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平成 28 年度 事業報告 

１．事業の実施方針 

（1） 埼玉県内の高校を卒業し、又は首都圏内に在住し、かつ総合大学医学部、医科大学、医学研

究機関、医療機関等で小児医学研究に従事する者、及び小児医学に関連した医学会を開催す

る者に対する助成金の支給 

（2） 小児医学、ことに基礎医学、及び臨床・社会医学に関する研究において優れた業績を上げ、

学術の進歩に貢献した研究者に対する表彰 

（3） 埼玉県内の高校を卒業し、総合大学医学部、又は医科大学で小児医学を志す大学生、及び小

児医学研究に従事している大学院生に対する奨学金の給付 

（4） 医療施設に入院中の小児患者の QOL（生活の質）向上のための活動及び設備充実に要する費

用に対する医療施設への助成 

 

２．おもな事業実施状況 

（1） 研究助成事業 

（1） -①. 研究助成 

平成 28 年度分につきましては、昨年の第 48 回理事会で 30 名の方に総額 41,370 千円の助成

を決定し、交付いたしました。 

交付先のお名前、ご所属、交付金額は以下のとおりです。 

◇ 一般枠（14 名） 

氏名 所属（交付内定時点） 交付額（千円） 

安永 正浩 
国立研究開発法人国立がん研究センター先端医療開発センター・新薬開発

分野 
3,000 

道上 敏美 
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立母子保健総合医療センター 

研究所環境影響部門 
2,000 

川村 眞智子 埼玉県立がんセンター血液内科・臨床検査管理医 3,000 

松本 浩 防衛医科大学校病院小児科 2,400 

江口 真理子 愛媛大学大学院医学系研究科小児科学 2,400 

門田 行史 自治医科大学小児科学 2,400 

大久保 淳 群馬県立小児医療センター血液腫瘍科 2,400 

田中 絵里子 東京医科歯科大学小児科・発生発達病態学講座 1,880 

西堀 由紀野 杏林大学医学部小児科学教室 2,400 

藤原 なほ 順天堂大学医学部小児外科学 2,400 

藤井 克則 千葉大学大学院医学研究院小児病態学 1,500 

佐藤 智 埼玉県立小児医療センター感染免疫科 1,500 

長谷川 俊史 山口大学大学院医学系研究科小児科学分野 1,500 

植松 崇之 北里大学メディカルセンター研究部門バイオメディカルラボラトリー 1,500 

 小計 30,280 
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◇若手枠(16 名) 

氏名 所属（交付内定時点） 交付額（千円）

鳴海 覚志 慶應義塾大学地域小児医療調査研究寄附講座 1,000 

正田 哲雄 
国立研究開発法人国立成育医療研究センター研究所免疫アレルギー・感染 

研究部 
1,000 

崎山 真幸 防衛医科大学校分子生体制御講座 800 

酒井 宏治 国立感染症研究所ウィルス第三部第一室 800 

吉見 愛 茨城県立こども病院小児血液腫瘍科 800 

永田 絵子 浜松医科大学医学部附属病院臨床研究管理センター 800 

青栁 順 自治医科大学小児科学 800 

關中 佳奈子 防衛医科大学校小児科学講座 800 

星野 顕宏 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科発生発達病態学分野 800 

西尾 佳明 国立研究開発法人国立成育医療研究センター研究所移植免疫研究室 500 

平野 大志 東京慈恵会医科大学小児科学講座 500 

木村 有喜男 国立精神・神経医療研究センター病院放射線診療部 490 

戸澤 雄介 北海道大学大学院医学研究科小児科学分野 500 

岩本 洋一 埼玉医科大学総合医療センター小児循環器科 500 

佐野 史和 山梨大学医学部附属病院小児科 500 

川又 竜 国際医療福祉大学病院小児科 500 

       小計 11,090 

 合計 41,370 

 

平成 29 年度分につきましては、昨年 9 月中旬に各大学、病院宛に申請案内を送付し    

12 月 16 日の締切りまでに一般枠 47 名、若手枠 42 名、計 89 名の応募がありました。申請書類を

選考委員の先生方にお送りして審査をしていただいた上、本年 3 月 4 日に研究助成選考委員会を

開催いたしました。一般枠 16 名、若手枠 19 名の方を候補とし、また金額の総額は 46,800 千円を

予定しております。 

 

