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第47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
1,740 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 47 回となる 2018 年度は、10 月 9 日の選考委員会及び
10 月 26 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 37 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 4 名で、総額 5,000 万円の助成金を交付します。
10月9日開催の選考委員会の様子

○分野別の応募状況
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合計

10月26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 １6
第４7 回

応募数合計

５５９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）
「循環器」
「糖尿病・脂質代謝」
「腫瘍・血液」
「免疫・
今年度は、助成領域を「神経」
アレルギー」の 5 領域に変更し 2 年目の募集となりましたが、全国の大学、研究所、病
院等 100 施設以上から、研究助成 448 報、海外留学助成 95 報の応募があり、アジア・
オセアニア交流研究助成への応募 16 報を加え応募総数は 559 報となりました。10 月 9
日選考委員会、10 月 26 日第 2 回理事会において、厳正な審査の結果、研究助成 37 名、海外留学助成 9 名、ア
ジア・オセアニア交流研究助成 4 名が決定いたしました。研究助成 12.1 倍、海外留学助成 10.6 倍、交流研究助成 4.0
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。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
國井

尚人（東京大学医学部附属病院脳神経外科・てんかんセンター）

この度は、第 47 回かなえ財団研究助成金を賜り、心より御礼申し上げます。私はてんかんの外科治療を
専門としており、側頭葉てんかんにおける記憶機能の温存という重要なテーマに取り組んでいます。今回採
択いただいた研究では、診療目的で留置した頭蓋内電極で計測した脳活動をリアルタイムで視覚的にフィー
ドバックすることで記憶機能の回復を図り、その神経基盤を明らかにすることを目指します。簡単な道のり
ではありませんが、助成金の成果を少しでも多くの患者さんに還元できるよう、気を引き締めて研究に取り
組んで参りたいと思います。

白川

公亮（慶應義塾大学医学部内科学（循環器））

この度は第 47 回かなえ医薬振興財団研究助成に御採択いただき、大変光栄に感じております。また、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。私はこれまでに、心筋梗塞組織修復過程や肥満
に伴う内臓脂肪の免疫の動態に着目して研究をすすめて参りました。今後、肥満や加齢に伴う免疫動態の変
化が心筋梗塞後組織修復と、それに引き続く慢性期のリモデリングに与える病態生理を解明することで、新
しい治療法の開発を目指しております。今回の受賞を励みに、循環器領域基礎研究の発展に貢献できるよう
努力して参りたいと考えております。

辻本

和峰（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 47 回かなえ医薬振興財団研究助成金にご採択頂き誠に光栄に存じます。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、幼少期の栄養環境の変化が将来の生活習慣病発症につな
がるメカニズムを解明するべく研究を行っております。今回の応募テーマでは、エピジェネティクス（遺伝
子の塩基配列によらない発現制御機構）による遺伝子発現制御を介した、長期的な肥満予防法の開発を目的
としております。今回の受賞を励みに、今後も生活習慣病の成因解明および発症予防を目指した研究に邁進
していきたいと存じます。

越智

俊元（愛媛大学大学院医学系研究科 血液・免疫・感染症内科学講座）

この度は、第 47 回かなえ医薬振興財団研究助成金にご採択頂きましたこと、心より御礼申し上げます。
免疫療法は、難治性がんに対しても効果が期待できる新たな治療法として認知されるようになりました。私
は、これまでがん免疫療法の基盤的研究に携って参りました。その経験を生かして、今回我々独自の抗体ス
クリーニング技術を応用した、がん免疫療法の治療効果を高めるための発展的研究を提案させて頂きました。
今回の受賞を励みに、がん免疫療法の治療効果と安全性とのさらなる向上を目指し、新たな研究成果をいち
早く患者様のもとに還元できるよう、より一層努力して参ります。

小山

正平（大阪大学大学院医学系研究科

呼吸器・免疫内科学）

このたびは、第 47 回かなえ医薬振興財団助成にご採択頂きまして、誠に光栄に存じます。財団・選考委
員の先生方に深く御礼を申し上げます。免疫チェックポイント阻害剤を用いたがん免疫療法は、一部の肺癌
では治療の第一選択となり、がん治療の考え方が大きく変わりました。その一方で治療効果を認める症例は
限定的です。今回賜りました助成を励みに、より多くの肺癌患者に免疫療法の恩恵がもたらされるような治
療戦略の発展に、少しでも貢献できるように努めてまいります。

細金

枝里（National Institutes of Health）

この度は第 47 回かなえ医薬振興財団海外留学助成にご採択いただき、誠に光栄に存じます。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。自然免疫細胞における転写記憶は、病原体の感染や過度
の炎症を防ぐ重要な仕組みの一つですが、そのメカニズムはほとんど分かっていません。留学先では各国か
ら参加した女性研究者も在籍しており、多くの方に助けられながら楽しく研究を進めています。今回の受賞
を励みに、転写記憶の分子機構に一歩でも迫るような仕事ができればと考えています。

