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2017 年度 GSK ジャパン研究助成 
 
募集要項に沿って審査が行われ、研究助成者は以下の通り決定されました。 
 

（2017 年 10 月 27 日） 
【2017 年度研究助成者 1/2】                      50 音順・敬称略 

氏名 所属機関名 氏名 所属機関名 

有岡 祐子 名古屋大学 平 千明 信州大学 

井内 寛之 鹿児島大学 田中 智久 山梨大学 

石原 智彦 新潟大学脳研究所 棚橋 華奈 名古屋大学 

石森 絢子 順天堂大学 田辺 直也 京都大学 

石綿 司 千葉大学 田良島 典子 徳島大学 

泉 健太郎 北海道大学 垂井 愛 東京大学 

一戸 猛志 東京大学 近久 幸子 徳島大学 

伊藤 弦太 東京大学 千葉 貴人 九州大学 

伊藤 崇 千葉大学 辻 浩史 筑波大学 

糸賀 正道 弘前大学 辻村 恭憲 新潟大学 

稲垣 薫克 国立循環器病研究センター 鶴巻 寛朗 群馬大学 

井下 綾子 順天堂大学 寺谷 俊昭 慶應義塾大学 

林 到炫 京都大学 冨田 雄介 熊本大学 

岩崎 崇 鳥取大学 豊永 憲司 鹿児島大学 

岩崎 成仁 大阪市立大学 中谷 善彦 国際医療福祉大学 

岩田 朋晃 東北大学 中野 なおこ 昭和薬科大学 

植松 崇之 北里大学メディカルセンター 中南 秀将 東京薬科大学 

内田 安則 神戸大学 中村 治子 横浜市立大学 

海野 真一 東京医科歯科大学 中村 勇規 山梨大学 

漆山 博和 東京大学 難波 卓司 高知大学 

江頭 裕介 岐阜大学 丹尾 幸樹 金沢大学 

江尻 健太郎 岡山大学 西尾 英紀 名古屋市立大学 

及川 大輔 大阪市立大学 西嶌 大宣 東京大学 

岡田 麻美 
国立病院機構呉医療センター・ 

中国がんセンター 西田 真紀子 東京医科歯科大学 

岡東 篤 千葉大学 任 乾 千葉大学 

奥山 祐子 東北大学 沼倉 忠久 東北大学 

越智 広樹 東京医科歯科大学 根岸 英雄 東京大学 

小幡 和史 札幌医科大学 野口 真吾 産業医科大学 

片岡 智哉 名古屋市立大学 野村 洋 北海道大学 

金廣 優一 島根大学 橋口 隆生 九州大学 

鎌田 浩史 慶應義塾大学 橋田 裕美子 高知大学 

亀山 武志 北海道大学 遺伝子病制御研究所 秦 淳也 福島県立医科大学 
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【2017 年度研究助成者 2/2】                      50 音順・敬称略 
氏名 所属機関名 氏名 所属機関名 

河島 圭吾 名古屋市立大学 高木 秀明 宮崎大学 

喜井 勲 理化学研究所 高橋 弘 高知大学 

岸川 咲吏 新潟大学 畠山 真弓 神戸大学 

北畑 富貴子 東京医科歯科大学 畑中 悠佑 京都大学 

君塚 善文 慶應義塾大学 濵口 知成 名古屋大学 

木村 有佑 鳥取大学 樋口 尚子 山口大学 

草森 浩輔 東京理科大学 平井 陽至 岡山大学 

倉島 洋介 千葉大学 藤川 太郎 東京医科歯科大学 

紅林 佑希 静岡県立大学 藤田 幸 大阪大学 

河野 正充 和歌山県立医科大学 古川 真理 神戸大学 

兒玉 幸修 長崎大学 松井 弘樹 群馬大学 

小林 賢司 東京慈恵会医科大学 松尾 佳美 広島大学 

小森 忠祐 和歌山県立医科大学 松田 泰斗 九州大学 

近藤 健太 徳島大学 先端酵素学研究所 松永 智子 横浜市立大学 

今野 泰典 秋田大学 松村 寛行 東京医科歯科大学 難治疾患研究所 

齋藤 充史 札幌医科大学 松本 晃治 滋賀医科大学 

齊藤 徹一 信州大学 南澤 匡俊 信州大学 

定平 卓也 岡山大学 宮内 栄作 東北大学 

佐藤 美奈子 慶應義塾大学 宮川 一也 神戸薬科大学 

宍倉 裕 東北大学 宮良 政嗣 広島大学 

芝 真人 三重大学 宮脇 寛行 大阪市立大学 

渋谷 里紗 東北大学 村上 康司 東北大学 

島田 慎吾 北海道大学 矢部 力朗 千葉大学 真菌医学研究センター 

清水 峻志 東京大学 山内 良兼 帝京大学 

清水 孝洋 高知大学 山下 尚志 東京大学 

白川 公亮 慶應義塾大学 山中 直行 大分大学 

管 析 東京大学 山本 正嗣 神戸大学 

菅原 裕子 熊本大学 矢和多 智 京都大学 

鈴木 都史郎 信州大学 横山 雄起 大阪大学 

角井 健太 神戸大学 林原 絵美子 国立感染症研究所 

千藤 荘 神戸大学 渡邉 充 九州大学 

 
審査は、外部有識者で構成する審査委員により、研究者の氏名および所属等、個人を特定できる

情報をマスキングした上で、公正に行われました。 
なお、2017年度GSKジャパン研究助成の審査委員については、本年度の研究助成期間の終了後、

2019 年 4 月以降の公開を予定しております。 
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【2017 年度審査委員】                      50 音順・敬称略 

一ノ瀬 正和 近藤 智善 福地 義之助 

岩月 啓氏 塩原 哲夫 藤枝 重治 

太田 康男 鈴木 哲朗 藤原 建樹 

岡本 美孝 田中 靖人 堀江 重郎 

上島 国利 内藤 誠二 宮地 良樹 

川内 秀之 永井 博弌 目崎 高広 

川村 龍吉 中村 純 森川 昭廣 

木村 彰男 貫和 敏博 山本 直樹 

国枝 武義 平尾 佳彦 四柳 宏 

小山 司 福田 恵一  

（2019 年 4 月追記） 
 


