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赤羽　昌明 ｱｶﾊﾞﾈ ﾏｻｱｷ 化学系薬学
三重鎖核酸形成における標的配
列の拡張を志向した新規人工核
酸の開発

大阪大学
薬学（系）・教授・小比
賀　聡

秋元　望 ｱｷﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ
神経化学・神経
薬理学

CCL-1の神経細胞およびグリア
細胞との連関の解明、および疼
痛発現との連関の解明

九州大学
薬学（系）・准教授・野
田　百美

東　巧 ｱｽﾞﾏ ﾀｸﾐ 化学系薬学
擬β -ターン構造を用いたチオウ
レア触媒の反応機構解析および
新規触媒の開発

京都大学
薬学（系）・教授・竹本
佳司

安孫子　ユミ ｱﾋﾞｺ ﾕﾐ 衛生学
Keap1/Nrf2システムをモデルとし
た細胞内親電子シグナルの制御
系の解明

筑波大学
人間総合科学・教授・
熊谷　嘉人

阿部　雄一 ｱﾍﾞ ﾕｳｲﾁ ウイルス学
C型肝炎ウイルスの感染性を制
御する細胞内分子メカニズムの
解明

京都大学
ウイルス研究所・准教
授・土方　誠

網谷　岳朗 ｱﾐﾔ ﾀｹｱｷ 免疫学
マスト細胞サブセットの提唱とサ
ブセット特異的な免疫疾患治療方
策

東京大学
医科学研究所・教授・
清野　宏

荒木　良太 ｱﾗｷ ﾘﾖｳﾀ 応用薬理学
統合失調症における代謝型グル
タミン酸２／３受容体の創薬的意
義に関する研究

大阪大学
薬学（系）・教授・松田
敏夫

安藤　満 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾙ 医療系薬学
IFN-γ 遺伝子治療最適化のため
のIFN-γ 時空間分布の制御

京都大学
薬学（系）・教授・高倉
喜信

飯田　慎也 ｲｲﾀﾞ ｼﾝﾔ 人体病理学
肺腫瘍における微小環境：腫瘍
間質相互作用による増殖シグナ
ルおよび薬剤耐性への影響

東北大学
医学（系）・教授・笹野
公伸

家田　直弥 ｲｴﾀﾞ ﾅｵﾔ 化学系薬学
生体応用を志向したPeT型新規
光制御パーオキシナイトライト供
与剤の開発

名古屋市立大学
薬学（系）・教授・宮田
直樹

石田　貴之 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 化学系薬学
脱窒素を伴うアリール化反応の
研究と不斉Lewis塩基触媒を用い
た不斉合成への展開

京都大学
薬学（系）・教授・竹本
佳司

石野　瑠璃 ｲｼﾉ ﾙﾘ 病態検査学
転写メディエーターによる造血幹
細胞と白血病細胞のニッチ制御
機構

神戸大学
保健学・教授・伊藤
光宏

市川　研史 ｲﾁｶﾜ ｹﾝｼﾞ 医化学一般
新規ERK基質分子MSP1による上
皮間葉転換制御機構の解明

東京大学
理学（系）・兼任教授・
斎藤　春雄

市村　穣 ｲﾁﾑﾗ ﾐﾉﾙ
細菌学（含真菌
学）

腸管内常在菌による病原細菌の
毒素産生抑制機構の解明

徳島大学
ヘルスバイオサイエン
ス研究部・教授・安友
康二
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伊藤　美香 ｲﾄｳ ﾐｶ 創薬化学
グルタチオントランスフェラーゼを
標的としたイメージングプローブ
の創製と創薬研究

北海道大学
生命科学・教授・周東
智

犬伏　知生 ｲﾇﾌﾞｼ ﾄﾓｵ 神経科学一般
ろう者の日本手話の文法処理を
支える神経基盤の解明: fMRI 研
究

東京大学
総合文化・教授・酒井
邦嘉

井上　大地 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ 血液内科学
骨髄異形成症候群におけるエピ
ジェネティックな発症機構の解明

