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　ベルツ賞は、日独両国間の歴史的な医学関係を回顧すると共に、両国の医学面

での親善関係を更に深めて行く目的で、1964 年に当時 C.H. ベーリンガーゾーン

社の社主であった故エルンスト・ベーリンガー博士によって設立された賞で、日

本の近代医学の発展に大きな功績を残したドイツ人医師ベルツ博士の名を冠して

エルウィン・フォン・ベルツ賞と名付けられました。ベルツ博士はライプチヒ大

学講師の職を抛って明治 9 年に来日し、現在の東京大学医学部の前身である東京

医学校で教鞭をとられ、数多くの優れた日本人医学者を育てると共に、公衆衛生

面では日本の防疫事業の基礎を築くために尽力され、近代日本の黎明期に西洋医

学を導入した指導者の一人であります。

　学術論文募集要項にもありますように、本賞は毎年常任委員会の定めるテーマ

についての医学論文を募集し、優秀な研究に対して、賞を贈呈いたします。論文

の選考は常任委員の他に毎年のテーマに関連した専門分野から若干名の専門委員

が加わり、賞の決定は専門委員の審査に基づき、全員の合同協議によって公正に

行います。

　尚、これまでのベルツ賞のテーマおよび受賞論文は次頁以下の通りです。

設立当初開催された贈呈式

ベルツ賞について

2



2月 6月 9月 12月７月～10月

■ 受賞者の決定プロセス
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推薦と審査

・「常任委員」がベルツ賞論文募集テーマを決定し、翌年2月頃に論文の募集を開始します。
　論文受付は6月中旬に締め切られます。

・その年のテーマに応じ、数名の「専門委員」が決定されます。

・「常任委員」と「専門委員」により、9月末頃に行われます「選考委員会」にて受賞論文を決定します。

・12月の贈呈式にて、受賞者を発表いたします。

ベルツ賞は、応募全論文を丁寧に査読し、厳密な審査を行い、受賞論文を決定いたします。
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第 1 回（1964 年）
冠状循環

1 等賞 受賞該当論文なし

2 等賞

「冠動脈組織のエネルギー代謝特異性」
九州大学医学部　心臓血管研究施設
中村 元臣、宮﨑 忠、佐田 禎造、石原 保之

「冠状循環におけるアドレナリン作動性の機構について」
熊本大学医学部　第二薬理学教室
岳中 典男

佳作賞

「ラジオ・アイソトープによる冠循環の研究」
東京大学医学部　上田内科学教室
小出 直、開原 成允、上田 慶二、飯尾 正宏、上田 英雄

「酸素電極法でみた冠循環の特性」
岩手医科大学　第二生理学教室
八木 舎四、小島 一夫、持木 太

「冠循環に於ける血行力学因子の分析」
東京大学医学部　中尾内科学教室
中尾 喜久、池田 正男、蔵本 築、 栗原 博
リーホン・ユイング、 村田 和彦、細田 瑳一、木全 心一
虎の門病院　内科
小沢 利男

第 2 回（1965 年）
代謝調節と酵素

1 等賞

「哺乳動物肝臓における Nicotinamide Adenin Dinucleotide　　
　　　　の生合成機構ならびにその代謝調節機構に関する研究」
京都大学医学部　医化学教室
市山 新、中村 重信、西塚 泰美

2 等賞

「血圧調節における蛋白分解酵素の意義
　　　　　－特にアンジオテンシネースについて－」
大阪大学医学部　第三内科学教室
国府 達郎

「フェニルアラニン代謝とその代謝異常に関する実験的研究」
慶應義塾大学医学部　生理学教室
塚田 裕三、野口 鉄也

第 3 回（1966 年）
消化器癌

1 等賞
「自家腸管遊離移植による頚部食道癌根治手術に関する研究」
東京女子医科大学　外科
中山 恒明

テーマと受賞者一覧
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第 4 回（1967 年）
脳循環

1 等賞

「日本人脳動脈硬化に関する研究－化学的形態的流体力学的立場から－」
九州大学医学部　心臓血管研究施設　循環器内科
中村 元臣、鳥井 紳一郎、佐田 禎造
石原 保之、菊池 裕、山本 広史

2 等賞
「脳幹部血行動態に関する静脈系の意義」
久留米大学医学部　第一解剖学教室
竹重 順夫

第 5 回（1968 年）
腎臓

－基礎と臨床－

1 等賞
「Micropuncture 法による腎髄質機能に関する実験的研究」
東京大学医学部　薬理学教室
酒井 文徳、田所 昌夫、寺岡　諄

2 等賞
「ネフロトキシン抗原の純化とその臨床的意義」
東京大学医学部　第三内科学教室
柴田 整一、長沢 俊彦、成清 卓二、宮川 侑三、北村 潔

ベルツ賞 5 周年
記念賞

「腎疾患と Immune Deposit Disease」
日本大学医学部　第二内科学教室
大島 研三、波多野 道信

「計量理論による腎機能とその疾病像の解析」
大阪大学医学部　第一内科学教室
阿部 裕、古川 俊之、加藤 俊夫
梶谷 文彦、稲田 紘、林 隆一

第 6 回（1969 年）
呼吸

－基礎と臨床－

1 等賞

「呼吸機能の肺内不均等分布に関する研究」
東北大学医学部　第一内科学教室
中村 隆、滝島 任
慶応義塾大学医学部　内科学教室
笹本 浩、横山 哲朗

2 等賞
「生理学的にみた肺血管床の基本的形態」
東京大学医学部　第三内科学教室
吉良 枝郎、福島 保喜、北村 諭

第 7 回（1970 年）
内分泌

－基礎と臨床－

1 等賞
「Androgens の生成・代謝とその調節機構」
東京医科歯科大学　泌尿器科教室
大島 博幸

佳作賞

「副腎と性腺 Androgen に関する実験的および臨床的研究」
東京大学医学部　第三内科学教室
井林 博、大澤 仲昭、山路 徹

「ヨードを多量に含む食物の摂取に適応する甲状腺ホルモン生成の調節」
東京大学医学部　第三内科学教室
長瀧 重信
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第 8 回（1971 年）
血液

1 等賞
「血色素合成の調節、その病態生理学的意義」
東京大学医学部　第三内科学教室
高久 史麿、青木 洋祐

2 等賞

「諸種溶血性貧血赤血球の生化学的研究」
山口大学医学部　第三内科学教室
三輪 史朗
虎の門病院
仁科 甫啓

第 9 回（1972 年）
結合組織

－基礎と臨床－

1 等賞
「関節液コラゲナーゼ－酵素活性調節機構と病態生理的意義について－」
東京医科歯科大学医学部　硬組織生理研究施設化学生化学部
阿部 重人、永井 裕

2 等賞
「結合組織の病態に関する基質病理学的研究」
東京医科大学　病理学教室
大髙 裕一

第 11 回（1974 年）
神経化学

－基礎と臨床－

1 等賞

「分離ニューロンおよびグリア細胞群の生理化学的研究」
名古屋保健衛生大学医学部　生理学教室
永田 豊
慶應義塾大学医学部　生理学教室
御子柴 克彦、塚田 裕三

2 等賞
「脊髄における神経伝達物質の研究」
東京医科歯科大学医学部　薬理学教室
大塚 正徳、宮田 雄平、小西 史朗、髙橋 智幸

第 10 回（1973 年）
老人医学

1 等賞
「老人者脳血管障害の基本的問題－臨床的および病理学的考察－」
東京都養育院附属病院
亀山 正邦

2 等賞

「確率モデルにおける老化と死亡の解析」
大阪大学医学部　阿部内科情報科学研究室
古川 俊之、井上 通敏、稲田 絋、高杉 成一
堀 正二、武田 裕、吉川 博通
大阪大学工学部　電子第五講座
梶谷 文彦

