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赤荻　健介 ｱｶｵｷﾞ ｹﾝｽｹ 生物系薬学
前立腺癌におけるエストロゲンレ
セプターの新規機構の解析と利
用

筑波大学
生命環境科学・教授・
柳澤　純

赤松　秀輔 ｱｶﾏﾂ ｼﾕｳｽｹ 泌尿器科学 前立腺癌のゲノムワイド関連解析 京都大学
医学（系）・教授・小川
修

荒関　雅彦 ｱﾗｾｷ ﾏｻﾋｺ 生物系薬学
JIP1によるAPP軸索輸送機構の
解明とアルツハイマー病発症との
関連性の解析

北海道大学
薬学（系）・教授・鈴木
利治

有馬　勇一郎 ｱﾘﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 循環器内科学
冠動脈の脈管形成・血管新生に
おけるエンドセリンシグナルによ
る調節機構の解明

東京大学
医学（系）・教授・栗原
裕基

石井　敦士 ｲｼｲ ｱﾂｼ 小児科学
体細胞核移植クローン技術を用
いたヒトてんかん責任遺伝子改変
モデルラットの作成

福岡大学
医学（系）・教授・廣瀬
伸一

石井　慧 ｲｼｲ ｹｲ 生理学一般
奇形腫形成ならびに組織分化に
おける分子機構の解明

京都大学
医学（系）・教授・篠原
隆司

石原　佳知 ｲｼﾊﾗ ﾖｼﾄﾓ 放射線科学
モンテカルロ法を用いた高精度四
次元線量計算システムの開発

京都大学
医学（系）・教授・平岡
真寛

石山　備凡 ｲｼﾔﾏ ﾄﾓﾁｶ 化学系薬学
アガロフラン系天然物の収束的・
網羅的全合成研究

東京大学
薬学（系）・教授・井上
将行

井尻　悠一 ｲｼﾞﾘ ﾕｳｲﾁ 医化学一般
GTP結合型Rasの立体構造遷移
の分子機構

神戸大学
医学（系）・教授・片岡
徹

市川　裕樹 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ 創薬化学
超音波力学療法を用いた深部微
小がん治療系の確立

東京大学
薬学（系）・教授・長野
哲雄

伊藤　直香 ｲﾄｳ ﾅｵｶ 小児科学
食物アレルギーに対する経口免
疫療法の確立と経口免疫寛容機
構の解明

東京大学
医学（系）・教授・五十
嵐　隆

伊藤　寛晃 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 化学系薬学
ポリセオナミドを構造基盤とした
人工機能分子の合成研究

東京大学
薬学（系）・教授・井上
将行

今尾　武士 ｲﾏｵ ﾀｹｼ 医化学一般
マウス発生期におけるアポトーシ
スの分子機構の解明

京都大学
医学（系）・教授・長田
重一

今村　優希 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 化学系薬学
ガンマセクレターゼ阻害剤および
作用機構探索に用いる分子の開
発

名古屋市立大学
薬学（系）・教授・樋口
恒彦
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岩井　香織 ｲﾜｲ ｶｵﾘ 実験病理学
細胞融合に関わる分子とその翻
訳後修飾に関する分子細胞生物
学研究

大阪大学
医学（系）・招聘教授・
和田　芳直

岩間　雄亮 ｲﾜﾏ ﾕｳｽｹ 化学系薬学
環状オキシムの還元的環拡大反
応を用いるメルシカルピン及び
シャルテリン類の合成研究

東北大学
薬学（系）・教授・徳山
英利

岩本　南 ｲﾜﾓﾄ ﾅﾐ ウイルス学
サルエイズモデルにおける長期
SIV複製制御機序の解析

東京大学
医科学研究所・教授・
俣野　哲朗

上田　善弘 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 化学系薬学
触媒的位置選択的官能基化に基
づく糖類の新規精密有機合成法
の開発