東京大学
医科学研究所・教授・
北村　俊雄

今西　泰赳 ｲﾏﾆｼ ﾋﾛﾀｹ 実験動物学 新規ミトコンドリア機能の開拓 筑波大学
生命環境科学・教授・
林　純一

上園　将慶 ｳｴｿﾞﾉ ﾏｻﾖｼ
医用生体工学・
生体材料学

骨に固定源を求めた新規矯正用
アンカレッジデバイスの開発

東京医科歯科大
学

医歯学総合・教授・高
久田　和夫

江川　遼 ｴｶﾞﾜ ﾘﾖｳ
神経・筋肉生理
学

次世代シナプスモデルを用いた
発達期プレシナプスの選択的強
化・除去機構の研究

東北大学
生命科学・教授・八尾
寛

エン　小響 ｴﾝ ｼﾖｳｷﾖｳ 循環器内科学
心筋虚血障害におけるIL-23/IL-
17の役割

慶應義塾大学
医学（系）・教授・福田
惠一

遠藤　耕介 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 消化器外科学
心停止ドナー肝グラフトを再生の
足場として利用した肝再生に関す
る研究

京都大学
医学（系）・教授・上本
伸二

王（星野）　佑
香梨

ｵｳ(ﾎｼﾉ)  ﾕｶ
ﾘ

実験病理学
膵癌幹細胞におけるTGF-betaの
機能解析

東京大学
医学（系）・教授・宮園
浩平

應田　涼太 ｵｳﾀﾞ ﾘﾖｳﾀ 免疫学
RIG-Iによって誘導される
microRNAの機能解析

京都大学
ウイルス研究所・教
授・藤田　尚志

大熊　敦史 ｵｵｸﾏ ｱﾂｼ 実験病理学
Iκ B-δ 欠損マウスが自然発症す
る自己免疫疾患の病因の解明

東北大学
生命科学・教授・牟田
達史

沖田　康孝 ｵｷﾀ ﾔｽﾀｶ 医化学一般
腸管幹細胞維持におけるCDKイ
ンヒビターp57の役割の解明

九州大学
医学（系）・教授・中山
敬一

奥田　耕助 ｵｸﾀﾞ ｺｳｽｹ 神経科学一般
神経発達障害原因遺伝子CDKL5
の分子機能・病態機序の多元的
アプローチによる解明

東京大学
医学（系）・准教授・田
中　輝幸

奥橋　佑基 ｵｸﾊｼ ﾕｳｷ 病態検査学
白血病幹細胞のNotchを中心とし
た分子病態の解明とその検査
法、標的治療法の開発

東京医科歯科大
学

医歯学総合・准教授・
東田　修二
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柏木　健 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｹﾙ 化学系薬学
複数の不斉中心を一挙に構築す
るエナミンやエノールエーテルの
新規連続反応の開拓

熊本大学
生命科学・教授・中島
誠

加藤　健治 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ 脳神経外科学
脊髄損傷モデルサルを用いた人
工神経接続による運動・体性感
覚機能の同時再建

