
年度 種目 課題名 金額 代表者 分担研究者 連携研究者

平成２３-２５年度
科学研究費　　基盤研究
（B）

脊髄損傷に対する新たな治療法の確立

平成２３年度 直接経費 ３５０万 　間接経費
１０５万 平成２４年度　直接経費　３１０万　平成
２５年度　直接経費　３１０万

中谷壽男
鈴木義久、井出千束、福島
雅典、岩瀬正顕

平成２３-２５年度
科学研究費　　基盤研究
（B）

成体由来幹細胞の移植による脊髄再生
のメカニズムと新たな動向　－－移植
細胞の有効性と組織修復機序の形態学
的解明――

平成２３年度　６５０万　平成２４年度　４８０万
平成２５年度　４１０万 井出千束 鈴木義久

平成２３-２５年度 科学研究費　基盤研究（C）
骨髄間質細胞移植治療の新たな疾患への
応用及び神経損傷治療への併用療法の開
発

平成２３年度　直接経費２２０万円、間接経費６６万
円、平成２４年度　直接経費９０万円、間接経費２７
万円、平成２５年度　直接経費９０万円、間接経費２
７万円

太田正佳 鈴木義久　井出千束

平成２２-２３年度 科学研究費　若手（B）
ケロイドにおけるCOMPの発現と役割につ
いて

平成２２年度　直接経費１２０万円、間接経費３６万
円、平成２３年度　直接経費１００万円、間接経費３
０万円

庄野文恵

平成２２-２４年度
科学研究費　　基盤研究
（B）

脊髄損傷、末梢神経損傷に対する臨床
試験の推進

平成２２年度　直接経費６３０万円、間接経費１８９
万円、平成２３年度　直接経費４３０万円、平成２４
年度　直接経費３５０万円予定

鈴木義久 中谷壽男、谷原正夫

平成２２-２４年度 科学研究費　基盤研究（C）
磁場及びアスコルビン酸と人工材料を
用いた神経系組織損傷の再生治療法

平成２２年度　直接経費１６０万円、間接経費４８万
円、平成２３年度　直接経費１００万円、平成２４年
度　直接経費８０万円予定

石川奈美子 鈴木義久

平成２０-２４年度
文部科学省 橋渡し研究支援
推進プログラム

自家骨髄間質細胞移植による脊髄損傷
の治療

鈴木義久

平成１９-２０年度 科学研究費　若手（B）
新規人工材料としてのゼラチン・コ
ラーゲンスポンジを用いた培養皮膚へ
の応用

平成１９年度 ２１０万円、平成２０年度 １１０万
円、

井上由理

平成１９-２１年度 科学研究費　若手（B）
引き抜き損傷及び脊髄疾患の再生治療
法の開発

平成１９年度 １３０万円、平成２０年度 ９０万
円、平成２１年度　１００万円

齋藤晋

平成１９-２１年度
科学研究費 基盤研究（C）
（２）一般研究

自家細胞、液性因子、人工細胞外マト
リクスを用いた慢性期脊髄損傷の研究

平成１９年度 １８０万円、平成２０年度 ９０万
円、平成２１年度　８０万円

片岡和哉 鈴木義久　鈴木茂彦

平成１８−２０年
度

科学研究費 基盤研究（B）
（２）一般研究

急性期脊髄損傷に対する培養自家骨髄
間質細胞移植による脊髄再生治療

平成１８年度 ６４０万円、平成１９年度 ４８０万
円、平成２０年度　４００万円総額１５２０万円

中谷壽男 鈴木義久　井出千束　岩瀬正顕

平成１７−１８年度
経済産業省 地域新生コン
ソーシアム研究開発事業

骨再生を促進する生体吸収性インプラ
ントの開発

平成１７年度　７５５０万円（間接費含む） 大槻主税
古谷嘉章 臼井睦美 谷原正夫 松田信之
鍛治文宏　鈴木義久　増田真吾　氏政雄揮
岡本幸一

平成１７−１９年度
科学研究費 基盤研究（A）
（２）一般研究

分化 適化させた骨髄間質細胞と人工
マトリクスを用いた脊髄及び末梢神経
損傷の治療

平成１７年度 ２５８７万円（直接費１９９０万円
間接費５９７万円）平成１８年度 １５２１万円（直
接経費１１７０万円 間接経費３５１万円）平成１９
年度 ８８４万円（間接経費２０４万円 間接経費６
８０万円）総額４９９２万円

鈴木義久 井出千束　谷原正夫

平成１７−１８年度
科学研究費 基盤研究（B）一
般研究

通常の体細胞（骨髄由来および脈絡そ
う上衣細胞）の移植による損傷脳・脊
髄の再生促進-損傷細胞の救済メカニズ
ムと臨床応用への展望-

平成１７年度　９３０万円　総額１５１０万円 井出千束 鈴木義久　松本直也

平成１７−１８年度
科学研究費 基盤研究（C）
一般研究

生体吸収素材ゲルを用いた無縫合法
（貼付けのみ）による勃起神経再生治
療の開発

平成１７年度２３０万円　総額５００万円 松浦忍 鈴木義久　羽渕友則

平成１７−１８年度
科学研究費 基盤研究（C）
一般研究

組織特異的幹細胞の移植による胎盤の
形成ならびに機能分化機構の解析

平成１７年度２２０万円　平成１８年度１３０万円 鈴木彩子 鈴木義久　伊東宏晃

平成１６年度 科学研究費　特定研究
合成タンパク質導入による骨髄間質細
胞の選択的神経細胞導入と神経変性疾
患への応用

３５０万円 出澤真理 鈴木義久　井出千束

平成１５-１９年度 ２１世紀COEプログラム
融合的移植再生治療を目指す国際拠点
形成

田中紘一

内山卓 中尾一和 清野裕 中畑龍俊 高橋
淳　井出千束　中辻憲夫　田畑泰彦　長澤丘
司　伊藤壽一　中村孝志　米田正始　大森治
紀　鈴木義久　宮地良樹　瀬原淳子　開裕司
坂口志文 高橋政代 前川平

