
研究代表者 研究種目 研究課題(領域番号) 配分額(千円) 年度毎の件数
2008(H20) 北川　善政 基盤B 継続 低酸素状態を反映する新しいPET診断による口腔癌治療戦略(19390506) 3,300

北川　善政 萌芽 継続 嚥下に関与する筋群のエネルギー代謝と筋病理学的研究(19659518) 1,200
石川　誠 基盤C 継続 口腔扁平上皮がん再発のリスクファクターとしてのp53ファミリーの意義(19592279) 1,950
葛巻  哲 若手B 新規 ヒト舌癌に対する癌特異的発現増強アデノウイルスベクターの開発(20791486) 2,850

計 9,300 4

2009(H21) 北川　善政 基盤B 継続 低酸素状態を反映する新しいPET診断による口腔癌治療戦略(19390506) 4,100
野谷　健一 基盤C 新規 カーボンナノチューブ被覆によるインプラント材料の骨伝導能の改善(21592509) 1,700
秦    浩信 若手B 新規 口腔カンジダ症の発症因子としてのToll様受容体、制御性T細胞に関する研究(21791963) 2,730
石川  誠 基盤C 新規 RNA-タンパク複合体の核外輸送と細胞のがん化との関連(21592383) 1,950
山崎  裕 基盤C 新規 2種類のPET診断を用いたビスホスホネート関連顎骨壊死に対する新たな治療戦略(21592510) 1,950
葛巻　哲 若手B 継続 ヒト舌癌に対する癌特異的発現増強アデノウイルスベクターの開発(20791486) 1,820

計 14,250 6

2010(H22) 北川　善政 基盤B 新規 低酸素領域の分子イメージングに基づいた口腔癌治療戦略(22390377) 8,710
北川　善政 萌芽 新規 除神経嚥下筋におけるエネルギー代謝と筋病理学的解析(22659361) 1,800
野谷　健一 基盤C 継続 カーボンナノチューブ被覆によるインプラント材料の骨伝導能の改善(21592509) 1,100
秦    浩信 若手B 継続 口腔カンジダ症の発症因子としてのToll様受容体、制御性T細胞に関する研究(21791963) 1,560
石川  誠 基盤C 継続 RNA-タンパク複合体の核外輸送と細胞のがん化との関連(21592383) 1,300
山崎　裕 基盤C 継続 2種類のPET診断を用いたビスホスホネート関連顎骨壊死に対する新たな治療戦略(21592510) 1,560
佐藤　淳 基盤C 新規 咀嚼筋の分化と痛みに対する交感神経活動の影響(22592203) 1,690
葛巻　哲 若手B 新規 口腔癌選択的発現増強アデノウイルスベクターの開発(22700911) 2,340
阿部　貴洋 若手B 新規 口腔癌に対する放射線化学療法のMethionine－PETによる評価(22791947) 1,560

計 21,620 9

2011(H23) 北川　善政 基盤B 継続 低酸素領域の分子イメージングに基づいた口腔癌治療戦略(22390377) 5,330
北川　善政 萌芽 継続 除神経嚥下筋におけるエネルギー代謝と筋病理学的解析(22659361) 1,430
野谷  健一 基盤C 継続 カーボンナノチューブ被覆によるインプラント材料の骨伝導能の改善(21592509) 1,430
石川  誠 基盤C 継続 RNA-タンパク複合体の核外輸送と細胞のがん化との関連(21592383) 1,170
山崎　裕 基盤C 継続 2種類のPET診断を用いたビスホスホネート関連顎骨壊死に対する新たな治療戦略(21592510) 1,040
佐藤　淳 基盤C 継続 咀嚼筋の分化と痛みに対する交感神経活動の影響(22592203) 1,560
阿部　貴洋 若手B 継続 口腔癌に対する放射線化学療法のMethionine－PETによる評価(22791947) 1,430
葛巻  哲 若手B 継続 口腔癌選択的発現増強アデノウイルスベクターの開発(22700911) 1,560
小野寺 麻記子 若手B 新規 口腔がんの発症・進展における糖転移酵素GnT-Vの影響とPETによる評価(23792307) 2,080
秦    浩信 若手B 新規 口腔カンジダ症の自然免疫学的発生機序の解明(23792305) 2,340
佐藤　明 基盤C 新規 ヒトパピローマウイルスによって誘導される新しい口腔がん発生機構(23659929) 2,340
黒嶋  雄志 スタートアップ 新規 口腔がん発生の原因となるARE-mRNA制御機構破綻の機序解明(23890010) 1,560