総合研究大学院
大学

生命科学・併任准教
授・西村　幸男

川戸　勇士 ｶﾜﾄ ﾕｳｼﾞ 化学系薬学
チオアミドダイレクトアルドール反
応を基盤とする実践的ポリオール
合成研究

東京大学
薬学（系）・教授・金井
求

菊田　順一 ｷｸﾀ ｼﾞﾕﾝｲﾁ
膠原病・ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ内科学

生体多光子励起イメージングによ
る関節炎・関節破壊の機序解明

大阪大学
医学（系）・特任教授・
石井　優

北沢　太郎 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀﾛｳ
解剖学一般（含
組織学・発生
学）

頭頸部骨格形成におけるHoxコー
ドの役割とその分子実態の解明

東京大学
医学（系）・教授・栗原
裕基

木村　隆治 ｷﾑﾗ ﾀｶﾊﾙ 血液内科学
胚盤胞補完法を用いた機能的な
造血幹細胞への分化誘導法の開
発

東京大学
医科学研究所・教授・
中内　啓光

楠瀬　直喜 ｸｽﾉｾ ﾅｵｷ 応用薬理学
神経障害性疼痛の日周リズム制
御機構を基盤とした新規治療薬
の創成

九州大学
薬学（系）・教授・大戸
茂弘

楠山　譲二 ｸｽﾔﾏ ｼﾞﾖｳｼﾞ
機能系基礎歯
科学

骨芽細胞の分化段階における
MAPKsの機能制御機構

鹿児島大学
医歯学総合・教授・松
口　徹也

久保　輝文 ｸﾎﾞ ﾃﾙﾌﾐ 人体病理学
TSLP依存性アトピー性皮膚炎の
分子免疫・病理学的な解析

札幌医科大学
医学（系）・教授・佐藤
昇志

熊谷　悠香 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｶ 発がん
PI3キナーゼが乳がん発生過程に
及ぼす役割の生体イメージングに
よる解明

京都大学
生命科学・教授・松田
道行

倉田　里穂 ｸﾗﾀ ﾘﾎ
膠原病・ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ内科学

ベーチェット病感受性遺伝子
TRIM39の炎症応答に関する機能
解析

東海大学
医学（系）・教授・猪子
英俊

合田　直樹 ｺﾞｳﾀﾞ ﾅｵｷ ウイルス学
癌細胞特異的高度発現アデノウ
イルスベクターの改良と実用化に
向けた治療効果の検討

東京大学
医科学研究所・教授・
斎藤　泉

古戎　道典 ｺｴﾋﾞｽ ﾐﾁﾉﾘ 神経内科学
筋強直性ジストロフィーにおける
スプライシング異常と発症機構

東京大学
総合文化・教授・石浦
章一

小長谷　周平
ｺﾅｶﾞﾔ ｼﾕｳﾍ
ｲ

医用生体工学・
生体材料学

ヒト人工多能性幹(iPS)細胞由来
神経幹細胞の分化制御基材の構
築

京都大学
再生医科学研究所・
教授・岩田　博夫



DC2・医歯薬学　134名　平成24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

小林　央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 血液内科学
ヒト造血器悪性腫瘍幹細胞の自
己複製における対称性分裂・非
対称分裂の役割の解明

東京大学
医学（系）・教授・黒川
峰夫

斎藤　浩太郎 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ
形態系基礎歯
科学

歯の損傷後の歯髄治癒過程にお
ける象牙芽細胞分化機構の解明

新潟大学
医歯学・教授・大島
勇人

齊藤　朊人 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾄ 胸部外科学
XVIVO systemを用いた肺移植
後・閉塞性細気管支炎の予防的
治療戦略の構築

関西医科大学
医学（系）・准教授・齊
藤　幸人

堺谷　祐太 ｻｶｲﾀﾞﾆ ﾕｳﾀ 医化学一般
新規O-型糖鎖修飾の哺乳動物
における基質の同定と解析

名古屋大学
医学（系）・教授・古川
鋼一

佐藤　仁 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ 疼痛学
慢性疼痛疾患の分子標的治療戦
略　-TRPV1によって誘導される
感覚神経の細胞死-

慶應義塾大学
医学（系）・教授・中川
種昭

清水　かほり ｼﾐｽﾞ ｶﾎﾘ 医療系薬学
miRNAを利用して抗ベクター免疫
を抑制可能な新規アデノウイルス
ベクターの開発

大阪大学
薬学（系）・教授・水口
裕之

蒋　景眞 ｼﾞﾔﾝ ｷﾖﾝｼﾞﾝ 免疫学
B細胞分化活性化制御における
分化抑制因子Idの役割

京都大学
医学（系）・教授・清水
章

白居　祐希 ｼﾗｲ ﾕｷ 医化学一般
Srcファミリーキナーゼ活性を制御
するラフト機構の解明：１分子観
察法による研究

京都大学
物質－細胞統合シス
テム拠点・教授・楠見
明弘

白川　真 ｼﾗｶﾜ ﾏｺﾄ 脳神経外科学
ホウ素中性子補足療法(BNCT)へ
の臨床展開を見据えた新規薬剤
の開発研究

筑波大学
人間総合科学・教授・
松村　明

杉本　温子 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｺ ウイルス学
Epstein-Barrウイルスゲノム複
製・転写・粒子形成の場の構造解
析

