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 「かなえ医薬振興財団」は今年 48 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 48 年にわたり、総勢 1,790 名の
若手研究者を支援しています。

募集期間：2019年 6 月 1 日～ 7 月 31 日（締切）
助成種類：  １．研究助成金 総額 3,300 万円（33 件　100 万円 / 件）

２．海外留学助成金 総額 700 万円（7 件　100 万円 / 件）
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 

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/

2019年度 第48回 かなえ医薬振興財団
助成金公募を開始しました！

知識と知性の違いはどこにあるのでしょう。知識とは客観的で根拠のある認識内容と
いうことがいえます。学問を修めるということは知識を獲得するということだと思いま
す。それでは、知性とはどのようなものでしょうか？「知性について」というショーペ
ンハウエルの難解な名著がありますが、やさしく考えるとどのようになるでしょうか？
以下の、エピソードをお読みください。
ある所に付き合い始めて間もない男女がいました。二人とも文学が好きな読書家で女
性は大学で文学を専攻していました。ある日、二人で作家坂口安吾の人物や小説につい
て議論となりました。女性は、持ちうる知識すべてを並べ開陳し、男性は口を挟む気力を失い完全に聞き役に回っ
てしまいました。その結果、男性はなんだかすっかり恋心が冷めてしまい、寂しい気持ちになりました。
また、ある所にこれも付き合い始めて間もない男女がおりました。二人とも美術が好きで大学で美術を専攻し
ていました。ある日の夕方、レストランで食事をしながらスペインの画家サルバドール・ダリの絵画論を戦わせ激
論となり、意見の一致点が見い出せずやや気まずい雰囲気になってしまいました。やがて、食事が済み、二人がレ
ストランから外に出ると、真っ赤な鮮やかな夕焼けが空一面に広がっていました。すると女性がこう言いました。「あ
ら、ダリの空ね」と。男性は、それまで緊張してやや冷めていた気持ちがすっかり溶け、女性に惚れ直しました。
以上 2つのエピソードは似たようなシチュエーションではありますが、結末が決定的に異なります。最初の例
は知識が知識で終始した例、他方は知識が知識を超えて知性に変わり、相手の心を揺り動かした例ということがで
きないでしょうか？
知性とは、知り得た知識を認識に高め、応用する機能ともいえるでしょう。つまり、知識の乱用ではなく、知
識の適切な使用を可能にする精神的応用力であるともいえるでしょう。知性を獲得するには、しっかりした知識の
獲得に加えその活用と経験が必要です。科学は知識の固まりのように思われがちですが、最先端研究はほぼ 100％
が高度の応用です。すなわち、科学者は知識獲得後どのような有益は経験を積んだかで、研究の成果が変わってく
る可能性が高いと思われます。ラボにこもらず、研究以外の社会経験や国内外の学会出席など、知識を知性として
活用できるような心がけも必要であると思います。

◆財団理事からのメッセージ
鈴木　則宏（湘南慶育病院院長　慶應義塾大学名誉教授）
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私は、2007年４月から 2009年３月まで、米国ミネソタ大学に留学しました。
あのとき、留学１年目の暮れ、２年目の留学グラントがなく、途方に暮れていた
ところ、ありがたいことに、かなえ医薬振興財団の海外留学助成金のサポートを
いただけることになり、引き続き留学を継続することができました。海外から応
募できる助成金は当時も少なく、本当に助けていただきました。かなえ医薬振興
財団のご厚志に深く感謝いたしております。

さて、これから留学を目指している皆様は、まずは留学グラントが必要ということで、いろいろと情報を
集めていることと思います。経済的なサポートは、質の高い研究を行う上で非常に重要です。ぜひ質の高い
研究計画を立て、かなえ医薬振興財団海外留学助成金に応募し、海外でその計画を実現していただくととも
に、多くの研究業績を挙げていただきたいと思います。
留学先では実に充実した毎日が待っています。日本で忙殺されていた雑用は一切なくなり、ただ毎日が研
究に没頭できる日々となります。一日中研究テーマの考察を考えるような日もありました。留学先の指導教
員やスタッフとの議論や指導により、論文を書く力が日々高まることが実感できるような体験は、留学生活
ならではの経験と言えます。2年目の年末頃には、あと 3ヶ月で帰国するのかと思うと悪夢のように感じま
した。皆様もきっと同じような体験をすると思います。多くの皆様は 1～ 3年程度の留学を考えているか
と思いますが、長いようでも留学生活はあっという間に過ぎ去っていきます。ぜひ留学で力をつけ、研究実
績を挙げ、帰国後の日本の学界に貢献していただければと思っています。
あらためて、研究者にこのようなサポートを長年提供してくださっている、かなえ医薬振興財団のご厚志に
深く感謝申し上げます。どうぞ今後とも、次世代を担う若手研究者にご支援いただきますよう、どうぞよろしく
お願い申し上げます。