ベルツ賞 10 周年
記念賞

「老化過程におよぼす環境の影響について
　　　　　　　　－在ハワイ日本人肝の老性変化を中心として－」
愛知県がんセンター臨床検査部　病理検査科
佐藤 秩子
名古屋大学医学部　病理学第二講座
田内 久
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第 12 回（1975 年）
消化管分泌

－内分泌を含む－

1 等賞
「消化管分泌における消化管ホルモンと自律神経系との協働」
東京大学医学部　第三内科学教室
松尾 裕、関 敦子

2 等賞
「消化管ホルモンの分泌機序の研究」
新潟大学医学部　解剖学教室
藤田 恒夫、小林 繁

第 13 回（1976 年）
脳血管障害の

臨床
－病態生理を含む－

1 等賞

「脳血管障害の臨床　－外科治療を中心として－」
脳血管研究所美原記念病院　脳神経外科
水上 公宏、金　弘、西嶌 美智春
脳血管研究所美原記念病院　神経内科
荒木 五郎、美原 博

2 等賞

「脳梗塞発症要因に関する研究 －血液ヘマトクリット値の問題と
　　　　　　　　　　播種性血管内凝固症候群における脳梗塞－」
東京都養育院附属病院　神経科
山之内 博、東儀 英夫
東京都老人総合研究所　臨床生理
松田 保
京都大学医学部　老年科
亀山 正邦

第 14 回（1977 年）
免疫系のすべて

1 等賞

「免疫細胞間相互作用の分子論的遺伝子論的解析
　　　　　　  －第 2 のネットワーク説に向かって－」
千葉大学医学部　環境疫学研究施設免疫研究部
多田 富雄、谷口 克、奥村 康、竹森 利忠

2 等賞
「膠原病における酸性核淡白（NAPA）抗体に関する研究」
慶應義塾大学医学部　内科学教室
本間 光夫、東條 毅、髙野 愼

第 15 回（1978 年）
血栓症

－基礎と臨床－

1 等賞
「血栓症発現促進因子としての血小板および線溶系の変化に関する研究」
自治医科大学医学部　血液医学研究部門
青木 延雄、松田 道生、吉田 信彦

2 等賞

「血栓形成における血小板の役割り」
東京都臨床医学総合研究所
山崎 博男、本宮 武司
東京都職員共済青山病院　内科
佐野 忠弘
都立駒込病院　婦人科
宮川 昇
都立駒込病院　内科
小野沢 康輔
東京医科歯科大学　第三内科学教室
間下 信昭
東京医科歯科大学　病理学教室
松原 修
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第 15 回（1978 年）
血栓症

－基礎と臨床－
15 周年記念賞

「血栓症に関する病理学的研究」
佐賀医科大学　病理学教室
黒住 武史
九州大学医学部　病理学教室
永渕 幸寿、岡留 健一郎、岡村 孝

第 16 回（1979 年）
肝臓

－基礎と臨床－

1 等賞

「B 型肝炎ウイルス感染の基礎と臨床」
自治医科大学予防生態部門 Au 研究グループ
真弓 忠
東京都臨床医学総合研究所
吉澤 浩司
東京大学医学部　第三内科学教室
宮川 侑三

2 等賞

「肝リンパ管系の形態、分布・微細構造と機能」
　　　　　　　　　－特に肝血管系、胆管系との関係について－
大阪医科大学　第一解剖学教室
鈎 スミ子、藤川 和生、西 厚生

第 17 回（1980 年）
電解質代謝

1 等賞

「糸球体腎炎患者における Na 排泄動態に関する臨床的研究
－ mesangium 増殖と体位変換時の exaggerated antinatriuresis －」
滋賀医科大学　第三内科学教室
折田 義正、藤原 芳廣、吉川 隆一、繁田 幸男
大阪大学医学部　第一内科学教室
髙光 義博、佐々木 榮喜

2 等賞
「アルドステロン amplifier に関する研究」
東京大学医学部　第三内科学教室
関原 久彦

第 18 回（1981 年）
炎症

－基礎と臨床－

1 等賞

「Medullasin と炎症」
自治医科大学　生化学第二講座
青木 洋祐
群馬大学医学部　病理学第二講座
町並 陸生

2 等賞
「Mediators 分析からみた急性炎症の動態と抗炎症薬投与の意義」
北里大学医学部　薬理学教室
鹿取 信

第 19 回（1981 年）
神経内分泌

1 等賞
「オピオイドペプチド前駆体とその遺伝子」
京都大学医学部　医化学教室
沼 正作

2 等賞
「Vasopressin と Neurophysin の生合成の機構について」
東京大学医学部　第三内科学教室
山路 徹、石橋 みゆき
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第 20 回（1983 年）
ライフサイエンス

の基礎理論
受賞該当論文なし

第 21 回（1984 年）
分子生物学の医

学への応用

1 等賞
「ヒト抗体 H 鎖遺伝子の分子生物学的研究」
大阪大学医学部　遺伝学教室
本庶 佑

2 等賞

「哺乳動物再構成細胞による遺伝子発現の新たな制御機構、
　　　細胞質制御の分子生物学的アプローチとその医学的意義」
国立がんセンター研究所　放射線生物研究室
関口 豊三
食品薬品安全センター秦野研究所
井坂 英彦
京都大学理学部　生物物理学教室
山岸 秀夫

特別賞

－武見太郎先生を記念して－
「高プロインスリン血症」
東京大学医学部　第三内科学教室
金澤 康徳、柴崎 芳一

第 22 回（1985 年）
心筋

－代謝と病態－

1 等賞

「心筋の肥大と分化に関する研究　－負荷に対する適応現象
　　　　　　　としてのミオシンアイソザイムの変化を中心に－」
東京大学医学部　第三内科学教室
矢崎 義雄、土持 英嗣、小室 一成