平成１５-１７年
度

科学研究費 基盤研究（Ｂ）
（２）一般研究

表皮組織の部位特異的な再プログラム
化を誘導する因子の同定と生体内での
機能解析

平成１５年度７９０万円 平成１６年度３６０万円
平成１７年度２９０万円

高橋健造 鈴木義久　金指秀一



平成１４-１６年度
科学研究費 基盤研究（Ａ）
（２）一般研究

中枢及び末梢神経の軸索再生と神経幹
細胞の分化を促進する人工神経用高機
能ゲルの開発

５０４４万円（直接経費３８８０万円　間接経費１１
６４万円）

鈴木義久 井出千束　遠藤克昭　谷原正夫

平成１４-１６年度 科学研究費　萌芽研究
神経幹細胞の担体としてのアルギン酸
の評価・改良および損傷脊髄の再生の
研究

３３０万円 鈴木義久 片岡和哉

   平成１４-１６年
度

科学研究費 基盤研究（C）
（２）一般研究

科学研究費 基盤研究（C）（２）一般
研究

３３０万円 片岡和哉 鈴木義久　井出千束

平成１３-１５年度
科学研究費 基盤研究（Ａ）
（２）展開研究

神経再生促進作用を有する生体内分解
吸収性の自己組織化マトリックス分子
材料の開発

５０５７万円（直接経費３８９０万円 間接経費１１
６７万円）

鈴木義久
西村善彦（平成１３年度で定年退官）
井出千束　遠藤克昭　　中島俊秀　山田
秀明

平成１３-１５年度
科学研究費 基盤研究（Ａ）
（２）一般研究

アルギン酸人工細胞外マトリクス
４０９６万円（直接経費３５５０万円 間接経費５４
６万円）

谷原正夫
鈴木義久　鈴木康夫　大槻主税　尾形信
一

平成１２-１４年度 科学研究費　萌芽的研究
骨誘導能をもつペプチドの新規開発と
ペプチド固定化ゲルの骨新生能の評価

２００万円 西村善彦 鈴木義久

平成１１-１３年度
科学研究費 基盤研究（Ａ）
（２）一般研究

神経軸索伸長促進作用を有する人工神
経の開発とその中枢末梢神経再生モデ
ルでの評価

３６７２万円 西村善彦 鈴木義久　遠藤克昭　谷原正夫

平成１１-１３年度 科学研究費　萌芽的研究
脊髄損傷の根本的治療 – 中枢神経再
生への挑戦

２３０万円 鈴木義久 西村善彦　遠藤克昭

平成１０-１３年度
科学研究費 基盤研究（B）
（２）展開研究

創傷を負った上皮に特異的な遺伝子組
み替えを用いた表皮の再上皮化過程に
関する研究

９９０万円 高橋健造 鈴木義久　福島大吉

平成１１年度（平
成１２年度実施）

日本学術振興会、新エネル
ギー・産業技術総合開発機構
「平成１１年度マッチング
ファンド方式による産学連携
研究開発事業

生体マトリックス分子材料の自己組織
化による神経再生の促進

１億７７４４万円 井出千束
西村善彦　鈴木義久　溝口明　中島俊秀
山田秀明

平成１１年度
三井生命厚生事業団 医学研
究助成

皮膚創傷治癒促進作用をもつ細胞外マ
トリクスの開発

１５０万円 鈴木義久 西村善彦　谷原正夫

平成１１年度
財団法人藤原記念財団 少壮
研究者奨励金

皮膚創傷治癒促進作用をもつ細胞外マ
トリクスの開発

２０万円 鈴木義久

平成１０年度
厚生科学研究費補助金（厚生
科学特別研究事業）

細菌感染により刺激応答性に抗菌剤を
放出するデバイスの開発

５００万円 鈴木義久 西村善彦　谷原正夫

平成１０年度
日本学術振興会 藤田記念医
学研究振興基金研究補助金

動脈血を静脈に流入させることによる
切断組織再接着術の生着メカニズムの
解明

８０万円 鈴木義久

平成１０年度 産学連携等研究費
感染時にのみ特異的に抗生物質を徐放
するデバイスの作成

３１０万円 鈴木義久 橋本正

平成９-１０年度 科学研究費　奨励研究（Ａ）
静脈からのみの血流で生着させた再接
着組織内の微小循環に関する研究

２２０万円 鈴木義久

平成９年度
日本リディアオリリー協会研
究助成金

ブドウ球菌感染により刺激応答性に抗
菌剤を徐放する創傷被覆材の開発

５０万８３８円 鈴木義久

平成８-９年度 科学研究費　基盤研究（C）
鰓弓性器官 特に口蓋の発生機序と異
常発生メカニズムに関する研究

１９０万円 西村善彦 森千里　山脇吉朗　鈴木義久

  平成８年度
日本学術振興会、藤田記念医
学研究振興基金

静脈を動脈化することによる切断組織
再接着術の生着メカニズムの解明

１００万円 鈴木義久

  平成８年度 科学研究費　奨励研究（Ａ）
静脈を動脈化することによる切断組織
再接着術の生着メカニズムの解明

１１０万円 鈴木義久




