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青木　重樹 ｱｵｷ ｼｹﾞｷ 医療系薬学
骨芽細胞内RANKL挙動制御機構
に着目した、骨破壊疾患に対する
新規創薬標的の探索

東京大学
医学部附属病院・教
授・鈴木　洋史

秋津　葵 ｱｷﾂ ｱｵｲ 免疫学
Th17とは異なるIL-17産生細胞の
炎症性疾患における役割の解析

東京大学
理学（系）・兼任教授・
岩倉　洋一郎

浅沼　研 ｱｻﾇﾏ ｹﾝ 生物系薬学
がんの発生と進展に関わる新規
脂質キナーゼの機能解明

秋田大学
医学（系）・教授・佐々
木　雄彦

浅沼　里実 ｱｻﾇﾏ ｻﾄﾐ ウイルス学
成人T細胞白血病（ATL）における
転写因子Heliosの発現異常及び
その機能解析

東京大学
新領域創成科学・教
授・渡邉　俊樹

幾尾　真理子 ｲｸｵ ﾏﾘｺ 生物系薬学
機能性RNAによる薬剤耐性黄色
ブドウ球菌MRSAの病原性制御
機構の解明

東京大学
薬学（系）・教授・関水
和久

池田　聡史 ｲｹﾀﾞ ｻﾄｼ 免疫学
Th17と炎症疾患に関わる新規T
細胞サブセット分化機構の解明

東京大学
理学（系）・兼任教授・
岩倉　洋一郎

伊佐　真幸 ｲｻ ﾏｻﾕｷ 薬理学一般
BDNF-TrkB系によるスパイン形
態変化の時空間解析

東京大学
医学（系）・教授・廣瀬
謙造

石川　桂二郎
ｲｼｶﾜ ｹｲｼﾞﾛ
ｳ

眼科学
新規治療標的同定をめざした増
殖糖尿病網膜症に伴う増殖組織
のマイクロアレイ解析

九州大学
医学（系）・教授・石橋
達朗

伊藤　進也 ｲﾄｳ ｼﾝﾔ 代謝学
分子シャペロンHsp47のアディポ
ネクチン合成への役割の解明と
その機能制御

京都大学
再生医科学研究所・
准教授・細川　暢子

伊藤　澄人 ｲﾄｳ ｽﾐﾄ 医療系薬学
腎薬物トランスポーターの寄与率
に基づいた薬物間相互作用の定
量的予測法の開発

東京大学
薬学（系）・准教授・楠
原　洋之

伊藤　尚基 ｲﾄｳ ﾅｵｷ スポーツ科学
神経型一酸化窒素合成酵素によ
る筋肥大促進および骨格筋メカノ
センシング機構の解明

東京工業大学
生命理工学・教授・工
藤　明

犬井　健 ｲﾇｲ ｹﾝ
細菌学（含真菌
学）

ボツリヌス毒素の体内侵入に関
わる小腸上皮細胞への結合機序
の解明

東京農業大学
生物産業学・教授・渡
部　俊弘

井上　昌俊 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾄｼ 医化学一般
長期記憶をコードするシナプスか
ら核への神経情報伝達の動態解
析

東京大学
医学（系）・准教授・尾
藤　晴彦

今井　孝彦 ｲﾏｲ ﾀｶﾋｺ ウイルス学
ウイルスプロテインキナーゼによ
る宿主免疫回避機構の解明

東京大学
医科学研究所・准教
授・川口　寧
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上杉　紀子 ｳｴｽｷﾞ ﾉﾘｺ 神経科学一般
中枢神経再生阻害におけるp75
受容体の役割の解明

大阪大学
医学（系）・教授・山下
俊英

植田　航希 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 血液内科学
iPS細胞技術を用いた造血器悪
性腫瘍の病態解明

東京大学
医学（系）・教授・黒川
峰夫

上田　修平 ｳｴﾀﾞ ｼﾕｳﾍｲ 生物系薬学
海馬神経細胞の形態制御におけ
るRac1活性化因子Dock4の機能
解析

京都大学
生命科学・准教授・加
藤　裕教

梅林　久範 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾋｻﾉﾘ
機能系基礎歯
科学

オートファジーを調節する新規分
子の役割解明研究

九州大学
歯学・教授・平田　雅
人

遠藤　誠 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 整形外科学
悪性骨軟部腫瘍における新規薬
物治療開発のための基礎的研究

