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特別研究（厚生労働省）
１．発生・増殖・情報伝達に関与する因子並びに分子の

安全性・生体影響評価に関する研究（遺細，医療，
生活，有機，機能，代謝，薬理，病理，変異，評
価）
Evaluat�on…of…safety…and…funct�onal…effect…of…factors…
or…molecules…wh�ch…are…concern�ng…development,…
d�fferent�at�on…and…s�gnal…transduct�on

国立機関原子力試験研究費（文部科学省）
１．c線照射を利用した高分子分解速度制御型タンパク

質放出制御製剤の調製法の開発とその評価に関する
研究（薬品）
Preparat�on…of…controlled…release… formulat�ons… for…
prote�ns…by…c-�rrad�at�on…and…evaluat�on…of… the�r…
funct�onal…stab�l�ty

２．放射線と化学物質の酸化的障害発現マーカープロフ
ァイリングの比較探索（センター長，毒性）
Study…on…comparat�ve…express�on…profil�ng…for…spe-
c�fic…b�omarkers…between…ox�dat�ve…stresses… from…
�on�z�ng…rad�at�on…and…chem�cal…compounds

３．PET薬剤の固相合成システムの確立と実用化（有機）
Sol�d-phase…Synthes�s…of…PET…Drugs

科学技術振興調整費（文部科学省）
（生活・社会基盤研究のうち生活者ニーズ対応研究）
１．スーパー特区における薬事上の課題抽出及び対応に

向けた調査研究（生物）
Stud�es…on…regulatory…�ssues…to…promote…the…Super…
Spec�al…Consort�a

地球環境保全等試験研究費（環境省）
１．非病原性細菌の感染症発症を誘導する要因としての

内分泌かく乱物質の作用に関する研究（衛微）
Influence…of…endocr�ne…d�srupt�ng…chem�cals…on…non-
pathogen�c…bacter�a-�nduced…�nfect�ous…d�seases

２．環境リスク対策の基盤整備としての化学物質トキシ
コゲノミクス研究（毒性）
Chem�cal…tox�cogenom�cs…study…as…the…bas�c…research…
to…support…for…the…env�ronmental…r�sk…assessment

３．環境中微量汚染物質による神経系発達への影響評価
に関する研究（生活）
Study…of…effect…on…develop�ng…nervous…system…by…
m�cropollutant…�n…the…env�ronment.

４．環境化学物質の生殖細胞に対する遺伝毒性リスク評
価法の開発に関する研究（変異）

Development…of…a…method…to…evaluate…genotox�c…r�sk…
of…env�ronmental…chem�cals…on…germ…cells

５．水道水源への人用医薬品等に由来する微量化学物質
の排出状況および存在状況と制御方法に関する研究

（生活）
Researches…on…ex�stence…of…phys�olog�cally…act�ve…
substances…�n…the…dr�nk�ng…water…sources…and…con-
trol…by…dr�nk�ng…water…treatments

６．尿中バイオマーカーを用いた簡便迅速な環境汚染物
質の生体影響評価法の確立に関する研究（遺細，生
活）
Development…of…a…rap�d…and…s�mple…assay…us�ng…ur�-
nary…b�omarkers…for…an…evaluat�on…of…health…effects…
by…env�ronmental…pollutants

７．藍藻類が生産するミクロシスチンのモニタリング手
法とその評価に関する研究（生活）
Research… for…mon�tor�ng…and…r�sk…assessment…of…
cyanotox�n…m�crocyst�n

厚生労働科学研究費補助金（厚生労働省）
１．国際的動向を踏まえた食品添加物の規格，基準の向

上に関する調査研究（生活，食添）
Stud�es…on…the… �mprovement…of… the…spec�ficat�ons…
and…standards…of…food…add�t�ves…based…on…�nterna-
t�onal…standards

２．食品用器具・容器包装，乳幼児用玩具及び洗浄剤の
安全性確保に関する研究（食添）
Stud�es…on…the…safety…of…utens�ls…and…packages…for…
food…contact…use，baby…toys…and…detergents

３．動物実験代替法を用いた安全性評価体制の確立と国
際協調に関する研究（副所長，薬理）
Stud�es…on…development…and…ut�l�zat�on…for…alterna-
t�ves…to…an�mal…test�ng…and…exper�mentat�on

４．タンパク質及び核酸含有製剤の高感度安定性評価法
の確立に関する研究（薬品）
Study…on…h�gh…sens�t�ve…method…for…stab�l�ty…evalu-
at�on…of…prote�n…and…nucle�c…ac�d…formulat�ons

５．医薬品を巡る環境の変化に対応した日本薬局方の改
正のための研究（薬品，生物）
Stud�es… for…Rev�s�on…of… Japanese…Pharmacopoe�a…
Correspond�ng… to…Changes… �n… the…Env�ronments…
Relat�ng…to…Pharmaceut�cals

６．飲料水の水質リスク管理に関する統合的研究（生活，
医安，評価）
Integrated…research…on…water…qual�ty…r�sk…manage-
ment…of…the…dr�nk�ng…water
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７．形態形成期・思春期などの高感受性期にある集団で
の核内受容体作動性化学物質等の有害性発現メカニ
ズムの解明及びその評価手法にかかる総合研究（セ
ンター長，毒性）
Project…research…on…the…mechan�sm…of…adverse…ef-
fect…of…chem�cals…transm�tted…through…nuclear…re-
ceptors…�n…sens�t�ve…subgroups…or…groups…�n…sens�-
t�ve…develop�ng…stages…and…pubertal…stages

８．食品衛生関連情報の効率的な活用に関する研究（食
管，情報）
Research…on… the…effect�ve…use…of… �nformat�on…on…
food…safety

９．放射線照射食品の検知技術に関する研究（食品）
Study…on…detect�on…methods…for…�rrad�ated…foods

10．食品中の有害物質等の摂取量の調査及び評価に関す
る研究（食品）
Stud�es…on…evaluat�on…of…tox�c…compounds…�n…foods

11．化学物質の経気道暴露による毒性評価手法の開発，
定量化，高精度化に関する研究（毒性）
Stud�es…on…the…development…and… �mprovement…of…
�nhalat�on…tox�c�ty…methods

12．遺伝子組換え医薬品等のプリオン安全性確保のため
の検出手法の標準化及びプリオン除去工程評価への
適用に関する研究（生物，衛微）
Standard�zat�on…of…detect�on…methods…for…pr�onscr…
�n…recomb�nant…prote�n…products

13．漢方処方製剤の安全性及び同等性の評価並びに生薬
の品質確保と国際調和に関する研究（生薬）
Stud�es…on…safety…and…equal�ty…evaluat�on…of…Kampo…
products,…ensur�ng…the…qual�ty…of…crude…drugs…and…
the�r…�nternat�onal…harmon�zat�on…

14．無承認無許可医薬品の調査・分析及び有害性評価に
関する研究（生薬）
Stud�es…on…surve�llance,…analys�s…and…hazard…assess-
ment…of…�llegal…drugs…

