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第49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 ○助成対象領域別の応募状況
研究 の 推進 を 図 り、若手研究者 を 育成 するため
研究助成
助成対象領域
に 1970 年に設立され、これまでに全国 1,830 名
応募者
の研究者に研究助成金および海外留学助成金を提
1 神経
109
供してまいりました。第 49 回となる 2020 年度
2 循環器
65
は、9 月 23 日の選考委員会及び 10 月 23 日の理
3 糖尿病・脂質代謝
61
事会を経て、受賞者 40 名が決定されました。今
4 腫瘍・血液
192
年は研究助成金が 33 名、海外留学助成金が 7 名で、
5 免疫・アレルギー
89
総額 4,000 万円の助成金を交付します。
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第49回 かなえ医薬振興財団 助成金応募者分析
約 6 割が臨床部門に所属する先生からの応募（350 件）であったこと、
今年度の応募者の分析を行ったところ、
全国の地方国公立大学医学部、医科系大学からの応募が約 4 割（230 件）あり、日頃の臨床業務と研究活動
の両立に励まれている全国の若手研究者が応募のコア層であることがうかがわれる結果となりました。
また約 8 割（464 件）が上司・知人の紹介、学内ポスターやかなえニュースレターで助成金公募を知り
申請されており、口コミや紙媒体など旧来からある身近な情報媒体をつうじた応募が多いことは興味深い結
果となりました。

●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 516 報、海外留学助成 44 報、合計 560 報の応募がありました。9 月 23 日選
考委員会、10 月 23 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 15.6 倍、海外留学助成 6.3 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
池中

建介（大阪大学大学院医学系研究科神経内科学）

この度は伝統あるかなえ医薬振興財団研究助成にご採択頂きまして、誠にありがとうございます。筋萎縮
性側索硬化症 (ALS) に対するバイオマーカー研究で応募いたしました。よいバイオマーカーの開発は、治
療薬の開発に直結する重要な課題と感じています。今回取り上げたテーマは、医学部生時代に第二解剖教室
で始めたアルギニンジメチル化による翻訳後修飾に関する研究が背景にあります。当時はまさか神経変性疾
患に関与すると思わなかったのですが、めぐりめぐってライフワークの一つになりました。今回の受賞を励
みに、難病中の難病である ALS 患者さんへ希望を届けられるような研究成果をあげられるよう努力してま
いります。

伊藤

正道（東京大学医学部附属病院

循環器内科）

第 49 回かなえ医薬振興財団研究助成金にご採択いただき、光栄に存じますとともに心から感謝いたしま
す。私は臨床医としての経験の中で、難治性疾患である拡張型心筋症および心不全の新規治療法開発の必要
性を強く感じ、新たな治療薬開発を目標に研究に従事しています。進行性の経過をとる予後不良な遺伝子型
の患者群にフォーカスし、心機能異常につながる分子メカニズムを探るとともに、治療薬探索のためのスク
リーニング系の構築を目指しています。本助成を励みとしまして、循環器病の克服に少しでも貢献できるよ
う努力して参ります。

戸田

郷太郎（東京大学大学院医学系研究科

糖尿病・代謝内科）

この度は第 49 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。また財団、選考
委員の先生方に心より感謝申し上げます。これまで私は生体が日々外界に接すると考えられるタイミングで
ある摂食時に、免疫の応答がどのように正常な代謝を維持するか検討し、今後そのようなプロセスを肥満治
療にいかに応用できるかを明らかにしたいと考えております。今回の受賞を励みに肥満・糖尿病の病態理解、
治療開発に向け一層努力したいと存じます。

枝廣

陽子（順天堂大学医学部内科学血液学講座）

この度は、第 49 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
委員会の先生方、また御推薦頂きました本学小松則夫教授、御指導頂きました荒木真理人先任准教授をはじ
め、共同研究者の先生方に心より御礼申し上げます。私はこれまで、血液領域の希少疾患の一つであります
骨髄増殖性腫瘍について、病態解明、創薬応用を目指して、iPS 細胞などを用いて研究を行ってまいりました。
今回の受賞を励みに、今後も新たな治療戦略の発展に貢献できるように、より一層精進していきたいと考え
ております。

河部

剛史（東北大学 大学院医学系研究科 病理病態学講座 免疫学分野）

この度は、第 49 回かなえ医薬振興財団研究助成金にご採択いただき、大変光栄に存じますと共に、財団
ならびに選考委員の先生方に心より御礼申し上げます。自己免疫疾患の病態解明ならびに根治的治療法の開
発は現代医学に残された最重要課題の一つであり、私は、メモリー様の表現型を有する新規 T 細胞分画「メ
モリー表現型細胞」に着目して同課題に取り組んでおります。今回の受賞を励みに、免疫学ひいては医学の
発展に貢献していけるよう、より一層研究に邁進して参りたいと存じます。

