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 科学研究費補助金は、人文・社会科学から自然科学までの全ての分野にわた

り、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」（研究者の自由な発想に基づく

研究）を格段に発展させることを目的とする「競争的研究資金」です。ピア・

レビューによる審査を経て、独創的・先駆的な研究に対する助成を行うもので、

我が国の研究基盤を形成するための基幹的な研究経費となっています。 

 科学研究費補助金は、学術研究の目的・内容に応じて研究種目等を設けて、

公募・審査が行われておりますが、本資料はその中でも国際的に高い評価を得

ている研究であって、格段に優れた研究成果が期待される「特別推進研究」を

はじめ、「基盤研究(Ｓ)」及び「若手研究（Ｓ）」について、平成２０年度の

新規採択研究課題を紹介するものです。 

 

 本資料が大学等における研究活動の理解の一助となれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

     平成２０年１２月 
 

 

               独立行政法人日本学術振興会理事長 
                            小野 元之 
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(6) タンパク質の集合・リモデリングの分子機構とその制御 

（荒木 弘之：国立遺伝学研究所 細胞遺伝研究系・教授） ・・・・  121 
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(3) ゲノム育種によりトラフグの優良品種作出をめざす 

（鈴木 譲：東京大学 大学院農学生命科学研究科・教授） ・・・・  125 

(4) 細胞膨圧計測－探針エレクトロスプレーによる細胞分子情報計測 

（野並 浩：愛媛大学 農学部・教授） ・・・・・・・・・・・・・  126 
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（内田 隆史：東北大学 大学院農学研究科・教授） ・・・・・・・  128 
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（柴崎 正勝：東京大学 大学院薬学系研究科・教授） ・・・・・・  129 

(2) 超感度ビデオ・マススコープによる１細胞オンタイム分子動態・分子探索 

（升島 努：広島大学 大学院医歯薬学総合研究科・教授） ・・・・  130 

(3) ストレスシグナルの分子機構解明による創薬基盤の確立 

（一條 秀憲：東京大学 大学院薬学系研究科・教授） ・・・・・・  131 

(4) Ｈｉｇｈ ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ ｓｅｑｕｅｎｃｅｒによる癌のエピゲノーム解析 

（西川 伸一：理化学研究所 幹細胞研究グループ・グループディレクター） ・・・  132 
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(5) 赤痢菌の腸粘膜バリアー感染戦略の解明（笹川 千尋：東京大学 医科学研究所・教授）・  133 

(6) ガイダンス因子による免疫制御機構（菊谷 仁：大阪大学 微生物病研究所・教授） ・・  134 
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(1) 代謝制御機構の統合的理解とその破綻（門脇 孝：東京大学 医学部附属病院・教授） ・  135 

(2) 難治がんの治療成績向上を目指した革新的放射線治療技術の開発 
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（白根 道子：九州大学 生体防御医学研究所・准教授） ・・・・・  158 

(4) 多次元オミックス脳解剖 

（瀬藤 光利：浜松医科大学 分子イメージング先端研究センター・教授） ・・  159 

(5) 新規ＡＭＰＡ受容体制御因子群によるシナプス機能制御の解明 

（深田 正紀：生理学研究所 細胞器官研究系・教授） ・・・・・・  160 
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(1) 温暖化ガス抑制のための超高性能ＣＯ２分離膜によるＣＯ２の回収・再利用技術の確立 

（姫野 修司：長岡技術科学大学 工学部・准教授） ・・・・・・・  181 

(2) 新しい高温化学反応場を用いた高品質窒化アルミニウム結晶の作製－極性と成長機構 

（福山 博之：東北大学 多元物質科学研究所・教授） ・・・・・・  182 
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（彦坂 幸毅：東北大学 大学院生命科学研究科・准教授） ・・・・  184 

(2) 細胞極性制御におけるリン脂質ＰＩＰ３輸送の役割 

（三木 裕明：大阪大学 蛋白質研究所・教授） ・・・・・・・・・  185 
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（渡辺 正夫：東北大学 大学院生命科学研究科・教授） ・・・・・  187 

(2) 受精後ゲノム刷り込みはいかにして確立するのか？ 

（谷本 啓司：筑波大学 大学院生命環境科学研究科・准教授） ・・  188 

 

 （医歯薬学Ⅰ） 

(1) 巨大複雑天然物から展開する科学－新全合成戦略開発・生体機能の解析と制御 

（井上 将行：東京大学 大学院薬学研究科・教授） ・・・・・・・  189 
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(3) 認識機構に着目した感染とがんに対する生体防御システムの分子機構の解明 

（高岡 晃教：北海道大学 遺伝子病制御研究所・教授） ・・・・・  191 

 

 （医歯薬学Ⅱ） 

(1) ヒト白血病幹細胞の抗がん剤耐性機序の解明 

（石川 文彦：理化学研究所 免疫アレルギー科学総合研究センター・ユニットリーダー）・ 192 

(2) 免疫系の恒常性維持および破綻機構の解明に基づく自己免疫疾患の治療法開発 

（安友 康二：徳島大学 大学院ヘルスバイオサイエンス研究部・教授）・・ 193 
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