土谷

ちひろ（自治医科大学 / 京都大学大学院）

このたび伝統ある本研究助成にご採択頂き、大変光栄に存じます。財団、選考委員の先生方に厚く御礼申
し上げます。近年、発展途上国で非感染性疾患（NCDs）による死亡率が増加しています。特に南太平洋島
嶼国は肥満率や糖尿病有病率が世界的に高い状況です。私は海外ボランティアの経験がきっかけとなり、ソ
ロモン諸島における NCDs についての研究に取り組んでいます。今回の応募テーマでは、ソロモンの人々
の豊かな絆が肥満にどのように影響するのか明らかにし、今後の介入を提言できるエビデンスを構築するこ
とを目的としております。今回の受賞を励みに、効果的なヘルスプロモーション対策の発展に貢献できるよ
う努めてまいります。
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●第４７回 ( 平成 30 年度 ) 助成金受賞者 一覧
研究助成金
氏名
神経

所属

研究課題

國井

尚人

東京大学医学部附属病院 脳神経外科

記憶機能回復を目指したニューロフィードバックによる海馬律動性の修飾
に関する研究

田宗

秀隆

東京大学大学院医学系研究科
神経細胞生物学分野

精神・神経疾患にかかわる遺伝子変異を有したヒト iPS 細胞の in vivo 形態・
機能解析

井上

泰輝

關

守信

熊本大学大学院生命科学研究部

脳神経内科

解糖系酵素に焦点をあてた脳アミロイドアンギオパチーの病態解析と治療開発

慶應義塾大学医学部 神経内科

先進的 MRI 技術を用いたパーキンソン病の神経画像バイオマーカーの樹立

田中

雅史

東北大学大学院生命科学研究科
脳生命統御科学専攻

幼少期の社会的経験に依存したコミュニケーション障害とその神経機構

石田

綾

慶應義塾大学医学部
生理学（神経生理グループ）

Cbln2 を介した脳神経回路の発達・機能制御機構の解明

田辺

章悟

大阪大学免疫学フロンティア研究センター 分子神経科学

脳発達障害の白質障害を回復させる免疫システムの探索

小澤

貴明

筑波大学大学院人間総合科学研究科

新規蛍光プローブを用いた精神疾患におけるドーパミン異常メカニズムの解明

陳

冲

感性認知脳科学

山口大学大学院医学系研究科
高次脳機能病態学講座

意思決定の実験パラダイムによりうつ病の薬物治療反応性を予測できるバ
イオマーカーの開発
肥満と加齢が心筋梗塞後創傷治癒に与える影響の解明と免疫学的心不全治
療法の開発

循環器
白川

公亮

慶應義塾大学医学部 循環器内科

星野

温

京都府立医科大学大学院医学研究科

建

山口大学大学院医学系研究科
器官病態内科学

末冨

循環器内科学

ミトコンドリア恒常性制御における核 ―ミトコンドリア連関の解明と心不全治療応用
カルモジュリン依存性キナーゼ（CaMKII）を介した炎症性シグナルの抑
制による新規心不全治療法の開発

