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平成27年度 第44回 かなえ医薬振興財団
助成金公募を開始しました！
「かなえ医薬振興財団」は今年 44 回目を迎える研究助成金及び海外留学助成金の公募を開始しました。
1970 年に設立された当財団は、生命科学分野の斬新な研究の推進を図り、医学・薬学の進歩、発展なら
びに国民の医療および保健に貢献することを目的としています。これまで 44 年にわたり、総勢 1,570 名の
若手研究者を支援しています。
募集期間：平成 27 年 6 月 1 日〜 7 月 31 日（締切）
助成種類：１．研究助成金 総額 4,000 万円（40 件 100 万円 / 件）
２．海外留学助成金 総額 1,500 万円（15 件 100 万円 / 件）
３．アジア・オセアニア交流研究助成金 総額 500 万円（5 件 100 万円 / 件）
１．研究助成金 ２．海外留学助成金：
応募資格：40 歳以下（海外留学助成は 35 歳以下）の生命科学分野の研究者
対象領域：研究助成金／海外留学助成金とも、臨床医学 1 〜 5、及び基礎医学 1 〜 4 の全 9 領域。
■臨床医学 1；神経／脳
■臨床医学 2；循環器
■臨床医学 3；消化器／代謝・内分泌
■臨床医学 4；呼吸器／免疫・アレルギー
■臨床医学 5；血液／他臓器
■基礎医学 1；癌／ゲノム
■基礎医学 2；免疫／炎症／感染
■基礎医学 3；神経／分化／再生
■基礎医学 4；薬理／薬物動態／創薬
３．アジア・オセアニア交流研究助成金：
応募資格：45 歳以下の生命科学分野の日本人研究者
対象領域：老年医学／再生医学／感染症／疫学／医療機器／漢方／その他
詳しい情報は財団ホームページをご覧下さい。

➡ URL：http://www.kanae-zaidan.com/

◆新理事長よりご挨拶
理事長

周東

祐仁（サノフィ株式会社

執行役員）

前理事長の生沼 斉の後任として 2014 年 10 月に着任させて頂きました。
かなえ医薬振興財団は 1970 年に設立され、助成事業は今年度第 44 回を迎えてお
ります。この間、理事、評議員及び選考委員の皆様におかれましては、医学、薬学
等の分野から著名な指導者およびオピニオンリーダーを代々に亘り継続的にお迎え
することができております。役員の皆様、関係者の皆様方の多大なご尽力によりま
して、生命科学分野に対する社会的貢献を継続し、医療の向上に今日もまた貢献し
続けていますことは大いなる喜びでございます。
本財団は、2011 年 4 月に公益財団法人へ移行しました。それまでの研究助成および留学助成の継続に加え、
アジア ･ オセアニア交流研究への助成も加わりました。欧米のみならず日本の近隣地域で発展した文化や技術
とも関わることによりまして、より一層斬新な研究が促進され、革新的な発見から臨床応用に至るまで幅広く
研究が推進され、更には生命科学分野の発展に貢献できるものと考えております。
この伝統ある ｢ かなえ医薬振興財団 ｣ の活動を継続し、更なる発展のため努力していく所存でございます。
今後とも皆様方のご支援とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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◆歴代受賞者からのメッセージ
第 27 回 , 34 回 , 37 回（平成 10, 17, 20 年度）研究助成金受賞者

小笠原

康悦（東北大学加齢医学研究所

生体防御学分野

教授）

かなえニュースレター、そうそうたる先生方が寄稿されており、毎回楽しく拝
読させていただいております。今回「歴代受賞者からのメッセージ」を執筆させ

ていただく機会を得たこと、大変光栄に思います。
研究助成受賞で一番思い出に残っているのは、2005 年に受賞したときのことで

す。私は 2004 年末にアメリカ留学から帰国し、国立国際医療センター研究所で、
小さいながらも独立した研究室をもつことになりました。当時、I 型糖尿病と NK 細胞受容体の研究を進め

ていたのですが、科研費は不採択となり、研究費の目途が立たない中で、
かなえ医薬振興財団研究助成金では、
「自己免疫疾患における NK 活性化レセプターとリガンドの機能と役割」という研究課題で採択していただ