15．違法ドラッグの危害影響予測手法と分析に関する研
究（生薬，有機）
Stud�es… on…analyt�cal…methods…of…non-controlled…
psychotrop�c…substances/plants…and…est�mat�on…of…
the�r…harmful…effects…to…the…central…nervous…system

16．家庭用品に由来する化学物質の多経路暴露評価手法
の開発に関する研究（医療，生活）
Mult�-route…exposure…assessment…of…chem�cals… �n…
household…products

17．食品中残留農薬等の汚染実態把握と急性暴露評価に
関する研究（食品）
Stud�es…on…pest�c�de… res�due… levels… �n… foods…and…

the…assessment…of…acute…exposure…to…pest�c�des
18．ダイオキシン類等の有害化学物質による食品汚染実

態の把握に関する研究（食品）
Stud�es…on…d�ox�n…and…other… tox�c…chem�cal…com-
pound…levels…�n…food

19．食物アレルギーの疾患の発症要因の解明および耐性
化に関する研究…（代謝）
Study…on…analys�s…of…onset…factor…and…tolerance…of…
food…allergy

20．薬剤耐性食中毒菌に係わる解析技術の開発及びサー
ベイランスシステムの高度化に関する研究（食管）
Development…of…evaluat�on…methods…for…ant�m�crob�al…
res�stance…of…food-borne…bacter�a…and…advancement…
of…the…surve�llance…system

21．第３世代バイオテクノロジー応用食品等の安全性確
保とリスクコミュニケーションに関する研究（所
長，代謝，食管）
Stud�es…on…the…safety…assessment…and…r�sk…commu-
n�cat�on…of…the…th�rd…generat�on…genet�cally…mod�fied…
foods

22．化学物質の有害性評価手法の迅速化，高度化に関す
る研究−網羅的定量的大規模トキシコゲノミクスデ
ータベースの維持・拡充と毒性予測評価システムの
実用化の為のインフォマティクス技術開発−（毒性）
Bas�c…stud�es…for…the…�mprovement…of…the…chem�cal…
r�sk-assessment… �n… speed…and… �ntell�gence-ma�n-
ta�n�ng…and…expand�ng…of… the…comprehens�ve…and…
quant�tat�ve…Tox�cogenom�cs…database,…and… �nfor-
mat�on-technolog�cal…approach…for…the…tox�c�ty-pre-
d�ct�on-assessment…system-

23．高感受性集団に於ける化学物質の有害発現メカニズ
ムの解明及び評価手法開発にかかる総合研究（セン
ター長，毒性，評価）
Stud�es…on…mechan�sm…and…evaluat�on…method…for…
adverse…effects…of…chem�cals… �n…h�ghly…suscept�ble…
populat�on

24．医療機器・医用材料のリスクアセスメント手法開発
に関する研究（医療）
Research…for…�mprov�ng…r�sk…assessment…appl�cable…
to…med�cal…dev�ces…and…b�omater�als

25．細菌性食中毒の防止対策に関する研究（食管，衛微）
Stud�es…on…prevent�on…measures…of…bacter�al… food…
borne…d�seases

26．カビ毒を含む食品の安全性に関する研究（衛微）
Stud�es…on…the…safety…of…foods…conta�n�ng…mycotox�ns

27．公衆浴場におけるレジオネラの消毒方法に関する研
究（生活）
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Stud�es…on…the…d�s�nfect�on…of…Leg�onella… �n…publ�c…
bath…fac�r�t�es

28．ナノマテリアルの経皮毒性に関する評価手法の開発
に関する研究（生活）
Stud�es…on…the…development…of…the…evaluat�on…meth-
od…for…dermal…tox�c�ty…of…nanomater�als

29．水道水異臭被害を及ぼす原因物質の同定・評価およ
び低減技術に関する研究（生活）
Ident�f�cat�on…and…evaluat�on…of… the…or�g�nal…com-
pounds…of… the… tap…water… off-flavor…damage…and…
research…on…the…reduct�on…techn�que

30．冷凍食品の安全性確保に関する研究（食管）
Study…on…the…safety…of…frozen…foods

31．食品製造における食中毒菌汚染防止のための高度衛
生管理に関する研究（食管）
Study…on…prevent�on…of…bacter�al…food-borne…�nfec-
t�ons

32．食品中のウイルスの制御に関する研究（食管）
Study…on…food-borne…v�ral…d�sease…control

33．乱用薬物の分析・同定に関する研究（生薬，有機）
Stud�es…on…development…of…analyt�cal…methods…for…
abused…drugs

34．国際的整合性を目指す医薬品等の品質，有効性及び
安全性に関する研究（副所長，センター長，有機，
毒性，薬理，変異，病理）
Study…on…the…techn�cal…requ�rements…of…pharmaceu-
t�cal…qual�ty,…efficacy,…and…safety…�n…the…�nternat�on-
al…harmon�zat�on…of…the…mutual…reg�strat�on

35．非食用バイオテクノロジー応用生物の食品への混入
危害防止に関する安全性確保のための研究（食管，
代謝）
Study…on…safety…assessment…for…the…prevent�on…of…
contam�nat�on… of… �ned�ble… genet�cally…mod�f�ed…
organ�sms…�n…foods

36．国際連携ネットワークを活用した健康危機管理体制
構築に関する研究（情報）
Research…on… the…development…of… the…system… for…
Health…Cr�s�s…Management…and…the… Internat�onal…
cooperat�on…network

37．再生医療実用化に向けた細胞組織加工医薬品の安全
性・品質等の確保に関する基盤技術開発研究（生
物，遺細）
Fundamental…stud�es…on…safety…and…qual�ty…of…cellu-
lar…and…t�ssue-based…products

38．輸血用血液製剤に対する副作用を生じない病原体不
活化技術の開発に関する研究（生物）
Development…and…standard�sat�on…of…new…technology…

for…safety…of…blood…products
39．ナノ物質等を配合した化粧品及び医薬品部外品の安

全性及び品質確保に係わる試験法に関する研究（生
活）
Stud�es…on…the…evaluat�on…methods…related…to…safety…
and…qual�ty…of…cosmet�cs…and…quas�…drugs…added…
nanomater�als

40．食品の規格基準に係わる測定値に伴う不確かさに関
する研究（食品，衛微）
Stud�es…on…the…uncerta�nty…of…analyt�cal…measurement…
concern�ng…standards…of…foods

41．検査におけるサンプリング計画並びに手順のハーモ
ナイゼイションに関する研究（食品）
Study…on…the…harmon�zat�on…of…sampl�ng…plans…and…
procedures…�n…�nspect�on.