京都大学
化学研究所・教授・川
端　猛夫

江頭　祐亮 ｴｶﾞｼﾗ ﾕｳｽｹ 放射線科学
陽子線治療における線量分布計
算アルゴリズムの高精度化に関
する研究

東京大学
工学（系）・教授・上坂
充

越前　佳奈恵 ｴﾁｾﾞﾝ ｶﾅｴ 病態医化学
グリオブラストーマ幹細胞が腫瘍
形成能を維持するメカニズムの解
明

東京大学
分子細胞生物学研究
所・教授・秋山　徹

大金　賢司 ｵｵｶﾞﾈ ｹﾝｼﾞ 創薬化学
タンパク質のフォールディングを
促進する低分子化合物に関する
医薬化学的応用研究

東京大学
分子細胞生物学研究
所・教授・橋本　祐一

大倉　英明 ｵｵｸﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 実験病理学
二次リンパ組織、特に鼻咽頭関
連リンパ組織形成における転写
因子RUNX2の機能解析

東京大学
医科学研究所・教授・
清野　宏

大須賀　覚 ｵｵｽｶ ｻﾄﾙ 脳神経外科学
人工腫瘍幹細胞を用いた神経膠
芽腫に対する抗血管ニッチ療法

筑波大学
人間総合科学・准教
授・高野　晋吾

大園　瑛子 ｵｵｿﾞﾉ ｴｲｺ 医化学一般
癌化抑制に関与する転写制御機
構の解析

東京医科歯科大
学

医歯学総合・教授・山
岡　昇司

大山（内山）
薫

ｵｵﾔﾏ（ｳﾁﾔ
ﾏ） ｶｵﾙ

神経科学一般
視覚刺激と報酬の連合形成過程
におけるサル側頭葉の情報処理
機構の解明

筑波大学
人間総合科学・教授・
佐藤　主税

尾形　勝弥 ｵｶﾞﾀ ｶﾂﾔ 薬理学一般
PACAP を主題とした統合失調症
の分子基盤解明

大阪大学
薬学（系）・准教授・橋
本　均

小川　真仁 ｵｶﾞﾜ　 ﾏｻﾋﾄ 循環器内科学
心腎連関におけるレニン-アンジ
オテンシン系の役割の解明

東京大学
医学（系）・特任准教
授・鈴木　淳一

小椋　章弘 ｵｸﾞﾗ ｱｷﾋﾛ 化学系薬学
複雑な縮環構造を有する神経毒
(－)-アニサチンの不斉全合成研
究

東京大学
薬学（系）・教授・福山
透
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小澤　司 ｵｻﾞﾜ ﾂｶｻ 化学系薬学
ケテン-アルケン[2+2]付加環化反
応を基盤とする含窒素複素環の
合成研究

徳島大学
ヘルスバイオサイエン
ス研究部・教授・宍戸
宏造

小野　和也 ｵﾉ ｶｽﾞﾔ 耳鼻咽喉科学
鳥類蝸牛有毛細胞再生における
Fgfシグナル， p27の働きと再生
医療への応用

京都大学
医学（系）・客員教授・
笹井　芳樹

角元　利行 ｶｸﾓﾄ ﾄｼﾕｷ
解剖学一般（含
組織学・発生
学）

シグナル伝達の光制御法の開発
と神経への応用

東京医科歯科大
学

医歯学総合・教授・中
田　隆夫

掛布　真愛 ｶｹﾉ ﾏｲ 医化学一般
遊走細胞における微小管の配向
制御機構の解明

名古屋大学
医学（系）・教授・貝淵
弘三

片桐　一美 ｶﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾐ 医化学一般
Prx1-ASK1システムによる過酸
化水素特異的センシング機構と
酸化ストレス応答

東京大学
薬学（系）・教授・一條
秀憲

片山　雄太 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾀ 医化学一般
クロマリンリモデリング因子CHD8
の生体における機能の解析

