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平成30年度 第47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 47 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 47 年にわたり、総勢 1,740 名の
若手研究者を支援しています。
募集期間：平成 30 年 6 月 1 日〜 7 月 31 日（締切）
助成種類：１．研究助成金 総額 3,700 万円（37 件 100 万円 / 件）
２．海外留学助成金 総額 800 万円（8 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以下の 5 領域
神経

循環器

糖尿病・脂質代謝

腫瘍・血液

免疫・アレルギー

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/

◆財団理事からのメッセージ
小池

隆夫（北海道内科リウマチ科病院

最高顧問）

「研究者や研究室のあるべき姿」
免疫学者の故多田富雄先生に、
ご生前 研究者としてのあるべき姿 の様な事を伺っ
「私の恩師である石坂公成先生のお言葉ですが」とおっしゃ
た事がある。そのとき、
りながら①競争の激しい分野に飛び込む事②いったんスタートさせたら、必ずうまく
いくと思ってやる事③どうしても研究が前に進まなかったら、ぐずぐずせずにやめる
事の 3 つの勇気が必要だとのお考えをお示しになった。更に先生は、
「研究の楽しさ
や苦しさを充分に踏まえた上で流行の最先端の事に取り組まなければ、研究に破壊力
研究者のあるべき姿とは、
がつかない」ともおっしゃられた。今思えば、
まさに松尾芭蕉の俳諧の理念「不易流行」
（流行を追ってこそ、変わらないものが見えてくる）に相通じるものを感じる。
大学（北海道大学医学部内科）を退職して早 7 年が経過した。今は研究生活とはまったく無縁の生活を送っ
ているが、現役の頃は「権力なき秩序」とでもいうような、いわばユートピアに近い教室作りを目指してきた。
・
・？
そして教室員には「内発的な研究活動の価値」も説いてきたつもりだ。はたしてそれが良かったのかどうか・
結論は教室の仲間として一時期を一緒に過ごした個々人の胸のうちにあるので、僕には推し測りようがないが、
少なくとも僕は、これまで出会ってきた多くの有為な若い研究仲間たちから、実に多くの刺激を受けてきた。彼
らから僕が得てきたものは、正に化学反応の触媒のように、僕の心を、とてもとても豊かにしてくれた。
一人一人の生命の迸り（とばしり）がないところに創造はないだろうし、そうなるためには、生命の迸りが
抑制されない環境を作る必要があると思う。
「彼らが私を持ったことが幸せなのではなく、私が彼らを持ったこ
改めて噛み締めている。こんな僕の考えが、
とが幸せなのである」
という IgE の発見者の石坂先生の言葉の意味を、
これから研究を志す人や研究室を立ち上げようとする人の参考にでもなればと思って、この一文を認めた。
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◆選考委員からのメッセージ
平田 健一（神戸大学大学院医学研究科 循環器内科学分野
神戸大学医学部附属病院長）

教授

かなえ医薬振興財団研究助成は、長年にわたり、若手研究者の研究支援に多大な
貢献をされてきました。私は、2013 年より毎年、かなえ医薬振興財団研究助成の
審査員を担当させていただいています。毎年、魅力的で熱意のこもった多くの申請
書を読ませていただき、刺激を受けており、若手研究者の皆様に感謝しています。
申請書の内容はレベルの高いものが多く、採択される競争率も非常に高いものと

なっています。数多くの申請書を審査させていただいた経験から、採択されるためには具体的でわかりやす
い研究計画になっている事が重要なポイントです。研究の独創性、新規性がどこにあり、研究成果がどの様
に発展するかをわかりやすく記載する事が大切です。思い返せば、私自身も色々な研究助成に申請しても、
なかなか採択に至らず、落ち込んだ時期もありました。その様な時期に、かなえ医学振興財団から研究助成
金をいただき、大変感激すると同時に、研究に対するモチベーションがあがり、大いに励みになったことを
思い出しました。また、若手研究者にとって、申請書を書く事は、自分の研究の目的や方向性を改めて見つ

め直し、整理する重要な機会でもあります。基礎研究に対する予算が削減され、研究に取り組む日本人が減
少している中、財団などからの研究助成は貴重なチャンスです。若手研究者のみなさんは、助成金の獲得に
向けて、目指す研究のサイエンスの中での位置づけを明確にし、研究がどのような方向を目指して、何を明