2 等賞
「虚血心筋の収縮不全と代謝変化との関連」
九州大学医学部　心臓血管研究施設　循環器内科
金出 英夫、平 祐二、目野 宏

第 23 回（1986 年）
自己免疫疾患
－基礎と臨床－

1 等賞
「B リンパ球分化因子（BSF-2）と自己免疫疾患」
大阪大学細胞工学センター免疫細胞研究部門
岸本 忠三、平野 俊夫

佳作賞

「膠原病患者の自己抗体が認識する低分子リボ核蛋白
　 （Sm-snRNP）の構造と抗原エピトープに関する研究」
慶應義塾大学医学部　内科学教室
秋月 正史、三森 経世
国立療養所村山病院　内科、臨床研究部
山縣 元
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第 23 回（1986 年）
自己免疫疾患
－基礎と臨床－

佳作賞

「自己免疫性溶血性貧血の病因に関する新しい考え方
　－患者赤血球膜抗原物資と自己抗体の分子生物学的研究－」
自治医科大学　血液学教室
三浦 恭定、梶井 英治
自治医科大学　人間生物学教室
池本 卯典
鳥取県立中央病院　内科
植木 壽一

第 24 回（1987 年）
脳

－代謝と病態－

1 等賞
「チロシンモノオキシゲナーゼとパーキンソン病の分子機構」
名古屋大学医学部　生化学第一講座
永津 俊治

2 等賞

「脳神経系におけるプロスタグランジンの
　　　代謝とその作用及び病態診断の基礎的研究」
大阪バイオサイエンス研究所　神経科学部門
渡辺 恭良

第 25 回（1988 年）
高血圧症

－基礎と臨床－

1 等賞

「体液量血圧調節に関与するホルモンおよび神経ペプチドとしての心
房性ナトリウム利尿ペプチド（ANP）－基礎研究より臨床応用へ－」
京都大学医学部　第二内科
中尾 一和、井村 裕夫

2 等賞

「交感神経活動調節機構に対する心房性ナトリウム
　　　　　利尿ペプチドの生理作用とその発現機序に関する研究」
九州大学医学部　心臓血管研究施設内科部門
竹下 彰、今泉 勉、廣岡 良隆、鈴木 哲

第 26 回（1989 年）
睡眠

－生理と病態－

1 等賞

「プロスタグランジン D2 および E2 による
                                            睡眠・覚醒の生理的調節について」
大阪バイオサイエンス研究所　兼　大阪医科大学神経精神医学教室
松村 人志
大阪バイオサイエンス研究所
尾上 浩隆

2 等賞

「痴呆老年者における睡眠・覚醒リズム障害についての
　　時間生物学的研究－睡眠障害および異常行動の治療の試み－」
秋田大学医学部精神科学教室
大川 匡子、三島 和夫、菱川 泰夫
協和病院（秋田県）
穂積 慧、堀 浩
国立精神・神経センター　神経研究所
高橋 清久
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第 27 回（1990 年）
血球幹細胞

－生理と病態－

1 等賞

「顆粒球コロニー刺激因子（G-CSF）に関する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　基礎研究とその臨床応用」
大阪バイオサイエンス研究所
長田 重一
東京大学　医科学研究所
浅野 茂隆

2 等賞

「血液幹細胞の純化とその機能の解析」
自治医科大学　血液学
須田 年生、三浦 恭定
自治医科大学　医動物学
山口 祐司

第 28 回（1991 年）
痛み

－基礎と臨床－

1 等賞
「タキキニン・ペプチドの生合成と受容機構」
京都大学医学部　免疫研究施設第二部門
中西 重忠

2 等賞
「痛覚伝達機能の分子基盤」
大阪大学医学部　解剖学第二講座
遠山 正彌

第 29 回（1992 年）
スポーツ医学
－基礎と臨床－

1 等賞

「本邦成人におけるスポーツ中の突然死の実態と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発生機序に関する研究」
聖マリアンナ医科大学　第二内科学
村山 正博
国立健康・栄養研究所
太田 壽城
新潟大学医学部　公衆衛生学
豊嶋 英明
東京大学医学部　健康科学・看護学
川久保 清
東京都監察医務院
徳留 省悟
東京女子医科大学　成人医学センター
小堀 悦孝
聖マリアンナ医科大学　第二内科学
武者 春樹、田辺 一彦、長田 尚彦、小笹 明

2 等賞
「廃用性筋萎縮における酸化的ストレスについて」
京都大学医学部　衛生学
近藤 久雄、糸川 嘉則
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第 30 回（1993 年）
環境医学

－基礎と臨床－

1 等賞

「高血圧、主要循環器疾患の栄養因子：
               食事による予防のための国際比較研究」
循環器疾患の一次予防に関する WHO 国際共同研究センター
京都大学大学院人間・環境学研究科
家森 幸男
京都大学医学部附属病院　病理部
水島 春朔
京都大学大学院　人間・環境学研究科
澤村 誠
島根医科大学　第二病理学
奈良 安雄

2 等賞
「ライフスタイル環境と健康度との関連性に係わる予防医学的研究」
大阪大学医学部　環境医学教室
森本 兼曩

30 周年記念賞
「カドミウムによる腎機能異常：発症機序、治療、予防」
自治医科大学　衛生学教室
野見山 一生、野見山 紘子

第 31 回（1994 年）
老年期痴呆

－基礎と臨床－

1 等賞

「Paired Helical Filaments（PHF）内 tau の
 　　　　　　　　　翻訳後修飾：その同定と意義」
東京大学医学部附属脳研究施設　脳病理学部門
井原 康夫

2 等賞
「アルツハイマー病の細胞病理に関する分子生物学的研究」
大阪大学蛋白質研究所　蛋白質機能制御部門
吉川 和明

第 32 回（1995 年）
遺伝子診断と
遺伝子治療

1 等賞

「X 連鎖重症複合免疫不全症（XSCID）の
                 病因遺伝子単離と分子診断法の確立」
東北大学医学部　細菌学教室
菅村 和夫、竹下 敏一

2 等賞

「白血病の遺伝子診断と遺伝子治療」
東京大学医学部　第三内科
平井 久丸、小川 誠司、平野 直人、
田中 智之、三谷 絹子

第 33 回（1996 年）
糖尿病

－基礎と臨床－

1 等賞
「インスリンの作用機構ならびにその異常の解明」
神戸大学医学部　内科学第二講座
春日 雅人

2 等賞
「新しいインスリン分泌機構とその病態」
東北大学医学部　医化学第一講座
岡本 宏、髙澤 伸、那谷 耕司、加藤 一郎、東郷 暁
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第 34 回（1997 年）
骨代謝

－基礎と臨床－

1 等賞
「骨形成因子の作用機構と臨床応用」
財団法人癌研究会　癌研究所生化学部
宮園 浩平

2 等賞
「転写因子 Cbfa1/Pebp2 α A による骨芽細胞分化と骨形成」
大阪大学医学部　第三内科
小守 壽文

第 35 回（1998 年）
動脈硬化

－基礎と臨床－

1 等賞
「粥状動脈硬化発生、進展の分子機構」
京都大学大学院医学研究科　臨床生体統御医学講座（成人・老年病病態学）
北 徹、横出 正之、石井 賢二、久米 典昭

2 等賞

「血管壁細胞の形質変換と動脈硬化の分子機構」
群馬大学医学部　内科学第二
永井 良三、倉林 正彦
鳥取大学医学部　内科学第一
眞鍋 一郎
University of Texas Health Science Center
黒尾 誠
大阪大学　細胞生体工学センター
鍋島 陽一