田尻

和子

筑波大学医学医療系 循環器内科学

統合分子解析による免疫チェックポイント阻害薬心筋炎の免疫機構の解明

中野

大介

香川大学医学部 薬理学講座

Subclinical dehydration の発症機序と長期予後の解明

糖尿病・脂質代謝
辻本

和峰

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

DNA 脱メチル化改変動物を用いた Fibroblast growth factor 21（FGF21）遺
伝子の発現制御機構解明および機能解析

山田

朋英

東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科
保健健康推進本部

人工知能による臨床エビデンスの統合と体系化

中村

浩之

千葉大学大学院薬学研究院

ニーマン・ピック病 C 型の病態解明と創薬

福中

彩子

群馬大学生体調節研究所

薬効薬理学
分子糖代謝制御分野

亜鉛シグナルによるベージュ化決定機構の解明と臨床応用に向けて

腫瘍・血液
越智

俊元

愛媛大学大学院医学系研究科
血液・免疫・感染症内科学講座

がん免疫療法のさらなる発展を目指して ― 次世代型抗体スクリーニング
技術の開発とその応用 ―

塚本

祥吉

千葉大学大学院医学研究院
細胞治療内科学 医学部附属病院

國本

博義

横浜市立大学医学部
血液・免疫・感染症内科

炎症性サイトカインを介したクローン造血の拡大機序に基づく新規白血病
予防法の創成

山内

拓司

九州大学病院
先端医療イノベーションセンター

CRISPR-Cas9 機能的ノックアウトスクリーニング法を用いた AML に対す
る ATRA 併用新規分化誘導療法の開発

血液内科

新規技術に基づく POEMS 症候群の病因解明

河野

和

熊本大学医学部附属病院 血液内科

形質細胞特異的な代謝経路を標的とした多発性骨髄腫の治療開発

早河

翼

東京大学医学部附属病院 消化器内科

消化管腫瘍進展に寄与する幹細胞相互転換メカニズムの解明

岡山

洋和

福島県立医科大学医学部
消化管外科学講座

マルチオミクス解析を用いた大腸がんの precision immunotherapy

吉原

弘祐

新潟大学大学院医歯学総合研究科
分子細胞医学遺伝子制御講座 産婦人科

発生起源に注目した連続的オミックス解析による内膜症関連卵巣癌の病態
解明

昆

俊亮

中嶋

東京理科大学生命医科学研究所

発生および老化研究部門 腫瘍リンパ管新生制御因子の探索

悠一朗 東北大学学際科学フロンティア研究所

小林

央

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

阿部

拓也

首都大学東京大学院理学研究科
化学専攻 生物化学教室

がん微小環境を制御する宿主の局所および全身性応答の分子基盤
静止期維持培養系を用いた造血幹細胞加齢メカニズムの解明と老化フリー
培養法の開発
乳癌原因遺伝子 BRCA1 と DNA 複製因子 Tipin の合成致死に関する研究

免疫・アレルギー
小山

正平

大阪大学大学院医学系研究科
呼吸器・免疫内科学

免疫細胞の動態および分化の最適化を標的とした非小細胞肺癌の新規治療
法の開発

三上

洋平

慶應義塾大学医学部
内科学教室（消化器）

Single cell transcriptome を用いた腸管内における腸炎惹起性 Th17 細胞の同
定と新規治療方法の開発

室

龍之介

東京大学大学院医学系研究科

免疫学

生体内スクリーニングによる T 細胞分化機構の総合的理解
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氏名
免疫・アレルギー
加藤

所属

哲久

東京大学医科学研究所
感染・免疫部門 ウイルス病態制御分野

研究課題
自然免疫応答とヘルペス性脳炎に関する研究

岡部

泰賢

京都大学ウイルス・再生医科学研究所

石亀

晴道

理化学研究所生命医科学研究センター 細胞動態研究チーム 新規レポーターマウスを用いた記憶濾胞性ヘルパー T 細胞の分化経路の同定

分子遺伝学

組織マクロファージの多様性制御機構の解明

中島

啓

東京大学大学院薬学系研究科
免疫・微生物学教室

末梢組織特異的常在細菌を介した制御性 T 細胞によるアレルギー反応制御
機構の解明

海外留学助成金
氏名
神経

申請時所属／留学先

研究課題

篠田

紘司

九州大学大学院医学研究院 神経内科学／
Department of Neurology, Perelman School of Medicine,
University of Pennsylvania

乘本

裕明

理化学研究所脳科学総合研究センター システム神経生理学チーム／
摘出全脳標本を用いた記憶の固定メカニズムの解明
Max Planck Institute for Brain Research

竹内

雄一

東京女子医科大学医学部 第一生理学教室／
難治性てんかんをオンデマンドかつ非侵襲的に制御する臨床技術の開発
Department of Physiology, Faculty of Medicine, University of Szeged

多発性硬化症の革新的治療、抗 CD20 抗体オクレリズマブ B 細胞除去療法
の最適化

循環器
佐野

宗一

大阪市立大学医学部 循環器内科学／ University of Virginia

クローン性造血と心血管病についての研究

糖尿病・脂質代謝
楠山

譲二

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 口腔生化学分野／
Harvard Medical School, Joslin Diabetes Center, Section of
Integrative Physiology and Metabolism

母体運動による子のエピゲノム修飾機構と糖尿病予防戦略

腫瘍・血液
青木

智広

名古屋大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学 ／
シングルセルゲノム解析とイメージングマスサイトメトリーによるホジキ
Department for Lymphoid Cancer , BC Cancer Research Centre ンリンパ腫の微小環境生態系の解明

勝田

毅

国立研究開発法人 国立がん研究センター研究所 分子細胞
CRISPR スクリーニングによる肝細胞の胆管リプログラミング機構の解明
治療研究分野／ University of Pennsylvania

免疫・アレルギー
室山

佑希

University of Pennsylvania, Perelman School of Medicine,
Institute for Immunology

ミスマッチ修復欠損腫瘍における免疫療法抵抗性メカニズムの解明

細金

枝里

東北大学大学院医学系研究科
National Institutes of Health

自然免疫記憶形成におけるヒストンバリアント macro H2A1 の機能

医化学分野／

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

研究課題

神崎

剛

東京慈恵会医科大学
腎臓・高血圧内科

オーストラリア原住民アボリジニ民族における尿中ポドサイト障害マーカ
ーと高血圧・慢性腎臓病の関連性について

西村

光広

神戸大学大学院医学研究科 附属感染症センター・
臨床ウイルス学分野

インドネシアにおけるヒトヘルペスウイルス 6A 及び 6B の疫学研究

土谷

ちひろ 自治医科大学看護学部

冨谷 奈穂子

自治医科大学内科学講座

地域看護学領域
循環器内科学部門

ソロモン諸島首都におけるソーシャルキャピタルと肥満の関連に関する研究
24 時間自由行動下血圧測定を用いたアジア人の血圧変動要因に関する研究
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