佐藤

浩一（Hubrecht Institute for Developmental Biology and Stem Cell Research）

この度は第４９回かなえ医薬振興財団海外留学助成金を賜り、大変光栄に存じます。これまで私は、腫瘍
の化学療法に対する応答反応を日本とオランダで研究してきました。現在の癌治療では、化学療法が有効な
腫瘍も治療を続けるうちに耐性を獲得してしまうことが大きな問題となっています。留学先研究室では、こ
の現象に関与する BRCA2 というタンパク質の応答機構を解明し、化学療法抵抗性腫瘍の治療法確立を目指
して参りたいと考えております。今回の受賞を励みに、新たな治療戦略の発展に寄与できるよう一層努力し
て参りたいと存じます。

坂上

沙央里（Harvard Medical School）

この度は第 49 回かなえ医薬振興財団海外留学助成に採択いただき、感謝申し上げます。留学先の研究室
では、ヒト遺伝学・実験生物学・数理統計学の融合により解像度の高い免疫疾患の理解と臨床への還元を目
指したいと考えています。多様なバックグラウンドの研究者との議論に毎日わくわくすることの連続で、こ
の恵まれた環境を活かしてこれからの研究者としての道筋を大きな視野で考えて参りたいと思います。温か
いご支援に心より御礼を申し上げます。
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●第４９回（2020 年度）かなえ医薬振興財団 助成金受賞者 一覧
氏名