35 周年記念賞

「マクロファージのスカベンジャー受容体と動脈硬化」
東京大学　先端科学技術研究センター　分子生物医学部門
児玉 龍彦、和田 洋一郎、浜窪 隆雄
国立健康栄養研究所
松本 明世
大阪大学大学院薬学研究科
土井 健史
熊本大学医学部　病理学第二講座
竹屋 元裕

第 36 回（1999 年）
癌転移・浸潤
－機構と抑制－

1 等賞

「ヒトがんの浸潤・転移における E- カドヘリン細胞接着系の不活化」
国立がんセンター研究所
広橋 説雄
国立がんセンター研究所病理部
金井 弥栄
国立がんセンター研究所支所臨床腫瘍病理部
落合 淳志

2 等賞

「宿主細胞層を越えてのがん細胞の浸潤
（transcellular migration）分子機構の解明とその薬物制御」
大阪府立成人病センター研究所
明渡 均、伊藤 和幸
京都大学大学院医学研究科
成宮 周
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第 37 回（2000 年）
感染症の
分子基盤

－感染と発病の
分子機構・臨床へ

の応用－

1 等賞

「感染防御における病原体認識機構に関わる
　　Toll-like Receptorと会合するMDタンパクについての研究」
佐賀医科大学　免疫血清学
三宅 健介、木本 雅夫

2 等賞

「肝炎ウイルス感染症の分子基盤
　　　　　　　　　－病態発生、特に肝発癌の分子機構の解明－」
東京大学大学院医学系研究科内科学専攻　生体防御感染症学
小池 和彦

第 38 回（2001 年）
脂肪組織と肥満

1 等賞
「内臓脂肪症候群の分子機構」
大阪大学大学院医学系研究科　分子制御内科学講座
松澤 佑次、船橋 徹、木原 進士、下村 伊一郎

2 等賞

「脂肪細胞と生活習慣病の分子メカニズム」
東京大学大学院医学系研究科　糖尿病・代謝内科
門脇 孝、山内 敏正、戸邉 一之、
窪田 直人、原 一雄、寺内 康夫

第 39 回（2002 年）
神経変性疾患の

分子機構

1 等賞

「パーキンソン病の原因を追って：孤発型パーキンソン病、
　　　　　　　　　  家族性パーキンソン病発症の分子機構」
順天堂大学医学部　脳神経内科
服部 信孝、水野 美邦

佳作賞

「Machado-Joseph 病の分子解析から挑む
　　　　　　神経変性疾患に共通する発症メカニズムの解明」
京都大学大学院生命科学研究科　高次生体統御学講座
垣塚 彰

「ポリグルタミン病における神経変性の
　　　　　　　　　　　分子病態機序と治療法開発への展望」
東京大学大学院医学系研究科　脳神経医学専攻　神経内科学
新潟大学脳研究所　臨床神経科学部門　神経内科学分野（併任）
辻 省次
新潟大学脳研究所　生命科学リソース研究センター
動物資源開発支援研究部門　動物資源開発支援研究分野
佐藤 俊哉
新潟大学脳研究所　臨床神経科学部門　神経内科学分野
下畑 光輝、下畑 享良、五十嵐 修一、成瀬 聡
新潟大学脳研究所　生命科学リソース研究センター
脳疾患リソース解析部門　分子神経疾患資源解析学分野
小野寺 理
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第 40 回（2003 年）
アレルギー疾患

－成因と対策－

1 等賞

「生活習慣関連病モデルとしてのアレルギー疾患の予防戦略の
構築：原因遺伝子解析からフィールドにおける予防実施疫学研究へ」
京都大学大学院医学研究科　社会健康医学系専攻健康要因学講座
健康増進・行動学分野
白川 太郎

2 等賞

「アレルギー疾患における病態形成機序の解析
　　　　　　　－慢性炎症を形成する細胞動態の制御に向けて－」
東京大学大学院医学系研究科　生体防御機能学
平井 浩一
東京大学大学院医学系研究科　内科学専攻アレルギーリウマチ学
山口 正雄、山本 一彦

第 41 回（2004 年）
幹細胞

－その基礎と臨床－

1 等賞

「造血幹細胞の分化と自己複製の機構」
東京大学医科学研究所　ヒト疾患モデル研究センター
幹細胞治療動物モデル
依馬 秀夫、岩間 厚志、中内 啓光

2 等賞
「ニッチにおける静止期造血幹細胞の制御」
慶應義塾大学医学部　発生・分化生物学
須田 年生、新井 文用、平尾 敦

第 42 回（2005 年）
慢性閉塞性

肺疾患
（COPD）
－基礎と臨床－

1 等賞

「COPD の病態解析と治療法開発・治療評価への挑戦
－ CT 画像解析・チオレドキシン創薬・
　　　　　　　　アウトカムスタディを通じて－」
京都大学大学院医学研究科　呼吸器内科学
三嶋 理晃、新実 彰男、平井 豊博、室 繁郎、小賀 徹
滋賀医科大学　呼吸循環器内科
中野 恭幸
京都桂病院　呼吸器内科
西村 浩一
京都大学医学部附属病院　探索医療センター
探索医療開発部流動プロジェクト部門　チオレドキシンプロジェクト
星野 勇馬
京都大学ウイルス研究所　感染免疫学
中村 肇、淀井 淳司

2 等賞

「COPD: 病態形成機序の解明と治療法の開発」
東京女子医科大学　第一内科学講座
永井 厚志、青柴 和徹、近藤 光子、玉置 淳

「慢性閉塞性肺疾患（COPD）の克服を目指して
　　　　　　－病因・病態に関する基礎的・臨床的統合研究－」
北海道大学大学院医学研究科　呼吸器内科学分野
西村 正治、檜澤 伸之
北海道大学病院　第一内科
別役 智子、牧田 比呂仁、南須原 康行

15



第 43 回（2006 年）
感覚器の医学
－基礎と臨床－

1 等賞

「再生医学による重症角膜疾患の新規治療法開発への戦略的研究」
京都府立医科大学　視覚機能再生外科学
木下 茂、外園 千恵、稲富 勉、川㟢 諭
上田 真由美、横井 則彦
同志社大学研究開発推進機構　再生医療研究センター
中村 隆宏、小泉 範子
京都府立医科大学　視覚機能再生外科学
理化学研究所　発生・再生科学総合研究センター
上野 盛夫
理化学研究所　発生・再生科学総合研究センター
笹井 芳樹

2 等賞

「脊椎動物の網膜発生の分子制御機構」
財団法人大阪バイオサイエンス研究所　発生生物学部門
古川 貴久

「内耳障害への再生医学的アプローチ」
京都大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
伊藤 壽一、中川 隆之
京都大学大学院医学研究科　分子生物学教室
山本 典生