名古屋大学
医学（系）・准教授・木
村　宏

相馬　祥吾 ｿｳﾏ ｼﾖｳｺﾞ 神経科学一般
サル一次視覚野におけるアセチ
ルコリンの機能的役割の解明

大阪大学
生命機能・教授・佐藤
宏道

田頭　秀章 ﾀｶﾞｼﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 生物系薬学
拡張型心筋症における sigma-1
受容体の動態と新規治療薬に関
する研究

東北大学
薬学（系）・教授・福永
浩司

高原　充佳 ﾀｶﾊﾗ ﾐﾂﾖｼ 代謝学
動脈硬化性疾患のリスク解析の
ための統計学的モデルの構築と
リスク評価手法の確立

大阪大学
医学（系）・教授・下村
伊一郎

髙藤　義正 ﾀｶﾌｼﾞ ﾖｼﾏｻ 物理系薬学
リガンド導入リン脂質を用いた幹
細胞の表面修飾による炎症部位
選択的送達法の開発

京都大学
薬学（系）・教授・橋田
充
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武智　翔 ﾀｹﾁ ｼﾖｳ 創薬化学
SPT阻害剤の効率的合成を志向
した触媒的不斉反応の開発

東京大学
薬学（系）・教授・金井
求

竹本　直紘 ﾀｹﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ
医用生体工学・
生体材料学

膵ランゲルハンス島と免疫関連
細胞の複合化による糖尿病治療
の試み

京都大学
再生医科学研究所・
教授・岩田　博夫

田中　敦史 ﾀﾅｶ ｱﾂｼ 循環器内科学
ヒトiPS細胞を用いた肥大型心筋
症の疾患モデリングと新規発症メ
カニズムの解明

慶應義塾大学
医学（系）・教授・福田
恵一

田中　笑子 ﾀﾅｶ ｴﾐｺ
生涯発達看護
学

子どもの社会性発達に焦点をあ
てた学童期への影響要因解明と
支援的応用に関する研究

筑波大学
人間総合科学・教授・
安梅　勅江

田中　夏子 ﾀﾅｶ ﾅﾂｺ
公衆衛生学・健
康科学

食中毒原因菌の定量的リスクア
セスメントのための高感度な世界
的標準検査法の開発

京都大学
東南アジア研究所・教
授・西渕　光昭

田中　昌子 ﾀﾅｶ ﾏｻｺ 腫瘍診断学
HSP72相互作用解析に基づいた
新規腫瘍マーカースクリーニング
法の開発

大阪市立大学
医学（系）・教授・岩尾
洋

谷　幸太郎 ﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ
放射線・化学物
質影響科学

放射性核種の体内動態を考慮し
た内部被ばく評価の高度化に関
する研究

東京大学
工学（系）・教授・小佐
古　敏荘

陳　建揚 ﾁｴﾝ ｼﾞﾔﾝﾔﾝ 化学系薬学
二酸化炭素ガスおよびビスメタル
化合物を用いた光学活性アミノ酸
のワンポット合成

北海道大学
生命科学・教授・佐藤
美洋

千代田　幸治 ﾁﾖﾀﾞ ｺｳｼﾞ 化学系薬学
N-メチルウェルウィットインドリノ
ンCイソチオシアナートの不斉全
合成研究

東京大学
薬学（系）・教授・福山
透

千代田　達幸 ﾁﾖﾀﾞ ﾀﾂﾕｷ 産婦人科学
LATS1を介する分裂制御異常に
基づく卵巣癌発生機序の解明と
治療戦略の考案

慶應義塾大学
医学（系）・教授・青木
大輔

辻野　博文 ﾂｼﾞﾉ ﾋﾛﾌﾐ 物理系薬学
新規６配位ヒトグロビンタンパク質