42．既存添加物の有効性と品質を確保するための規格試
験法の開発（食添，生活）　
Development…of… evaluat�on…methods… for…eff�cacy…
and…qual�ty…of…natural…food…add�t�ves…�n…Japan

43．既存添加物・褐色系フラボノイド色素群の化学構造
の解明（食添）
Stud�es…on…chem�cal…structures…of…flavono�d…brown…
p�gments…�n…food…add�t�ves

44．食品における衛生管理手法及びその精度管理に関す
る研究（食管，衛微）
Stud�es…on…control…methods…and… these…prec�s�on…
management…for…foodborne…pathogens

45．食品中の毒素産生食中毒細菌および毒素の直接試験
法の研究（食管，衛微）
Study…on…detect�on…methods… for… tox�n-produc�ng…
food…borne…pathogens…or…tox�n…�n…food

46．食中毒調査の精度向上のための手法等に関する調査
研究（食管）
Study…for… �mprov�ng… foodborne…d�sease… �nvest�ga-
t�on…methods

47．清涼飲料水中の汚染原因物質に関する研究（衛微）
Study…on…m�crob�al…contam�nat�on…�n…soft…dr�nks

48．科学的知見に基づく食物アレルギー患者の安全管理
とQOL向上に関する研究（代謝）
Study…on…safety…and…QOL…of…food…allergy…pat�ents…
based…on…the…sc�ent�fic…�nformat�on

49.…食品衛生法における遺伝子組換え食品等の表示のあ
り方に関する研究（代謝）
Study…on… the…method… for…detect�ng…GM…food…ac-
cord�ng…to…Food…San�tary…law

50．食品中の自然毒のリスク管理に関する研究（代謝，
情報）
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Stud�es…on…r�sk…management…for…natural…tox�ns… �n…
foods

51．化学物質管理における世界戦略へ対応するための法
規制等基盤整備に関する調査研究（情報）
Research…on…�nfrastructure…development…�n…regula-
t�ons… for… �nternat�onal…strategy…on…chem�cal…man-
agement

52．医薬品による有害事象の発生における個人差の要因
に関する研究（医安）
Research…on…�nter-�nd�v�dual…d�fferences…�n…adverse…
drug…react�ons

53．ナノマテリアルのヒト健康影響の評価手法に関する
総合研究（毒性，病理）
Comprehens�ve… research…on…human…health… r�sk…
assessment…methodology…of…nanomater�als

54．生体内埋設型医療機器の素材に係わる生物学的な安
全性評価に関する研究−発がん性を主体とした再評
価と国際調和−（毒性）
Stud�es… on… r�sk… assessment… for… b�omater�als… of…
surg�cal… �mplants−Reevaluat�on…of… tumor�gen�c�ty…
and…�nternat�onal…harmon�zat�on-

55．国際協調により公的な試験法を確立するための手順
に関する研究（副所長，情報，薬理，変異，評価）
Research…on…procedure…for…establ�shment…of…regula-
tory…test…methods

56．トキシコゲノミクスデータベースを活用した毒性メ
カニズムに基づく医薬品安全性評価に関する研究　

（副所長，毒性）
Tox�colog�cal…mechan�sm-based… research…on… the…
evaluat�on…of…drug…safety…ut�l�z�ng…Tox�cogenom�cs…
database

57．医薬品の国際調和された品質管理監督システムの我
が国への導入に際しての最適化に関する研究（薬品）
Stud�es…on…�mplementat�on…of…the…harmon�zed…phar-
maceut�cal…qual�ty…system…�n…Japan

58．GMP査察手法の国際整合性確保に関する研究（薬品）
Study…on… the… �nternat�onal…harmon�zat�on…of… the…
GMP…�nspect�on…techn�que

59．医薬品規制の国際調和の推進による医薬品審査の迅
速化のための基礎的研究（薬品，生物，遺細）
Stud�es…on…qual�ty…and…safety… �n…pharmaceut�cals…
to…promote…the�r…rev�ew�ng…process…by…�nternat�onal…
harmon�zat�on

60．ヒト幹細胞を用いた細胞・組織加工医薬品等の品質
及び安全性の確保のあり方に関する研究（遺細，生
物）
Stud�es…on…ensur�ng…the…safety…and…qual�ty…of…phar-

maceut�cals…and…other…products…der�ved…from…proc-
essed…human…stem…cells

61．再生医療実用化加速に資する評価基準ミニマム・コ
ンセンサス・パッケージ策定に関する研究（遺細）
Stud�es… on… the…m�n�mum…consensus…package…of…
gu�del�nes…to… fac�l�tate…the…cl�n�cal…development…of…
regenerat�ve…med�c�ne

62．環境中の疾病要因の検索とその作用機構の解明に関
する研究（遺細）
Ident�f�cat�on… of… env�ronmental… r�sk… factors… for…
d�seases…and…eluc�dat�on…of…�ts…mechan�sm…of…act�on

63．医薬品の環境影響評価ガイドラインに関する研究
（生活）
Stud�es…on…gu�del�ne…for…env�ronmental…r�sk…assess-
ment…of…pharmaceut�cals

64．輸入食品の食中毒菌モニタリングプラン策定手法に
関する研究（食管）
Study…for…construct�on…of…mon�tor�ng…plan…for…food…
borne…pathogens…�n…�mported…foods

65．食品防御の具体的な対策の確立と実行可能性の検証
に関する研究（食管）
Study…for…the…establ�shment…and…the…evaluat�on…of…
feas�b�l�ty…of…meadures…�n…food…deffence

66．下痢性貝毒のマウス・バイオアッセイの原理・機序
の解明，および代替法の開発に関する研究（食管）
Stud�es…on…the…mechan�sm…of…mouse…b�oassay… for…
d�arrheal…shellfish…po�son�ng…tox�ns…and…the…devel-
opment…of…alternat�ve…methods

67．医薬品の製造開発から市販後に及ぶ品質確保と改善
に関する研究（薬品，有機）
Assurance…and…cont�nual…�mprovement…of…pharma-
ceut�cals…qual�ty…from…manufactur�ng…development…
to…post-market�ng…stages

68．有害作用標的性に基づいた発達期の化学物質暴露影
響評価手法の確立に関する研究（代謝，病理）
Development… for…the…r�sk…assessment…methods…to…
evaluate…developmental…tox�c�ty…�n…rodents

69．健康食品における安全性確保を目的とした基準等作
成のための行政的研究（代謝）
Study…on…the…novel…standards…to…evaluate…safety…of…
health…foods.

70．食品衛生監視員による食品衛生監視手法の高度化に
関する研究（情報）
Stud�es… on… soph�st�cated… �nspect�on…method… for…
food…san�tat�on…�nspectors.

71．日中韓大臣声明に基づく医薬品の民族差に関する国
際共同臨床研究（医安）
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Global… cl�n�cal… pharmacok�net�cs… study… for… the…
ethn�c…d�fference…�n…East…As�an…countr�es

72．医薬品副作用救済制度の在り方及び運営改善に関す
る研究（医安）
Research… for… �mprovement…of… rel�ef… serv�ces… for…
adverse…health…effects

73．化学物質の情動･認知行動に対する影響の毒性学的
評価法に関する研究−特に遅発性影響の評価系のメ
カニズム解明による確立−（毒性）
Establ�shment…of…the…evaluat�on…system…for…the…de-
layed…neurobehav�oral…effects…of…chem�cals

74．男児外陰部異常性および生殖機能障害と化学物質：
個体感受性と暴露量に関するゲノム疫学研究（毒性）
Chem�cal… exposure… and…male… external…gen�tal�a…
anomal�es…and…reproduct�ve…dysfunct�on:…Genome-
ep�dem�olog�c…study…concern�ng…�nd�v�dual…recept�v-
�ty…and…exposure…levels

75．難治性てんかん患者由来�PS細胞を用いた新規創薬
基盤の構築（薬理）
Establ�shment…of…drug…d�scovery…technology…us�ng…
�PS…der�ved…from…pat�ents…w�th…�ntractable…ep�lepsy

76．化学物質リスク評価における（定量的）構造活性相
関（（Q）SAR）およびカテゴリーアプローチの実用
化に関する研究（薬理，病理，変異，評価）
A…study…for…the…pract�cal…use…of…（Q）SAR…and…cate-
gory…approach…on…evaluat�on…of…chem�cal…r�sk

77．食品中成分から生成されるアクリルアミドのリスク
管理対策に関する研究（病理，変異）
Stud�es… on… r�sk…management… of… acrylam�de… �n…
foods.

