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2020年度 第49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 49 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 49 年にわたり、総勢 1,830 名の
若手研究者を支援しています。

募集期間：2020 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
神経

循環器

糖尿病・脂質代謝

詳しい情報は財団ホームページをご覧下さい。

腫瘍・血液

免疫・アレルギー

⇔ URL：http://www.kanae-zaidan.com/

◆財団理事からのメッセージ
岡野

栄之 （慶應義塾大学医学部教授）

大昔ですが、大学の教養課程のドイツ語の授業で、Unsichtbarer Feind（見えざる敵）
というポリオウイルスと医学の戦いを描いた文献を教材に勉強しました。それから 40
年以上経った今でも、人類は「見えざる敵」と戦っている事を考えると、複雑な心境で
すが、今回の COVID-19 のパンデミックは、様々な警告を人類や医学研究者に送った
ものと思います。ヒトゲノム情報の完全解読、遺伝子再生医療、AI による創薬や医療
の発展、ゲノム編集技術などの技術革新により、人類はあたかも、全ての病を克服出来
る日もさして遠くないと言う幻想・錯覚を持った人も、少なくなかったのではないかと
思います。それが一転 2020 年になってのこの急展開、人類は改めてその無力さを思い知りました。
明治 29 年に福澤諭吉が、
北里柴三郎へ贈った七言絶句、
贈医（医に贈る）
」です。
「贈
このような時思い出すのが、
、医学というものは自然と人間（天また人）との限りない知恵くらべ（輸贏）の記録のようなものである。
医」では「
」と書かれており、
医師よ、自分たちは（患者自身の）自然の回復を助けるにしか過ぎないなどと言ってくれるな。
この「贈医」にこめられた先人のメッセージは、今まさに COVID-19 感染症や様々な不治の病と闘っている医師
と医学研究者にとって貴重な心のバイブルとなると思います。
明治 29 年と比較して人類の技術は、格段に進歩しました。病原体が同定され、その配列情報が明らかになれば、
迅速な診断が可能になり、ワクチン開発に繋がります。病原体の感染のメカニズムが明らかになれば、すでに開発・
承認された薬の中から治療薬が見出される可能性に繋がります。回復した患者からは、中和抗体を開発する事が可
「見えざる敵」との戦い方を学んだかに見えます。しかし、
「自然」は侮れま
能となりました。このように人類は、
せん。たとえ COVID-19 が制圧されたとしても、次々と新たなる敵が現れてくるでしょう。それが感染症なのか、
新たな難病なのか、あらゆる可能性が残されています。それでもその敵を克服する叡智を磨く事こそ、我々医学研
究者の使命だと思います。
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◆海外留学レポート
今号では、現在留学中の 4 名の皆様からのレポートをお届けします。国や地域により状況は異なりますが
COVID-19 パンデミック下での研究生活の様子をご紹介いただきました。

青木

智広（ブリティッシュコロンビア大学 / ブリティッシュコロンビア癌機関、カナダ）

私は、2017 年 4 月からカナダのブリティッシュコロンビア州、バンクーバーにあり
ます BC Cancer の Dr. Steidl lab. にてポスドク研究員として在籍し、悪性リンパ腫の研
究に従事しております。バンクーバーでの研究生活も 4 年目に突入し、温暖な気候と
豊かな自然、温かい多国籍な文化に囲まれながら、仲間と最先端の研究に集中できる
環境を幸せに感じながら日々を過ごしておりましたが、COVID-19 の影響により状況
は一変してしまいました。
COVID-19 の 市中感染 が 想定 され 始 めた 3 月中旬 に 平和 だった 日常 は、Social
Distance の厳守に伴う、50 人以上の集会の禁止、飲食店の店内飲食禁止、学校・公園の遊具の閉鎖、国境の閉
鎖などの制限によりほんの 1 週間の間に一変しました。研究活動も例外ではなく、COVID-19 関連以外の研究
活動は、一部の例外を除き基本的に制限され、Lab への出入りもできなくなり、Lab での仕事が必須な私の研
究活動も大幅な遅延が想定されます。この変化に心が追いつくことは困難でしたが、共にこの状況と戦う家族
や友人、同僚の存在が心の支えとなりました。幸い BC 州は欧米の中で最も対策が奏効している地域の一つで、
被害を最小限に留めることができており、本稿執筆の 5 月初旬現在、活動の再開プランも立案されてきていま
すが、Social Distance を保つことが前提であり、研究活動も含め、様々な制約は継続します。
自分の研究は COVID-19 とは直接関係はありませんが、COVID − 19 の終息に必要なのは研究であり、研
究活動の重要さを再認識する機会ともなりました。がんという COVID-19 と同様、人類の共通の敵を克服する
ことを目的としている自分の研究が将来的に多くの人を助けることに繋がることを信じて、困難な状況にも負
けず、研究活動を継続していきたいと考えております。
最後になりますが、海外留学の研究を支援いただきましたかなえ医薬振興財団並びに選考委員の先生方に心
より感謝申し上げます。