計 23,270 12

2012(H24) 北川　善政 基盤B 継続 低酸素領域の分子イメージングに基づいた口腔癌治療戦略(22390377) 5,460
北川　善政 萌芽 新規 嚥下関連筋群に対する神経筋電気刺激療法後のエネルギー代謝と筋病理学的解析(24659882) 2,210
佐藤　千晴 萌芽 新規 口腔がんで発現しているＡＲＥ－ｍＲＮＡを制御するための試み(24659883) 1,560
佐藤　淳 基盤C 継続 咀嚼筋の分化と痛みに対する交感神経活動の影響(22592203) 1,170
阿部　貴洋 若手B 継続 口腔癌に対する放射線化学療法のMethionine－PETによる評価(22791947) 910
黒嶋  雄志 スタートアップ 継続 口腔がん発生の原因となるARE-mRNA制御機構破綻の機序解明(23890010) 1,300
石川  誠 基盤C 新規 口腔がんの発生にかかわるＲＮＡ結合タンパクの分解制御機構解明(24592824) 2,340
山崎  裕 基盤C 新規 びまん性硬化性下顎骨骨髄炎に対する新たな非侵襲的診断法と治療法の開発(24592977) 2,080
宮腰　昌明 若手B 新規 口腔癌における低酸素非依存的代謝活性亢進機構の解明(24792166) 2,080
秦   浩信 若手B 継続 口腔カンジダ症の自然免疫学的発生機序の解明(23792305) 1,950
小野寺 麻記子 若手B 継続 口腔がんの発症・進展における糖転移酵素GnT-Vの影響とPETによる評価(23792307) 2,080
佐藤　明 基盤C 継続 ヒトパピローマウイルスによって誘導される新しい口腔がん発生機構(23659929) 1,300
吉川  和人 スタートアップ 新規 口腔癌におけるＤＮ変異ｐ５３の個別化医療のバイオマーカーとしての有用性(2489011) 1,560
福田　武志 スタートアップ 新規 最後野ニューロンのアミリン応答性解明(24890010) 1,560
浅香  卓哉 スタートアップ 新規 ７型コラーゲンＫＯマウスにおけるエナメル質形成不全発症機構の検索(24890008) 1,560

計 29,120 15

2013(H25) 北川　善政 基盤B 新規 低酸素遺伝子応答分子イメージングに基づく新しい口腔癌治療戦略(25293406) 767
北川　善政 萌芽 継続 嚥下関連筋群に対する神経筋電気刺激療法後のエネルギー代謝と筋病理学的解析(24659882) 221
浅香　卓哉 スタートアップ 継続 ７型コラーゲンＫＯマウスにおけるエナメル質形成不全発症機構の検索(24890008) 143
佐藤　淳 基盤C 新規 交感神経活動が咀嚼筋の痛み、分化、機能および神経線維分布に与える影響(25463065) 195
福田  武志 スタートアップ 継続 最後野ニューロンのアミリン応答性解明(24890010) 143
吉川  和人 スタートアップ 継続 口腔癌におけるＤＮ変異ｐ５３の個別化医療のバイオマーカーとしての有用性(2489011) 143 14-16も
佐藤　千晴 萌芽 継続 口腔がんで発現しているＡＲＥ－ｍＲＮＡを制御するための試み(24659883) 221
山崎  裕 基盤C 継続 びまん性硬化性下顎骨骨髄炎に対する新たな非侵襲的診断法と治療法の開発(24592977) 156
宮腰  昌明 若手B 継続 口腔癌における低酸素非依存的代謝活性亢進機構の解明(24792166) 91
石川　誠 基盤C 継続 口腔がんの発生にかかわるＲＮＡ結合タンパクの分解制御機構解明(24592824) 156

計 2,236 10

2014(H26) 北川　善政 基盤B 継続 低酸素遺伝子応答分子イメージングに基づく新しい口腔癌治療戦略(25293406) 4,810
北川　善政 挑戦的萌芽 新規 唾液中の細胞を標的としたフローサイトメトリーによる新しい口腔内科診断戦略(26670854) 2,470
佐藤　淳 基盤C 継続 交感神経活動が咀嚼筋の痛み、分化、機能および神経線維分布に与える影響(25463065) 1,560
浅香  卓哉 若手B 新規 BRONJに対する多血小板フィブリンによる新たな治療戦略の確立(26861695) 1,300
大賀　則孝 若手B 新規 口腔癌における腫瘍血管内皮細胞の多様性解明と新規分子標的薬への応用(26861694) 1,690
吉川　和人 若手B 新規 口腔扁平上皮癌におけるDNp53の予後マーカーとしての応用(26861696) 1,300
佐藤　千晴 萌芽 新規 PTHrP産生口腔腫瘍の微小環境における間質細胞の変化は何に基づいているか？(26670855) 1,950
山崎　裕 基盤C 継続 びまん性硬化性下顎骨骨髄炎に対する新たな非侵襲的診断法と治療法の開発(24592977) 1,560
竹内  康人 スタートアップ 新規 低酸素遺伝子応答イメージングによる癌治療抵抗性の獲得メカニズムの解明(26893005) 1,430
宮腰  昌明 若手B 継続 口腔癌における低酸素非依存的代謝活性亢進機構の解明(24792166) 1,170
石川　誠 基盤C 継続 口腔がんの発生にかかわるＲＮＡ結合タンパクの分解制御機構解明(24592824) 1,430

