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Ⅰ．２０１３年度事業報告 

       （平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日） 

 

公益財団法人へ移行後２期目となる 201３年度事業は、201３年３月２２日（金）開催の 2012 年度第

2 回定時理事会において承認された事業計画及び収支予算に基づいて実行し、その概要は以下の

とおりである。 

公益移行後の事業区分として、公益目的事業１（公１）、公益目的事業 2（公 2）の 2 事業及び法人

会計の 3 区分があり、本報告書はそれらの区分に基づいて作成している。公 1 は本財団設立時より

行ってきた主体的事業、公 2 は厚生労働科学研究費補助金を受けた国際医学協力研究推進事業、

法人会計は本財団の組織を維持するための管理費である。 

 

 公益目的事業 1   

○評議員会・理事会・委員会・セミナー等 

１． 4 月 26 日（金） 第１回臨時理事会 

2． 4 月 27 日（土） 2013 年度 JANAMEF 留学助成（A 項・B 項）の選考委員会（東京）       

2013 年度環太平洋アジアファンド留学助成の選考委員会           

A 項助成者：8 名、B 項及び環太平洋アジアファンド助成者は応募なし 

3． 5 月 30 日（木） 第 1 回定時理事会 

4.  5 月 31 日（金） JANAMEF NEWS Vol.41 発行 

5． 6 月 14 日（金） 第 1 回定時評議員会 

6． 6 月 14 日（金） 第 2 回臨時理事会                                        

7． 6 月 28 日（金） 定款第 38 条の規定に基づく決議の省略の方法による理事会の決議 

8． 7 月 20 日（土） 25 周年記念会（東京：国際文化会館） 

9． 7 月 23 日（火） 第 4 回臨時理事会                                      

10． 8 月～10 月   2013 年度賛助会費及び寄附金の依頼 

11． 9 月 8 日（日）  第 1 回企画予算委員会 

12． 10 月 12 日（土） 日米医学医療交流セミナー（東京医科歯科大学と共催）（東京） 

13． 10 月 24 日（木） 第 2 回企画予算委員会 

14． 11 月 8 日（金） 第 5 回臨時理事会 

15． 11 月 8 日（金） 第 1 回臨時評議員会 

16． 11 月 28 日（木）第 1 回学術委員会                                             

17． 1 月 12 日（日） 第 2 回学術委員会 

18.  1 月 19 日（日） 財団セミナー（東京：東京医科歯科大学）  

19． 3 月 15 日（土） 第 2 回臨時評議員会 

20． 3 月 15 日（土） 第 2 回定時理事会 
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21． 3 月 15 日（土） 賛助会員交流会（東京：日本教育会館） 

22.  3 月 30 日（日） 医学留学へのパスポート No.13 MPH 発行 

23． 3 月 31 日（月） 201４年度 JANAMEF 留学助成（A 項・B 項）の応募締切 

 201４年度環太平洋アジアファンド留学助成の応募締切 

 

○団体助成 

1． 5 月 30 日（木）～6 月 1 日（土） 第 50 回日本小児外科学会学術集会の助成（東京） 

2． 6 月 28 日（金）～29 日（土）   第 31 回日本肥満症治療学会学術集会の助成（東京） 

3． 7 月 13 日（土）～14 日（日）   第 13 回呼吸療法セミナーin 湘南 2013 の助成（藤沢） 

4. 10 月 3 日（木）～5 日（土）    第 10 回アジア心臓血管麻酔学会の助成（シンガポール） 

                       ～劔物修ファンド 

5． 10 月 19 日（土）～20 日（日）  第 50 回日本小児アレルギー学会の助成（横浜）   

6． 11 月 15 日（金）～16 日（土）  日本犯罪学会設立百年記念大会（第 50 回日本犯罪学会総会）  

                       の助成（東京） 

 

○個人助成 

1． 8 月 14 日（水）～21 日（水） 医学部夏期集中医学英語研修の助成（３名）  -------  （米国） 

2． 10 月 13 日（日）～１９日（土）  アメリカ短期看護研修の助成（12 名）  --------------  （米国） 

 

 

