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平成 29 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 29 年度分につきましては、昨年の第 53 回理事会で 35 名の方に総額 46,800 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（16 名） 

氏名 所属（交付内定時点） 交付額（千円） 

古村 眞 埼玉医科大学医学部小児外科 3,000 

佐野 伸一朗 浜松医療センター小児科 3,000 

合山 進 東京大学医科学研究所先端医療研究センター細胞療法分野 3,000 

清水 正樹 金沢大学医薬保健研究域医学系小児科 3,000 

古道 一樹 慶應義塾大学医学部小児科学教室 3,000 

伊丹 千晶 埼玉医科大学医学部生理学教室 2,400 

神田 祥一郎 東京大学医学部附属病院小児科 2,400 

朴 明子 群馬県立小児医療センター血液腫瘍科 2,400 

佐久間 啓 公益財団法人東京都医学総合研究所 1,500 

酒井 康成 九州大学病院小児科 1,500 

福原 大介 杏林大学医学部小児科学教室 1,500 

髙橋 和浩 帝京大学医学部小児科学講座 1,000 

渡邊 美穂 東京大学医学部附属病院小児外科 1,500 

荒木 敏之 
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター  

神経研究所 疾病研究第五部 
1,500 

金井 孝裕 自治医科大学医学部小児科学講座 1,500 
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柳田 紀之 独立行政法人国立病院機構相模原病院小児科 1,000 

 小計 33,200 

 

◇若手枠(19 名) 

氏名 所属（交付内定時点） 交付額（千円）

三橋 里美 東海大学医学部基礎医学系分子生命科学 1,000 

天野 日出 東京大学医学部小児外科 1,000 

藤里 紘子 国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター 1,000 

加藤 基 埼玉県立小児医療センター形成外科 1,000 

小倉 友美 防衛医科大学校小児科学講座 800 

長野 伸彦 埼玉医科大学総合医療センター小児科 800 

森田 英明 
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 アレルギー研究室 
800 

山﨑 大賀 北里大学メディカルセンター研究部門・医療環境科学センター 800 

高橋 正貴 
東京大学医学部附属病院医学系研究科生殖発達加齢医学専攻  

小児外科 
800 

福武 麻里絵 慶應義塾大学医学部産婦人科 800 

三木田 馨 慶應義塾大学医学部感染症学教室 800 

藤本 義隆 東京慈恵会医科大学小児科学講座 500 

直 亨則 国立感染症研究所ウイルス第三部 4室 500 

赤松 智久 国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第二部 500 

高澤 慎也 群馬県立小児医療センター小児外科 500 

原 真理子 
国立研究開発法人国立生育医療研究センター研究所  

免疫アレルギー感染研究部 
500 

龍城 真衣子 群馬大学医学部附属病院小児科 500 

岡本 圭祐 東京医科歯科大学医学部附属病院小児科 500 

西野 智彦 埼玉県立小児医療センター腎臓科 500 

       小計 13,600 

 合計 46,800 

 

平成 30 年度に関しては、昨年 8 月に各大学、病院宛に申請案内を送付し 11 月 28 日の締切りま

でに一般枠 48 名、若手枠 47 名、計 95 名の応募がありました。申請書類を選考委員の先生方に審

査をしていただいた上、本年 3月 10 日に研究助成選考委員会を開催いたしました。一般枠 19 名、

若手枠 19 名の方を候補とし、また金額の総額は 45,300 千円を予定しております。 
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（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 2,500 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 59 回 日本小児神経学会学術集会 500 

第 59 回 日本先天代謝異常学会総会 

第 15 回 アジア先天代謝異常症シンポジウム 
500 

第 24 回 日本胎児心臓病学会学術集会 500 

第 1 回 日本免疫不全・自己炎症学会総会・学術集会 500 

第 42 回 東日本小児科学会 500 

                                  合計 2,500 

 
 

（2） 小児医学川野賞 

川野賞につきましては、昨年 7月に小児医学関係の学会、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 10 名の候補者の申請書類を、選考委員の

先生方に審査をしていただきました。さらに昨年 12 月 9 日に理事長、常務理事および選考

委員の先生方出席の下、小児医学川野賞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 3名の受賞者を決定いた

しました。基礎医学分野では贈呈に値する研究者が 2 名いたため、同分野での受賞者は 2

名となっております。 

 

分野 氏名 所属 賞金（千円）

基礎医学分野 竹田 誠 国立感染症研究所ウイルス第三部 1,000 

研究テーマ 麻疹ウイルスの病原性発現ならびに流行に関する分子基盤の解析 

基礎医学分野 深見 真紀 
研究開発法人国立成育医療研究センター 

分子内分泌研究部 
1,000 

研究テーマ 小児内分泌疾患の分子生物学的研究 

臨床･社会医学分野  森岡 一朗  
神戸大学大学院医学研究科内科系講座 

小児科学分野こども急性疾患学部門 
1,000 

研究テーマ 早産児の黄疸および感染症の診断・管理法の開発 

合計 3,000 
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（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 5名の医学生に対し、3,600 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、13 名の医学生に対し、9,360 千円の給付を実施い
たしました。合計 18 名に対して総額 12,960 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、34 名に給付を実施しております。 

 

〈新規給付〉(5 名) 

所属大学 学年 人数 年間給付額（千円）

秋田大学医学部 3 1 720  

慶應義塾大学医学部 5 1 720  

島根大学医学部 3 1 720  

千葉大学医学部 3 1 720  

福島県立医科大学医学部 1 1 720  

  小計 5 3,600  

 

〈継続給付〉（13 名） 

所属大学 学年 人数 年間給付額（千円）

秋田大学医学部 3 1 720  

秋田大学医学部 4 1 720  

岡山大学医学部 3 1 720  

群馬大学医学部 4 1 720  

慶應義塾大学医学部 3 1 720  

慶應義塾大学医学部 4 1 720  

産業医科大学医学部 6 1 720  

島根大学医学部 2 1 720 

島根大学医学部 4 1 720 

順天堂大学医学部 5 1   720  

獨協医科大学医学部 3 1 720 

山梨大学医学部 6 2 1440  

小計 13 9,360 

  合計 18 12,960 
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（4） 小児医療施設支援 

昨年 8月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、5件の応募がありました。審査の結果、下記の小児医療施設 5件に対して、合計 500

千円の交付を実施しました。 

 

施設名 交付額（千円） 

独立行政法人国立病院機構 西埼玉中央病院 100 

防衛医科大学校病院 100 

さいたま赤十字病院 100 

自治医科大学附属さいたま医療センター 100 

埼玉県立小児医療センター 100 

合計 500 

 

以上 