第 44 回（2007 年）
画像技術の最近

の進歩
－基礎と臨床－

1 等賞

「分子イメージング研究による創薬・疾患診断の革新」
理化学研究所・分子イメージング研究プログラム
大阪市立大学大学院医学研究科・システム神経科学
渡辺 恭良
理化学研究所・分子イメージング研究プログラム
岐阜大学大学院医学研究科・再生医科学専攻
鈴木 正昭
理化学研究所・分子イメージング研究プログラム
尾上 浩隆、土居 久志、和田 康弘
大阪市立大学大学院医学研究科・システム神経科学
理化学研究所・分子イメージング研究プログラム
片岡 洋祐
理化学研究所・和光研究所・メタロミクス研究ユニット
理化学研究所・分子イメージング研究プログラム
榎本 秀一

2 等賞

「中枢神経系 MRI における拡散テンソル解析の基礎と臨床応用：
　　解析ソフトウエアの開発から臨床応用までの
　　　　　　　　　　　　　　　トランスレーショナルリサーチ」
東京大学大学院医学系研究科　生体物理医学専攻　放射線医学講座
青木 茂樹、増谷 佳孝、阿部 修、大友 邦
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第 45 回（2008 年）
血栓症

－最近の進歩－

1 等賞

「血管内皮細胞の抗血栓分子トロンボモデュリン（TM）による循
環維持機構の解明と遺伝子組換え TM による血栓制御の臨床展開」
鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　血管代謝病態解析学
丸山 征郎
三重大学大学院　医学系研究科　病態解明医学講座　分子病態学
鈴木 宏治

2 等賞

「動脈血栓症の制圧：VWF-GPIb 軸依存性血小板血栓形成を
　　　　　　　　　調節する ADAMTS13 の基礎・臨床病態解析」
奈良県立医科大学　輸血部
藤村 吉博、松本 雅則
奈良県立医科大学　第三内科
植村 正人
奈良県立医科大学　小児科
杉本 充彦
国立循環器病センター研究所　脈管生理部
小亀 浩市
国立循環器病センター研究所　病因部
宮田 敏行

第 46 回（2009 年）
精神疾患
－うつ病、

統合失調症など－

1 等賞

「精神疾患の病態解明と
　　客観的治療評価に向けた PET イメージング研究」
放射線医学総合研究所　分子イメージング研究センター
分子神経イメージンググループ
須原 哲也
日本医科大学精神医学教室
大久保 善朗
放射線医学総合研究所　分子イメージング研究センター
分子神経イメージンググループ
安野 史彦、高野 晶寛、髙橋 英彦
放射線医学総合研究所　分子イメージング研究センター
分子神経イメージンググループ
日本医科大学精神医学教室
荒川 亮介、一宮 哲哉
放射線医学総合研究所　分子イメージング研究センター
分子神経イメージンググループ
伊藤　浩
慶応義塾大学精神神経科
加藤 元一郎
放射線医学総合研究所　分子イメージング研究センター
分子神経イメージンググループ
樋口 真人

2 等賞
「自閉症ヒト型モデルマウスの開発」
広島大学大学院医歯薬学総合研究科　統合バイオ研究室
内匠 透
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第 47 回（2010 年）
心不全

1 等賞

「心不全の病態生理の解明と新しい治療法の開発」
大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学
小室 一成
大阪大学大学院医学系研究科心血管再生医学
塩島 一朗、内藤 篤彦
大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学
赤澤 宏、岡 亨
千葉大学大学院医学研究院循環病態医科学
永井 敏雄、高野 博之、南野 徹

2 等賞
「心不全の病態解明と新規治療法の開発」
慶応義塾大学医学部循環器内科
福田 恵一

第 48 回（2011 年）
アルツハイマー

病

1 等賞

「アミロイド蓄積開始機構の解明と治療薬開発への展開」
国立長寿医療研究センター 認知症先進医療開発センター
柳澤 勝彦
京都大学大学院 薬学研究科 薬品機能解析学分野
松㟢 勝巳
自然科学研究機構 岡崎統合バイオサイエンスセンター
生命環境研究領域 生命分子研究部門
加藤 晃一

2 等賞

「アルツハイマー病：
　　　　　　βアミロイドをめぐる分子病態と先制医療への展望」
東京大学大学院医学系研究科　神経病理学分野
岩坪 威
東京大学大学院薬学系研究科　臨床薬学教室
富田 泰輔

第 49 回（2012 年）
自己免疫疾患
－最近の進歩－

1 等賞
「自己免疫疾患、天疱瘡の病態解明と臨床応用」
慶應義塾大学医学部皮膚科
天谷 雅行

2 等賞

「自己免疫疾患の遺伝子解析：ゲノム情報から機能解析へ」
東京大学大学院医学系研究科　内科学専攻アレルギーリウマチ学
理化学研究所　ゲノム医科学研究センター自己免疫疾患研究チーム
山本 一彦
理化学研究所　ゲノム医科学研究センター自己免疫疾患研究チーム
高地 雄太、鈴木 亜香里
ハーバード大学医学部ブリガムアンドウィメンズ病院
リウマチ免疫アレルギー部門
岡田 随象
京都大学大学院医学研究科附属ゲノム医学センター　統計遺伝学分野
山田 亮
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第 50 回（2013 年）
インクレチンと
インシュリン

分泌

1 等賞

「インクレチン：生理学、病態生理学、そして臨床医学への展開」
関西電力病院
清野 裕
秋田大学大学院医学系研究科　内分泌 ･ 代謝 ･ 老年内科学
山田 祐一郎
京都大学大学院医学研究科　糖尿病・内分泌・栄養内科学
稲垣 暢也
神戸大学大学院医学研究科　分子代謝医学
清野 進

2 等賞

「ブドウ糖によるインシュリン分泌とインクレチン
　　　　　　　　　　　：生理的意義の理解に向けて」
信州大学医学部内科学講座　糖尿病・内分泌代謝内科
駒津 光久、佐藤 吉彦
相澤病院　糖尿病センター
信州大学名誉教授
相澤 徹

第 51 回（2014 年）
幹細胞と
再生医療

1 等賞

「幹細胞を用いた脊髄損傷の再生医療」
慶應義塾大学医学部　整形外科
中村 雅也
慶應義塾大学医学部　生理学
岡野 栄之

2 等賞

「iPS 由来器官原基移植による機能的なヒト肝臓の創出」
横浜市立大学大学院　医学研究科 臓器再生医学
谷口 英樹 
横浜市立大学大学院　医学研究科 臓器再生医学
横浜市立大学 先端医科学研究センター　研究開発部門
科学技術振興機構　さきがけ
武部 貴則

第 52 回（2015 年）
がんの分子
標的療法

1 等賞

「EML4-ALK がん遺伝子の発見と分子標的療法の実現」
東京大学大学院医学系研究科細胞情報学分野
間野 博行
東京大学大学院医学系研究科細胞情報学分野
曽田 学
東京大学大学院医学系研究科ゲノム医学講座
崔 永林
がん研究会がん研究所分子標的病理プロジェクト
竹内 賢吾
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第 53 回（2016 年）
常在細菌と生体