 公益目的事業 2   

 ○2013 年度厚生労働科学研究費補助金推進事業 

 
1．地球規模保健課題推進研究推進事業（国際医学協力研究推進事業） 

1）外国人研究者招へい事業 
2）国際共同研究事業 
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Ⅱ．２０１３年度事業詳細 

2013 年度事業計画に基づき、公益目的事業 1 として 6 件の団体助成、3 件の個人助成及びセミナー並びに公

益目的事業 2 として 1 件の厚生労働科学研究の推進事業を実施したので詳細を以下に報告する。 

 

 公益目的事業 1   

団体助成 

 

1．第 50 回日本小児外科学会学術集会 

会期：2013 年 5 月 30 日（木）～6 月 1 日（土） 

主宰：日本小児外科学会 

会長：岩中 督（東京大学大学院医学系研究科小児外科） 

会場：京王プラザホテル（新宿） 

1. 要望演題 

1)  小児外科における（新たな）エビデンス 

2)  小児内視鏡手術の展望（適応の拡大、術式の工夫、SILS、NOTES など） 

3)  超低出生体重児における外科医療（消化管穿孔を除く） 

4)  小児肝移植最前線 

5)  成人期に到達した症例の問題点（肝移植、横隔膜ヘルニア、食道閉鎖） 

6)  小児泌尿器領域における低侵襲手術の現況 

7)  水腎症の長期予後 

8)  造膣術のタイミングとその評価 

9)  小児外科疾患と消化管アレルギー 

10)  染色体異常と外科治療 

11)  小児がん研究の現状と未来 

12)  最新の栄養管理(静脈栄養･経腸栄養) 

13)  小児外科周産期管理のトピックス 

14)  小児領域における新しい漢方治療 

15)  小児外科領域における再生医療 

16)  小児外科疾患動物モデルとその評価 

17)  小児外科領域における医工連携 

18)  小児外科におけるキャリア支援の在り方 

19)  我が国における多施設共同研究 

20)  小児外科における多職種医療者間の連携 
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2. 一般口演・ビデオセッション・ポスターセッション 

 

3. 招待講演 

Moritz M Ziegler : “The past, present and future of pediatric surgery” 

 

4. 教育講演 

1)  浅島誠（東京大学名誉教授） 

2)  光石衛（東京大学工学系研究科教授） 

3)  林泰秀（群馬県立小児医療センター院長） 

 

5. 国際セッション (International Session) 一般口演・ポスターセッション 

 

6. 国際セッション (International Session) パネルディスカッション 

 

7. 50 周年特別企画 記念座談会 

 

8. 会長講演 

 

9. 理事長講演 

 

10. 医療倫理・安全管理講習会（5 月 31 日(金)） 

 

11. 第 29 回卒後教育セミナー（6 月 1 日(土)、2 日(日)） 

 

12. 第 3 回内視鏡手術セミナー（6 月 1 日(土)） 

 

13. 第 3 回小児救急セミナー（5 月 30 日（木）） 

 

14. スポンサードセミナー（モーニング、ランチョン、アフタヌーン、イブニング）
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2．第 31 回日本肥満症治療学会学術集会 

会期：2013 年 6 月 28 日（金）～29 日（土） 

主宰：日本肥満症治療学会 

会長：瀬戸 泰之（東京大学大学院医学系研究科 消化管外科学・代謝内分泌外科学） 

会場：学術総合センター（東京都千代田区） 
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 3．第 13 回呼吸療法セミナーin 湘南 2013 

会期：2013 年 7 月 13 日（土）～14 日（日） 

主宰：日本医工学治療学会呼吸器分科会 

会長：渡部 和巨（米国呼吸療法学会国際部会日本責任者、湘南鎌倉総合病院副院長、 

藤沢徳洲会病院院長代理） 

会場：湘南藤沢徳洲会病院 
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 4．第 10 回アジア心臓血管麻酔学会 

会期：2013 年 10 月 3 日（木）～5 日（土） 

主宰：アジア心臓血管麻酔学会 10th Meeting of ASCA 2013 

会長：Professor Hwang Nian Chih（Organising Chairperson） 

Associate Professor Sophia Ang（Organising Chairperson） 

会場：シンガポール 
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5．第 50 回日本小児アレルギー学会 

