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（23件：1460万円）

研究交流先機関・期間

北海道大学大学院医学研究院専門医学系部門 米国整形外科基礎学会（アメリカ）

機能再生医学分野整形外科学教室

客員研究員 筌場　大介 2023年2月11日～14日（4日間） 30 万円

北海道大学 第82回アメリカ糖尿病学会（アメリカ）

北海道大学病院　糖尿病・内分泌内科

特任助教 宮　愛香 2022年6月3日～7日（5日間） 30 万円

北海道大学大学院歯学院口腔病態学講座 国際口腔腫瘍学会（アメリカ）

口腔診断内科学教室

大学院生 木村　拓 2022年6月23日～26日（4日間） 30 万円

北海道大学大学院歯学院 国際血管生物医学会2022（アメリカ）

血管生物分子病理学教室

大学院生 武田　遼 2022年10月13日～17日（5日間） 30 万円

北海道大学大学院生命科学院 第28回国際複素環化学会議（アメリカ）

創薬科学研究教育センター有機合成医薬学部門

大学院生 大川　凌太郎 2022年8月28日～9月2日（6日間） 30 万円

北海道大学

環境健康科学研究教育センター

特任准教授 福永　久典 2022年10月16日～10月19日（4日間） 30 万円

北海道大学獣医学部

毒性学教室

学部生 石原　清伍 2022年8月16日～17日（2日間） 30 万円

札幌医科大学医学部 アプカス（タイ）

整形外科

大学院生 塩泡　孝介 2022年9月29日～10月1日（3日間） 20 万円

北海道大学大学院保健科学研究院 ANCA　Workshop 2022（WEB）

病態解析学分野

助教 西端　友香 2022年4月3日～6日（4日間） 10 万円

札幌医科大学医学部 欧州心臓病学会（WEB）

薬理学講座

学生 矢野　雅貴 2022年8月26日～29日（4日間） 10 万円

札幌医科大学医学部 米国心臓協会学術集会2022（WEB）

薬理学講座

学生 中島　龍汰 2022年11月5日～7日（3日間） 10 万円

北海道大学大学院医学院

整形外科学教室

大学院生 松前　元 2022年4月1日～2024年3月31日（24か月） 100 万円
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研究テーマ・助成額

鉛曝露による糖代謝への影響評価

福島原子力発電所事故後の課題と展
望

シュードウリジマイシンの全合成

COVID-19重症化における血管病態

International Symposium on impact of pollution
on environemt, animal and human health.（ザン
ビア共和国）