乘本

裕明（マックスプランク脳科学研究所、ドイツ）

COVID-19 が世界中で猛威を振るっていますが、私たちの研究所も大きな影響
を受け現在９割方閉鎖されている状態です。そして拙文を書いている今日、ボスの
検査結果が陽性であることが判明しました。先週のオンラインミーティングの際に
「Covid-19 によって嗅覚が失われる現象は科学的に非常に興味深い。
」とクールに仰っ
ていたのですが、まさかご自身の嗅覚が失われていたとは思いませんでした。今はも
うすでに回復したようなのでひと安心です。
私も現在在宅ワークを選択しており、自宅で活動をしています。研究生活はいつ
もよりリラックスしたムードになるのかと思いきや、蓋を開けてみるとその真逆でした。いつもは研究報告の
順番は三、四か月に一度回ってくるのですが、今はボスの出張や休暇がないため約二か月に一度回ってきます。
実験をしていないのに何か新しいことを報告しなければならないため、控えめに言って地獄です。今は過去に
取得した実験データから何か面白いことが見つからないかと、かつてないほどに神経を研ぎ澄ませてチェック
しています。こういった作業は普段はスキップしがちですので、見逃がしていた現象を見つけるまたとない機
会だと信じています。
まだしばらくは平和な日常は戻ってきそうにもありませんので、新しい研究スタイルを模索しながら引き続
き精進して参ります。末筆ながら、皆様のご無事をお祈りしております。
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宇仁

暢大（スローンケタリング記念がんセンター、アメリカ）

私は 2019 年 4 月よりニューヨーク市・マンハッタンにあるスローンケタリング
記念がんセンター (MSKCC) に留学し、Alex Kentsis 博士の下で急性白血病の新規治
療開発の研究を行っております。本稿を執筆しているのが 2020 年 4 月下旬であり、
COVID-19 の感染拡大に伴う New York on PAUSE( 自宅待機 ) が始まって 1 ヶ月が
経過しました。行政命令の発令に先立ち MSKCC では研究室は閉鎖され、私自身は
在宅勤務が始まって 1 ヶ月以上が経過しました。予想を超えるスピードの感染拡大・
目まぐるしく変わる行政命令と環境の著しい変化で当初は不安な日々でしたが、先
行きは依然として不透明なものの、大きく変わった現在の生活に家族一同慣れて来たところです。私は細胞や
モデル動物を扱う研究をメインに行っており、長期に亘る在宅勤務をどう過ごすかは難しい問題でしたが、PC
を用いた新たな解析手法の習得やボスや同僚との新たな研究アイデアの議論等で当初の想像よりは遥かに充実
した在宅勤務生活を行っております。MSKCC では研究室の閉鎖に合わせてリモートワークの環境が以前以上
に充実され、家に居ながら研究室にいるのとほぼ同じ環境で仕事が出来ております。またオンラインでのセミ
ナーが毎日のように開催され、全く飽きる事がありません。所属する研究室では Web 会議システムも積極的に
取り入れて、定期的なミーティングは頻度を変えず、より密度の濃いディスカッションを行っており、ボスや
同僚を始め、MSKCC コミュニティのサイエンスに対する強い興味と意欲を改めて感じています。
前例のない大変な状況ではありますが、私が上記の通り研究を続ける事が出来ているのはかなえ医薬振興財
団のおかげであり、心より感謝しております。今後も海外留学者への支援を継続頂き、貴財団が益々我々医学
研究者の支えとなって下さる事を祈念しております。

