
（五十音順）

助成金合計　467万円
遠距離30万円 中距離25万円 近距離20万円

種目 No. 氏名 所属機関 役職 会議名 開催場所（国） 開催場所（都市） 助成額

32交 1 赤羽 朋博 東女医大/呼吸器内科 大学院生 2018年アメリカ胸部疾患学会国際会議  米国 西部 サンディエゴ 20

32交 2 有馬 陽介 島根大/解剖学/神経形態学 助教 北米神経科学会議　2018  米国 西部 サンディエゴ 20

32交 3 一戸 猛志 東大医科研/感染症国際研 准教授 第17回ネガティブ鎖ウイルス会議  イタリア ヴェローナ 27

32交 4 笠井 文生
医薬基盤・健康・栄養研/
JCRB細胞バンク

特任
研究員

2018年ヨーロッパ人類遺伝学会学術総会  イタリア ミラノ 30

32交 5 鎌口 真由美 北大/口腔診断内科 大学院生 2018年米国口腔内科学会総会　  米国 西部 サンアントニオ 20

32交 6 齊藤 泰之 神大/シグナル統合学分野 講師 第15回国際樹状細胞会議  ドイツ アーヘン 30

32交 7 佐治 直樹 長寿研ｾ/もの忘れセンター 副ｾﾝﾀｰ長 第27回欧州脳卒中会議  ギリシャ アテネ 30

32交 8 佐藤 慎哉 東北大/放射線腫瘍学分野 学生 医学物理・生体工学に関する国際学会 チェコ プラハ　 30

32交 9 高島 翔太 北大/皮膚科学 医員 国際研究皮膚科学会2018  米国 東部 オーランド 25

32交 10 橘 吉寿 神大/システム生理学分野 講師 ゴードンリサーチ会議 -大脳基底核-  米国 西部 ベンチュラー 20

32交 11 中沢 大悟 北大/医学病院/内科II 助教 第55回ヨーロッパ腎臓学会  デンマーク コペンハーゲン 30

32交 12 西山 郵子 国立がん研ｾ/分子発がん研究ユニット
特任
研究員

2018年米国癌研究会議　総会  米国 東部 シカゴ 25

32交 13 林 真路 名大/病院/消化器外科2 助教 米国癌学会　年次会  米国 東部 シカゴ 25

32交 14 Hilman　Zulkifli　Amin 神大/循環器内科学分野 大学院生 2018年米国心臓学会議  米国 東部 シカゴ 25

32交 15 藤原 康博 熊大/生命科学/医用画像分野 講師
第27回国際磁気共鳴医学会
欧州医学生物学合同会議

 フランス パリ 30

32交 16 松田 道隆 国際医療ｾ/細胞組織再生医学 研究員 国際肝臓学会  フランス パリ 30

32交 17 森下 慎一郎 新潟医療福祉大/医療技術/理学療法 准教授 国際リハビリテーション医学会　2018  フランス パリ 30

32交 18 吉川 雄朗 東北大/機能薬理学分野 准教授 2018年米国細胞生物学会年会  米国 西部 サンディエゴ 20

助成金合計　960万円

種目 No. 氏名 所属機関 出身国 助成額

32留 1 Matejovic Adam
東北大/細胞組織学
出澤真理教授気付

スロバキア 120

32留 2 Ali Ahmed
理研/生命システム/
柳田敏雄センター長気付

エジプト 120

32留 3 Islam Waliul
熊大/生命科学/微生物学分野
澤　智裕教授着付

バングラデシュ 120

32留 4 珍 張
山梨大/総研/先端応用医学分子情報
姚建准教授着付

中国 120

32留 5 Jawaid Paras
富山大/放射線基礎医学
近藤　隆　学長補佐気付

パキスタン 120

32留 6 Srivastava Pratibha
山口大/医化学講座
中井　彰教授気付

インド 120

32留 7 Nasanbuyan Naranbat
自治医大/神経脳生理学
尾中達史教授気付

モンゴル 120

32留 8 Nawaz Allah
富山大/医薬/内科学(1)
戸邉一之教授気付

パキスタン 120

助成金合計　50万円

種目 No. 氏名 所属機関 役職 研究出版のテーマ 助成額

31出 1 福永 久典 クイーンズ大/がん研放射線生物学部門
PhD

Student
Fukushima after the 2011 Earthquake,
Tsunami and Nucｌear Crisis.

50

平成29年11月30日締切
平成30年1月31日選考委員会
平成30年2月15日理事会

研究テーマ

エクソソームとMuse細胞: 慢性疾患に対する次世代修復治療
の可能性

Polymer anticancer drug design based on EPR effect

Differential role of small sized gold nanoparticles on X-
irradiation and ultrasound-induced cell death

助成額の単位は万円

助成額の単位は万円

助成額の単位は万円

ギャップ結合をターゲットとしたアレルギー性 気道炎症の新規
治療法の開発

Neural mechanisms of social defeat stress

Depletion of CD206 M2 macrophages promotes the
recovery of muscle from injury.

Integrated single cell drug discovery platform utilizing
RAMAN spectroscopy, 3D holography and mass
spectrometry to achieve single cell medicine.

平成29年度下期助成事業

【第32回研究交流助成金】

【第32回留学生受入助成金】

Molecular Biology and Biochemistry

【第31回研究出版助成金】