会期：2013 年 10 月 19 日（土）～20 日（日） 

主宰：日本医工学治療学会呼吸器分科会 

会長：海老澤 元宏（国立病院機構相模原病院臨床研究センター アレルギー性疾患研究部） 

会場：パシフィコ横浜 

シンポジウム 
1. 学校におけるアレルギー対応（沙清さん追悼シンポジウム） 
座長：西間 三馨（福岡女学院看護大学／国立病院機構福岡病院） 
演者：1.沙清さんのご両親『失われた命のために』 

2.大路 正浩（文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課）『行政の立場で』 
3.海老澤元宏（国立病院機構相模原病院臨床研究センターアレルギー性疾患研究部）『学会の立場で』 

 
2. Hot Topics in 気管支喘息 
座長：濱崎 雄平（佐賀大学小児科） 
演者：1.平井 康太（東海大学医学部専門診療学系小児科学）『小児の肺音と呼吸機能検査のパラメータと

の関連』 
2.土生川千珠（国立病院機構南和歌山医療センター）『肺音解析の進捗』 
3.富川 盛光（国立病院機構相模原病院小児科）『小児の末梢気道病変』 
4.金光 禎寛（京都大学大学院医学部医学研究科呼吸器内科学）『好酸球性炎症と気道リモデリング

におけるペリオスチンの役割と意義』 
 
3. Hot Topics in 食物アレルギー 
座長：伊藤 節子（同志社女子大学生活科学部食物栄養科学科） 
演者：1.福冨 友馬（国立病院機構相模原病院臨床研究センター診断・治療薬開発研究室）『加水分解コム

ギアレルギー：最新の知見』 
2.穐山 浩（国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部）『低分子化合物の食物アレルギー』 
3.佐藤さくら（国立病院機構相模原病院臨床研究センター病態総合研究部）『経口免疫療法の問題点』 

 
教育講演 
1. 研究アイディアと実行性 
座長：池田 政憲（国立病院機構福山医療センター小児科） 
演者：天谷 雅行（慶應義塾大学医学部皮膚科） 
 
2. アレルギー専門英文雑誌に掲載される論文の条件 
座長：野間  剛（北里大学大学院医療系研究科小児科学） 
演者：斎藤 博久（独立行政法人国立成育医療研究センター） 
 
3. STATA という統計ソフトで何ができるのか？ 
座長：三浦 克志（宮城県立こども病院総合診療科） 
演者：浦島 充佳（東京慈恵会医科大学医学部分子疫学研究室） 
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4. アレルギー疾患の疫学調査―アトピー性皮膚炎は減少している・姫路市の調査から― 
座長：尾内 一信（川崎医科大学小児科学講座） 
演者：黒坂 文武（くろさか小児科アレルギー科，姫路市医師会） 
 
5. Dual exposure hypothesis 
座長：Magnus Borres（Department of Women’s and Children’s Health, Uppsala University, Sweden） 
演者：Gideon Lack（Department of Paediatric Allergy, King’s College London, UK） 
 
プロ・コンディベート 
1. アレルギー児はペットを飼って良いか？ 
座長：南部 光彦（天理よろづ相談所病院小児科） 
演者：Pro の立場から 赤澤 晃（東京都立小児総合医療センターアレルギー科） 
演者：Con の立場から 大矢 幸弘（国立成育医療研究センター生体防御系内科部アレルギー科） 
 
2. ICS の間欠投与の是非 
座長：小田嶋 博（国立病院機構福岡病院） 
演者：Pro の立場から 勝沼 俊雄（東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科） 
演者：Con の立場から 足立 雄一（富山大学医学部小児科） 
 
3. 急速経口免疫療法は必要か？ 
座長：今井 孝成（昭和大学医学部小児科学講座） 
演者：Pro の立場から～根拠に基づく急速法～ 長門（伊藤）直香（理化学研究所統合生命医科学研究セ

ンター免疫制御戦略研究グループ） 
演者：Con の立場から～急速法やめました～ 柳田紀之（国立病院機構相模原病院小児科） 
 
4. 小児喘息の治療にアレルゲン免疫療法は必要か？ 
座長：下条 直樹（千葉大学大学院医学研究院小児病態学） 
演者：Pro の立場から 栗原 和幸（神奈川県立こども医療センターアレルギー科） 
演者：Con の立場から 大嶋 勇成（福井大学医学部病態制御医学講座小児科） 
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6.日本犯罪学会設立百年記念大会（第 50 回日本犯罪学会総会） 