きました。この研究助成金採択は、研究費の面はもちろんですが、研究内容を正しく評価していただけたこ
とがとてもうれしく、ありがたかったです。この研究費で我々の研究は大きく展開することができました。
この研究成果もあり、現在では、東北大学で研究室を主宰しているわけですが、今でも、I 型糖尿病にお
ける NK 受容体や自己反応性 T 細胞の研究を続けることができております。かなえ医薬振興財団研究助成
金の受賞は、私の研究人生の中でも、大きな節目となる出来事でした。研究者として重要な時期にご支援い

ただいたことを感謝申し上げるとともに、かなえ医薬振興財団がこれからも若い研究者の支えとなる存在と
して、ますますご発展されますよう、祈念いたします。

第 34 回（平成 17 年度）研究助成金受賞者

田村

好史（順天堂大学大学院 代謝内分泌内科学・スポートロジーセンター 准教授）

私は、2005 年度（第 34 回）に「MRI、MRS を用いた新規骨格筋代謝能バイオマー

カーの確立」というテーマで研究助成を頂きました。大学院の時代からヒトにお
ける骨格筋代謝の研究を始め、プロトン MRS を用いた研究で学位を取得後、その
後何の研究を行うかについて模索していた時期でした。新しく何かを始めなくて

は新規発見も出来ないであろうと考え、本プロジェクトで骨格筋の MR 解析によ
る T1, T2 値がバイオマーカーになりうる可能性を見出したほか、筋生検のサンプルを採取して解析を始め
たのもこの頃です。今思い起こすと、大学院を卒業したばかりで、後輩の大学院生と二人で新たな研究にチャ
レンジしようとしていた不安一杯の時期でしたので、かなえ財団から助成を頂きましたことは大きな励みと
なりました。この場を借りて、心よりお礼申し上げます。現在は、これらの研究を足掛かりとして、また多
くの先生方に助けを頂きながら、アジア人に多い非肥満者における代謝血管障害のメカニズムの解明に勤し
んでおり、今後の予防医学に役立てられるような情報を発信できればと考えております。最後になりました
が、かなえ医薬振興財団の益々の発展を祈念いたしますのと共に、今後も将来の健康に繋がる研究をサポー
トして頂けますようお願い申し上げます。
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第 32 回（平成 15 年度）研究助成金受賞者

石田

達郎（神戸大学大学院医学研究科

循環器内科学 特命教授）

かなえ医薬振興財団には 2004 年に「粥状硬化の進展における血管内皮リパーゼ
の役割」に関する研究に対して助成頂きました。血管内皮リパーゼは高比重リポ
蛋白（HDL）を代謝分解する酵素で、これを阻害すれば血清 HDL 濃度が上昇し
動脈硬化を抑制できるのではと考え研究を始めました。頂戴した助成は、物心と

もに大きな支援となりました。ここに改めて感謝申し上げます。
もともと臨床医指向が強かった私は、米国留学から帰国後、臨床医に戻るべきか研究を続けるべきか内心
迷いがありました。しかし、かなえ医薬振興財団を始めとした数々の助成や賞を頂くことで、自分の研究も
意外と注目され評価して下さる人がいることを認識するようになり、その後も研究を継続する励みになりま

した。
現在の最高水準の医療も、その多くは数十年後には極めて低水準で前近代的なものとなるでしょう。医療

は単なる経験や民間療法の総集編とは違い、科学的な医学研究の総合的・集約的成果に基づき、絶えず進歩
していかねばなりません。近年、研究を志す若手医師が減少し日本の大学から出版される論文数が減少して
います。私は、若い時には単に情報を受ける側にとどまらず、発信する側になる（＝研究をする）ことで科
学的な「目」を養うことが大切だと思います。かなえ医薬振興財団の助成は、資金的・精神的にも大きく役
立ちますので、若手医師の方々には是非とも積極的に応募して頂きたいと思います。かなえ医薬振興財団の
今後の益々のご発展を祈念致します。