の機能解明に向けた分子論的研
究

大阪大学
薬学（系）・教授・宇野
公之

戸田　聡 ﾄﾀﾞ ｻﾄｼ 医化学一般
マクロファージによる死細胞の貪
食機構の解明

京都大学
医学（系）・教授・長田
重一

外山　研介 ﾄﾔﾏ ｹﾝｽｹ 神経内科学
脳血管性認知症におけるアポ
トーシスシグナル調節キナーゼの
関与

熊本大学
生命科学・教授・光山
勝慶（金勝慶）

中　伊津美 ﾅｶ ｲﾂﾞﾐ ゲノム医科学
オセアニア地域集団における肥
満症の分子基盤の解明

筑波大学
人間総合科学・教授・
土屋　尚之
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中井　剛 ﾅｶｲ ﾂﾖｼ 医療系薬学
高次脳機能に関する神経活動の
リアルタイムイメージング研究

名古屋大学
医学（系）・教授・山田
清文

永尾　宗子 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｺ 整形外科学
Hedgehogシグナルを標的とした
骨肉腫転移抑制治療の研究

鹿児島大学
医歯学総合・教授・小
宮　節郎

中川　浩 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ
リハビリテー
ション科学・福
祉工学

脳損傷後のリハビリテーションに
よる皮質脊髄回路網形成を促進
させるメカニズムの解明

大阪大学
医学（系）・教授・山下
俊英

中嶋　正太郎
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾖｳﾀﾛ
ｳ

実験病理学
小胞体ストレス応答系の選択的
誘導による炎症性疾患の新規治
療戦略の開発

山梨大学
医学工学総合・教授・
北村　正敬

中原　基 ﾅｶﾊﾗ ﾓﾄｲ 化学系薬学
三重鎖核酸テクノロジーの実用
化に向けたピリジン型塩基を有す
る人工核酸の開発

大阪大学
薬学（系）・教授・小比
賀　聡

中村　由香里 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶﾘ 医療系薬学
転写調節因子Ifrd1を標的とする
生活習慣病の新規薬物治療法開
発

金沢大学
薬学（系）・教授・米田
幸雄

中本　真理子 ﾅｶﾓﾄ ﾏﾘｺ 食生活学
大豆製品・大豆イソフラボン摂取
とアレルギー性疾患との関係を探
る臨床疫学研究

徳島大学
ヘルスバイオサイエン
ス研究部・教授・酒井
徹

永安　一樹 ﾅｶﾞﾔｽ ｶｽﾞｷ 薬理学一般
抗うつ薬の作用機構におけるグ
ルタミン酸受容体の役割の解明

京都大学
薬学（系）・教授・金子
周司

名木　稔 ﾅｷﾞ ﾐﾉﾙ
細菌学（含真菌
学）

病原真菌における鉄欠乏ストレス
応答と病原性との関係

東京工業大学
生命理工学・准教授・
梶原　将

仁木　麻由 ﾆｷ ﾏﾕ
機能系基礎歯
科学

肥満誘導性ノンホメオスタティック
味覚感度調節系の分子神経学的
解析

九州大学
歯学・教授・二ノ宮
裕三

西澤　正俊 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾄｼ 血液内科学
網羅的遺伝子解析を用いたヒト
iPS細胞の血液細胞分化誘導に
おける重要な因子の同定