髙宮

彰紘

 ルーヴェン・カトリック大学脳科学研究所、 
ルーヴェン・カトリック大学精神科センター、
 老年精神医学、ベルギー






この度、かなえニュースレターへの寄稿の機会をいただき大変光栄に存じます。私
は昨年よりベルギーの KU Leuven 大学神経精神科に留学し、こちらの病棟や外来で
老年精神医学、脳深部刺激や電気けいれん療法などの脳刺激の臨床を学びながら、研
究面では老年期うつ病の病態・治療の作用機序解明に関する脳画像研究に携わって
いました。しかし、COVID-19 感染拡大の影響でベルギーは 3 月にロックダウンし、
それ以降研究のリクルートは全て中止となってしまいました。さらに神経精神科の病棟が COVID-19 病棟とな
るに当たり、全ての患者さんの退院もしくは転院と大変な事態となりました。あまりの状況変化に最初は戸惑
“今できること”
いましたが、
メンターに「この環境でも Science の仕事でできることはたくさんある」と言われ、
に専念しようと決意しました。メンターや研究室のメンバーとは遠隔ミーティングを行いながら、以前の研究
データやオープンデータベースを利用し、制限された環境でも進められる範囲で研究活動を続けています。暇
していないかと気にかけていただいているお陰か、次々に課題を課せられ今の方が忙しく感じる毎日です。幸
い、5 月から段階的に元の生活に戻していくという発表がされ、目まぐるしい環境変化に巻き込まれていますが、
貴重な留学生活の残りの時間も学び続けていきたいと思っています。このような状況でも海外生活を続けられ
るのは貴財団より海外助成金をいただいているおかげです。この場をお借りして感謝申し上げます。
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◆2019年度 事業報告
〈研究助成事業〉
2019年度 第 48 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 479 件、海外留学
助成金 81 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2019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 33名に総計
3,300 万円、海外留学助成金は 1 件あたり 100 万円で7名に総計 700 万円が贈呈されました。
〈業績集の発刊〉
2017年度 第 46 回の研究助成金受賞者の研究報告書を7月に財団ホームページに公開しました。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。

◆財団役員・評議員



2020年4月現在（五十音順敬称略）

■役員

■評議員

理事長

周東 祐仁 サノフィ株式会社 執行役員

和泉 孝志

帝京平成大学 ヒューマンケア学部 教授

専務理事

原

邦之 サノフィ株式会社 執行役員

大隅 典子

東北大学 副学長

理

事

岡野 栄之

慶應義塾大学医学部 生理学 教授

理

事

鈴木 則宏

湘南慶育病院 院長

齊藤 延人

東京大学大学院医学系研究科
脳神経外科学 教授

理

事

祖父江 元

愛知医科大学 理事長

竹内

慶應義塾大学医学部 リウマチ・膠原病内科 教授

理

事

寺内 康夫

横浜市立大学大学院医学研究科
分子内分泌・糖尿病内科学 教授

理

事

中山 俊憲

千葉大学大学院医学研究院
免疫発生学 教授

理

事

平田 健一

神戸大学大学院医学研究科
循環器内科学分野 教授

理

事

宮園 浩平

東京大学大学院医学系研究科
分子病理学 教授

理

事

宮地 良樹

京都大学名誉教授

監

事

高原 達広

TMI総合法律事務所 弁護士

監

事

寺内 正幸

大幸税理士法人

代表社員

勤

中西 洋一

北九州市立病院機構 理事長

楽木 宏実

大阪大学大学院医学系研究科
老年・総合内科学 教授

横田 尚久

サノフィ株式会社 執行役員

税理士

■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。
■編集後記
今回は海外留学中の 4 名の先生方から近況報告を頂きました。

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

国や地域に違いあれ、COVID-19 パンデミックの厳しい状況の
中で様々な工夫をされて乗り越えようと努力されているご様子

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

に感銘を受けました。一刻も早く、
この状況を克服できますこと、
また皆様のご健康を心より祈念いたしてます。（本）

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 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。

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

なお、2013 年（第 42 回）以降の受賞者の皆様はマイページ上

E-mail : kanae.zaidan@sanofi.com

でご自身で更新できますのでご利用下さい。

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