会期：2013 年 11 月 15 日（金）～16 日（土） 

主宰：日本犯罪学会 

会長：影山 任佐（日本犯罪学会理事長・編集委員長、東京工業大学名誉教授） 

会場：一橋講堂（東京都千代田区） 
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個人助成 

 

1．医学部夏期集中医学英語研修 

応募者 ： 3 名 

合格者 ： 3 名（書類審査による選考） 

期  間 ： 2013 年 8 月 14 日（水）～２１日（水） 

主催及び会場 ： ハワイ東海インターナショナルカレッジ 
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２．アメリカ短期看護研修 

応募者 ： 16 名 

合格者 ： 12 名（書類審査による選考） 

期  間 ： 2013 年 10 月 13 日（日）～19 日（土） 

受入機関 ： ポートランド州立大学 

企  画 ： 株式会社トラベルパートナーズ 

注 1： OHSU は Oregon Health Science University の略 
注 2：医療施設見学及び看護レクチャーには、日本人看護関係者の通訳が付きます。 

日付 時間 スケジュール 

10/13
（日） 

午後  

-------
------ 

午前 

 

午後 

午後：成田発 空路ポートランドへ 航空機 

------（日付変更線）---- 

ポートランド着 大学関係者の出迎え、ホテルチェックイン 

オリエンテ－ション・キャンパスツアー 

午後：ウエルカムランチと現地日本人ナースと交流（自己紹介、体験談）。市内散策（スー
パーマーケット他）。 

夕食：各自 

          ＜ポートランド泊＞ 

10/14
（月） 

午前 

 

午後 

 

 

15：00～ 

夕刻 

午前：医療施設訪問「OHSU 附属ドーンベッカー小児病院」(患者家族サービス・リスクマ
ネージメント、質の管理、 

チャイルドケアスペシャリスト) 

午後：レクチャー「アメリカのヘルスケアシステム」 

 (理想と現実･日米の相違) 

フリータイム 

夕食 ：懇親オプショナル夕食会（別料金） 

＜ポートランド泊＞ 

10/15
（火） 

午前 

 

午後 

 

16：30～ 

夕刻 

午前：レクチャー「教育コーディネーターの役割」 

医療施設訪問(プロヴィデンス・セントビンセント・メディカルセンター) 

レクチャー「マグネットホスピタルに於ける教育コーディネーターの役割」 

午後 ：医療機関訪問（メトロウエスタン救急指令センター） 

フリータイム,  夕食：各自 

＊ オプショナルツアー｢オレゴンワイナリー｣(飲食代各自払い) 

＜ポートランド泊＞ 

10/16
（水） 

午前 

 

午後 

 

午前：医療施設訪問（ポートランド大学看護学部技術研修センター） 

午後：医療施設訪問(プロヴィデンス・ポートランド・メディカル・センター)「神経科」「発作
のプログラムについて」 

   ICU 見学 

   レクチャー「オレゴンの尊厳死法と現状」「リーダーシップ」 

夕食：各自 

＜ポートランド泊＞ 

10/17
（木） 

午前 

午後 

 

 

夕刻 

午前：医療機関訪問(カラロガ・テラス高齢者施設) 

施設見学・居住者と交流(折り紙、習字など) 

午後：バスツアー「モルトノマ滝」 

アウトレットモール･ショッピング 

修了ディナー 

＜ポートランド泊＞ 

10/18
（金） 

午前 

 

午後 

ホテルロビー集合・チェックアウト 

送迎用のバスにて空港へ 

ポートランド発 帰国の途へ  航空機 

------（日付変更線）-------                            ＜機内泊＞ 

10/19
（土） 

夕刻 

 

成田着 （着後解散） 
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日米医学医療交流セミナー 

日  時：2013 年 10 月 12 日（土）12：30 ～ 17：20 

共  催：東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科・医学部 

会  場：東京医科歯科大学 3 号館 3F 医学科講義室 2 

参加者：48 名（うち学生 40 名） 

 

 