計 20,670 11

2015(H27) 北川　善政 基盤B 継続 嚥下関連筋群に対する神経筋電気刺激療法後のエネルギー代謝と筋病理学的解析(24659882) 4,940
北川　善政 特別研究院奨励 新規 ビスホスホネート関連顎骨壊死に対する高気圧酸素療法のＰＥＴと骨シンチによる評価(15F15420) 900
北川　善政 挑戦的萌芽 継続 唾液中の細胞を標的としたフローサイトメトリーによる新しい口腔内科診断戦略(26670854) 1,170
佐藤　淳 基盤C 継続 交感神経活動が咀嚼筋の痛み、分化、機能および神経線維分布に与える影響(25463065) 1,430
坪井　香奈子 スタート支援 新規 ビスフォスフォネート製剤の骨芽細胞・骨細胞への直接作用－BRONJと糖尿病の関連(15H06002) 1,430
浅香  卓哉 若手B 継続 BRONJに対する多血小板フィブリンによる新たな治療戦略の確立(26861695) 1,430
大賀  則孝 若手B 継続 口腔癌における腫瘍血管内皮細胞の多様性解明と新規分子標的薬への応用(26861694) 1,040
吉川  和人 若手B 継続 口腔扁平上皮癌におけるDNp53の予後マーカーとしての応用(26861696) 1,430
佐藤　千晴 萌芽 継続 PTHrP産生口腔腫瘍の微小環境における間質細胞の変化は何に基づいているか？(26670855) 1,690

計 15,460 9

2016(H28) 北川　善政 基盤B 新規 治療抵抗性を反映した革新的分子イメージングに基づく新しい口腔癌治療戦略(16H05536) 7,670
北川　善政 特別研究院奨励 継続 ビスホスホネート関連顎骨壊死に対する高気圧酸素療法のＰＥＴと骨シンチによる評価(15F15420) 1,100
佐藤　淳 基盤C 新規 交感神経活動が咀嚼筋の痛み、分化、機能および神経線維分布に与える影響(25463065) 1,950
秦    浩信 基盤C 新規 顎骨骨髄炎における分子イメージングと炎症性サイトカインによる革新的診断・治療戦略(16K11671) 1,820
宮腰　昌明 基盤C 新規 低酸素誘導因子を標的とした分子イメージング支援新規口腔癌治療戦略の確立にむけて(16K11715) 1,820
黒嶋  雄志 若手B 新規 Sam68を標的とした口腔がんの新たな診断・治療方法開発に向けた基礎的研究(16K20433) 1,300
坪井　香奈子 スタート支援 継続 ビスフォスフォネート製剤の骨芽細胞・骨細胞への直接作用－BRONJと糖尿病の関連(15H06002) 1,300
浅香　卓哉 若手B 継続 BRONJに対する多血小板フィブリンによる新たな治療戦略の確立(26861695) 1,040
大賀  則孝 若手B 継続 口腔癌における腫瘍血管内皮細胞の多様性解明と新規分子標的薬への応用(26861694) 910
吉川　和人 若手B 継続 口腔扁平上皮癌におけるDNp53の予後マーカーとしての応用(26861696) 1,040

計 19,950 10

2017(H29) 北川　善政 基盤B 継続 治療抵抗性を反映した革新的分子イメージングに基づく新しい口腔癌治療戦略(16H05536) 4,810
北川　善政 特別研究院奨励 継続 ビスホスホネート関連顎骨壊死に対する高気圧酸素療法のＰＥＴと骨シンチによる評価(15F15420) 300
浅香　卓哉 若手B 新規 MRONJへの多血小板フィブリンによる治療戦略とPETを用いた新規評価法の確立(17K11823) 1,430
佐藤　千晴 基盤C 新規 腫瘍血管内皮サイトカインレセプターの口腔癌の予後予測診断法への応用(17K11823) 2,340
佐藤　明 基盤C 新規 マクロファージをターゲットにしたBRONJ発症機序の解明と治療法の開発(17K11822) 1,820
佐藤　淳 基盤C 継続 交感神経活動が咀嚼筋の痛み、分化、機能および神経線維分布に与える影響(25463065) 1,560
大賀  則孝 基盤C 新規 効率的な抗がん剤治療を目指したPET低酸素分子イメージングと腫瘍血管の対比検討(17K11820) 1,820
中村　裕介 若手B 新規 薬剤関連顎骨壊死の積極的な治療法の開発－マウスによる検討(17K17230) 2,470
秦     浩信 基盤C 継続 顎骨骨髄炎における分子イメージングと炎症性サイトカインによる革新的診断・治療戦略(16K11671) 1,690
宮腰   昌明 基盤C 継続 低酸素誘導因子を標的とした分子イメージング支援新規口腔癌治療戦略の確立にむけて(16K11715) 1,300
黒嶋   雄志 若手B 継続 Sam68を標的とした口腔がんの新たな診断・治療方法開発に向けた基礎的研究(16K20433) 1,300
坪井   香奈子 若手B 継続 肥満II型糖尿病モデルSDT fattyラット顎骨におけるビスホスホネートの作用( 17K17231) 2,340

計 23,180 12
合計 179,056
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