らかにしようとしているかを申請書の中にわかりやすく書き込むことが重要です。若手研究者がさらに活躍
し、日本の医学研究の発展に貢献されることを期待し、応援しています。皆様の研究の益々のご発展を心よ
り祈念します。頑張って下さい。

◆歴代受賞者からのメッセージ
第 34 回 , 43 回（平成 17, 26 年度）海外留学助成金・研究助成金受賞者

神人 正寿（和歌山県立医科大学

皮膚科学講座

教授）

私は、東京大学皮膚科時代の H17 年度に「発生期及び血管腫における VEGF,VEGF

receptor, endostatin の役割」というテーマでかなえ医薬振興財団医学留学助成金をいた
だき、さらに熊本大学皮膚病態治療再建学分野在籍時の H26 年度に、自己免疫疾患に
おける長鎖 non-coding RNA の研究に対してかなえ医薬振興財団助成金を受けること
ができました。
前者については、駆け出しの自分が賞をいただいたことで研究を支えてくれる存在を常に意識することがで

き、そのぶんサイエンスに貢献しなければという思いを強くしたことで、アメリカ留学中に取り組んだ乳児血管
腫の病態に VEGF シグナルが関与することを明らかにする成果に結びつけることができました。

そして後者は帰国後に corresponding author として研究発表を重ねていく中で、自分にしかできない研究を模
索していく必要性を痛感していた折、non-coding RNA という広大なフロンティアにたどり着き、いまだ原因不
明の様々な自己免疫疾患における長鎖 non-coding RNA の役割を明らかにしようとした研究計画を採択してい

ただいたことは大変励みになりました。non-coding RNA の関与を調べることで、病態の理解のみならず、non-

coding RNA を用いた全く新しい診断法や治療法を開発できると信じております。
大変幸運なことに上記のような業績が評価され、H29 年 7 月より故郷の和歌山の医科大学にて、若手医師の
指導や教育の機会をいただいております。私の経験した受賞の喜びを、いつの日か教室員にも経験してもらえる

ように、研究室を盛り上げていきたいと考えています。かなえ医薬振興財団が若手を応援する機会として、ます
ます発展されることをこころより祈念させていただきます。
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第 39 回（平成 22 年度）研究助成金受賞者

黒田

純也（京都府立医科大学大学院医学研究科

血液内科学

教授）

このたび、かなえニュースレター、「歴代受賞者からのメッセージ」への寄稿の
機会を賜り、大変光栄に存じます。私は平成 22 年度に「造血器悪性腫瘍における
骨髄腫瘍環境による細胞周期静止の分子機構の解明と薬剤抵抗性の克服」という

テーマで、第 39 回 かなえ医薬振興財団研究助成金を頂戴いたしました。私は血液
内科医として、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など造血器悪性腫瘍に対す

る分子標的治療・化学療法に対する治療抵抗性の克服を目指し、その獲得に関わる分子・細胞生物学的メカ
ニズムの解明と克服戦略の開発、ならびに臨床現場への応用を目指す探索的研究を一貫して継続しておりま
す。受賞当時は大学院生、ポスドクとしての海外留学を終え、現在の所属で小さいながらも私の研究グルー
プが出来、大学院生も研究分野も年毎に拡大していき始めた頃であったように思います。
すなわち、一臨床医・
一研究者として目の前の臨床・研究に没頭していた時期から、研究室全体の活動の推進と拡大、ならびに研
究室の運営という主任研究者として必要不可欠な役割を学び始めた時期でした。そうした時期に、本研究助
成には経済的支援を頂戴したことはもちろんこと、採択頂いたことによる精神的激励、ならびに歴代の本研
究助成の受賞者の先達の姿から、組織作りのプロセスや長期的研究活動の展開に必要となるマイルストーン

の在り方などについて学ばせていただき、有形無形の大きなご支援を頂きましたことを改めまして深謝申し
上げたいと存じます。現在は教室を運営しながら、多くの若手研究者と診療・研究活動を継続しております

が、彼らにも、助成いただくことの意義を伝え、いつか助成いただくに値すべく精進するよう奨励していく
ことは重要な役割と考えております。
最後になりましたが、これからも研究者の支えとして、貴財団の益々のご発展を祈念いたしております。
第 39 回 , 45 回（平成 22, 28 年度）海外留学助成金・研究助成金受賞者