この数年、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
すが、毎年、そのレベルの高さに驚き、こちらの方が刺激を受けありがたく思っ
ています。審査方法は客観性が高く公平なシステムです。ぜひ、多数の若手の研
究者の応募をお待ちしています。
研究というものは、どんな小さな発見であっても、これまで世界で誰も成し遂げ
ていないことの解明を目指したもので、その良し悪しや将来性は必ずしも審査員が判
断するべきものではないはずです。しかし、その遂行には研究費という資金が必要で

あるため、どうしても、このような審査が行われざるを得ません。そこで、審査員という第三者に自らのやっ
ている、あるいは、やろうとしていることの、科学的価値・応用的意義をしっかり理解させる必要があります。
さらに、他の研究者ではなく自分自身がそのことをやる必要性、つまり、独創性・新規性をアピールしなけれ
ばなりません。特に現在のような研究に対する公的予算が削減されている状況では、その重要性が増しています。
審査員は必ずしも専門分野が近いわけではなく、申請者よりも頭が良いわけでもありません。しかし、や
はり研究者ですので、「面白い」「価値がある」といった認識は共通したものがあります。内容をわかってい
ることを前提とせず、図を用いるなどのスキルを用いて広くその重要性を理解してもらえるよう工夫し、審
査員が読み進むうちに自然とワクワクしてくるような申請書を作ってもらえると、こちらも楽しいですし、
採択の確率も上がると思います。研究というのは元来ワクワクするものであるわけですから。
普段の忙しさの中、初心に戻って研究の意義を考え直しその面白さを再認識するという「申請書を書く」
という行為は、時に新たなアイデアの創出にもつながる良い機会とも思います。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たかなえ医薬振興財団研究助成や留学助成を礎として、将来の我が国の、
そして世界の、科学を担っていっていただくよう大きく発展されることを願っています。

◆選考委員からのメッセージ

◆歴代受賞者からのメッセージ
第 36 回（2007 年度）海外留学助成金受賞者

山岸 良匡（筑波大学　公衆衛生学教室　教授）

片桐秀樹　（東北大学　糖尿病代謝内科学分野　教授）
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私は、生後の後天的な情報を受けた動物の能力・脳機能の発達のメカニズムを
明らかにする研究を行っております。今から 10年前に「音声コミュニケーション
の神経機構解明に向けた分子遺伝学的手法の確立」の研究課題で、かなえ医薬振
興財団より助成をいただきました。動物の能力は「生まれ」と「育ち」に象徴付
けられる先天的要因と後天的要因が複雑に影響しあい形成されるものであり、そ
の発達メカニズムの解明は困難なものです。私は、生後の社会環境依存的に「さ

えずり」によるコミュニケーション能力を発達させる鳴禽類を用いてその難題に取り組んでおります。助成
をいただいた当時、鳴禽類は生後の環境により音声を発達させるため、「育ち」を解析する手法は存在して
いましたが、他の動物種のように分子遺伝学的手法により、「生まれ」を操作する実験系が存在しておりま
せんでした。そこで、鳴禽類を対象とした遺伝子改変動物の作成手法の確立に関する研究を提案させていた
だき、貴重な助成をいただくことができました。大変に挑戦的であり、実際の研究は困難を極めましたが、
貴財団に認められたことを励みに懸命に研究に取り組んだところ、なんとか独自に遺伝子改変鳴禽類を作成
し、世界に先駆けて鳴禽類の遺伝子改変個体を用いた音声能力発達への影響を解析し、発表することが叶い
ました。若手研究者の挑戦に力を貸していただいた貴財団、チャレンジングな提案を採択していただいた選
考委員の先生方には、この場をお借りして再度御礼申し上げます。
現在、東北大学へ異動後も、貴財団の助成を受けた研究を引き続き発展させ、鳴禽類・げっ歯類を対象と
して、生後発達、記憶・学習、生活習慣や病態などを含め、脳が情報を受けて可塑的に変化する機構を解析
する研究を続け、自然科学の振興と人類の福祉への貢献を目指しております。かなえ医薬振興財団がこれか
らも末永く、一人でも多くの若手研究者に、希望と、研究を推進する活力を与えてくれるよう、ご発展をお
祈りしております。

第 38 回（2009 年度）研究助成受賞者
安部　健太郎　（東北大学　大学院生命科学研究科　教授）

私は理化学研究所免疫・アレルギー科学総合研究センター（当時）に在籍して
いたときに、「制御性 T細胞分化の可塑性：生理的意義とメカニズム」というテー
マで 2009年度のかなえ医薬振興財団研究助成金をいただきました。当時は同セン
ターにて小さいながらも自身のラボを構えて 5年たったときで、ようやく自分の
ラボ独自の発見と呼べるような研究成果が出始めた頃でした。大学院生だった小
松紀子さん（現東京大学大学院医学系研究科免疫学教室助教）が、制御性 T細胞