プ ロ グ ラ ム 
 

12：30～12：40  開会の辞 東京医科歯科大学医学部附属病院長  田中 雄二郎 

 公益財団法人 日米医学医療交流財団 会長  清水 一功 

  

Ⅰ．長期的キャリア形成における卒前留学の意義と課題 

【司会】 東京医科歯科大学医学部附属病院長 田中 雄二郎 

  財団 理事/東京女子医科大学医学部麻酔科 教授  野村 実 

12:40～13:00  ●ハーバード大学（米国）でのクラークシップ参加とその意義 

  【講師】東京医科歯科大学医学部附属病院 膠原病・リウマチ内科 特任助教 長谷川 久紀 

13:00～13:20  ●インペリアル・カレッジ（英国）での研究実習体験とその意義 

  【講師】諏訪中央病院 整形外科 片倉 麻衣 

13:20～13:40  ●少人数グループでのディスカッション 

13:40～14:00 ●全体での意見共有  

 

 

Ⅱ．長期的キャリア形成における卒後臨床留学の意義と課題 

【司会】 東京医科歯科大学国際交流センターグローバルキャリア支援室 教授 髙田 和生 

 財団 理事長/名古屋大学大学院医学系研究科総合診療医学 教授 伴 信太郎 

14:15～14:35 ●現在臨床研修（米国）中の私からみた今後のキャリア形成 

 【講師】ニューヨーク ベス・イスラエル病院内科レジデント 野城 加菜 

14:35～14:55 ●市中病院での診療/教育リーダーへのキャリア形成からみた卒後臨床留学の意義 

 【講師】武蔵野赤十字病院感染症科 副部長 本郷 偉元 

14:55～15:15 ●少人数グループでのディスカッション 

15:15～15:35 ●全体での意見共有 
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 Ⅲ．長期的キャリア形成における卒後研究留学の意義と課題 

【司会】 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科長・医学部長 湯浅 保仁 

 財団 理事/京都大学大学院医学研究科初期診療・救急医学 教授  小池 薫 

15:50～16:10 ●アカデミックなキャリア形成の視点からみた海外大学院博士課程進学の意義 

 【講師】東京医科歯科大学国際交流センターグローバルキャリア支援室 特任助教 若林 健二 

16:10～16:30 ●長期的キャリア形成の視点からみた海外公衆衛生学修士課程進学の意義 

 【講師】インペリアル・カレッジ公衆衛生大学院クリニカル・リサーチ・フェロー 越智 小枝 

16:30～16:50 ●少人数グループでのディスカッション 

16:50～17:10 ●全体での意見共有 

 

17:10～17:20  開会の辞 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科長・医学部長 湯浅 保仁 

  公益財団法人日米医学医療交流財団 専務理事  髙瀬 義昌 
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２０１３年度助成者名簿 

１．JANAMEF 留学（A 項） 助成者 

 

1)現職 1)希望分野
№ 氏  名 2)出身大学（卒業年） 2)予定施設･研修身分･指導者 推      薦      者

3)予定期間
1 山口　典宏 1)ベスイスラエルディコネス病院 1)内科（血液・腫瘍内科） 1)小林　進

　血液・腫瘍内科/上級研究員   ベスイスラエルディコネス病院
2)Beth Israel Medical Center 　Assistant Professor in Medicine

2)大阪市立大学医学部 　Medical Resident
　　　（２００５年卒)   Daniel I.Steinberg,Assistant Professor in Medicine, 2)日野原　重明

                           Albert Einstein Medical College   聖路加国際病院
3)出発予定　２０１３年６月１５日 　理事長
　研修開始　 ２０１３年７月１日
　帰国予定　 ２０１９年６月３０日、　６年

2 川北　哲也 1)在沖縄米国海軍病院 1)産婦人科 1)佐々木　博正
　産婦人科／インターン   （'97年度A項助成者）

2)Medstar Washington Hospital Center 　石川県立中央病院
2)金沢大学医学部 　OBGYN intern 　産婦人科　総合母子医療センター部長