九州大学
医学（系）・教授・岩本
幸英

大前　陽輔 ｵｵﾏｴ ﾖｳｽｹ 生物系薬学
黄色ブドウ球菌のコロニースプ
レッディング能力調節に与る分子
機構の解明

東京大学
薬学（系）・教授・関水
和久

岡本　奈緒子 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｺ 病態医化学
hTERTによるがん性幹細胞維持
機構の解析

東京薬科大学
生命科学・教授・深見
希代子

岡本　正洋 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ スポーツ科学
走運動時の海馬アンドロゲン動
態とその生理的意義：神経新生
に着目して

筑波大学
人間総合科学・教授・
征矢　英昭

小幡　史明 ｵﾊﾞﾀ ﾌﾐｱｷ 生物系薬学
全身性ストレス応答シグナルの遺
伝生化学的解明

東京大学
薬学（系）・教授・三浦
正幸

片岡　駿介 ｶﾀｵｶ ｼﾕﾝｽｹ 応用薬理学
胎仔期バルプロ酸投与マウスの
精神異常行動発現に関わる分子
基盤解析

大阪大学
薬学（系）・教授・松田
敏夫

蟹江　共春 ｶﾆｴ ﾄﾓﾊﾙ 腫瘍生物学
pVHL-ユビキチンリガーゼの新規
基質の同定とその生物学的意義
の解明

九州大学
医学（系）・教授・中山
敬一

兼山　友輝 ｶﾈﾔﾏ ﾄﾓｷ 実験病理学
腎間質線維化におけるSnail1の
分化転換促進機構の解明

信州大学
医科学・助教授・江原
孝史

上川路　翔悟
ｶﾐｶﾜｼﾞ ｼﾖｳ
ｺﾞ

生物系薬学
LRRK2 in vivo活性検出系を用い
たパーキンソン病の分子病態の
解析

東京大学
薬学（系）・教授・岩坪
威

神山　長慶 ｶﾐﾔﾏ ﾅｶﾞﾉﾘ
機能系基礎歯
科学

新規手法を用いた、腸管特異的
自然免疫細胞サブセットの生体
機能の解析

大阪大学
医学（系）・教授・竹田
潔
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河合　美菜子 ｶﾜｲ ﾐﾅｺ 応用健康科学
哺乳類骨格筋線維の運動後の回
復過程に関する組織学・分子生
物学的比較研究

山口大学
医学（系）・教授・宮田
浩文

川浦　一晃 ｶﾜｳﾗ ｶｽﾞｱｷ 生物系薬学
GIRKチャネル阻害作用をもつ薬
物の新規抗うつ様作用に関する
研究

熊本大学
生命科学・教授・高濱
和夫

川住　宗生 ｶﾜｽﾐ ﾑﾈｵ 化学系薬学
新規キラル素子を用いる含窒素
多環構造構築法の開発とダフニ
サイクリジンAの合成研究

東北大学
薬学（系）・教授・岩渕
好治

川西　範明 ｶﾜﾆｼ ﾉﾘｱｷ 応用健康科学
運動トレーニングによるメタボリッ
クシンドローム改善の機序解明

早稲田大学
スポーツ科学・准教
授・鈴木　克彦

河部　剛史 ｶﾜﾍﾞ ﾀｹｼ 免疫学
MHCクラスIIを介する上皮系細胞
によるT細胞免疫制御機構

東北大学
医学（系）・教授・石井
直人

姜　秀辰 ｶﾝ ｽーｼﾞﾝ 免疫学
セマフォリン分子　Sema7Aの腸
管炎症制御作用の解析

大阪大学
医学（系）・教授・熊ノ
郷　淳

岸本　圭史 ｷｼﾓﾄ ｹｲｼ 生物系薬学
多様な生命機能を司る新規遺伝
子fad104に着目した創薬開発に
向けての基盤研究

名古屋市立大学
薬学（系）・教授・今川
正良

北村　一 ｷﾀﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 生物系薬学
リンパ球における新規リゾホス
ファチジルセリン受容体の機能解
析

