
2015 年度 GSK ジャパン研究助成 
 
応募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。 

（2015 年 10 月 30 日） 
 

【2015 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 

青井 典明 島根大学 須田 将吉 新潟大学 

赤井畑 秀則 福島県立医科大学 高井 淳 京都大学 

朝川 勝明 新潟大学 高橋 忠伸 静岡県立大学 

阿部 弘美 広島大学 高橋 勇人 慶應義塾大学 

天野 創 滋賀医科大学 武市 拓也 名古屋大学 

飯笹 英一 鹿児島大学 田中 繁 千葉大学 

逸見 百江 九州大学 谷口 隆志 東京大学 

伊藤 亜里 東北大学 張 継春 千葉大学 

今井 康友 兵庫医科大学 津谷 康大 広島大学 

今西 久幹 大阪市立大学 天滿 敬 国立循環器病研究センター 

岩田 圭子 福井大学 内藤 忠相 川崎医科大学 

岩田 正明 鳥取大学 中島 拓 広島大学 

上村 紀仁 京都大学 中嶋 千紗 京都大学 

氏家 英之 北海道大学 中西 庸介 金沢大学 

内田 章文 鹿児島大学 永野 広海 鹿児島大学 

内田 周作 山口大学 夏賀 健 北海道大学 

内山 明彦 群馬大学 南宮 湖 慶應義塾大学 

太田 悦朗 北里大学 二瓶 義廣 慶應義塾大学 

大峡 慎一 順天堂大学 NgweTun MyaMyat 長崎大学 

小笠原 徳子 札幌医科大学 根来 宏光 京都大学 

尾崎 心 東京医科歯科大学 乃村 俊史 北海道大学 

小野 大輔 北海道大学 花房 崇明 東京医科歯科大学 

香川 慶輝 東北大学 林 佐奈衣 名古屋市立大学 

笠原 好之 東北大学 林 ゆめ子 獨協医科大学 

加藤 大輔 名古屋市立大学 半田 浩 国立国際医療研究センター 

金光 禎寛 名古屋市立大学 平木 美穂 島根大学 

北川 知郎 広島大学 福田 輝雄 神戸大学 

木下 隆 久留米大学 藤尾 圭 岡山大学 

木村 俊介 北海道大学 藤田 靖幸 北海道大学 

木村 将貴 帝京大学 淵上 剛志 長崎大学 

際本 拓未 筑波大学 古橋 一樹 浜松医科大学 

串間 尚子 福岡大学 堀江 真史 東京大学 
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【2015 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 

倉原 琳 福岡大学 正木 克宜 慶應義塾大学 

桑原 知樹 東京大学 益田 武 広島大学 

五島 悠介 千葉大学 松井 秀彰 宮崎大学 

小早川 優子 九州大学 松永 晶子 福井大学 

近藤 直英 名古屋大学 水谷 晃輔 岐阜大学 

嵯峨 知生 秋田大学 溝口 晋輔 大分大学 

坂口 昌徳 筑波大学 三橋 善哉 東北大学 

坂﨑 優樹 久留米大学 南 丈也 京都大学 

佐久間 知佐子 東京慈恵会医科大学 宮川 敬 横浜市立大学 

佐々木 衛 慶應義塾大学 宮崎 真也 長崎大学 

佐藤 好隆 名古屋大学 村上 大輔 九州大学 

澤田 雄宇 産業医科大学 毛利 健太朗 神戸大学 

篠田 陽 東京理科大学 茂谷 康 徳島大学 

篠原 務 名古屋市立大学 安田 貴雄 神戸大学 

四宮 祥平 金沢医科大学 柳 輝希 北海道大学 

杉本 直也 帝京大学 矢野 真人 新潟大学 

杉山 庸一郎 京都府立医科大学 山口 雅也 大阪大学 

鈴木 智 千葉大学 吉崎 歩 東京大学 

鈴木 秀一郎 札幌医科大学 和久井 大 東京慈恵会医科大学 

鈴木 正宣 北海道大学 渡邊 真弥 自治医科大学 

鈴木 勇三 浜松医科大学 渡部 昌 北海道大学 
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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。 

 

【2015 年度審査委員】                      50 音順・敬称略 
岩田 誠 白土 邦男 平尾 佳彦 

上島 国利 髙坂 知節 福地 義之助 

太田 康男 田上 八朗 藤原 建樹 

上島 弘嗣 竹内 正弘 星合 昊 

嘉村 敏治 田中 靖人 堀江 重郎 

木村 彰男 内藤 誠二 目崎 高広 

国枝 武義 永井 博弌 森川 昭廣 

栗山 喬之 中村 純 山本 直樹 

小山 司 西岡 清 四柳 宏 

近藤 智善 蜂須賀 研二 
 

今野 昭義 久道 茂 
 

（2017 年 4 月 10 日追記） 
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