78．食品添加物等における遺伝毒性・発がん性の短期包
括的試験法の開発に関する研究（病理）
Development…of…short-term…comprehens�ve…assays…
for…genotox�c�ty…and…carc�nogen�c�ty…of… food…add�-
t�ves

79．食品中の複数の化学物質による健康影響に関する調
査研究（病理）
Stud�es…on…comb�ned…tox�c�ty…of…chem�cals…�n…foods

80．動物用医薬品等に関する畜水産食品の安全性確保に
係る研究（病理）
Stud�es…on…evaluat�ng…the…effect�veness,…ensur�ng…
the…safety…of…veter�nary…drugs

81．食品添加物等における遺伝毒性発がん物質の評価法
に関する研究（変異）
Stud�es…on…evaluat�on…of…genotox�c…carc�nogens… �n…
food…add�t�ves…and…others

82．ナノマテリアルの健康影響評価手法の総合的開発お

よび体内動態を含む基礎的有害性情報の集積に関す
る研究（生活，機能，毒性，薬理，変異，評価）
Researches… on… development… of… comprehens�ve…
methods…for…the…health…r�sk…evaluat�on…and…on…�nte-
grat�on…of… fundamental… tox�colog�cal… �nformat�on…
for…manufactured…nanomater�als

科学研究費補助金（文部科学省）
（特定領域研究）
１．細胞死阻害タンパク質の機能解析とがん治療への応

用（機能）
Molecular… funct�on…of…ant�-apoptos�s…prote�ns…and…
�ts…appl�cat�on…to…cancer…therapy.

２．Apollonによる細胞周期制御因子のユビキチン化と
細胞分裂期の制御（機能）
Ub�qu�tylat�on…and…m�tos�s…regulat�on…by…Apollon.

３．海馬シナプス伝達抑制機構の光学的測定法を用いた
解析（薬理）
Analys�s…of…�nh�b�tory…mechan�sms…�n…the…h�ppocam-
pal…network…us�ng…opt�cal… �mag�ng…w�th…a…voltage…
sens�t�ve…dye

（若手研究Ｂ）
１．ネガティブシグナルを誘導する抗アレルギー性IgE

の開発（代謝）
Development…of…ant�-allerg�c… IgE…depend�ng…on…a…
negat�ve…s�gnal�ng

２．腸管免疫系の発生・発達と腸内細菌の相互作用（食
管）
Intest�nal… �mmune…system:… �ts…development…and…
�nteract�on…w�th…�ntest�nal…bacter�a

３．ヒト間葉系幹細胞の糖鎖を指標とした神経分化能評
価技術の開発に関する研究（生物）
Study…on…neural…d�fferent�at�on…of…human…mesenchy-
mal…stem…cells…based…on…glycans

４．信頼性の高い手術支援システム構築に向けた外科医
の技量評価に関する人間工学的研究（医療）
Development…of…a…surg�cal…nav�gat�on…system…ut�-
l�z�ng…ergonom�c…evaluat�on　　　　

５．Spred/Sproutyの血管およびリンパ管新生における
機能（医療）
Stud�es…on…the…funct�on…of…Spred/Sprouty…�nvolved…
�n…ang�ogenes�s…and…lymphang�ogenes�s

６．リムルス試験を用いたミネラルウォーター類水源に
おける細菌汚染評価法の確立（衛微）
Evaluat�on…of…bacter�al… contam�nat�on… �n…m�neral…
water…ut�l�z�ng…l�mulus…test

７．神経軸索におけるABCA1の役割と活性制御機構の
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解明（機能）
The…funct�on…and…regulat�on…of…ABCA１…�n…neur�te

８．誘電泳動法による高機能性製剤の評価技術の開発
（薬品）
Stud�es…on…evaluat�ng…qual�ty…of…h�ghly-funct�onal…
pharmaceut�cals…us�ng…d�electrophores�s

９．Fcドメイン含有タンパク質の生体内分布・分解と
半減期に関する研究（生物）
Stud�es…on…the…b�od�str�but�on,…b�odegradat�on…and…
half-l�ves…of…Fc…doma�n-conta�n�ng…prote�ns

10．ヒト早期老化症状を呈する…klotho…欠損動物を用い
た和漢薬の老化に対する研究（生薬）
Ant�-ag�ng…effects…of…Kampo…med�c�nes…us�ng…klotho…
KO…mouse

11．ジアシルグリセロールキナーゼgによる細胞増殖制
御機構の解明（遺細）
Eluc�dat�on…of…the…mechan�sm…by…wh�ch…d�acylgly-
cerol…k�nase…eta…regulates…cell…growth

12．ハイブリッド手法による機能性プロリンの創製とそ
の利用（有機）
Synthes�s…of…prol�ne…analogues…by…hybr�d…methods…
and…the�r…appl�cat�ons

13．グリア型グルタミン酸トランスポーター新規調節機
構の解明（薬理）
Stud�es…on…the…new…mechan�sms…for…the…regulat�on…
of…the…gl�al…L-glutmate…transporters

14．NADPH酸化酵素による脂肪分化機構と生活習慣病
への応用（薬理）
S�gnal…transduct�on…pathways…regulat�ng…ad�pocyte…
d�fferent�at�on…and…therapeut�c…strategy… for…meta-
bol�c…syndrome

科学研究費補助金（日本学術振興会）
（基盤Ａ）
１．遺伝毒性物質の閾値形成におけるトランスリージョ

ンDNA合成の役割に関する研究（変異）
Stud�es… for…the…role…of… transles�on…DNA…synthes�s…
�n…threshold…generated…by…genotox�c…compounds

２．科学を基礎とした食品安全行政／リスクアナリシス
の課題とそれを支える専門職業，職業倫理の確立

（食管）
Study…on…the…current…challenges… �n…sc�ence-based…
food…safety…management/r�sk…analys�s…and…on…the…
support�ng… system… �n…profess�on… educat�on… and…
eth�cs

３．生合成系の融合による分子多様性の拡大（生薬）
D�vers�ficat�on…of…molecular…structures…by…merger…

of…b�osynthet�c…pathways
（基盤Ｂ）
１．エキソソームの形成機構と機能に関する研究（所長）

Study…on…the…format�on…and…funct�on…of…exosomes
２．フェノール性抗酸化剤をテンプレートとした生活習

慣病の予防および治療薬の開発（有機）
Stud�es…on…natural…ant�ox�dant…der�vat�ves…w�th…en-
hanced…rad�cal-scaveng�ng…and…reduced…proox�dant…
act�v�t�es