東北大学
薬学（系）・教授・青木
淳賢

木内　隆裕 ｷﾅｲ ﾀｶﾋﾛ 応用健康科学
脳卒中患者に対する両肢間転移
を応用した内的な
Neuromodulationの開発

京都大学
医学（系）・教授・三谷
章

國松　淳 ｸﾆﾏﾂ ｼﾞﾕﾝ
神経・筋肉生理
学

大脳基底核による行動選択のメ
カニズム

北海道大学
医学（系）・准教授・田
中　真樹

久留島　潤 ｸﾙｼﾏ ｼﾞﾕﾝ
細菌学（含真菌
学）

ボルデテラ属細菌の新規エフェク
ターの同定と機能解析

北里大学
感染制御科学・教授・
阿部　章夫

黒川　淳 ｸﾛｶﾜ ｼﾞﾕﾝ 代謝学
AIMを基盤としたメタボリックシン
ドローム分子病態メカニズムの解
明

東京大学
医学（系）・教授・宮崎
徹

小沢　政成 ｺｻﾞﾜ ﾏｻﾅﾘ 応用薬理学
肝移植予後予測バイオマーカー
の確立と、肝再生規定因子の同
定

東京大学
医学部附属病院・教
授・鈴木　洋史

小林　嵩明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ 創薬化学
精密な配座制御を鍵とする分子
設計：ヒスタミン受容体アンタゴニ
ストの創出

北海道大学
生命科学・教授・周東
智
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小林　真左子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｺ 外科系歯学
新規徐放性ナノゲルを用いた線
維芽細胞増殖因子による骨再生
法の開発と分子機構の解明

徳島大学
ヘルスバイオサイエン
ス研究部・教授・宮本
洋二

小森　久和 ｺﾓﾘ ﾋｻｶｽﾞ 応用薬理学
α1-酸性糖タンパク質による
CD163の発現誘導を分子基盤と
した動脈硬化治療戦略

熊本大学
生命科学・教授・丸山
徹

坂上　直子 ｻｶｶﾞﾐ ﾅｵｺ
形態系基礎歯
科学

ＰｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅＣｏｎｄｙｌａｒＲｅｓｏｒｐｔｉ
ｏｎの発症メカニズムの解明

新潟大学
医歯学・教授・前田
健康

櫻井　俊宏 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾋﾛ 病態検査学
トリグリセリド代謝異常に適した新
しい酸化ストレスマーカーの開発

北海道大学
保健科学・教授・千葉
仁志

桜井　佑介 ｻｸﾗｲ ﾕｳｽｹ 生物系薬学
PACAP-RegIIIbetaの膵組織リモ
デリング制御に関する研究

大阪大学
薬学（系）・教授・橋本
均

佐藤　天平 ｻﾄｳ ﾃﾝﾍﾟｲ 整形外科学
内軟骨性骨化における
microRNA-140を中心とした遺伝
子ネットワークの解析

東京医科歯科大
学

生命情報科学・連携
教授・浅原　弘嗣

澤田　雅人 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ 神経科学一般
成体新生嗅球ニューロンの定着
部位を規定する血管性ニッチ

名古屋市立大学
医学（系）・教授・澤本
和延

施　世良 ｼ ｾﾘﾖｳ 化学系薬学
水素結合による酸化剤活性化に
基づく酸化的炭素-炭素結合形成
反応の不斉触媒化と応用

東京大学
薬学（系）・教授・金井
求

ジー　ピー
ター

ｼﾞー ﾋﾟーﾀー ウイルス学
HIV感染に対するDNAセンサー分
子の役割

京都大学
ウイルス研究所・教
授・小柳　義夫

SHEIK
MOHIDEEN
SAHABUDEE
N

ｼｴｲｸ　ﾓﾋﾃﾞ
ｲーﾝ ｻﾊﾌﾞﾃﾞ
ｲﾝ

衛生学
1-ブロモプロパンの中枢神経毒
性と作用機序に関する研究

名古屋大学
医学（系）・准教授・市
原　学

柴田　納央子 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｺ 免疫学
粘膜免疫誘導組織内共生細菌と
宿主粘膜免疫系との相互作用機
構の解明

