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テーマ１：間葉系幹細胞･基礎と臨床 

研究者 所属機関・職名 研究題目 

齋藤 敦 

ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ 

広島大学大学院医歯薬保健

学研究院分子細胞情報学・

助教 

間葉系幹細胞から骨・軟骨細胞への分化にお

ける小胞体ストレス応答の役割 

福嶌 五月 

ﾌｸｼﾏ ｻﾂｷ 

大阪大学大学院医学系研究

科心臓血管外科・助教 

間葉系幹細胞による同種 iPS 細胞由来心筋

細胞移植治療における免疫寛容誘導法の開

発 

前田 真吾 

ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 

鹿児島大学大学院医歯学総

合研究科医療関節材料開発

講座・特任准教授 

間葉系幹細胞からの骨芽細胞・脂肪細胞・軟

骨細胞の分化選別におけるインプリンティ

ング遺伝子 Peg10 の役割の解明 

升田 博隆 

ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 

慶應義塾大学医学部産婦人

科学教室・助教 

子宮内膜間葉系幹細胞を通した子宮内膜症

の解明と新規治療法の開発 

 

三浦 康生 

ﾐｳﾗ ﾔｽｵ 

京都大学医学部附属病院輸

血細胞治療部・助教 

間葉系幹細胞の異常病態の解明と治療標的

としての白血病制御に関する研究 

 

山原 研一 

ﾔﾏﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 

独立行政法人国立循環器病

研究センター再生医療部・

室長 

卵膜由来間葉系幹細胞の免疫制御効果を利

用した細胞治療の早期臨床応用を目指した

研究 

 

テーマ２：認知症･基礎と臨床 

研究者 所属機関・職名 研究題目 

石浦 浩之 

ｲｼｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 

東京大学医学部附属病院神

経内科・助教 

アルツハイマー病罹患同胞対のエクソーム

解析による疾患関連遺伝子の同定 

 

斉藤 貴志 

ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 

理化学研究所脳科学総合研

究センター神経蛋白制御研

究チーム･副チームリーダー

アルツハイマー病の発症機構に関する研究 

富田 泰輔 

ﾄﾐﾀ ﾀｲｽｹ 

東京大学大学院薬学系研究

科臨床薬学教室・准教授 

遺伝学的アルツハイマー病危険因子がもた

らす分子病態の解明 

 

羽田 沙緒里 

ﾊﾀ ｻｵﾘ 

北海道大学大学院薬学研究

院神経科学研究室・助教 

アルツハイマー病関連タンパク質のγセク

レターゼ切断解析による発症機構の解明 

 

 



平成 25 年度 育成助成金受領者（所属機関名・職名，研究題目は申請時） 

 

（海外） 

研究者 所属機関名・職名 研究題目・留学先 

梅原 敬弘 

ｳﾒﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 

長崎大学大学院医歯薬学

総合研究科・助教 

創傷治癒・再生の分子メカニズム解明によ

る創傷時期推定の法医実務への応用 

The University of Manchester, The 
Healing Foundation Centre 

田中 太晶 

ﾀﾅｶ ﾀｶｱｷ 

大阪大学大学院医学系研

究科・大学院生 

Molecular mechanism of breast cancer 
bone metastasis 
Invasion and Metastasis Unit, St. 
Vincent's Institute and University of 
Melbourne Department of Surgery 

原園 陽介 

ﾊﾗｿﾞﾉ ﾖｳｽｹ 

東京医科歯科大学大学院

医歯学総合研究科・大学

院生 

新規癌幹細胞誘導因子の探索とPGI/AMFと

の関連 

Barbara Ann Karmanos Cancer 
Institute, Wayne State University 

宮崎 秀幹 

ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 

東京大学大学院医学系研

究科・大学院生 

血管の周囲細胞による被覆における PDGFR

βの腫瘍特異的な効果について／血管内

皮におけるインテグリンαv/NFκB シグナ

ルと他シグナルの相互作用について 

Lund University 
 

（国内） 

研究者 所属機関名・職名 研究題目・留学先 

森本 亮 

ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳ 

東京大学大学院医学系研

究科・大学院生 

血小板活性化因子合成酵素活性化に至る

細胞内シグナリングの解析 

国立国際医療研究センター 

 

  



平成 25 年度 国際交流助成金受領者（所属機関は申請時） 

 

（海外派遣） 

研究者名 所属機関 
国際学会名・招聘研究機関名 

（期間・開催地） 

風間 逸郎 

ｶｻﾞﾏ ｲﾂﾛｳ 

東北大学大学院医学系研究

科細胞生理学分野 

American Society of Nephrology 
Kidney Week 2013 
(2013 年度アメリカ腎臓学会)  

2013 年 11 月 5 日～10 日 

Atlanta (米国、ジョージア州) 

 

（招聘） 

招聘者名 

所属機関 

被招聘者名 

所属機関 

国際学会名・招聘研究機関名 

（期間・開催地） 

糸原 重美 
（(独)理化学研究

所脳科学総合研究

センター） 

Fred H.Gage 
Salk Institute for Biological 
Studies 

Neuro2013 
（日本神経科学学会、日本神経化学会

および日本神経回路学会合同大会） 

2013 年 6 月 20 日～23 日 

京都府京都市 

小安 重夫 
（慶應義塾大学医

学部） 

Ellis L. Reinherz 
ハーバード医科大学 

6th International Workshops of 
Kyoto T Cell Conference 
（第6回国際京都Ｔ細胞カンファレン

ス (KTCC2013)） 

2013 年 6 月 3 日～7日 

京都府京都市 

清野 宏 
（東京大学医科学

研究所） 

 

Gerard Eberl 
Institut Pasteur 

第 42 回日本免疫学会学術集会 

2013 年 12 月 11 日～13 日 

千葉県千葉市 

宮園 浩平 
（東京大学大学院

医学系研究科分子

病理学分野） 

Rik Derynck 
カリフォルニア大学サンフ

ランシスコ校 

第 86 回日本生化学会大会  

2013 年 9 月 10 日～14 日 

神奈川県横浜市 

 