３．タイにおけるカビ毒分解酵素の探索と家畜カビ毒疾
病防除に関する研究（衛微）
Surve�llance…of…mycotox�n…degrad�ated…enzymes…�n…
Tha�land…and… study…on…prevent�on…of…mycotox�-
cos�s

４．免疫，神経クロストークの分子イメージングと医療
への展開（代謝）
Stud�es…on…the…development…of…molecular…�mag�ng…
based…on…crosstalk…between… �mmune…and…nerve-
system…and…appl�cat�on…for…med�c�ne

５．ドーモイ酸による記憶毒性および神経変性のメカニ
ズム解明（毒性）
Mechan�sms…of…memory… loss…and…neuronal…degen-
erat�on…�nduced…by…domo�c…ac�d…�n…male…m�ce

６．都市大気中の浮遊粒子成分が動物体内で示す体細胞
突然変異と遺伝毒性の評価（変異）
Evaluat�on…of…somat�c…mutat�ons…and…genotox�c�ty…
�nduced…by…suspended…part�culate…matter…（SPM）…
�n…urban…a�r…�n…whole…an�mals

（基盤Ｃ）
１．グライコミクス及びプロテオミクス的手法を用いた

バイオマーカーの探索に関する研究（生物）
Glycom�c…and…proteom�c…approaches…to…the…search…
of…b�omarker…of…cancer

２．ヒト間葉系幹細胞を用いたサリドマイド誘発奇形の
分子基盤の解明（毒性）
Stud�es…on…molecular…mechan�sms…of… thal�dom�de-
�nduced…teratogenes�s…us�ng…human…mesenchymal…
stem…cells

３．イヌアレルゲンの性状分析を通じてのイヌアレルギ
ーのリスク評価とその制御法開発（衛微）
R�sk…assessment…of…dog…allergy…through…analys�s…of…
propert�es…of…dog…allergens,…and…regulat�on…of…dog…
allergy

４．調理・加工による食品中有害物質のデトックス法と
新しい安全性評価法の構築（衛微）
New…approrch… for…detox�cat�on…of…mycotox�ns… �n…
foods…and…the…evaluat�on…of…the…methods
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５．Fc受容体との相互作用に着目したTNF阻害抗体医
薬の生物学的特性に関する研究（生物）
Fc…receptor-related…b�olog�cal…propert�es…of…ant�-
TNF…ant�body…pharmaceut�cals

６．室内環境中のカルボニル化合物によるTRPイオン
チャネルの活性化に関する研究（生活）
Study…on… the…act�vat�on…of…TRP… �on…channels…by…
carbonyl…compounds…�n…res�dent�al…env�ronment

７．マイクロRNAによる薬物トランスポーターの発現
制御と遺伝子多型影響の解明（機能，医安）
Influence…of…genet�c…polymorph�sms…on…transcr�p-
t�onal… regulat�on…of…drug… transporters…by…m�cro-
RNA

８．薬物結合性血漿蛋白の遺伝子型による抗がん剤応答
性予測（薬品，機能，医安）
Assoc�at�on…of…genotypes…of…drug-b�nd�ng…prote�n…
w�th…ant�cancer…drug…response

９．大血管ナビゲーションを駆使した術者のイメージン
グ能力向上に寄与する革新的治療戦略（医療）
Development…of…an…�nnovat�ve…treatment…by…us�ng…
a…nav�gat�on…system…for…aort�c…vascular…surgery

10．多環芳香族炭化水素類の塩素置換体による健康影響
リスク評価に関する研究（生活）
Study…on…health… r�sk…assessment…of…Chlor�nated…
polycycl�c…aromat�c…hydrocarbons

11．有機スズの発達神経毒性に関する研究：遺伝子発現
とタンパク発現，行動学からの解析（衛微）
Stud�es…on…develop�ng…neurotox�c�ty…of…tr�butylt�n

12．GPIアンカー欠損スプライス変異型プリオン蛋白質
発現解析のプリオン病診断への応用（衛微）
Contr�but�on…of…a…GPI-anchorless…spl�ce…var�ant…of…
the…pr�on…prote�n…to…the…occurrence…of…pr�on…d�sease

13．核内受容体LXR選択的モジュレーターによる特異
的HDL上昇の分子機構（機能）
Molecular…bas�s… for… spec�f�c…HDL…elevat�on…by…a…
select�ve…LXR…modulator

14．特異な脂肪酸による神経細胞のプログラム細胞死に
関する研究（代謝）
Stud�es…on…programmed…cell…death…�nduced…by…con-
jugated…fatty…ac�ds…�n…neuronal…cells

15．マウス粘膜免疫成立メカニズム解析と環境アレルゲ
ンの減感作への応用（代謝）
Stud�es…for…the…mechan�sm…of…the…mucosal…�mmun�ty…
of…m�ce…and…the…appl�cat�on… for…desens�t�zat�on…of…
env�ronmental…allergens

16．造血幹・前駆細胞特異的シグナルによるAhRを介
したベンゼンの造血毒性誘発機構（センター長）

Mechan�sm…of…hematopo�et�c…stem-cell-spec�fic…tox-
�c�ty…�nduced…by…benzene…exposure,…med�ated…through…
aryl…hydrocarbon…receptors

17．各々のマイクロアレイによるエクソン毎の遺伝子発
現データの絶対定量化技術の開発（毒性）
Establ�shment…of…a…method… to…measure…absolute…
express�on…levels…of…all…exons…us�ng…m�croarrays

18．生体異物相互作用の場としてのいわゆる造血幹細胞
ニッチを介した活性酸素障害発現機構（毒性）
Mechan�sm…of…funct�onal…�mpa�rment…of…the…hemato-
po�et�c…stem…cell…n�ches…by…ox�dat�ve…stress…�n…the…
s�te…of…xenob�ot�c…�nterrelat�onsh�p

19．マウス体節パターン形成におけるNotchリガンド
D111,…D113の機能的差異（毒性）
Funct�onal…d�fferences…between…Notch…l�gands…Dll1…
and…Dll3…�n…mouse…som�te…pattern…format�on

（二国間交流事業）
１．プロテオーム解析を用いたインド産植物ギムネマの

抗糖尿病作用メカニズムの解析（遺細）
Screen�ng…and…character�zat�on…of…act�ve…const�tu-
ents… from…an…ant�d�abet�c…plant…Gymnema…mon-
tanum…and… �ts…pharmacolog�cal… evaluat�on…us�ng…
genom�c…and…proteom�c…approach

２．樹立ヒト肝前駆細胞株HepaRGを用いたヒト肝幹細
胞の機能維持・分化の機構解明（薬理）
Molecular…mechan�sm…of…human…hepat�c…progen�tor…
cell…prol�ferat�on…and…d�fferent�at�on…HepaRG…cell…
l�ne