九州大学
生体防御医学研究
所・教授・中山　敬一

門田　真 ｶﾄﾞﾀ ｼﾝ
医用生体工学・
生体材料学

興奮伝導性をもつ心筋組織の再
生

京都大学
再生医科学研究所・
教授・中辻　憲夫

刈屋　佑美 ｶﾘﾔ ﾕﾐ
医用生体工学・
生体材料学

ヒト幹細胞への静水圧負荷による
軟骨細胞分化機構の解明

東京大学
医学（系）・教授・牛田
多加志

河合　洋幸 ｶﾜｲ ﾋﾛﾕｷ 化学系薬学
医薬品開発に用いるクロスカップ
リング型トリフルオロメチル化法
の開拓

名古屋工業大学
工学（系）・教授・柴田
哲男

川島　尚之 ｶﾜｼﾏ ﾀｶｼ 医化学一般
長期記憶を制御する遺伝子発現
機構の総合的研究

東京大学
医学（系）・准教授・尾
藤　晴彦

木村　康明 ｷﾑﾗ ﾔｽｱｷ 創薬化学
環境調和型触媒的不斉炭素―炭
素結合形成反応の開発と重要医
薬品合成への応用

東京大学
薬学（系）・教授・金井
求

久德　真梨子 ｷﾕｳﾄｸ ﾏﾘｺ 応用薬理学
中和抗体を用いた接着関連因子
periostin阻害による乳癌への抗
腫瘍効果の検討

大阪大学
医学（系）・教授・森下
竜一

許　応傑 ｷﾖ ｵｳｹﾂ 化学系薬学
複核触媒の設計を基盤とするカイ
ニン酸および類縁体の短工程触
媒的不斉全合成

東京大学
薬学（系）・教授・金井
求

金原　秀一
ｷﾝﾊﾟﾗ ｼﾕｳｲ
ﾁ

ウイルス学
自然免疫によるヒトT細胞白血病
ウイルスI型（HTLV-I）発現の生体
内抑制機序

東京医科歯科大
学

医歯学総合・教授・神
奈木　真理



DC1・医歯薬学　110名　平成22年度特別研究員採用者一覧

氏名 カナ氏名 分科・細目 研究課題 受入研究機関 受入研究者

栗原　大 ｸﾘﾊﾗ ﾀﾞｲ
神経化学・神経
薬理学

神経変性疾患における軸索変性
機構の解明と治療への応用

大阪大学
医学（系）・教授・山下
俊英

栗原　健士 ｸﾘﾊﾗ ﾀｹｼ 免疫学 CD98による免疫制御機構の解明 徳島大学
ヘルスバイオサイエン
ス研究部・教授・安友
康二

黒木　美沙緒 ｸﾛｷ ﾐｻｵ ウイルス学
C型肝炎ウイルス複製に関与する
宿主因子の同定および機能解析

岡山大学
医歯薬学総合・教授・
加藤　宣之

小池　敏靖 ｺｲｹ ﾄｼﾔｽ 生物系薬学
コンドロイチン硫酸の生合成の制
御機構とその合成異常による病
因の解明

神戸薬科大学
薬学（系）・教授・北川
裕之

高露　雄太 ｺｳﾛ ﾕｳﾀ
神経化学・神経
薬理学

損傷DRGニューロン由来の脊髄
グリア細胞活性化機構の解明

九州大学
薬学（系）・教授・井上
和秀

小沼　貴晶 ｺﾇﾏ ﾀｶｱｷ 血液内科学
ヒストン脱メチル化酵素による造
血幹細胞の自己複製・分化制御
機構の解析

千葉大学
医学（系）・教授・岩間
厚志

駒井　恭子 ｺﾏｲ ｷﾖｳｺ 医化学一般
新規ヘルパーT細胞サブセット
Th17の分化制御因子の探索と機
能解明

慶應義塾大学
医学（系）・教授・吉村
昭彦

小山　晃英 ｺﾔﾏ ﾃﾙﾋﾃﾞ 循環器内科学
血管特異的コンディショナルター
ゲティングによるRAMP2の病態生
理学的意義の解明

信州大学
医学（系）・教授・新藤
隆行

孔　壹奎 ｺﾝ ｲﾙｷﾞﾕｳ 免疫学
ナノテクノロジーを用いた次世代
経鼻ワクチン開発と、それによる
免疫誘導機序の解明

東京大学
医科学研究所・教授・
清野　宏

近藤　誠 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ
医用生体工学・
生体材料学

再生医療本格化の為の上皮細胞
培養系における有効因子の解明
とその応用

早稲田大学
教育・総合科学・教
授・並木　秀男

細田　將太郎 ｻｲﾀ ｼﾖｳﾀﾛｳ 神経科学一般
神経管閉鎖におけるFkbp38分子
機構の解明

九州大学
生体防御医学研究
所・教授・中山　敬一

櫻井　遊 ｻｸﾗｲ ﾕｳ 医療系薬学
細胞内動態制御を可能とするin
vivo癌への革新的な核酸送達シ
ステムの構築

北海道大学
薬学（系）・教授・原島
秀吉

篠倉　潔 ｻｻｸﾗ ｷﾖｼ 生物分子科学
生物発光を利用したATP分泌の
可視化解析

東京大学
薬学（系）・教授・長野
哲雄

笹野　裕介 ｻｻﾉ ﾕｳｽｹ 化学系薬学
電子伝達系構築を機軸とするニト
ロキシルラジカル触媒を用いた新
規空気酸化反応の開発

東北大学
薬学（系）・教授・岩渕
好治
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佐條　麻里 ｻｼﾞﾖｳ ﾏﾘ 生物系薬学
海馬新生顆粒細胞の移動機構に
おけるグリア細胞の関与の解明