防御
－ Microbiome in 

Health
and Disease －

1 等賞

「腸内細菌叢と宿主免疫相互作用インターフェースの理解と臨床応用」
慶應義塾大学医学部 微生物学・免疫学教室
国立研究開発法人理化学研究所　統合生命医科学研究センター
消化管恒常性研究チーム
本田 賢也
大阪大学大学院医学系研究科・免疫制御学教室
大阪大学免疫学フロンティア研究センター
竹田 潔

2 等賞

「宿主－腸内細菌叢相互作用」
国立研究開発法人理化学研究所 統合生命医科学研究センター
粘膜システム研究グループ
大野 博司
慶應義塾大学薬学部 生化学講座
長谷 耕二

第 54 回（2017 年）
睡眠の機構と

その障害

1 等賞

「フォワード・ジェネティクスによる、睡眠制御とその障害の解明」
筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構
テキサス大学サウスウェスタン医学センター
柳沢 正史
筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構
東邦大学医学部解剖学講座
船戸 弘正

2 等賞

「個人の睡眠・覚醒リズム特性と求められている社会時刻と
　　　その不調和による心身の異常とその病態生理に関する研究」
国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所・精神生理研究部
三島 和夫、肥田 昌子、北村 真吾

第 55 回（2018 年）
医学・医療
における　　　　　　　　　 

エピジェネティ
クスの研究

1 等賞
「エピジェネティックフィールド：その発見から、形成機構解明、臨床応用まで」
国立がん研究センター研究所　エピゲノム解析分野
牛島 俊和

2 等賞
「エピジェネティクスによる器官構築と維持の制御」
国立研究開発法人理化学研究所　生命医科学研究センター
免疫器官形成研究チーム
古関 明彦

第 56 回（2019 年）
造血器腫瘍

－診断と治療の
進歩－

1 等賞
「骨髄異形成症候群(MDS)の分子遺伝学的基盤の解明と分子診断への応用」
京都大学大学院医学研究科 腫瘍生物講座
小川 誠司

2 等賞

「骨髄増殖性腫瘍の診断と治療の進歩」
順天堂大学大学院医学研究科 血液内科学
小松 則夫
順天堂大学 医学部 輸血学
荒木 真理人、森下 総司
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第 57 回（2020 年）
慢性腎臓病
（CKD）

－病態生理と対策－

1 等賞

「腎臓病進行の最終共通経路としての低酸素状態の
　　　　 病態生理的意義の解明と新規治療法の開発」
東京大学大学院医学系研究科　腎臓内科学／内分泌病態学
南学 正臣

2 等賞

「慢性腎臓病の進展を担う細胞群の同定と
　　　　　　　　　　　　　　その制御機構の解明」
京都大学大学院医学研究科腎臓内科学　高等研究院ヒト生物学高等研究拠点
柳田 素子

第 58 回（2021 年）
ウイルス感染症

1 等賞

「ウイルス感染症の制御機構」
大阪大学免疫学フロンティア研究センター
大阪大学微生物病研究所 免疫化学分野
荒瀬 尚

2 等賞
「ヒト T 細胞白血病ウイルス 1 型の生き残り戦略と病原性」
熊本大学大学院生命科学研究部　血液・膠原病・感染症内科学講座
松岡 雅雄

第 59 回（2022 年）
アルツハイマー病
－診断・治療・予防－

1 等賞

「アルツハイマー病および類縁疾患の病態解明研究
　　　　　　　　　　　　　　ならびに診断・治療・予防法の開発」
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構　量子生命・医学部門
量子医科学研究所　脳機能イメージング研究部
樋口 真人

2 等賞

「アルツハイマー病：疾患メカニズムに即した診断・評価と
　　　　　　　　　　疾患修飾による治療・予防の実現を目指して」
東京大学大学院医学系研究科　神経病理学分野
附属病院 早期・探索開発推進室
国立精神・神経医療研究センター　神経研究所
岩坪 威
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ベルツ賞常任委員

22

1964 年〜
1973 年

東京大学名誉教授 冲中 重雄 

日本医師会長 武見 太郎

大阪大学名誉教授 堂野前 維摩郷

京都大学名誉教授 平澤　 興

日本 C.H. ベーリンガーゾーン（株）
代表取締役会長

クルト・
ビュットナー

1981 年〜
1982 年

九州大学名誉教授 勝木 司馬之助

日本医師会長 武見 太郎

自治医科大学学長 中尾 喜久

京都大学名誉教授 平澤　 興

日本 C.H. ベーリンガーゾーン（株）
代表取締役会長

ワルター・
ハッケンベルク

1983 年

前日本医師会長 武見 太郎

自治医科大学学長 中尾 喜久

京都大学名誉教授 平澤　 興

大阪大学総長 山村 雄一

日本ベーリンガーインゲルハイム（株）
代表取締役会長

ワルター・
ハッケンベルク

1984 年〜
1989 年

自治医科大学学長 中尾 喜久

東京慈恵会医科大学理事長 名取 禮二

大阪医科大学学長（1984 年～ 1988 年）
京都大学名誉教授（1989 年）
大阪バイオサイエンス研究所所長（1989 年）

早石　 修

大阪大学総長 山村 雄一

日本ベーリンガーインゲルハイム ( 株 )
代表取締役社長（1984 年）
ベーリンガーインゲルハイムインター
ナショナル代表部主席代表

（1985 年～ 1987 年）
ベーリンガーインゲルハイムコーポレー
ション ジャパン ( 株 ) 代表取締役副会長

（1988 年～）

ワルター・
ハッケンベルク

1974 年〜
1980 年

東京大学名誉教授 冲中 重雄 

九州大学名誉教授 勝木 司馬之助

日本医師会長 武見 太郎

京都大学名誉教授 平澤　 興

日本 C.H. ベーリンガーゾーン（株）
代表取締役会長

ワルター・
ハッケンベルク

1990 年〜
1992 年

岡山大学名誉教授 高原 滋夫

自治医科大学学長 中尾 喜久

東京慈恵会医科大学理事長 名取 禮二

京都大学名誉教授
大阪バイオサイエンス研究所所長 早石　 修

ベーリンガーインゲルハイム
コーポレーション イーストアジア（株）
代表取締役副会長（1990 年）
ベーリンガーインゲルハイム社
東アジア総轄代表（1991 年～）