（挑戦的萌芽研究）
１．社会共生系形成過程における個の適応と連鎖に関す

る研究（毒性）
Adopt�ve…behav�or…assoc�ated…w�th…soc�al…matura-
t�on…�n…male…m�ce

（研究成果公開促進）
１．生理活性脂質データベースL�p�dBank（所長）

L�p�d…Bank:…data…base…of…b�oact�ve…l�p�ds
（特別研究員奨励）
１．水道中汚染物質であるMXの発がん性に関する細胞

メカニズムの研究（変異）
Stud�es… on… carc�nogen�c…mechan�sms… of…MX…of…
contam�nants…�n…the…tap…water

がん研究助成金（厚生労働省）
１．個体レベルでの発がん予知と予防に関する基盤的研

究（変異）
Bas�c… research…on…pred�ct�on…and…prevent�on…of…
cancer…w�th…whole…an�mals
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２．細胞を用いたがん治療感受性予測法に関するゲノム
解析研究（遺細）
Genom�c…analys�s… for…pred�ct�on…of… sens�t�v�ty… to-
wards…cancer…therapy

３．ヒトがん発生に係わる環境要因及び感受性要因に関
する研究（変異）
Study…of… the…causes…of…human…cancer…related… to…
sens�t�v�ty…and…env�ronmental…cond�t�on

食品等試験検査費（厚生労働省）
１．食品添加物安全性再評価費・変異原性試験（変異）

Mutagen�c�ty…of…food…add�t�ves
２．畜水産食品中の残留有害物質に係る資料の収集・解

折及び毒性試験（レバミゾール）（病理）
Mechan�st�c… study…on… tox�c�ty/carc�nogen�c�ty…of…
some…drug…res�dues…conta�ned…�n…food…products…of…
an�mal…or�g�n（levam�sole）

３．食品等の規格基準の設定等に係る試験検査（衛微）
Stud�es…for…establ�shment…of…standards…and…spec�fi-
cat�ons…on…foods…

４．食品中の食品添加物分析法の設定（食添）
Establ�shment…of…analyt�cal…methods…for…food…add�-
t�ves…�n…foods

５．食品添加物一日摂取量調査（食添）
　　Est�mat�on…of…da�ly…�ntake…of…food…add�t�ves…
６．既存添加物の成分規格の設定（食添）

Research…on…spec�ficat�ons…of…natural…food…add�t�ves
７．器具・容器包装等の規格基準に関する検討（食添）

Stud�es…on…spec�ficat�ons…and…standards… for…uten-
s�ls,…packages,…etc

８．遺伝子組換え食品の検査法の外部精度管理について
（代謝）
Profic�ency…test…for…the…detect�on…methods…of…genet-
�cally…mod�fied…foods

９．食品添加物安全性再評価費・慢性・発がん性併用試
験（ラット）（トウガラシ色素，アカネ色素，Ｎ−
アセチルグルコサミン，セイヨウワサビ抽出物）（病
理）
Chron�c… tox�c�ty…and…carc�nogen�c�ty…tests… �n…rats

（Papr�ka…colour,…Madder…colour,…N-acetylglucosam�ne,…
Horserad�sh…extract）

10．水質試験検査（水質管理調査・未規制物質基準化検
討・水道水質分析に係る外部精度管理調査）（生活）
Standard�zat�on…of…analyt�cal…methods…for…dr�nk�ng…
water

11．食品中の汚染物質の一日摂取量調査（食品）
Est�mat�on…of…da�ly…�ntake…of…contam�nants…�n…foods

12．食品中の汚染物質に係わる試験法の開発及び実態調
査（食品）
Development…of…test…methods…for…contam�nants…�n…
foods…and…actual…survey…of…the…food…contam�nants

13．食品中の汚染物質に関する試験法の見直し検討（食
品）
Stud�es…on…the…rev�s�on…of…test…methods…for…contam-
�nants…�n…foods

14．国際的に汎用されている添加物の指定に向けた調査
研究等（食添）
Research…on…spec�f�cat�ons…and…standards…of… the…
food… add�t�ves…used… �nternat�onally… toward… the…
des�gnat�on…

15．水道水質検査の精度管理に関する研究（生活）
Research…on…the…qual�ty…control…�n…dr�nk�ng…water…
exam�nat�on

16．食品添加物の規格基準の設定に関する試験（食添）
Establ�shment…of… spec�f�cat�ons…and…standards…of…
food…add�t�ves

17．食品中のかび毒に係る試験検査（衛微）
Development…of…analyt�cal…method…for…determ�nat�on…
of…mycoto�ns…�n…food

18．かび毒リスクプロファイル作成（衛微）
Creat�on…of…r�sk…profile…for…mycotox�ns

19．食品中の汚染物質等の一日摂取量調査（衛微）
Est�mat�on…of…da�ly…�ntake…of…mycotox�n

20．未指定添加物等対策（食添）
Research…on…unspec�fied…add�t�ves

21．健康食品のトランスジェニックラットを用いた遺伝
子突然変異原性試験（毒性）
Transgen�c…rat…mutat�on…assays…of…an…�ngred�ent…�n…
a…health…food

22．食品添加物安全性再評価費・90日間投与試験（ラッ
ト）（没食子酸，ツヤプリシン）（病理）
N�nety-days…tox�c�ty…stud�es…of…natural… food…add�-
t�ves…�n…rat（Gall�c…ac�d,…Thujapl�c�n）

23．第９版食品添加物公定書策定に向けた一般試験法等
の検討（食添）
Stud�es…on…general…tests…for…Japan's…Spec�ficat�ons…
and…Standards…for…Food…Add�t�ves,…９th…ed�t�on

24．加工食品中の残留農薬等に関する分析法開発（食品）
Development…of…analyt�cal…methods…for…agr�cultural…
chem�cal…res�dues…�n…processed…foods

25．安全性未承認GM食品監視対策（代謝）
Study…of…unauthor�zed…genet�cally…mod�fied… foods…
for…mon�tor�ng

26．輸出国における農薬等の使用状況等調査（情報）
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Stud�es…on… the…use…of…pest�c�des…and…veter�nary…
drugs…�n…export�ng…countr�es

27．既存添加物の安全性に関する試験（毒性）
Tox�c�ty…stud�es…of…des�gnated…food…add�t�ves

28．トキシコゲノミクス手法を用いた食品添加物の安全
性確認に資する研究（毒性）
Stud�es…on…safety…evaluat�on…for…food…add�t�ves…by…
us�ng…tox�cogenom�cs…technology…and…related…bas�c…
research

29．残留農薬等に関するポジティブリスト制度導入に係
る分析法の開発・検証に関する試験（食品）
Development…and…val�dat�on…of…off�c�al… analyt�cal…
methods… for… the… �ntroduct�on…of… the…pos�t�ve… l�st…
system…for…agr�cultural…chem�cal…res�dues…�n…foods

30．食品に含有されるヒドロコルチゾン調査（食品）
Survey…of…hydrocort�sone…content…�n…foods

31．調理済食品におけるリステリア・モノサイトゲネス
に関する調査（食管）
Research…on…L�ster�a…monocytogenes… �n…ready-to-
eat…foods