◆海外留学レポート
第 32 回（平成 15 年度）海外留学助成金受賞者

佐藤

勉（札幌医科大学医学部

腫瘍・血液内科学講座（第 4 内科）講師）

私は 2004 年よりテキサス州ヒューストンにある MD アンダーソンがんセンター

のリンパ腫・骨髄腫センターに留学し、Nam H. Dang 先生のもとで未分化大細胞
リンパ腫に発現する CD26 と接着形質の関与について研究しました。当時、Dang
先生はまだ駆け出しのアシスタントプロフェッサーでしたが、現在はフロリダ大学血液腫瘍内科の教授とし

てご活躍されています。リンパ腫・骨髄腫センターは純粋な研究機関ではなく、中心となるスタッフの先生
達は医師として専門性の高い実臨床を行いながら、臨床を背景として自分の研究テーマを掘り下げていくと

いうスタイルでした。そこでの経験が、私のその後の方向性に大きな影響を及ぼしているのではないかと、
今回の寄稿で思い至りました。留学に際しましては、東京大学医科学研究所先端医療教育センター免疫病態
分野教授（当時）の森本幾夫先生に御推挙頂きました。現在は順天堂大学大学院医学研究科免疫病・がん先
端治療学講座の教授としてご活躍されています。現地では、矢持忠徳先生（現在、東京大学大学院新領域創
成科学研究科メディカルゲノム専攻病態医療科学分野）と奥様の淑子先生（現在、昭和大学病院臨床病理診
断科准教授）に大変お世話になりました。お嬢様はそろそろ高校生でしょうか。この場を借りて厚く御礼申

し上げます。最後になりましたが、貴財団が益々発展し、若い医学者の留学を助成して頂けることを祈念し
ております。
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◆平成 26 年度 事業報告
〈研究助成事業〉
平成 26 年度 第 43 回の助成事業は、6 月 1 日から 7 月 31 日の公募期間で、研究助成金 554 件、海外留学
助成金 90 件、アジア ･ オセアニア交流研究助成金 25 件の応募がありました。10 月開催の選考委員会で厳
正な選考が行われたのち、理事会の承認を受け平成 26 年度の助成金交付者が決定されました。研究助成金は、

1 件あたり 100 万円で 40 名に総計 4,000 万円、海外留学助成金は 1 件あたり 100 万円で 15 名に総計 1,500
万円、アジア ･ オセアニア交流研究助成金は 1 件あたり 100 万円で 5 名に総計 500 万円が贈呈されました。
〈研究報告書の公開〉
平成 24 年度 第 41 回の研究助成金受賞者の研究報告書を財団ホームページにて公開しました。
該当の先生方にはご多忙のところ、貴重な時間を割いてご協力いただき深く感謝申し上げます。

■収支決算報告
正味財産増減計算書

貸借対照表

平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日

平成 27 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

科

目

・経常増減の部
基本財産受取利息
特定資産受取利息
受取寄付金
雑収入
経常収益計
・経常費用
事業費・研究助成金
・海外留学助成金
・AO 交流研究助成金
・その他
管理費
経常費用計
経常外費用計
当期経常増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

金

（単位：円）

額

科

目

・資産の部
流動資産
固定資産
資産合計
・負債の部
流動負債
固定負債
負債合計
・正味財産の部
指定正味財産
（うち基本財産への充当額）
一般正味財産
（うち特定財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

30,000
6,250
71,000,000
15,595
71,051,845
40,000,000
15,000,000
5,000,000
6,665,950
4,751,472
71,417,422
0
-365,577
28,105,056
27,739,479
120,000,000
147,739,479

発行

金

額

2,739,479
145,000,000
147,739,479
0
0
0
120,000,000
(120,000,000)
27,739,479
(25,000,000)
147,739,479
147,739,479

■ご協力お願いします

公益財団法人かなえ医薬振興財団 事務局

このニュースレターは歴代受賞者及び応募関連領域の先生方を

東京都新宿区西新宿 3-20-2 サノフィ株式会社内

中心に約 2500 部発行しております。もし、送付先に変更があ

Tel : 03-6301-3090 FAX : 03-6301-3094

りましたら、登録情報を更新させていただきます。お手数です
が email 等でご連絡いただきますようよろしくお願い申し上げ

E-mail : kanae.zaidan@sanofi.com

ます。なお、2013 年（第 42 回）以降の受賞者の皆様はマイペー

URL : http://www.kanae-zaidan.com/

ジ上でご自身で更新できますのでご利用下さい。
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