京都大学
医学（系）・教授・高折
晃史

西原　佳那 ﾆｼﾊﾗ ｶﾅ
放射線・化学物
質影響科学

DNA修復欠損DT40細胞を用いた
抗がん剤の作用機序解明

京都大学
医学（系）・教授・武田
俊一

西原　浩司 ﾆｼﾊﾗ ｺｳｼﾞ 生物分子科学
再生医療に適した、新しい多能性
幹細胞の樹立方法の確立

慶應義塾大学
医学（系）・教授・岡野
栄之

野中　綾子 ﾉﾅｶ ｱﾔｺ 神経科学一般
扁桃体外側核による恐怖発現の
切り替えメカニズムの解明

東京大学
薬学（系）・教授・松木
則夫
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萩原　芽子 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾒｲｺ 神経科学一般
BMP-Neogeninシグナルによる、
中枢神経系のシナプス安定化・
除去機構解明

大阪大学
医学（系）・教授・山下
俊英

長谷川　智香 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｶ
形態系基礎歯
科学

基質石灰化のメカニズムにおける
組織化学・微細構造学的アプロー
チ

北海道大学
歯学・教授・網塚　憲
生

波多野　浩士 ﾊﾀﾉ ｺｳｼﾞ 泌尿器科学
前立腺癌におけるアンドロゲンに
よる遺伝子のメチル化制御機構
の解明

大阪大学
医学（系）・教授・金田
安史

羽生田　圭 ﾊﾆｳﾀﾞ ｹｲ 免疫学
IgE陽性B細胞の分化制御機構の
解明

東京理科大学
生命科学・教授・北村
大介

原田　聖子 ﾊﾗﾀﾞ ｾｲｺ 形成外科学
マウス間葉系幹細胞のin vivo可
視化と組織損傷後の創傷治癒に
関する研究

慶應義塾大学
医学（系）・特任准教
授・松崎　有未

張本　乾一 ﾊﾘﾓﾄ ｹﾝｲﾁ
歯科医用工学・
再生歯学

真の骨組織構築を目指したin
vitro骨形成モデルの確立

東京工業大学
生命理工学・准教授・
田川　陽一

東阪　和馬 ﾋｶﾞｼｻｶ ｶｽﾞﾏ
医用生体工学・
生体材料学

有効かつ安全なナノ医薬品の設
計に資するナノマテリアルの安全
性評価マーカーの探索

大阪大学
薬学（系）・教授・堤
康央

平岡　紫陽 ﾋﾗｵｶ ｼﾊﾙ 化学系薬学
不斉Diels-Alder反応を鍵反応と
する抗マラリア活性天然物の全
合成研究

千葉大学
薬学（系）・教授・西田
篤司

廣田　佳久 ﾋﾛﾀ ﾖｼﾋｻ 生物系薬学
脳におけるビタミンK生合成機構
の解明と加齢性脳神経変性疾患
との関連性の解析

神戸薬科大学
薬学（系）・教授・岡野
登志夫

弘津　陽介 ﾋﾛﾂ ﾖｳｽｹ 医化学一般
環境応答転写因子Nrf1とNrf2が
機能独自性を発揮する分子機構
の解明

東北大学
医学（系）・教授・山本
雅之

藤　直子 ﾌｼﾞ ﾅｵｺ ウイルス学
新型ライノウイルス感染による重
症呼吸器感染症の疫学とその重
症化メカニズム

東北大学
医学（系）・教授・押谷
仁

藤井　由希子 ﾌｼﾞｲ ﾕｷｺ 衛生学
残留性環境汚染化学物質の母乳
および脳脊髄液への移行研究

京都大学
医学（系）・教授・小泉
昭夫

藤原　謙次 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 臨床腫瘍学
膵臓癌間質相互作用における間
葉系幹細胞（MSC）の関与の解明
と新規治療法の開発

九州大学
医学（系）・教授・田中
雅夫

本澤　有介 ﾎﾝｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 消化器内科学
ISS-ODNsを用いた腸管内免疫
制御機構の解明及び炎症性腸疾
患新規治療法の開発

京都大学
医学（系）・教授・千葉
勉
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増本　直子 ﾏｽﾓﾄ ﾅｵｺ 生物分子科学
薬用資源の有効利用を指向した
モノテルペン精油成分生合成研
究