32．食品･添加物等規格基準に関する試験検査（食管）
Stud�es…on…spec�f�cat�ons…and…standards… for… food…
and…food…add�t�ves

33．イチョウ葉エキス中の有害物質の分析（代謝）
Determ�nat�on…of…tox�c…compounds…�n…G�nkgo…b�loba…
extract…

34．アシタバ中のフロクマリン類の分析（代謝）
Determ�nat�on…of… furocoumar�n…der�vat�ve… �n…An-
gel�ca…ke�ske�

家庭用品等試験検査費（厚生労働省）
１．OECD高生産量化学物質の健康リスク評価（評価）

Stud�es…on…screen�ng…�nformat�on…data…set…of…OECD…
h�gh…product�on…volume…chem�cals

２．有害物質含有家庭用品の規制基準に関する試験検査
（医療）
Stud�es…for…the…control…of…household…products…con-
ta�n�ng…harmful…substances

３．家庭用品による健康被害防止に関する試験検査（医
療）
Stud�es…on…the…prevent�on…of…health…hazards…due…to…
household…products

４．家庭用品からの揮発性有機化合物（VOC）放散に
関する研究（生活）
Stud�es…on… the…em�ss�on…of…volat�le…organ�c…com-
pounds…from…household…products

厚生労働本省医薬品等審査業務庁費（厚生労働省医薬食
品局）
１．アカゲザルの薬物自己投与試験法を用いた薬物依存

性の基礎的研究（毒性）
Stud�es…on…drug…dependence…us�ng…drug…self-adm�n-
�strat�on…techn�ques…�n…rhesus…monkys

２．麻薬・向精神薬・指定薬物等の標準品製造に関する
研究（生薬）
Preparat�on…of…the…reference…standards…of…narcot�cs,…
psychotrop�c…drugs…and…des�gnated…substances…for…
the…�dent�ficat�on

３．医療用後発医薬品再評価品質規格設定等（溶出試験
規格の設定等）（薬品）
Reevaluat�on…of…gener�c…prescr�pt�on…drugs…by…d�s-
solut�on…tests…and…appl�cat�on…of…d�ssolut�on…spec�fi-
cat�ons

４．毒物劇物指定調査のための毒性試験の実施（毒性）
Acute…tox�cology…stud�es…for…chem�cals…

５．毒物劇物の指定に係る毒性情報等の調査および評価
研究（情報）
Stud�es…on…the…tox�colog�cal…�nformat�on…and…evalu-
at�on…of…chem�cals…for…des�gnat�on…of…po�sonous…and…
deleter�ous…substances

６．医薬品使用実態調査（医安）
Drug…ut�l�zat�on…study

７．安全安心次世代医療機器開発の迅速化評価技術開発
（医療）
Development…of…novel… evaluat�on… techn�ques… for…
the…accelerated…development…of…next-generat�on…
med�cal…dev�ces

８．化粧品成分の分析法に関する研究（生活）
Stud�es…on…the…analyt�cal…methods…for…cosmet�c…�n-
gred�ents

９．医療用後発医薬品品質確保対策に係る調査（生活）
Survey…for…qual�ty…ascerta�nment…of…gener�c…drugs,…
Ch�nese…herbal…drug,…quas�…drugs…and…cosmet�cs

10．タール色素等毒性試験法に関する調査研究（毒性）
Stud�es…on…safety…evaluat�on… for…art�f�c�al…colours…
by…us�ng… tox�cogenom�cs… technology…and…related…
bas�c…research

11．次世代医療機器評価指標作成事業（医療）
Development…of…gu�dances…for…the…approval…process…
of…brand-new…med�cal…dev�ces

12．授乳婦に対する薬物療法の安全性に関する研究（医
安）
Stud�es…on…safety…of…med�c�nal…treatment…to…nurs�ng…
women
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13．遺伝子多型探索調査事業（医安）
Exam�nat�on… �nternat�onal… study…organ�zat�ons…of…
pharmacogenet�cs…related…to…severe…adverse…drug…
react�ons…

14．東アジア人における遺伝子多型の民族差に関する研
究（医安）
Populat�on…d�fferences…on…m�nor…allele… frequenc�es…
of…genet�c…polymorph�sms…w�th�n…East…As�ans

15．構造活性相関手法による有害性評価手法開発（評価）
Development…of…quant�tat�ve…structure…act�v�ty…re-
lat�onsh�p…（QSAR）-based…hazard…assessment…meth-
odolog�es…

環境省環境保全調査費
１．国設自動車交通環境測定所における大気汚染測定調

査（生活）
Survey…of…a�r…pollutants…at…Nat�onal…Auto-exhaust…
Mon�tor�ng…Stat�on…�n…Tokyo

食品健康影響評価技術研究委託（内閣府食品安全委員会）
１．毒性データの不確実性とヒトへの外挿法に関する研

究（医安，病理，変異，評価）
Study…on…uncerta�nty…of…tox�c�ty…data…and…the…ex-
trapolat�on…to…humans

２．腸管出血性大腸菌の牛肉を介したリスクに及ぼす要
因についての解析（衛微）
Analys�s…of… factors… related… to… r�sk…of…enterohea-
morrhage�c…Escher�ch�a…col�…�nfect�on…v�a…beef

３．遺伝子組換え食品等のアレルゲン性・腸管免疫影響
のインビトロ評価系の開発（代謝，食管）
Study…on…the…development…for…the…evaluat�on…meth-
od…of…allergenec�ty…and…�ntest�nal…mucosal…�mmun�-
ty…of…genet�cally…mod�fied…foods

４．化学物質による肝肥大誘導機序の解析を基盤とした
肝発がんリスク評価系の構築（病理）
Construct�on… of… a…mechan�sm-based… analys�s… to…
evaluate…hepatocellular…hypertrophy… lead�ng… to…
l�ver…tumors…by…chem�cals…w�th…enzyme…�nduct�on…
potent�al

５．定量的リスク評価の有効な実践と活用のための数理
解析技術の開発に関する研究（食管）
Study…on…develop�ng…mathemat�cal…analys�s…meth-
ods…for…effect�ve…conduct…and…appl�cat�on…of…quant�-
tat�ve…r�sk…assessment

６．かび毒・きのこ毒の発生要因を考慮に入れたリスク
評価方法の開発　（衛微,…代謝，病理）
Development…of…the…r�sk…assessment…methods…based…

on…the…cons�derat�on…of…generated…factor…of…myco-
tox�n…and…mushroom…tox�n

消費者政策調査費（内閣府消費者庁）
１．安全性審査済の遺伝子組換え大豆（A2704-12系統）

の定量検査法の確立と標準化…（代謝）
Standard�zat�on…and…development…of…quant�tat�ve…
detect�on…method…for…author�zed…genet�cally…mod�-
fied…soybeans…（A2704-12…l�ne）

ヒューマンサイエンス振興財団政策創薬総合研究事業
１．医薬品開発の効率化を指向したヒトCYP分子種発

現細胞系を用いる新規ヒト肝薬物代謝評価系の確立
（薬理）
Development…of… the…eff�c�ent…analyt�cal…methods…
for…the…drug…metabol�sm…us�ng…human…CYP…molecule…
express�on…system