東京大学
医科学研究所・教授・
清野　宏

島田　佳代子 ｼﾏﾀﾞ ｶﾖｺ 医療社会学
『緒方洪庵の薬箱(大阪大学所
蔵)』由来生薬の本草学的意義と
東西融合医療への応用

大阪大学
薬学（系）・准教授・高
橋　京子

周　舒文 ｼﾕｳ ｼﾞﾖﾌﾞﾝ
ナノ材料・ナノ
バイオサイエン
ス

癌指向性多機能型カーボンナノ
チューブの創製と近赤外線を利
用した癌免疫療法への展開

京都大学
薬学（系）・教授・橋田
充

ジュリアン
ディ　ベリー

ｼﾞﾕﾘｱﾝﾃﾞｲ ﾍﾞ
ﾘー

医化学一般
抗てんかん薬胎生期暴露による
神経幹細胞制御異常と成体マウ
ス行動異常の関連解析

奈良先端科学技
術大学院大学

バイオサイエンス・教
授・中島　欽一
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白石　慧 ｼﾗｲｼ ｱｷﾗ
生体生命情報
学

情報学的手法に基づく受容体に
対するリガンド機能の包括的解析

京都大学
薬学（系）・教授・奥野
恭史

代田　　悠一
郎

ｼﾛﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神経内科学
経頭蓋磁気刺激による運動関連
領野機能の解明および治療応用
に関する研究

東京大学
医学（系）・教授・辻
省次

塩飽　由香利 ｼﾜｸ ﾕｶﾘ 補綴系歯学
フッ素含有リン酸塩担体による
VEGF吸着・徐放調節技術に基づ
く骨造成方法の確立

東北大学
歯学・教授・佐々木
啓一

杉本　幸太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 実験病理学
上皮の細胞間接着・極性形成に
おけるクローディンの役割とその
下流シグナル

札幌医科大学
医学（系）・教授・澤田
典均

鈴木　敦夫 ｽｽﾞｷ ｱﾂｵ 病態検査学
抗ウイルス剤・リバビリン内服に
よる血液凝固第VII因子発現増強
の分子機構解析

名古屋大学
医学（系）・教授・小嶋
哲人

鈴木　邦道 ｽｽﾞｷ ｸﾆﾐﾁ 生物系薬学
神経活動依存的なNeuroligin切断
の分子メカニズムに関する研究

東京大学
薬学（系）・准教授・富
田　泰輔

鈴木　規敏 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾄｼ 化学系薬学
含リン脱離基法を基盤とする新規
糖鎖合成戦略の開発とオリゴ糖
鎖合成への応用

北海道大学
生命科学・教授・橋本
俊一

高木　晃 ﾀｶｷﾞ ｱｷﾗ 化学系薬学
ホウ素によるベンザイン反応の位
置制御法：含ホウ素高機能性分
子の創製

静岡県立大学
薬学（系）・教授・赤井
周司

高山　靖規 ﾀｶﾔﾏ ﾔｽﾉﾘ
環境生理学（含
体力医学・栄養
生理学）

TRPV4チャネルを介した体温調
節機構の解明

総合研究大学院
大学

生命科学・併任教授・
富永　真琴

竹尾　浩史 ﾀｹｵ ｺｳｼﾞ 生物系薬学
ケミカルバイオロジーを用いたγ
セクレターゼモジュレーターの分
子機構に関する解析

東京大学
薬学（系）・准教授・富
田　泰輔

田中　彦孝 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾀｶ 生物系薬学
筋萎縮性側索硬化症 (ALS) 発症
機序の解明並びにその治療薬の
探索