京都大学
薬学（系）・准教授・伊
藤　美千穂

松下　英明 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 生物系薬学
脳内出血治療を指向したレチノイ
ド受容体リガンドの薬効解析

熊本大学
生命科学・教授・香月
博志

松嶋　藻乃 ﾏﾂｼﾏ ｱﾔﾉ
神経・筋肉生理
学

物体を選択し、注意を向け、記憶
することにおける前頭前野の役割

北海道大学
医学（系）・教授・田中
真樹

松田　真悟 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝｺﾞ
神経化学・神経
薬理学

性差を考慮した外傷後ストレス障
害の治療法の確立

千葉大学
医学（系）・教授・清水
栄司

三上　統久 ﾐｶﾐ ﾉﾘﾋｻ 生物系薬学
神経ペプチドCGRPによる免疫系
制御機構の解明

大阪大学
薬学（系）・教授・辻川
和丈

水口　泰介 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｲｽｹ
神経解剖学・神
経病理学

in vivoイメージングによる抑制性
神経回路リモデリングの解析

東京大学
医学（系）・教授・岡部
繁男

三田　裕介 ﾐﾀ ﾕｳｽｹ 創薬化学
PBD相互作用阻害に基づくATP
非競合型PLK1阻害薬の創製

東京大学
分子細胞生物学研究
所・教授・橋本　祐一

水戸　文弥 ﾐﾄ ﾌﾐﾔ 物理系薬学
タンパク質・脂質ラジカルの選択
的検出・同定と画像化法の開発

九州大学
薬学（系）・准教授・山
田　健一

宮原　愛美 ﾐﾔﾊﾗ ﾏﾅﾐ 医化学一般
細胞膜上でのGPIアンカー型分子
の高速拡散とプリオン病：１蛍光
分子追跡による解明

京都大学
物質－細胞統合シス
テム拠点・教授・楠見
明弘

宮村　憲央 ﾐﾔﾑﾗ ﾉﾘｵ 医化学一般
質量顕微鏡を用いた肝臓内低分
子代謝産物の網羅的可視化とバ
イオマーカーの探索

東京医科歯科大
学

難治疾患研究所・教
授・仁科　博史

宮本　愛喜子 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷｺ
神経・筋肉生理
学

生後発達期におけるミクログリア
の神経回路再編に対する役割の
解明

総合研究大学院
大学

生命科学・併任教授・
鍋倉　淳一

宮本　洋平 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 生物系薬学
慢性腎臓病の病態促進因子であ
る尿毒症物質を標的とした革新
的血液浄化法の開発

熊本大学
薬学（系）・教授・丸山
徹

明珍　琢也 ﾐﾖｳﾁﾝ ﾀｸﾔ 生物分子科学
臨床診断を目指した新規近赤外
蛍光プローブの開発

東京大学
薬学（系）・教授・長野
哲雄

村松　智輝 ﾑﾗﾏﾂ ﾄﾓｷ 腫瘍診断学
上皮間葉転換を基軸としたがん
転移能獲得機構の解明

東京医科歯科大
学

難治疾患研究所・教
授・稲澤　譲治
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馬渡　達也 ﾓｳﾀｲ ﾀﾂﾔ 腫瘍免疫学
in vitroで選択・誘導した抗原特異
的抗体産生細胞による癌治療モ
デルの構築