武田 朱公（大阪大学大学院医学系研究科

臨床遺伝子治療学講座

准教授）

次世代の方へのメッセージをお送りするには私自身まだまだ未熟で役不足です

が、大変光栄なことと有難く受けとめております。かなえ医薬振興財団には学位
取得後の米国留学時の留学助成金、そして留学から帰国し新たに研究グループを
立上げる際の研究助成金と、二度にわたり研究費の助成を賜りました。いずれも
研究者としてのキャリア形成の上で非常に重要なタイミングで御支援をいただい

たことに、財団には心より感謝申し上げます。
大学院生の頃、研究室の先輩から手渡された「かなえニュースレター」を拝読しながら、各領域の最前線

で活躍されている先生方がかなえ医薬振興財団の研究助成を受けて研究を発展させて来られた歴史を知り、
この研究助成が何か特別な存在のように感じていたのを覚えております。留学助成金と研究助成に運良く採
択された時の喜びがとても大きかったのは勿論のことですが、その助成金額以上に大変名誉なことであると
感じ、またしっかりと研究を進めて行く責務も強く感じておりました。
私はこれまで一貫して、認知症、特にアルツハイマー病の病態解明と治療法の開発に向けた研究に取り組

んで参りました。超高齢化社会の中で、認知症の問題は益々深刻なものになることが予想されております。
根本的治療薬の実現にはまだまだ長い道のりですが、着実に前進できるよう、日々の研究に邁進して行きた

いと思っております。かなえ医薬振興財団からいただいた研究助成は、そのための環境作りに大変大きな力
を与えていただいたと思っております。
これから応募を予定されている若手研究者の皆様は、是非「かなえニュースレター」を熟読していただき
たいと思います。きっと、研究を進めて行く上での様々な、そして意外な、ヒントが得られることと思いま
す。最後に、かなえ医薬振興財団の益々のご発展とともに、若手研究者の方々がこのチャンスを生かし更な
る活躍をされることを心より祈念いたしております。
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◆ご寄付をお寄せくださる方に
かなえ医薬振興財団は 生命科学分野の若手研究者の斬新な研究を支援することを目的に1970年10月に設
立されました。また、医学、薬学の進歩、発展ならびに国民医療および保健に貢献することも大きな目標と

しております。具体的には 若い研究者に対する研究助成、海外留学助成、そして、日本がアジア・オセア
ニア地区での医療の発展に貢献できるようにアジア・オセアニア交流研究助成を行っております。
この事業を推進するに当たって、皆様からのご寄付をお寄せください。
当財団は、公益法人、公益法人のうち教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益

の増進に著しく寄与するものとして政令で定められた公益財団法人に該当します。当該法人の主たる目的で
ある業務に関する寄付金は、個人・法人ともに税法上の優遇措置が与えられます。

振替口座 ゆうちょ銀行

〇一九（ゼロイチキュウ）店（019）当座

口座名称：公益財団法人 かなえ医薬振興財団

口座 No.

0767745

ザイ）カナエイヤクシンコウザイダン

優遇措置の概略
個人
１．所得税：「所得税控除」・「税額控除」のいずれかを選択することが出来ます。
「所得控除」1 年間に支出した特定寄附金合計− 2000 円＝寄付金控除対象額
＊但し、総所得金額の 40% を限度とする
「税額控除」（寄附金− 2000 円）× 40% ＝控除対象額（所得税から控除）
＊但し、控除対象額は、所得税額の 25% を限度とする。
２．住民税：上記に加え、地域により個人の住民税が控除されます。
例）東京都在住個人
都民税（寄附金額− 2000 円）× 4% ＝控除対象額
＊詳しくは、所轄の税務署もしくは各地方自治体にお問い合わせください。
法人 「特定公益増進法人に対する寄付金の特例」により、一般の寄附金の損金算入限度額

と別枠で損金算入できます。
当財団の研究助成事業にご賛同下さる方々からのご寄付をお待ちしております。
当財団の活動に関してお知りになりたい方は、財団事務局までお問い合わせください。

発行

■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 2,800 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お願い申し上げます。

E-mail : kanae.zaidan@sanofi.com

なお、2013 年（第 42 回）以降の受賞者の皆様はマイページ上

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

でご自身でも更新できますのでどうぞご利用下さい。
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