東京大学
薬学（系）・教授・松木
則夫

佐藤　均 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ 化学系薬学
分子内Mannich反応を用いた多
環性含窒素アルカロイドの全合成
研究

東北大学
薬学（系）・教授・徳山
英利

繁本　妙子 ｼｹﾞﾓﾄ ﾀｴｺ
解剖学一般（含
組織学・発生
学）

成体組織幹細胞の効率的な単離
方法の確立および組織幹細胞間
の共通性と多様性の解明

東北大学
医学（系）・教授・出澤
真理

島　綾香 ｼﾏ ｱﾔｶ
細菌学（含真菌
学）

プロビデンシア・アルカリファシエ
ンスが産生する細胞膨化致死毒
素に関する研究

大阪府立大学
生命環境科学・教授・
山崎　伸二

島袋　梢 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｺｽﾞｴ
公衆衛生学・健
康科学

デング熱感染者発生予測のため
の無降水要因の検討

東北大学
医学（系）・教授・押谷
仁

下田　康嗣 ｼﾓﾀﾞ ﾔｽｼ 化学系薬学
キラルなLewis塩基を有機分子触
媒とした新規不斉反応の探索

熊本大学
医学薬学・教授・中島
誠

末益　慎太郎 ｽｴﾏｽ ｼﾝﾀﾛｳ 生物系薬学
HSP70、及びアポトーシス誘導に
着目した、NSAIDs潰瘍克服のた
めの基礎研究

熊本大学
医学薬学・教授・水島
徹

鈴木　良明 ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ 生物系薬学
新規１分子可視化法によるイオン
チャネル分子複合体機能とその
調節機構の解明

名古屋市立大学
薬学（系）・教授・今泉
祐治

陶山　智史 ｽﾔﾏ ｻﾄｼ 神経科学一般
成体神経幹細胞の発生初期型神
経幹細胞へのリプログラミング

慶應義塾大学
医学（系）・教授・岡野
栄之

相馬　淳美 ｿｳﾏ ｱﾂﾐ
基礎ゲノム科
学

不活性X染色体の単離による不
活性化因子の網羅的解析

鳥取大学
医学（系）・教授・佐藤
建三

田尾　賢太郎 ﾀｵ ｹﾝﾀﾛｳ 生物系薬学
神経活動依存的な軸索形態形成
におけるミトコンドリアの機能解明

東京大学
薬学（系）・准教授・池
谷　裕二

谷　友香子 ﾀﾆ ﾕｶｺ 生物系薬学
炎症の収束反応に関わる細胞と
脂質性メディエーターの機能解析

東京大学
薬学（系）・准教授・有
田　誠

谷村　あさみ ﾀﾆﾑﾗ　 ｱｻﾐ
神経・筋肉生理
学

薬物依存の形成における内因性
カンナビノイド系の役割の解明

東京大学
医学（系）・教授・狩野
方伸

田之上　大 ﾀﾉｳｴ ﾀｹｼ 免疫学
腸内細菌による腸管免疫系の制
御機構解明

大阪大学
医学（系）・教授・竹田
潔
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田村　彰吾 ﾀﾑﾗ ｼﾖｳｺﾞ 病態検査学
脳由来神経栄養因子(BDNF)の循
環血液中における存在様式の解
明

北海道大学
保健科学・教授・森山
隆則

千葉　浩亮 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｱｷ 化学系薬学
ドミノ型三成分結合形成反応を用
いた縮環型化合物合成法の開発
と天然物合成への展開