ワルター・
ハッケンベルク

1993 年
1 月〜7 月

岡山大学名誉教授 高原 滋夫

自治医科大学学長 中尾 喜久

学校法人慈恵大学終身顧問 名取 禮二

京都大学名誉教授
大阪バイオサイエンス研究所所長 早石　 修

ベーリンガーインゲルハイム社
取締役研究開発担当

フランツ・
ヴァルデック

1993 年
8 月〜

1994 年

岡山大学名誉教授 高原 滋夫

自治医科大学学長 中尾 喜久

学校法人慈恵大学終身顧問 名取 禮二

京都大学名誉教授
大阪バイオサイエンス研究所所長 早石　 修

ベーリンガーインゲルハイム社
取締役副会長
医薬事業担当

ロルフ・
クレープス

1995 年

大阪府立成人病センター総長 豊島 久真男

自治医科大学学長 中尾 喜久

学校法人慈恵大学終身顧問 名取 禮二

京都大学名誉教授
大阪バイオサイエンス研究所所長 早石　 修

ベーリンガーインゲルハイム社
取締役副会長
医薬事業担当

ロルフ・
クレープス

1996 年

自治医科大学学長 髙久 史麿

大阪府立成人病センター総長 豊島 久真男

学校法人慈恵大学終身顧問 名取 禮二

京都大学名誉教授
大阪バイオサイエンス研究所所長 早石　 修

ベーリンガーインゲルハイム社
取締役副会長
医薬事業担当

ロルフ・
クレープス



2011 年〜
2014 年

京都大学名誉教授
先端医療振興財団理事長 井村 裕夫

東京大学名誉教授
日本医学会会長 髙久 史麿

東京大学・大阪大学名誉教授
理化学研究所研究顧問 豊島 久真男

京都大学名誉教授
大阪バイオサイエンス研究所名誉所長 早石　 修

ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社
代表取締役社長 鳥居 正男

2015 年

京都大学名誉教授
先端医療振興財団理事長 井村 裕夫

大阪大学名誉教授
大阪大学免疫学フロンティア研究センター特任教授 岸本 忠三

東京大学名誉教授
日本医学会会長 髙久 史麿

京都大学名誉教授
大阪バイオサイエンス研究所名誉所長 早石　 修

ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社
代表取締役社長 鳥居 正男

1997 年〜
1998 年

自治医科大学学長 髙久 史麿

大阪府立成人病センター総長 豊島 久真男

学校法人慈恵大学終身顧問 名取 禮二

京都大学名誉教授
大阪バイオサイエンス研究所所長 早石　 修

ベーリンガーインゲルハイム社
研究開発本部長

クリストフ・
ホーバッハ

2016 年
1 月〜
6 月

京都大学名誉教授
先端医療振興財団理事長

井村 裕夫

大阪大学名誉教授
大阪大学免疫学フロンティア研究センター特任教授

岸本 忠三

東京大学名誉教授
日本医学会会長

髙久 史麿

ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社
代表取締役社長 鳥居 正男

2016 年
7 月〜
12 月

京都大学名誉教授
先端医療振興財団理事長 井村 裕夫

大阪大学名誉教授
大阪大学免疫学フロンティア研究センター特任教授 岸本 忠三

東京大学名誉教授
日本医学会会長 髙久 史麿

ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社
代表取締役社長

トーステン・
ポール

2020 年
9 月〜

京都大学名誉教授
日本学士院院長 井村 裕夫

大阪大学名誉教授
大阪大学免疫学フロンティア研究センター特任教授 岸本 忠三

東京大学名誉教授
（公社）地域医療振興協会会長 髙久 史麿

京都大学名誉教授
（公財）サントリー生命科学財団 生物有
機科学研究所 所長

中西 重忠

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
代表取締役会長兼社長 青野 吉晃

2021 年
8 月〜

京都大学名誉教授
日本学士院院長（～2022年10月） 井村 裕夫

大阪大学名誉教授
大阪大学免疫学フロンティア研究センター特任教授 岸本 忠三

東京大学名誉教授
（公社）地域医療振興協会会長 髙久 史麿

京都大学名誉教授
（公財）サントリー生命科学財団 生物有
機科学研究所 所長（～2022年6月）

中西 重忠

2022 年

京都大学名誉教授
（公財）神戸医療産業都市推進機構 名誉理事長 井村 裕夫

大阪大学名誉教授
大阪大学免疫学フロンティア研究センター特任教授 岸本 忠三

京都大学名誉教授 中西 重忠

理化学研究所 理事
東京大学大学院医学系研究科応用病理学
卓越教授

宮園 浩平

2017 年〜
2020 年

8 月

京都大学名誉教授
先端医療振興財団名誉理事長（～2018年）

（公財）神戸医療産業都市推進機構
名誉理事長（2018 年～）
日本学士院院長（2019 年～）

井村 裕夫

大阪大学名誉教授
大阪大学免疫学フロンティア研究センター特任教授 岸本 忠三

東京大学名誉教授
日本医学会会長（～2018年）

（公社）地域医療振興協会会長（2018年～）
髙久 史麿

京都大学名誉教授
（公財）サントリー生命科学財団
生物有機科学研究所 所長

中西 重忠

ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社
代表取締役社長（～2019 年）
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
代表取締役会長兼社長（2019 年～）