第68回米国放射線影響学会学術総会（アメリカ）

骨髄濃縮液を用いた椎間板再生治療
法の開発

2型糖尿病における内臓脂肪面積と血
糖変動

ハエを活用した新規口腔がん治療法の
開発

ドキソルビシン心筋障害におけるケトン
代謝障害

AAVにおける抗GBM抗体産生メカニズ
ム

BTBACL再建における生体吸収性IFS
の安全性

骨脆弱性と骨質に関与する骨細胞の機
能解析

心疾患におけるSIRT1によるオートファ
ジー調節機構の解明

カリフォルニア大学サンフランシスコ校（アメリカ）



研究交流先機関・期間

北海道大学 CITY OF HOPE研究所（アメリカ）

北海道大学病院消化器外科Ⅰ

医員 旭　火華 2022年4月3日～2024年3月31日（24か月） 100 万円

北海道大学 カリフォルニア大学サンディエゴ校（アメリカ）

北海道大学病院消化器外科Ⅰ

医員 大平　将史 2022年6月1日～2024年5月31日（24か月） 100 万円

北海道大学大学院生命科学院生命科学専攻 デューク大学（アメリカ）

生命医薬科学コース生体分析科学研究室

博士課程 尾幡　穂乃香 2022年5月1日～2023年3月31日（11か月） 100 万円

北海道大学 アントワープ大学（ベルギー）

環境健康科学研究教育センター

特任講師 アイツバマイ　ゆふ 2022年5月1日～2023年8月31日（16か月） 100 万円

札幌医科大学医学部 ウェイン州立大学（アメリカ）

脳神経外科教室

助教 菅野　彩 2022年10月3日～2024年10月2日（24か月） 100 万円

札幌医科大学保健医療学部 メイヨークリニック（アメリカ）

理学療法学第二講座

研究員 飯田　尚哉 2022年4月1日～2023年3月31日（12か月） 100 万円

旭川医科大学

耳鼻咽喉科・頭頚部外科

医員 河野　通久 2022年4月1日～2024年3月31日（24か月） 100 万円

旭川医科大学内科学講座

病態代謝・消化器・血液腫瘍制御学分野

医員 佐藤　裕基 2022年11月1日～2025年3月31日（30か月） 100 万円

旭川医科大学内科学講座 カリフォルニア大学デービス校（アメリカ）

病態代謝・消化器・血液腫瘍制御内科学分野

医員 村上　雄紀 2022年10月1日～2023年9月30日（12か月） 100 万円

北海道科学大学薬学部

応用薬学部門　薬剤学分野

准教授 戸上　紘平 2022年6月1日～2023年3月31日（10か月） 100 万円

酪農学園大学 カリフォルニア大学サンディエゴ校（アメリカ）

獣医学群獣医学類獣医生化学ユニット

講師 藤木　純平 2022年4月1日～2024年3月31日（24か月） 100 万円

（敬称略）
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肝細胞癌のレンバチニブに対する耐性
機構

癌微小環境でのHCC細胞の生存メカニ
ズム

新規PFASの分析法確立と曝露実態評
価

放射線白金標識薬剤の開発

がん免疫療法の抑制因子の探索

肩周囲組織への伸長負荷と機械的特
性変化

PLST聴皮質における人間の声の認識
経路

ハーバード大学ダナ・ファーバー癌研究所（アメリ
カ）

非アルコール性脂肪肝炎（NASH）に対
するファージセラピーの開発

免疫応答型ナノ粒子による薬物送達法
の開発

B-ALL幹細胞の特異的lncRNAの同定

膵癌に伴う骨格筋量を改善させる治療
法の開発

マサチューセッツ総合病院、ハーバード医科大学
（アメリカ）

ノースカロライナ大学チャペルヒル校（アメリカ）



（5件：150万円）

招聘学者 研究テーマ・助成額

エリザベス　サリー　ワード 北海道大学大学院医学研究院免疫学教室

博士

サザンプトン大学 教授 小林　弘一

（イギリス） 2022年12月7日～2023年1月18日（43日間） 30万円

オウ　ウテク 北海道大学大学院薬学研究院

Ph.D.Physiology

韓国科学技術研究院脳科学研究所 教授 南　雅文

（韓国） 2023年3月24日～2023年3月28日（5日間） 30万円

ヨーン　ピエール 北海道大学大学院薬学研究院

博士（有機化学）

スイス連邦工科大学チューリッヒ校 講師 松田　研一

（スイス） 2022年7月24日～2022年8月20日（28日間） 30万円

ジャレッド　フランクリン　ボーセン 北海道大学大学院保健科学研究院

博士研究員

HEC モントリオール 教授 横澤　宏一

（アメリカ） 2022年9月11日～2022年9月24日　（14日間） 30万円

アディット　チラデナント 北海道医療大学

博士（理学療法学）

王立チュラロンコン大学 特任教授 泉　唯史

（タイ） 2022年11月15日～2022年11月18日（4日間） 30万円

（敬称略）

伊藤財団　助成金受領者ご芳名
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疼痛のメカニズムの解明とエビデンスから考
える頚部及び腰痛に対するリハビリテーション

コミュニケーションの神経基盤－即興音楽に
よる非言語的対話の脳間相関解析

受入責任者・期間

痛みかゆみにおけるアノクタミン１の役割

生物活性天然物の生合成研究

新規抗体体製技術を駆使した感染症、癌、
自己免疫疾患治療技術の開発において



（10件：445万円）

会議名・開催時期 参加者数・助成額

北海道大学　北海道大学病院 HPB Winter Meeting 2023 in Hokkaido 国内：30名

消化器外科Ⅱ （北海道大学医学部百年記念館／ヒルトンニセコビレッジ） 国外：20名

助教 野路　武寛 2023年2月16日／2023年2月17日～19日 50万円

北海道大学大学院歯学研究院 日本口腔外科学会北日本地方部会、北日本支部学術集会 国内：300名

口腔診断内科学教室 （北海道大学学術交流会館） 国外：20名

教授 北川　善政 2022年7月9日～10日 50万円

北海道大学大学院歯学研究院 国際接着歯学会 国内：200名

（北海道大学学術交流会館） 国外：155名

助教 星加　修平 2022年6月3日～5日 50万円

北海道大学大学院歯学研究院 第35回一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会 国内：700名

冠橋義歯補綴学教室 （札幌市教育文化会館） 国外：若干名

教授 山口　泰彦 2022年7月2日～3日 50万円

北海道大学大学院歯学研究院 第36回日本口腔リハビリテーション学会学術大会

健康科学分野高齢者歯科学教室 （北海道大学学術交流会館）

助教 松下　貴恵 2022年11月19日～20日 50万円

北海道大学大学院薬学研究院 第28回ファーマサイエンスフォーラム“最新バイオイメージング研究の現状と展望” 国内：約150名

創薬科学研究教育センター （北海道大学薬学部臨床薬学講義堂）

特任講師 野村　尚生 2023年3月中旬予定 50万円

北海道大学大学院獣医学研究院 第59回日本放射線腫瘍学会生物部会学術大会／第50回放射線による制癌シンポジウム 国内：130名

応用獣医科学分野放射線学教室 （札幌市民交流プラザ） 国外：20名

教授 稲波　修 2022年6月24日～25日 20万円

北海道大学大学院獣医学研究院 第49回日本毒性学会学術年会 国内：1450名予定

（札幌コンベンションセンター、北海道大学大学院獣医学研究院） 国外：50名

教授 石塚　真由美 2022年6月30日～7月3日 50万円

札幌医科大学保健医療学部 第10回臨床高血圧フォーラム 国内：約1000名

（ロイトン札幌） 国外：5名

教授 齋藤　重幸 2022年6月18日～19日 50万円

北海道科学大学 第35回北海道薬物作用談話会 例年約100人が参加

北の大地ライフサイエンス創生研究所

所長・教授 丁野　純男 2022年8月21日 25万円

（敬称略）
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