京都大学
薬学（系）・准教授・大
野　浩章

津野　香奈美 ﾂﾉ ｶﾅﾐ
公衆衛生学・健
康科学

職場のいじめの規定要因および
健康影響に関わるコホート研究

東京大学
医学（系）・教授・川上
憲人

中　彩乃 ﾅｶ ｱﾔﾉ スポーツ科学
エネルギー代謝関連転写因子
TFE3の骨格筋における機能解析

筑波大学
人間総合科学・教授・
島野　仁

長岡　陽 ﾅｶﾞｵｶ ｱｷﾗ 神経科学一般
2光子励起顕微鏡を用いたin vivo
シナプス運動の可視化に関する
研究

東京大学
医学（系）・教授・河西
春郎

永友　文子 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾌﾐｺ
環境生理学（含
体力医学・栄養
生理学）

有酸素的な代謝の向上による生
活習慣病の予防・改善法の検討

京都大学
人間（・）環境学・教
授・石原　昭彦

中西　祐貴 ﾅｶﾆｼ ﾕｳｷ 消化器内科学
新規幹細胞マーカーDclk1を利用
した大腸癌治療の基礎的検討

京都大学
医学（系）・教授・千葉
勉

西村　啓士郎 ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾛｳ 免疫学
転写因子IRF5の機能に関する研
究

東京大学
医学（系）・教授・谷口
維紹

西本　周平 ﾆｼﾓﾄ ｼﾕｳﾍｲ 皮膚科学
T細胞受容体トランスジェニックマ
ウスを用いた尋常性天疱瘡自己
抗体産生機構の解明

慶應義塾大学
医学（系）・教授・吉村
昭彦

波多野　寛子 ﾊﾀﾉ ﾋﾛｺ 外科系歯学
口腔癌の浸潤能獲得に関わる因
子の分子機構の解明と診断・治
療への応用

広島大学
医歯薬学総合・教授・
鎌田　伸之

服部　一輝 ﾊﾂﾄﾘ ｶｽﾞｷ 生物系薬学
新規浸透圧応答性キナーゼ
ASK3の浸透圧応答機構および生
理的意義の解明

東京大学
薬学（系）・教授・一條
秀憲

林　由美 ﾊﾔｼ ﾕﾐ 衛生学
DEHP胎生期曝露に招来される低
栄養を特徴づける遺伝子変化と
生活習慣病リスク

名古屋大学
医学（系）・教授・那須
民江

人見　香織 ﾋﾄﾐ ｶｵﾘ
膠原病・ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ内科学

肥満細胞に発現する新規抑制性
受容体のアレルギー応答におけ
る機能解明

筑波大学
人間総合科学・教授・
澁谷　彰

平尾　彰子 ﾋﾗｵ ｱｷｺ 食生活学
マウスを用いた体内時計と食・栄
養との相互関係の解明

早稲田大学
理工学・教授・柴田
重信
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福島　弘之 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 循環器内科学
臨床応用に向けたiPS細胞由来
心筋系列細胞の蛍光化合物によ
る新規純化法の開発

京都大学
再生医科学研究所・
准教授・山下　潤

福田　慎一 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 眼科学
活動性が高い血管内皮前駆細胞
の網膜色素変性症モデルマウス
への硝子体注の効果の検討