トーステン・
ポール

1999 年〜
2004 年

3 月

京都大学名誉教授
先端医療振興財団理事長 井村 裕夫

自治医科大学学長 髙久 史麿

理化学研究所遺伝子多型研究センター長
住友病院特別顧問 豊島 久真男

京都大学名誉教授
大阪バイオサイエンス研究所名誉所長

早石　 修

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
代表取締役会長

クリストフ・
ホーバッハ

2004 年
4 月〜

2010 年

京都大学名誉教授
先端医療振興財団理事長 井村 裕夫

自治医科大学学長
日本医学会会長 髙久 史麿

理化学研究所研究顧問
住友病院特別顧問 豊島 久真男

京都大学名誉教授
大阪バイオサイエンス研究所理事長 早石　 修

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
代表取締役会長  兼 社長

トーマス・
ハイル
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論文テーマと専門委員

上田 英雄・前川 孫二郎

早石 修・山村 雄一・吉利 和

久留 勝・宮地 徹

荒木 千里・塚田 裕三・中村 隆

岡林 篤・木下 康民・辻 昇三

笹本 浩・長石 忠三・和田 直

伊藤 真次・岡本 耕造・西川 光夫

尾曽越 文亮・河北 靖夫・日比野 進・吉川 春寿

小林 忠義・塩川 優一・野田 春彦・本間 光夫

岡 小天・鎮目 和夫・中村 元臣・村地 悌二

宇尾野 公義・塚田 裕三

小川 和朗・高橋 忠雄・和田 武雄

荒木 淑郎・鈴木 二郎・田崎 義昭

西岡 久壽彌・野本 亀久雄・山村 雄一

岡本 彰祐・田中 健蔵

飯島 宗一・伊東 俊夫・高橋 善彌太・西岡 久壽彌・長谷川 博

阿部 裕・加藤 暎一・長谷川 博

石村 巽・大澤 利昭・塩川 優一

鎮目 和夫・融 道男・永津 俊治・松尾 寿之

武見 太郎・中尾 喜久・平澤 興・山村 雄一

加藤 隆一・垂井 清一郎・豊島 久真男・村松 正實

伊藤 良雄・江橋 節郎・香川 靖雄・多田 道彦

髙久 史麿・谷口 克・花岡 正男・本間 光夫

伊藤 正男・大村 裕・塚田 裕三・豊倉 康夫

尾前 照雄・国府 達郎・猿田 享男・家森 幸男

井上 昌次郎・大熊 輝雄・塚田 裕三・本多 裕

新井 賢一・岸本 忠三・髙久 史麿・三輪 史朗

大塚 正徳・小坂 二度見・高木 博司・豊倉 康夫・山村 秀夫

遠藤 實・河合 忠一・黒田 善雄・小林 修平・津山 直一

糸川 嘉則・小泉 明・桜井 治彦・山本 俊一

金澤 一郎・榊 佳之・立石 潤・永津 俊治・長谷川 和夫

髙久 史麿・多田 啓也・本庶 佑・村松 正實

冠状循環

代謝調節と酵素

消化器癌

脳循環

腎臓 ─基礎と臨床─

呼吸 ─基礎と臨床─ 

内分泌 ─基礎と臨床─ 

血液

結合組織 ─基礎と臨床─ 

老人医学

神経化学 ─基礎と臨床─ 

消化管分泌 ─内分泌を含む─

脳血管障害の臨床 ─病態生理を含む─ 

免疫系のすべて

血栓症 ─基礎と臨床─

肝臓 ─基礎と臨床─ 

電解質代謝

炎症 ─基礎と臨床─ 

神経内分泌

ライフサイエンスの基礎理論

分子生物学の医学への応用

心筋 ─代謝と病態─

自己免疫疾患 ─基礎と臨床─

脳 ─代謝と病態─

高血圧症 ─基礎と臨床─

睡眠 ─生理と病態─

血球幹細胞 ─生理と病態─

痛み ─基礎と臨床─

スポーツ医学 ─基礎と臨床─

環境医学 ─基礎と臨床─

老年期痴呆 ─基礎と臨床─

遺伝子診断と遺伝子治療

第 1 回 1964 年

第 2 回 1965 年

第 3 回 1966 年

第 4 回 1967 年

第 5 回 1968 年

第 6 回 1969 年

第 7 回 1970 年

第 8 回 1971 年

第 9 回 1972 年

第 10 回 1973 年

第 11 回 1974 年

第 12 回 1975 年

第 13 回 1976 年

第 14 回 1977 年

第 15 回 1978 年

第 16 回 1979 年

第 17 回 1980 年

第 18 回 1981 年

第 19 回 1982 年

第 20 回 1983 年

第 21 回 1984 年

第 22 回 1985 年

第 23 回 1986 年

第 24 回 1987 年

第 25 回 1988 年

第 26 回 1989 年

第 27 回 1990 年

第 28 回 1991 年

第 29 回 1992 年

第 30 回 1993 年

第 31 回 1994 年

第 32 回 1995 年

専門委員論文テーマ回数（年度）

24



香川 靖雄・金澤 康徳・北 徹・高井 義美

尾形 悦郎・鈴木 不二男・須田 立雄・中村 利孝・森田 陸司

岡本 宏・齋藤 康・松澤 佑次・矢崎 義雄・山本 尚三

清木 元治・野田 哲生・宮坂 昌之・武藤 徹一郎

笹月 健彦・下遠野 邦忠・竹田 美文・永井 美之・野本 明男

井上 修二・坂田 利家・矢田 俊彦・山田 信博

井原 康夫・金澤 一郎・柴崎 浩・杉田 秀夫・永津 俊治

石川 哮・石坂 公成・古江 増隆・三河 春樹・宮本 昭正

小澤 敬也・小室 一成・笹井 芳樹・中辻 憲夫・西川 伸一

大田 健・工藤 翔二・貫和 敏博・福地 義之助

江口 吾朗・田上 八朗・中西 重忠・増田 寛次郎・柳原 尚明

荒木 力・興梠 征典・定藤 規弘・杉村 和朗・米倉 義晴

北 徹・齋藤 英彦・坂田 洋一・松尾 理・森田 隆司

岡崎 祐士・笠原 嘉・神庭 重信・定藤 規弘・中西 重忠

倉林 正彦・篠山 重威・砂川 賢二・永井 良三・堀 正二

朝田 隆・武田 雅俊・辻 省次・福山 秀直・星 美奈子

糸山 泰人・岸本 忠三・島田 眞路・竹内 勤・三森 経世

寒川 賢治・南條 輝志男・矢田 俊彦

髙橋 淳・出澤 真理・福田 恵一

上田 龍三・小川 誠司・宮園 浩平

清野 宏・中川 一路

加藤 忠史・辻　省次・本間 さと・柚﨑 通介

油谷 浩幸・眞貝洋一・仲野　徹・吉田　稔

赤司 浩一・上田 龍三・金倉　譲・中畑 龍俊

稲垣 暢也・門脇　孝・西中村 隆一・新田 孝作

満屋 裕明・森内 浩幸

祖父江 元・高橋 良輔・戸田 達史・水澤 英洋

糖尿病 ─基礎と臨床─

骨代謝 ─基礎と臨床─

動脈硬化 ─基礎と臨床─

癌転移・浸潤 ─機構と抑制─

感染症の分子基盤
─感染と発病の分子機構・臨床への応用─

脂肪組織と肥満

神経変性疾患の分子機構

アレルギー疾患 ─成因と対策─

幹細胞 ─その基礎と臨床─

慢性閉塞性肺疾患（COPD） ─基礎と臨床─ 

感覚器の医学 ─基礎と臨床─ 

画像技術の最近の進歩 ─基礎と臨床─

血栓症 ─最近の進歩─

精神疾患 ─うつ病、統合失調症など─ 

心不全

アルツハイマー病

自己免疫疾患 ─最近の進歩─ 

インクレチンとインシュリン分泌

幹細胞と再生医療

がんの分子標的療法

常在細菌と生体防御
─ Microbiome in Health and Disease ─

睡眠の機構とその障害

医学・医療におけるエピジェネティクスの研究

造血器腫瘍－診断と治療の進歩－

慢性腎臓病（CKD）－病態生理と対策－

ウイルス感染症

アルツハイマー病－診断・治療・予防－

第 33 回 1996 年

第 34 回 1997 年

第 35 回 1998 年

第 36 回 1999 年

第 37 回 2000 年

第 38 回 2001 年

第 39 回 2002 年

第 40 回 2003 年

第 41 回 2004 年

第 42 回 2005 年

第 43 回 2006 年

第 44 回 2007 年

第 45 回 2008 年

第 46 回 2009 年

第 47 回 2010 年

第 48 回 2011 年

第 49 回 2012 年

第 50 回 2013 年

第 51 回 2014 年

第 52 回 2015 年

第 53 回 2016 年

第 54 回 2017 年

第 55 回 2018 年

第 56 回 2019 年

第 57 回 2020 年

第 58 回 2021 年

第 59 回 2022 年

専門委員論文テーマ回数（年度）
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〒650－0047　神戸市中央区港島南町6－7－5　
TEL：078－306－4040　 FAX：078－306－1434
E－mail：baelzprize@boehringer－ingelheim.com
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