岐阜薬科大学
薬学（系）・教授・原
英彰

谷野　哲也 ﾀﾆﾉ ﾃﾂﾔ 創薬化学
Muraymycin類をリードとする薬剤
耐性菌に有効な新規抗菌剤開発
研究

北海道大学
生命科学・教授・松田
彰

玉田　宏美 ﾀﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ
解剖学一般（含
組織学・発生
学）

漿膜下カハールの介在細胞の構
造および機能の解析

早稲田大学
人間科学・教授・小室
輝昌

沈　慧蓮 ﾁﾝ ｹｲﾚﾝ 生物系薬学
求心性迷走神経刺激による抗う
つ作用の解明

東京大学
薬学（系）・教授・松木
則夫
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常木　雅之 ﾂﾈｷ ﾏｻﾕｷ
形態系基礎歯
科学

口腔癌細胞の増殖浸潤機構に関
する分子病理学的研究

新潟大学 医歯学・教授・朔　敬

遠山　周吾 ﾄｵﾔﾏ ｼﾕｳｺﾞ 循環器内科学
ヒトES及びiPS由来心筋細胞にお
ける電気的多様性の獲得とその
分子機構の解明

慶應義塾大学
医学（系）・教授・福田
恵一

研　澄仁 ﾄｷﾞ ｽﾐﾋﾄ 生物系薬学
核内コリプレッサーによるサイトカ
インシグナル伝達制御機構の解
明

北海道大学
生命科学・教授・松田
正

中島（藤川）
沙恵子

ﾅｶｼﾞﾏ（ﾌｼﾞｶ
ﾜ） ｻｴｺ

皮膚科学
アトピー性皮膚炎の発症における
皮膚樹状細胞・T細胞サブセット
の役割の解明

京都大学
医学（系）・教授・宮地
良樹

中西　秀之 ﾅｶﾆｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 医療系薬学
配列選択的組込みにより安全な
長期遺伝子発現を実現するトラン
スポゾンベクターの開発

京都大学
薬学（系）・教授・橋田
充

永野　秀和 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 内分泌学
ヒト脂肪細胞を用いた細胞内代
謝制御における転写因子p53の
役割と標的分子の探索

千葉大学
医学（系）・教授・横手
幸太郎

永野（東原）
綾子

ﾅｶﾞﾉ(ﾋｶﾞｼﾊﾗ)
ｱﾔｺ

スポーツ科学
ハムストリングス肉離れ受傷メカ
ニズムの解明と予防法確立への
示唆

早稲田大学
スポーツ科学・教授・
福林　徹

中原　健二 ﾅｶﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 化学系薬学
キラルオキソニウムイオン中間体
を利用する新規不斉合成反応の
開発と天然物合成研究

大阪大学
薬学（系）・教授・藤岡
弘道

中村　信介 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｽｹ 生物系薬学
Kallidinogenaseの網膜血管新生
抑制作用に関する研究

岐阜薬科大学
薬学（系）・教授・原
英彰

中村　政彦 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 創薬化学
神経疾患治療を指向した神経栄
養因子受容体に対する新規低分
子リガンドの創製

東京大学
分子細胞生物学研究
所・教授・橋本　祐一

中村　恵弥 ﾅｶﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 実験動物学
疾患関連マクロファージにおける
転写因子MafBのin vivo機能解析

筑波大学
人間総合科学・教授・
高橋　智

永本　祐樹 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 化学系薬学
ダイナミックな構造変化を利用し
た高精度低分子プローブの精密
設計と開発

京都大学
薬学（系）・教授・竹本
佳司

ナナヤッカラ
S

ﾅﾅﾔﾂｶﾗ ｼﾔ
ﾆｶ

衛生学
スリランカ中北部に多発する慢性
腎臓病についての研究

京都大学
医学（系）・教授・小泉
昭夫

西尾　浩 ﾆｼｵ ﾋﾛｼ 産婦人科学
婦人科がんにおける免疫逃避機
構の解明及び新規治療法の開発

慶應義塾大学
医学（系）・教授・青木
大輔
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西尾　美穂 ﾆｼｵ ﾐﾎ 生物系薬学
立体構造情報に基づく血液凝固
因子輸送体の作動機構の解明お
よび新規機能の探査