筑波大学
人間総合科学・教授・
大鹿　哲郎

藤田　恭輔 ﾌｼﾞﾀ ｷﾖｳｽｹ 生物系薬学
SLC26ファミリーにおけるトランス
ポーターとチャネルの差異決定機
構の解明

富山大学
医学薬学・教授・酒井
秀紀

古川　亮 ﾌﾙｶﾜ ﾘﾖｳ
医用生体工学・
生体材料学

ミトコンドリア内動態制御に基づく
ミトコンドリア遺伝子発現システム
の開発

北海道大学
薬学（系）・教授・原島
秀吉

古澤　純一
ﾌﾙｻﾜ ｼﾞﾕﾝｲ
ﾁ

免疫学
新しいリンパ球natural helper細胞
の寄生虫感染における免疫機構
の解析

慶應義塾大学
医学（系）・教授・小安
重夫

星島　光博 ﾎｼｼﾞﾏ ﾐﾂﾋﾛ
矯正・小児系歯
学

CCN2/CTGFに結合するタンパク
質の同定と機能解析

岡山大学
医歯薬学総合・教授・
山城　隆

細谷　仁美 ﾎｿﾔ ﾋﾄﾐ 病態医化学
ナノテクノロジーを用いて固形腫
瘍内リンパ管機能を解明する

東京大学
医学（系）・教授・宮園
浩平

馬込　大貴 ﾏｺﾞﾒ ﾀｲｷ 放射線科学
放射線治療計画データベースに
基づく高精度治療計画支援シス
テムの開発

九州大学
医学（系）・准教授・有
村　秀孝

松井　勇人 ﾏﾂｲ ﾊﾔﾄ 医療系薬学
新規スクリーニング法を用いた高
効率なターゲティングAdベクター
作製法の開発

大阪大学
薬学（系）・教授・水口
裕之

三木　健嗣 ﾐｷ ｹﾝｼﾞ 胸部外科学
ヒトiPS細胞由来心筋細胞シート
を用いた心筋再生治療法の開発

大阪大学
医学（系）・教授・澤
芳樹

三代　憲司 ﾐｼﾛ ｹﾝｼﾞ 化学系薬学
基質認識型触媒を用いる糖類の
位置選択的官能基化

京都大学
化学研究所・教授・川
端　猛夫

水口　貴章 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 創薬化学
ＥＧＦレセプターの二量化阻害を
基盤とするペプチド性抗がん薬
リードの創製

京都薬科大学
薬学（系）・教授・木曽
良明

水沼　未雅 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾐｶ 生物系薬学
神経回路の機能異常を高速多
ニューロンカルシウムイメージン
グ法で捉える

東京大学
薬学（系）・准教授・池
谷　裕二

水原　司 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾂｶｻ 創薬化学
C-H官能基化反応を利用した複
素環骨格合成法の開発と構造活
性相関研究への応用

京都大学
薬学（系）・講師・大石
真也
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森廣　邦彦 ﾓﾘﾋﾛ ｸﾆﾋｺ 化学系薬学
遺伝子発現の時空間制御を志向
した光応答性人工核酸の創製研
究

大阪大学
薬学（系）・教授・小比
賀　聡

森本　和志 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｼ 生物系薬学
プロスタグランジン受容体による
細胞特異的シグナリングの分子
機構

京都大学
薬学（系）・教授・中山
和久

矢倉　裕奈 ﾔｸﾗ ﾕｳﾅ 血液内科学
ヒト人工染色体を用いた血友病
の新規治療法の開発

鳥取大学
医学（系）・准教授・武
谷　浩之

山口　智史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾌﾐ
リハビリテー
ション科学・福
祉工学

ペダリング運動と電気刺激治療
の併用による効果の研究

慶應義塾大学
医学（系）・教授・里宇
明元

山嵜　瞬 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾕﾝ 病態医化学
腎臓のエリスロポエチン遺伝子発
現制御機構と腎性貧血発症の関
係

東北大学
医学（系）・教授・山本
雅之

横倉　良行 ﾖｺｸﾗ ﾖｼﾕｷ 生物系薬学
創薬標的をめざしたコレステロー
ル生合成の新規調節機構の解明

東京大学
薬学（系）・教授・新井
洋由

横倉（揺本）
沙紀

ﾖｺｸﾗ（ﾕﾘﾓﾄ）
ｻｷ

生物分子科学
プロテオミクスを用いた新しいカ
ルモデュリン標的分子の同定とシ
グナル伝達機構の解明

香川大学
医学（系）・准教授・徳
光　浩

横山　直幸 ﾖｺﾔﾏ ﾅｵﾕｷ
医用生体工学・
生体材料学

機械的せん断応力に対する赤血
球の3次元的変形能の定量化に
関する研究

東京医科歯科大
学

医歯学総合・教授・高
谷　節雄

米田　泰輔 ﾖﾈﾀﾞ ﾀｲｽｹ
神経・筋肉生理
学

成熟ネコ一次視覚野でのNogo阻
害による機能的、形態的な可塑
性の回復

鳥取大学
医学（系）・教授・畠
義郎

和田　正吾 ﾜﾀﾞ ｼﾖｳｺﾞ
環境生理学（含
体力医学・栄養
生理学）

骨格筋可塑性における機械的刺
激応答性microRNAの機能解析

東京大学
医学（系）・教授・牛田
多加志

渡部　喬光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾐﾂ 生理学一般
機械学習を適用した機能的磁気
共鳴画像法によるエピソード記憶
定着・想起の結果予測

東京大学
医学（系）・教授・宮下
保司

渡邊　雄大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 化学系薬学
二核ロジウム錯体の創製を基盤
とする不斉ルイス酸触媒反応の
開発とその応用

北海道大学
薬学（系）・教授・橋本
俊一


