史

理化学研究所 多細胞システム形成研究センター 呼吸器形成研究
Exploring the role of mechanotransducer YAP/TAZ in Glioblastoma multiforme
チーム /Dept. of Molecular Medicine, University of Padua School of Medicine

椿原 裕太郎 Ludwig Institute for Cancer Research Uppsala Branch

EMT/MET イメージングシステム構築によるがん悪性化メカニズムの解明

竹田

彰

University of Turku

リンパ管内皮細胞由来スフィンゴシン1リン酸はリンパ管内皮細胞オートクライン因子か？

立松

恵

Ludwig-Maximilians University (LMU) Munich

Identiﬁcation of novel genes related to ER function in myeloid cells and immunodeﬁciency disorders

基礎医学２；免疫／炎症／感染
基礎医学３；神経／分化／再生

岡本 麻友美 Anatomy and Neurobiology, Boston University School of Medicine 大脳発生過程において細胞の運命を規定する神経前駆細胞の不均一性の解明
戸田 智久

Salk Institute for Biological Studies

成体神経幹細胞の長期維持における細胞核内構造の役割の解析

樋口

Columbia University Medical Center

胆汁酸シグナルを介した新規の肥満治療法開発

基礎医学４；薬理 / 薬物動態 / 創薬
聖

アジア・オセアニア交流研究助成金
氏名
所属
研究課題
アジア・オセアニア交流研究；老年医学／再生医学／感染症／疫学／医療機器／漢方／その他
片岡

有

国立循環器病研究センター

心臓血管内科

冠疾患科

山梨 啓友

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 離島・へき地医療学講座

藤原

東北大学病院

亨

血液免疫科

冠動脈硬化症における人種差の病態解明研究 : アジア人、オセアニア人の
高比重リポタンパク機能ならびに冠動脈疾患の比較
地域在住高齢者の国際比較研究：動脈硬化に着目したサルコペニアの病態解明
遺伝性鉄芽球性貧血の病態解明と新規治療法の確立に関する共同研究

和田 崇之

長崎大学熱帯医学研究所

国際保健学分野

森垣 龍馬

徳島大学大学院医歯薬学研究部

脳神経外科

野生動物から分離される大腸菌の腸管定着因子はいかにして宿主適応しているのか
フィリピン国パナイ島に集積する X 連鎖劣性ジストニア・パーキンソニ
ズム患者の非運動症状の検討
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☆ご協力お願いします

公益財団法人かなえ医薬振興財団 事務局

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
を中心に約 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
ご自身でも更新できますのでご利用下さい。
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