(Treg)のマスター転写因子 Foxp3のレポーターマウスから単離した Foxp3陽性 T細胞をリンパ球欠損マウ
スに移入したり、炎症性サイトカイン存在化で活性化すると一部が Foxp3発現を失って免疫応答を促進す
るヘルパー T細胞としての機能を獲得するという現象を発見し、責任著者として 2報の論文を出したとこ
ろでした。当時は Foxp3陽性 T細胞＝ Tregと考えられていたので、Tregが環境変化に応じてヘルパー T
細胞に分化転換を起こすという可能性を示唆するこの現象は、驚きを持って受け止められ、Tregとは何者
であるのか、激しい論争を引き起こしました。我々もいただいた助成金を活用させていただいてこの問題
に取り組み、ヘルパー T細胞に分化する Foxp3陽性 T細胞は、Tregというよりも Foxp3発現を一過的に
発現する活性化 T細胞に由来することを明らかにしました。そして、Tregとして運命決定を受けた細胞は
Foxp3遺伝子のエピジェネティックな発現制御機構によって Foxp3発現と抑制機能を記憶していることも
示しました。
その後 2016年には母校である東大薬学部に教授として呼んでいただき、引き続き Tregの細胞記憶メカ
ニズムの解明に取り組んでいます。同じ 2016年度には先述の小松さんがかなえ医薬振興財団研究助成金に
採択され、昨年度は私の教室の中島啓助教も同助成金をいただいており、かなえ医薬振興財団とは特別なご
縁を感じております。臨床研究のみならず基礎研究に情熱を傾ける若手研究者を継続的にサポートしていた
だいていることに心から感謝申し上げたいと思います。

第 38 回（2009 年度）研究助成金受賞者
堀　昌平（東京大学大学院薬学系研究科　免疫・微生物学教室教授）
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■ご協力お願いします
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 
中心に約 2900部発行しております。送付先に変更がありまし
たら、お手数ですが email 等でご連絡ください。
なお、2013年（第 42 回）以降の受賞者の皆様はマイページ上
でご自身で更新できますのでご利用下さい。

■編集後記
かなえ財団では第 48回の助成金公募を開始しました。科学研究
の分野でも女性活躍支援の重要性が再認識されている今日この
頃、事務局としても、男性研究者だけでなく女性研究者の皆様
からも奮ってのご応募をお待ちしております。（本）

発行
公益財団法人かなえ医薬振興財団 事務局
東京都新宿区西新宿 3-20-2  サノフィ株式会社内
Tel :03-6301-3090   FAX:03-6301-3094

E-mail : kanae.zaidan@sanofi.com

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

◆平成 30 年度事業報告

正味財産増減計算書
平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

科　目 金　額
Ⅰ　一般正味財産増減の部

経常収益
基本財産受取利息 12,000
特定資産受取利息 1,500
受取寄付金 61,600,000
一般寄付金 30,000
雑収益 200,462

経常収益計 61,843,962
経常費用
事業費
事業費　研究助成金 37,000,000

海外留学助成金 9,000,000
AO交流研究助成金 4,000,000
その他事業費 6,550,025

管理費 4,167,993
経常費用計 60,718,018
経常外費用計 0
当期経常増減額 1,125,944
一般正味財産期首残高 18,117,840
一般正味財産期末残高 19,243,784
Ⅱ   指定正味財産増減の部 120,000,000
Ⅲ   正味財産期末残高 139,243,784

貸 借 対 照 表
平成 31 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

科　目 金　額
Ⅰ   資産の部

流動資産 4,243,784
固定資産 135,000,000

資産合計 139,243,784
Ⅱ   負債の部

流動負債 0
固定負債 0

負債合計 0
Ⅲ   正味財産の部

指定正味財産 120,000,000
(うち基本財産への充当額） (120,000,000)
一般正味財産 19,243,784
(うち特定資産への充当額） (15,000,000)

正味財産合計 139,243,784
負債及び正味財産合計 139,243,784

■収支決算報告

■事業報告
　平成 30 年度 第 47 回助成事業には559件の応募があり、10 月の選考委員会での選考、理事会での承認を
受け研究助成金37名、海外留学助成金9名、アジア ･ オセアニア交流研究助成金4名の計50名に総計 5,000 
万円を贈呈しました。また刊行事業として、かなえニュースレターを6月と12月に発行したほか、平成 28
年度 第 45 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いたしました。

■ご寄付をお待ちしています
　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。

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 No.　0767745

口座名称：公益財団法人　かなえ医薬振興財団
ザイ）カナエイヤクシンコウザイダン