（1） -②. 医学会助成 

医学会助成につきましては、申請に基づき審査した結果、合計 2,150 千円の助成金を下記の

医学会 5件に交付いたしました。 

学会名 交付額（千円） 

第 17 回 乳幼児けいれん研究会・国際シンポジウム 500 

第 2 回 日本小児超音波研究会学術集会 150 
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第 41 回 東日本小児科学会 500 

第 27 回 日本疫学会学術総会 500 

The Fourth International Conference on Rare and Undiagnosed Diseases 500 

                                  合計 2,150 

 
（2） 小児医学川野賞 

川野賞につきましては、昨年 9月に小児医学関係の 42 の学会、大学医学部小児科、主な子

ども病院等に推薦を依頼しました。その結果推薦された 14 名の候補者の研究内容を川野賞

選考委員の先生方に送付し、まず書類審査をしていただきました。さらに昨年 12 月 3 日に

理事長、常務理事および選考委員出席の下、選考委員会を開催いたしました。協議の結果、

基礎医学分野及び臨床・社会医学分野で、下記の通り 2名の受賞者を決定いたしました。 

分野 氏名 所属 賞金（千円） 

基礎医学分野 北中 幸子 
東京大学大学院医学系研究科  

小児医学講座 
1,000 

研究テーマ 小児内分泌疾患の原因遺伝子同定と発症機序の解明 

臨床･社会医学分野 野津 寛大  
神戸大学大学院医学研究科 

内科系講座小児科学分野 
1,000 

研究テーマ 小児遺伝性腎疾患における網羅的診断体制の確立および治療法の開発 

合計 2,000 

 
（3） 奨学金新規給付および継続給付 

奨学金新規給付につきましては、下記の通り 6名の医学生に対し、4,320 千円の給付を実施
いたしました。継続給付につきましては、15 名の医学生に対し、10,800 千円の給付を実施
いたしました。合計 21 名に対して総額 15,120 千円を実施いたしました。財団設立以降の累
計では 40 名の医学生に貸与、29 名に給付を実施しております。 

〈新規給付〉(6 名) 

所属大学 学年 人数 年間給付額（千円）

岡山大学 2 1 720 

慶應義塾大学 2 1 720 

島根大学 3 1 720 

獨協医科大学 2 1 720 

新潟大学 6  1 720 

福島県立医科大学 6  1 720  

小計 6 4,320 
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〈継続給付〉（15 名） 

所属大学 学年 人数 年間給付額（千円）

秋田大学 3 1 720 

秋田大学 2 1 720 

愛媛大学 6 1 720 

群馬大学 3 1 720 

慶応義塾大学 6 2 1,440  

慶應義塾大学 3 1 720 

産業医科大学 6 1   720 

産業医科大学 5 1 720 

島根大学 1 1 720 

順天堂大学 4 1 720 

名古屋大学 6 1 720 

新潟大学 6 1 720 

山梨大学 5 2 1,440 

小計 15 10,800 

合計 21 15,120 

 

（4） 小児医療施設支援 

当財団の事業の一環として、医療施設にて長期療養をしている小児患者のためのボランティ

ア活動に対して、視聴覚教材などを提供する等の支援を平成 7年に行いました。その後も予

算の確保はしておりましたが、実施は行われておりませんでした。当財団の役割を全うする

ため、より現在のニーズに合ったかたちで、平成 28 年度より、この小児医療施設支援を行

うこととしました。 

昨年 9月中旬に埼玉県内の主な小児医療施設等にご案内を送付しました。11 月 30 日の締切

りまでに、6件の応募がありました。審査の結果、下記の小児医療施設 3件に対して、合計

308 千円の交付を実施しました。 

施設名 交付額（千円） 

埼玉医科大学総合医療センター 124 

埼玉県立小児医療センター 150 

自治医科大学付属さいたま医療センター 34 

合計 308 

以上 