東京理科大学
生命科学・教授・北村
大介

森川　久未 ﾓﾘｶﾜ ｸﾐ 生理学一般
Ifチャネルを指標としたヒトES細胞
由来ペースメーカ細胞分取と自動
能の分子基盤

鳥取大学
医学（系）・教授・久留
一郎

矢原　愛子 ﾔﾊﾗ ｱｲｺ 化学系薬学
次世代アンチセンス創薬に向け
た革新的人工核酸の開発

大阪大学
薬学（系）・教授・小比
賀　聡

矢部　雄貴 ﾔﾍﾞ ﾕｳｷ 化学系薬学
窒素含有担体を利用した新規不
均一系パラジウム触媒の創製と
有機反応への高次利用

岐阜薬科大学
薬学（系）・教授・佐治
木　弘尚

山内　順 ﾔﾏｳﾁ ｼﾞﾕﾝ 創薬化学
２型糖尿病根治を目指したナノ
キャリアの病態解明への応用と
新規治療システムの創製

北海道大学
生命科学・教授・原島
秀吉

山形　研一郎
ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝｲﾁ
ﾛｳ

循環器内科学
Naチャネルの構造解析による致
死性不整脈の病態解明

東京大学
医学（系）・講師・渡辺
昌文

山口　幸恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷｴ ウイルス学
日本脳炎ウイルスの脳への侵入
機構の解明

東京大学
医学（系）・連携教授・
渡邉　治雄

山嵜　博未 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾐ 腫瘍生物学
染色体転座モデルマウスを用い
た原がん遺伝子EVI1活性化と白
血病発症の分子機構

東北大学
医学（系）・教授・山本
雅之

山下　朊美 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾐ 医療系薬学
心不全における炎症の慢性化と
組織修復機構

大阪大学
薬学（系）・教授・藤尾
慈

山田　雄二 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ
医用生体工学・
生体材料学

ペプチド-高分子複合体による人
工基底膜の創製

東京薬科大学
薬学（系）・教授・野水
基義

山本　浩司 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 化学系薬学
含イオウ光学活性合成二重ラセ
ン分子による固体-ゲル複合構造
構築と反応制御

東北大学
薬学（系）・教授・山口
雅彦

山本　純 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾕﾝ 化学系薬学
非酵素的アミド結合切断を基盤と
した標的タンパク質精製への挑
戦

徳島大学
ヘルスバイオサイエン
ス研究部・教授・大高
章

山本　竜也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ
神経・筋肉生理
学

皮質脊髄路損傷後に形成される
新たな運動出力経路

筑波大学
人間総合科学・教授・
高島　一郎

横井　香代子 ﾖｺｲ ｶﾖｺ 認知科学
レビー小体型認知症の幻視・錯
視の脳内機構の解明

東北大学
医学（系）・教授・森
悦朗
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吉田　篤史 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ 化学系薬学
強力な生理活性を有するイソキノ
リンアルカロイドの合成研究

静岡県立大学
薬学（系）・教授・菅
敏幸

吉田　健一 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 発がん
次世代シーケンサーを用いた骨
髄異形成症候群の新規標的遺伝
子の探索

東京大学
医学部附属病院・特
任准教授・小川　誠司

吉田　健太 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀ 医療系薬学
トランスポーター機能の変動が原
因となる臨床での薬物動態変動
の定量的予測法の開発

東京大学
薬学（系）・准教授・楠
原　洋之

吉田　徳幸 ﾖｼﾀﾞ ﾄｸﾕｷ 食生活学
腸内細菌の質的・量的変化を指
標とした食品中化学物質の安全
性評価手法の開発

大阪大学
薬学（系）・教授・堤
康央

若林　卓 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸ 眼科学
血管内皮幹細胞の同定および血
管新生の新規分子機構の解明

大阪大学
医学（系）・教授・高倉
伸幸

脇田　誓子 ﾜｷﾀ ｾｲｺ 生物系薬学
インテグリンを介したドパミン
ニューロンによる線条体神経支配
の再生と機序解明

京都大学
薬学（系）・教授・赤池
昭紀

渡辺　孝康 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾔｽ
形態系基礎歯
科学

歯周病原性細菌の新規ゲノム多
様化機構と口腔内生存戦略

東京医科歯科大
学

医歯学総合・教授・中
川　一路

渡邊　毅 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ
機能系基礎歯
科学

ASK-p38経路による核内受容体
NR4Aファミリーのリン酸化制御と
生理機能解析

東京医科歯科大
学

医歯学総合・教授・森
田　育男