名古屋市立大学
薬学（系）・教授・加藤
晃一

西田　知恵美 ﾆｼﾀﾞ ﾁｴﾐ 医化学一般
生体内造血分化機構における
MT1-MMPの機能解析

東京大学
医科学研究所・教授・
中内　啓光

西中　瑶子 ﾆｼﾅｶ ﾖｳｺ 応用薬理学
一重項酸素の制御による細胞傷
害の緩和

京都大学
医学（系）・教授・足立
壯一

西脇　聡史 ﾆｼﾜｷ ｻﾄｼ 血液内科学
治療抵抗性GVHDにおける皮膚
マクロファージの機能的役割

名古屋大学
医学（系）・教授・直江
知樹

橋川　浩一 ﾊｼｶﾜ ｺｳｲﾁ 神経科学一般
記憶形成に関与する学習後の神
経活動を解明する

東京大学
薬学（系）・教授・松木
則夫

橋本　知恵 ﾊｼﾓﾄ ﾁｴ 創薬化学
HIV-1第二受容体CXCR4の細胞
外ドメインを再構築した戦略的抗
原分子の創製

東京医科歯科大
学

生体材料工学研究
所・教授・玉村　啓和

畑中　良 ﾊﾀﾅｶ ﾘﾖｳ 生物系薬学
ショウジョウバエ遺伝学を用いた
新規ASK1活性制御因子の探索と
機能解析

東京大学
薬学（系）・教授・一條
秀憲

浜田　翔平 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾖｳﾍｲ 化学系薬学 位置選択的酸化触媒の開発 京都大学
化学研究所・教授・川
端　猛夫

原　敏朗 ﾊﾗ ﾄｼﾛｳ 発がん
がん形成過程における新規HIF-1
制御因子Mint3の役割と機能の解
析

東京大学
医科学研究所・教授・
清木　元治

廣中　耕平 ﾋﾛﾅｶ ｺｳﾍｲ 医療系薬学
点眼による後眼部疾患の治療を
目的としたリポソーム製剤の開発
に関する研究

岐阜薬科大学
薬学（系）・教授・竹内
洋文

福田　正裕 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 神経科学一般
2光子顕微鏡を用いた自然刺激
による覚醒動物のスパイン可塑
性の研究

東京大学
医学（系）・教授・河西
春郎

藤田　理恵 ﾌｼﾞﾀ ﾘｴ 医化学一般
NF-E2 p45による巨核球成熟およ
び血小板機能の制御メカニズム
の解明

東北大学
医学（系）・教授・山本
雅之

古田　繭子 ﾌﾙﾀ ﾏﾕｺ ゲノム医科学
新たなRNA創薬に寄与する肝細
胞癌抑制性microRNAの同定と機
能解析

東京医科歯科大
学

難治疾患研究所・教
授・稲澤　譲治

細木　華奈 ﾎｿｷ ｶﾅ 小児科学
プラダー・ウィリー症候群の表現
型を規定する遺伝要因に関する
研究

北海道大学
医学（系）・教授・有賀
正
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増田　朱美 ﾏｽﾀﾞ ｱｹﾐ 化学系薬学
亜鉛フィンガー融合型組換え酵素
による革新的な野生型遺伝子ノッ
クアウト法の開発研究

東京医科歯科大
学

生体材料工学研究
所・教授・玉村　啓和

間瀬　瑤子 ﾏｾ ﾖｳｺ 物理系薬学
NMR法によるGタンパク質シグナ
リングにおける構造メカニズムの
解明

東京大学
薬学（系）・教授・嶋田
一夫

松﨑　潤太郎
ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾞﾕﾝﾀ
ﾛｳ

消化器内科学
バレット食道と食道腺癌に対する
新規マイクロRNA治療の開発

慶應義塾大学
医学（系）・教授・日比
紀文

松元　芳子 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｺ 血液内科学
単一細胞レベルでの造血幹細胞
の対称・非対称分裂の制御機構
の解明