２．代替毒性試験法の評価と開発に関する研究（病理，
変異）
Development…and…val�dat�on…of…alternat�ve…assays…
for…tox�cology

３．医薬品の安全性監視と安全性監視計画立案のための
医薬品安全性情報の解析，評価に関する研究（情報）
Study…on…drugs… safety… �nformat�on… for…pharma-
cov�g�lance…by…us�ng…adverse…event…report�ng…data-
base

４．ファーマコゲノミクス情報に基づいた医薬品の有効
性及び安全性評価系の開発と医薬品開発への応用

（機能，医安）
Development…of…pharmacogenom�cs-based…evalua-
t�on…methods… for…drug…efficacy…and…safety…and… �ts…
appl�cat�on…to…drug…development

５．バイオ医薬品の特性解析及び品質・安全性評価法の
開発（生物，遺細）
Development…of… character�zat�on…and…evaluat�on…
methods… to…ensure… the…qual�ty…and…safety…of…b�o-
technology…products

６．先端技術を応用した製剤の品質確保と評価に関する
研究（薬品）
Stud�es…on…ensur�ng…and…evaluat�ng…qual�ty…of…phar-
maceut�cals…produced…us�ng…state…of… the…art…tech-
nology

７．転写制御因子ネットワークによる次世代の動脈硬化
予防治療薬開発に関する基礎的研究（遺細，機能）
Stud�es…on…the…transcr�pt�onal…regulat�on…of…athero-
scleros�s…and…metabol�c…d�seases… for…development…
of…new…drugs　…
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８．西洋ハーブ及び新一般用漢方処方構成生薬の品質確
保と評価に関する研究（生薬）
Stud�es…on…qual�ty…assurance…and…evaluat�on…of…west-
ern…herbs…and…crude…drugs…used… �n…OTC…Kampo…
formulae

９．免疫調整作用に基づく医薬品探索とその安全性評価
技術の開発（代謝）
Development…of… the…method… for… search…of…drugs…
based…on…�mmuno-modulatory…effect…and…for…safety…
evaluat�on

10．グリア細胞をターゲットとした創薬のための評価科
学基盤の確立（薬理）
Establ�shment…of…the…drug…potency…assessment…sys-
tem…for…the…development…of…the…gl�a-targeted…drugs…

保健医療分野における基礎研究推進事業（医薬基盤研究
所）
１．抗がん剤の薬物応答予測法の開発と創薬への応用

（薬品，生活，機能，医安，薬理）
Development…of…the…est�mat�on…methods…for…respon-
s�veness…to…ant�-cancer…drugs…and…�ts…appl�cat�on…to…
d�agnos�s…and…novel…drug…development…

２．ユビキチンリガーゼCHIPプロモーターのエピゲノ
ム情報操作による革新的乳癌治療法の開発（薬理）
Ep�genet�c…regulat�on…of…CHIP…ub�qu�t�n…l�gase…as…a…
new…target…for…breast…cancer…therapy.

国際協力事業団調査研究費
１．不正医薬品対策に関する研究（薬品）

Stud�es…on…measures…for…counterfe�t…and…substand-
ard…drugs

喫煙科学研究財団研究助成金
１．代謝酵素の誘導と発がんの修飾に関する研究（病理）

Stud�es… on… �nduct�on…of…metabol�c… enzymes…and…
mod�ficat�on…of…carc�nogenes�s

社団法人日本動物実験代替法学会研究助成金
１．樹状細胞を含む３次元培養ヒト皮膚モデルを用いた

皮膚感作性試験代替法（生活）
Development…of…in vitro…alternat�ve…method…of…sk�n…
sens�t�zat�on… test…us�ng… three-d�mens�onal…human…
sk�n…model…cons�st�ng…of…dendr�t�c…cells

財団法人日本公定書協会研究補助金
１．近赤外分光法を用いた医薬品の規格・基準の設定に

関する研究（薬品）

Stud�es… on… standard�zat�on… for… pharmaceut�cal…
qual�ty…analys�s…by…us�ng…near-�nfrared…spectroscopy

国立成育医療センター成育医療研究委託費
１．胚性幹細胞を用いた�n…v�tro試験法に関わる文献や

国際動向の調査研究（毒性）
Stud�es…on…the…�nternat�onal…�nformat�on…and…stand-
ards…for…tox�colog�cal…�n…v�tro…test…us�ng…embryon�c…
stem…（ES）…cells.

一般試験研究費（基盤的研究費等試験研究費）
１．高機能性製剤の品質確保と評価に関する研究（薬品）

Stud�es…on…ensur�ng…and…evaluat�ng…qual�ty…of…h�ghly-
funct�onal…pharmaceut�cals

２．健康食品による健康被害防止のための研究（生薬，
代謝）
Stud�es…on…evaluat�on…of…qual�ty…of…food…health…prod-
ucts… to…prevent…health…damage…caused…by… them-
selves

３．ヒト�PS細胞を用いた新規�n…v�tro毒性評価系の構築
（薬理）
Development…of…a…novel…drug…tox�c�ty…test�ng…sys-
tem…us�ng…human…�PS…cells

４．動物モデルを用いた卵巣毒性評価法の確立と毒性発
現機序に関する研究（病理）
Stud�es…on…mechan�sms…and…evaluat�on…methods…
for…ovar�an…tox�c�ty…us�ng…an�mal…models

５．酸化ストレスの発がん過程に及ぼす影響に関する研
究（病理）
Stud�es… on… �nvolvement… of… ox�dat�ve… stress… �n…
carc�nogenes�s…process

６．胎児期・新生児期化学物質曝露による新たな毒性評
価手法の確立とその高度化に関する研究（病理）
Stud�es…on…establ�shment…of…new…methodology…for…
detect�on…of…chem�cal… �nduced…adverse…effects…on…
offspr�ng…exposed…dur�ng…per�natal…per�od

７．細胞組織加工医薬品の規制の枠組に係る国際的動向
の評価に関する研究…（遺細）
Comparat�ve…Study…on…U.S.…and…European…Regula-
tory…Frameworks…for…Cell/T�ssue-Based…Med�c�nal…
Products

８．構造活性相関に基づく食品香料化合物の安全性予測
調査（食添，変異，評価）
Study…on…safety…pred�ct�on…of…food…flavor�ng…agents…
on…the…bas�s…of…structure…act�v�ty…relat�onsh�p

９．発達期における腎毒性評価系の確立に関する研究
（病理）
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Establ�shment… of… evaluat�on… systems…on…k�dney…
tox�c�ty…dur�ng…developmental…per�od

財団法人コスメトロジー研究振興財団補助金
１．再構築培養皮膚および角膜を用いた遺伝毒性の評価

（薬理）
Evaluat�on…of…genotoxoc�ty…us�ng…human…sk�n…and…
corneal…equ�valent…models

財団法人持田記念医学薬学振興財団研究助成金
１．動脈硬化症における新規エストロゲン受容体GPR30
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