所属

研究課題

神経
池中

建介

大阪大学医学系研究科神経内科

PRMT-ADMA-NO-axis と呼吸障害による ALS 病態増悪機序の解明と治療
戦略

生野

真嗣

京都大学医学部附属病院脳神経内科

前駆期パーキンソン病モデルマウスを用いたパーキンソン病発症メカニズ
ムの解明

夏堀

晃世

公益財団法人 東京都医学総合研究所精神行動医学研究
分野睡眠プロジェクト

セロトニン神経の脳代謝調節機能とその病態関与の解明

細谷

誠

慶應義塾大学医学部

霊長類モデル動物コモンマーモセットを用いた内耳性難聴の疾患病態研究

柏木

光昭

筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構林悠研究室

新規レム睡眠増加マウスを用いた、レム睡眠の神経基盤と機能の解明

増田

隆博

九州大学大学院薬学研究院ライフイノベーション分野

脳内マクロファージの機能解明に向けた基盤情報および新規ツールの創出

服部

祐季

名古屋大学大学院医学系研究科細胞生物学分野

胎生期大脳におけるミクログリアのパトロール機構と脳発生への貢献

耳鼻咽喉科学教室

循環器
伊藤

正道

東京大学大学院医学系研究科循環器内科学

DNA 損傷に着目した特発性拡張型心筋症の新規治療方法の開発

吉田

陽子

新潟大学大学院医歯学総合研究科先進老化制御学

老化関連疾患における線維化制御機構の解明

北田

研人

香川大学医学部薬理学

夏眠反応制御法の創出：循環器疾患の克服を目指して

山城

義人

筑波大学生存ダイナミクス研究センター循環ダイナミク
ス

血管のメカニカルストレス応答制御と臨床応用への基盤研究

糖尿病・脂質代謝
郷太郎 東京大学大学院医学系研究科

安田

大恭

秋田大学大学院医学系研究科生体防御学講座

ヒト先天性乏毛症の病態解明と薬理学的シャペロンによる治療の基盤研究

高岡

勝吉

徳島大学先端酵素学研究所発生生物学分野

脂質異常妊婦の予防医療を目指したマウス胎児における 大規模リバース
ジェネティクス解析

名古屋大学環境医学研究所内分泌代謝分野

重症家族性高コレステロール血症の新規原因遺伝子の同定と機能解析

堀

美香

糖尿病・代謝内科

摂食への腸管免疫の正常反応による代謝恒常性の維持と肥満病態形成での
意義の解明

戸田

腫瘍・血液
枝廣

陽子

順天堂大学医学部内科学血液学講座

iPS 細胞とゲノム編集技術を用いた骨髄増殖性腫瘍の病態再現と治癒に向
けての基礎的検討

本多

隆行

東京医科歯科大学医学部附属病院呼吸器内科

間質性肺炎によって誘導される、ドライバー遺伝子異常に非依存的な発が
ん促進的 ゲノム異常および腫瘍進化をもたらす機構の解明

松井

崇浩

大阪大学大学院医学系研究科病態病理学

光による組織診断
の展開

京都大学医学部附属病院呼吸器内科

転移性脳腫瘍発生の「場」の時空間的解析と治療開発

辻

貴宏

を駆使したがん進展メカニズムの解析と病理診断へ

清島

亮

慶應義塾大学医学部外科学教室（一般・消化器）

癌幹細胞ニッチを標的とした大腸癌肝転移に対する新規治療の検討

鈴木

敏夫

筑波大学医学医療系 臨床腫瘍学

炎症細胞社会としての肺線維症における癌幹細胞の形質転換メカニズムの
解明

岩田

宏満

名古屋市立大学大学院 医学研究科
センター 陽子線治療科

原谷

浩司

近畿大学医学部内科学教室腫瘍内科部門

固形がんの腫瘍微小環境における免疫抑制性細胞分画の臨床的意義および
免疫治療耐性との関連性、それに基づく次世代治療戦略の開発

高杉

征樹

大阪市立大学医学研究科病態生理学教室

老化細胞における分泌因子放出制御機構の解明と老化細胞除去への応用

垣内

伸之

京都大学大学院医学研究科腫瘍生物学

クローン進化から迫る原発性胆汁性胆管炎の病態解明

冨樫

庸介

千葉県がんセンター研究所細胞治療開発研究部

濾胞性ヘルパー T 細胞の腫瘍免疫における新たな機能の解明

金山

剛士

東京医科歯科大学難治疾患研究所生体防御学分野

サイトカイン放出症候群の発症予測を可能にする CAR-T 細胞療法関連分
子の網羅的解析

高度医療教育研究

シンクロトロン加速器による陽子線 FLASH 照射の生物学的解明

免疫・アレルギー
河部

剛史

東北大学大学院医学系研究科病理病態学講座 免疫学分野

CD4 T 細胞の自己反応性に着目した自己免疫疾患発症機構の解明
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氏名

所属

研究課題

寺谷

俊昭

慶應義塾大学医学部消化器内科

腸管制御性 T 細胞の領域特異性獲得における神経の役割に関する検討

安田

圭子

京都大学大学院医学研究科医学専攻分子生体制御学講座
医化学分野

病態解明をめざした新規膜性腎症マウスモデルの確立 - 病理組織学的変化
に着目して -

菊田

順一

大阪大学大学院医学系研究科 / 生命機能研究科免疫細胞
生物学

生体イメージングによる線維化疾患の新規病態評価系の開発

林崎

浩史

東京慈恵会医科大学 細菌学講座

濾胞性ヘルパー NKT 細胞の機能的マスター転写因子の同定

前原

隆

九州大学大学院歯学研究院顎口腔外科

IgG4 関連疾患における疾患特異的な免疫担当細胞のエンハンサー RNA 解
析とモデルマウスを用いた創薬開発へ向けて

海外留学助成金
氏名

所属

研究課題

神経
井上

彩

東北大学医学系研究科神経内科学分野

細胞特異的ドパミン D2 受容体ノックアウトマウスを用いたパーキンソン
病におけるジスキネジア発症機構の解明

服部

亮磨

University of California, San Diego

脳領域間の相互作用が担う、強化学習と意思決定の神経基盤の解明

循環器
中田

雄一郎 Sylvester Comprehensive Cancer Center, University of Miami

ヒト心筋細胞分化におけるポリコーム群タンパク質の遺伝子発現制御およ
びタンパク質相互作用の網羅的解明

糖尿病・脂質代謝
中尾

康彦

Department of Gastroenterology and Hepatology, Mayo Clinic

S100A11 エクソソームによる新規 NASH 治療ターゲットの開発

腫瘍・血液
井上

智仁

University of California, San Francisco

抗 PD-1 抗体と腫瘍溶解ワクシニアウイルスの抗転移効果とそのメカニズ
ムの解明

佐藤

浩一

Hubrecht Institute for Developmental Biology and Stem Cell
Research

BRCA2 翻訳後修飾を標的とする化学療法抵抗性腫瘍の新規治療法の開発

免疫・アレルギー
坂上

沙央里 大阪大学大学院医学系研究科遺伝統計学

遺伝情報と Functional genomics データの統合解析手法の構築による免疫疾
患機序の解明

●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。
）

編 集 後 記
今年度の助成金公募は、腫瘍・血液や免疫・アレルギーなど特定領域への応募者の集中が進んだことが特徴で、
来年度以降の助成金公募の課題と言えそうです。また研究助成への応募は増加したものの、海外留学助成金への
応募が半減したこと、感染防止の観点から応募者の選考を行う選考委員会、受賞者を決定する理事会も Web 会
議形式で開催されるなど、新型コロナウイルスパンデミックの影響が色濃い助成金公募となりました。
（本）

発行

☆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 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。

〒 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/
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