慶應義塾大学
医学（系）・教授・須田
年生

丸橋　拓海 ﾏﾙﾊｼ ﾀｸﾐ 実験動物学
骨免疫疾患における樹状細胞受
容体Dcirの機能解明

東京大学
理学（系）・兼任教授・
岩倉　洋一郎

三上　恵里 ﾐｶﾐ ｴﾘ スポーツ科学
日本人トップアスリートの瞬発系・
パワー系運動能力を規定する遺
伝子多型の探索

早稲田大学
スポーツ科学・教授・
樋口　満

三澤　隆史 ﾐｻﾜ ﾀｶｼ 創薬化学
ファーマコロジカルシャペロンの
概念に基づく新規BSEPリガンド
の創製研究

東京大学
分子細胞生物学研究
所・教授・橋本　祐一

水之江　翔太 ﾐｽﾞﾉｴ ｼﾖｳﾀ 生物系薬学
CFTR 機能破綻に伴う皮膚およ
び気道炎症病態の分子基盤

熊本大学
生命科学・教授・甲斐
広文

宮川　隆 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘﾕｳ 腫瘍診断学
肺がんで高発現している非コード
RNA・MALAT-1の機能解析

東京大学
理学（系）・兼任教授・
井尻　憲一

武藤　秀治 ﾑﾄｳ ﾋﾃﾞﾊﾙ 血液内科学
造血器におけるTET2の機能解析
およびメチル化への影響の解明

筑波大学
人間総合科学・教授・
千葉　滋

森　真弓 ﾓﾘ ﾏﾕﾐ 産婦人科学
不妊症の新しい病態メカニズム解
明への挑戦　-胎盤形成前子宮
環境の重要性-

東京大学
医学（系）・教授・宮崎
徹

森川　華子 ﾓﾘｶﾜ ﾊﾅｺ
細菌学（含真菌
学）

病原性大腸菌感染における宿主
蛋白質分解機構制御の解明

東京大学
医科学研究所・教授・
笹川　千尋

森山　彩野 ﾓﾘﾔﾏ ｻﾔ 免疫学
メモリー濾胞ヘルパーT細胞によ
る二次免疫応答制御機構の解明

大阪大学
生命機能・教授・黒崎
知博

保嶋　智也 ﾔｽｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ 医療系薬学
樹状細胞に発現するトランスポー
ターを標的とした抗アレルギー薬
の開発

名古屋市立大学
薬学（系）・教授・湯浅
博昭
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山口　麻美子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾐｺ 代謝学
肝臓におけるアディポネクチン経
路の生理的・病態生理的意義の
解明

東京大学
医学（系）・教授・門脇
孝

山下　浩平 ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ
医用生体工学・
生体材料学

フラーレンを用いた非侵襲性ナノ
DDS医薬の創製と炎症性腸疾患
治療への応用

大阪大学
薬学（系）・教授・堤
康央

山本　剛史 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ 創薬化学
高機能性アンチセンス分子による
家族性高コレステロール血症治
療法の開発

大阪大学
薬学（系）・教授・小比
賀　聡

吉江　進 ﾖｼｴ ｽｽﾑ 医化学一般
ES細胞、iPS細胞を用いた時空間
的制御による肝細胞分化誘導に
関する研究

信州大学
医学（系）・教授・佐々
木　克典

吉沢　隆浩 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 循環器内科学
心臓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

吉見　一人 ﾖｼﾐ ｶｽﾞﾄ 実験動物学
組換えBAC遺伝子導入ラットを用
いたAPCタンパク質の炎症抑制ド
メインの同定

京都大学
医学（系）・教授・芹川
忠夫

吉光　佑二 ﾖｼﾐﾂ ﾕｳｼﾞ 化学系薬学
環状ポリエーテル骨格の一挙構
築反応の開発とitomanalleneの全
合成研究

京都大学
薬学（系）・准教授・大
野　浩章

劉　ミン ﾘﾕｳ ﾐﾝ 病態医化学
ロイコトリエンB4第2受容体
（BLT2）の大腸癌発症と皮膚創傷
治癒における役割

九州大学
医学（系）・教授・横溝
岳彦

渡邊　裕之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 放射線科学
アルツハイマー病の診断・治療に
資する分子イメージングプローブ
の開発

京都大学
薬学（系）・教授・佐治
英郎


