
海外交流助成金 (31件　1,418万円）（敬称略）

所　属　・　申　込　者 研 究 交 流 先 機 関　・　期　間 研　究　内　容　・　助　成　額

1
北海道大学大学院薬学研究院
創薬科学研究教育センター
助教　　　勝山　彬

環太平洋国際化学会議2021
（ハワイホノルル）
2021年12月16日～2021年12月21日　（6日間）

リポデプシペプチド類の網羅的な固相全合成

30万円

2
北海道大学大学院薬学研究院
薬理学研究室
大学院生　　　佐藤　圭一郎

北米神経科学学会
（アメリカ　シカゴ）
2021年11月13日～2021年11月17日　（5日間）

仔マウスへの社会性行動選択における扁桃体海馬野の
役割

30万円

3
北海道大学大学院歯学院
硬組織発生生物学教室
大学院生　　　丸岡　春日

国際歯科研究学会
（アメリカ　ボストン）
2021年7月21日～2021年7月24日　（4日間）

歯根膜未分化間葉系細胞の組織学的検索

30万円

4
札幌医科大学
医学部整形外科学講座
助教　　　黄金　勲矢

米国整形外科基礎学会
（アメリカ　フロリダ）
2022年2月4日～2022年2月8日　（5日間）

椎間板変性と神経障害性疼痛の関連

30万円

5
札幌医科大学
医学部集中治療医学
助教　　　赤塚　正幸

第34回欧州集中治療医学会
（デンマーク　コペンハーゲン）
2021年10月2日～2021年10月6日　（5日間）

急性腎障害における尿中バイオマーカー

30万円

6
札幌医科大学
医学部薬理学講座
大学院生　　　野島　伊世里

第14回アジア太平洋薬理学者連盟大会
（台湾 台北）
2021年11月26日～2021年11月29日　（4日間）

IGFBP５と細胞老化

20万円

7
札幌医科大学
医学部薬理学講座
助教　　　細田　隆介

第14回アジア太平洋薬理学者連盟大会
（台湾 台北）
2021年11月26日～2021年11月29日　（4日間）

レスベラトロールの筋萎縮抑制作用の検討

20万円

8
札幌医科大学
医学部附属フロンティア医学研究所免疫制御医学部門
講師　　　亀倉　隆太

AAAAI2022　米国アレルギー・喘息・免疫学会議
（アメリカ　アリゾナ州フェニックス）
2022年2月25日～2022年2月28日まで　（4日間）

IgG４関連疾患と老化関連Tph細胞

30万円

9
札幌医科大学
整形外科学教室
助教　　　廣田　亮介

第49回国際頸椎学会
（アメリカ　ジョージア州アトランタ）
2021年12月2日～2021年12月4日　（3日間）

脊髄損傷後の脳における神経連絡の賦活化

30万円

10
札幌医科大学
整形外科
大学院生　　　塩泡　孝介

アプカス
（タイ・パタヤ）
2021年10月30日～2021年11月2日　（4日間）

BTBACL再建における生体吸収性IFSの安全性

20万円

11
札幌医科大学附属病院
腫瘍内科学講座
助教　　　久保　智洋

米国肝臓学会
（アメリカ　アナハイム）
2021年11月12日～2021年11月15日　（4日間）

肝細胞癌に対する薬物治療

30万円

12
北海道大学先端生命科学研究院
細胞機能科学分野
講師　　　北村　朗

FASEB SRC
（WEB）
2021年6月23日～2021年6月25日　（3日間）

ALS関連タンパク質凝集形成機構

5万円

13
札幌医科大学
麻酔科学講座
診察医　　　佐藤　智恵

アメリカ麻酔学会
（WEB）
2021年10月8日～2021年10月12日　（5日間）

レミマゾラムが血管収縮に及ぼす影響

15万円

14
札幌医科大学
医学部　医化学講座
講師　　　長谷川　喜弘

米国胸部疾患学会
（WEB）
2021年5月14日～2021年5月19日　（6日間）

珪肺モデルマウスは骨粗鬆症を併発する

20万円

15
札幌医科大学
医学部薬理学講座
准教授　　　久野　篤史

欧州心臓病学会
（WEB）
2021年8月27日～2021年8月30日　（4日間）

SIRT1のドキソルビシン心筋障害における役割

3万円

16
札幌医科大学
医学部腫瘍内科学講座
講師　　　大沼　啓之

2021年欧州臨床腫瘍学会年次集会
（WEB）
2021年9月16日～2021年9月21日　（６日間）

進行胃癌に対するコンバーション手術

17万円

17
札幌医科大学
医学部消化器内科学講座
診察医　　　沼田　泰尚

欧州消化器病週間
（WEB）
2021年10月3日～2021年10月5日　（3日間）

PD-L1発現とサイトカインの影響

10万円
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18
札幌医科大学
医学部麻酔科学講座
講師　　　澤田　敦史

アメリカ麻酔科学会　2021年学術集会
（WEB）
2021年10月8日～2021年10月12日　（5日間）

神経障害性疼痛の新規治療法に関する研究

30万円

19
札幌医科大学
医学部麻酔科学講座
大学院生　　　菊池　謙一郎

2021年　米国麻酔学会議
（WEB）
2021年10月8日～2021年10月12日　（5日間）

鎮痛法の違いによる手術後の炎症への影響

15万円

20
北海道大学　大学院医学研究科
医学専攻博士課程整形外科学分野
客員研究員　　　佐藤　大

米国・カリフォルニア大学サンフランシスコ校
（アメリカ　サンフランシスコ）
2021年9月1日～2022年8月31日　（12か月間）

移植腱成熟度が膝安定性へ与える影響の検討

100万円

21
北海道大学大学院医学研究院
消化器外科学教室Ⅰ
大学院生　　　大平　将史

カンザス大学医学部
（アメリカ）
2021年10月1日～2022年3月31日　（6か月間）

肝細胞癌におけるFABP5と変異p53

50万円

22
北海道大学大学院医学研究院
心不全低侵襲先進治療学分野
特任助教　　　小西　崇夫

CVPath Institute
（アメリカ）
2022年4月1日～2024年3月31日　（24か月間）

新型コロナウイルスの心血管病変に関する研究

100万円

23
北海道大学病院
脳神経外科
医員　　　東海林　菊太郎

米国スタンフォード大学
（アメリカ　カリフォルニア）
2021年7月1日～2023年6月30日　（24か月間）

光遺伝学的手法による脳卒中後機能回復解析

100万円

24
札幌医科大学
循環器腎臓代謝内分泌内科学講座
診察医、研究員　　　安部　功記

デューク大学医学部　腎臓内科
（アメリカ　ノースカロライナ／ダーラム）
2021年6月1日～2023年5月30日　（24か月間）

AKI-CKD移行におけるフェロトーシス

100万円

25
札幌医科大学
医学部口腔外科学講座
医局員　　　小池　和茂

NIH
（アメリカ　メリーランド州ベセスダ）
2022年1月1日～2025年1月1日（36か月間）

ADPリボシル化関連遺伝子異常の検索

100万円

26
札幌医科大学
医学部分子生物学講座
訪問研究員　　　石黒　一也

ハーバード大学ダナ・ファーバー癌研究所
（アメリカ）
2022年3月1日～2023年3月1日　（12か月間）

多発性骨髄腫の微小残存病変の解析

100万円

27
札幌医科大学
病理学第一講座
Postdoctoral fellow　　　新川　知世

マサチューセッツ大学医学部
（アメリカ）
2021年7月1日～2024年6月30日　（36か月間）

結核菌制御に関わる新規抗原の探索

100万円

28
北海道科学大学薬学部薬学科
基礎薬学部門医薬化学分野
准教授　　　齊藤　貴士

カナダ・プリンセスマーガレットがんセンター
（カナダ　トロント）
2021年4月1日～2022年3月14日　（12か月間）

腫瘍性タンパク質間ネットワークの分子機構

100万円

29
北海道大学大学院医学院
循環病態内科学講座
大学院生　　　竹中　秀

欧州心臓病学会2021年次学術集会
（WEB）
2021年8月27日～2021年8月30日（4日間）

心サ症における植込み型除細動器適応

3万円

30
北海道大学
遺伝子病制御研究所免疫生物分野
助教　　　大塚　亮

マサチューセッツ総合病院ハーバード大学医学部

2021年11月1日～2023年10月31日（24か月）

異種移植における免疫応答と制御法の研究

100万円

31
札幌医科大学附属病院
放射線部
副部長　　　髙島　弘幸

スタンフォード大学

2021年8月1日～2022年2月28日（7か月）

筋細胞脂肪評価のための動物モデルおよび
画像評価法の開発

50万円
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