　　　（２００９年卒)   John Buek,Program Director
2) Elizabeth Tipton

3)出発予定　 ２０１３年６月１０日 　在沖縄米国海軍病院
　研修開始　 ２０１３年６月１８日 　周産期専門医
　帰国予定　 ２０１７年７月１日、　４年

3 神尾　明君 1)北九州市立医療センター 1)心臓血管外科 1)富永　隆治
　心臓血管外科/部長 　九州大学大学院医学研究院

2)The Department of Cardiac Surgery,Austin Hospital 　循環器外科　教授

2)九州大学医学部   Clinical Fellow
　　　（２００２年卒)    Associate Professor George Matalanis,

                                        Director of Cardiac Surgery Unit 2)住本　英樹
　九州大学大学院医学系学府 　九州大学大学院医学研究院

　　　（２０１２年卒） 3)出発予定　 ２０１４年１月 　生化学分野　教授
　研修開始　 ２０１４年１月
　帰国予定　 ２０１５年１２月、　２年

4 三隅田 尚樹 1)横須賀米海軍病院 1)内科、循環器科 1)岩瀬　三紀
　インターン   トヨタ記念病院

2)Beth Israel Medical Center 　副院長
2)三重大学医学部 　Resident(Internal Medicine)
　　　（２００７年卒)   Jose A Cortes,Associate Program Director 2)梅田　久視

                                        Department of Pediatrics 　トヨタ記念病院

　循環器科　科部長
3)出発予定  ２０１３年６月９日
　 研修開始  ２０１３年７月１日
　 帰国予定　２０２０年６月３０日、　７年

5 高橋　英雄 1)横須賀米海軍病院 1)外科 1)北村　正次
　インターン   東京東病院

2)Cleveland Clinic Foundation 　名誉院長
2)神戸大学医学部   General Surgery Resident
　　　（２００４年卒)   Allan Siperstein,MD(Program Director) 2)Alexander Ayzengart,MD,MPH

  U.S.Naval Hospital Yokosuka,Japan

3)出発予定  ２０１３年６月１８日 　Staff Surgeon,General Surgery

　 研修開始  ２０１３年７月１日
　 帰国予定　未定、　最低１年

6 宮本　京介 1)東京都済生会中央病院 1)内科 1)坂巻　文雄
　呼吸器内科　医員   東京都済生会中央病院

2）University　of Hawaii 　呼吸器内科　担当部長
2)筑波大学医学専門学群    Resident
　　　（２００２年卒)    Erlaine F.Bello,M.D.,Program Director 2)北原　光夫

  東京都済生会中央病院
3)出発予定  ２０１３年６月３日 　前副院長

　 研修開始  ２０１３年７月１日
　 帰国予定　２０１６年６月３０日、３年

7 金谷 恵理子 1)京都大学大学院医学研究科 1)耳鼻咽喉科・頭頸部外科 1)小泉　俊三
　耳鼻咽喉科・頭頸部外科   （元評議員）
　研究協力員/医員 2)Yale School of Medicine,Departrment of Surgery, 　佐賀大学　名誉教授

                                                Otolaryngology 　財団法人東光会七条診療所所長

2)佐賀大学医学部     Laboratory Associate

　　　（２００６年卒)    Wendell G.Yarbrough,MD,MMHC,FACS,Professor and Chief, 2)John L.Tarpley
                                                                 Otolaryngology  Vanderbilt University Medical Center

3)出発予定  ２０１３年６月２５日  Professor of Surgery and Anesthesiology,

　 研修開始  ２０１３年７月１日  Program Director, General Surgery

　 帰国予定　２０１４年７月、　１年
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1)現職 1)希望分野
№ 氏  名 2)出身大学（卒業年） 2)予定施設･研修身分･指導者 推      薦      者

3)予定期間
8 堀川　雅弘 1)防衛医科大学校 1)放射線科、インターベンショナルラジオロジー 1)加地　辰美

　放射線医学講座　医官 　 防衛医科大学校
 　放射線科　教授

2)防衛医科大学校医学教育部 2)Dotter Institute,Oregon Health and Science University

　　　（２００６年卒)    Clinical Fellow 2)山本　真由
   John A.Kaufman,MD,Director of Interventional Radiology 　 防衛医科大学校

 　放射線科　助教
3)出発予定  ２０１３年９月２８日
　 研修開始  ２０１３年１０月１日
　 帰国予定　２０１７年９月３０日、４年

 

 

２．医学部夏期集中医学英語研修 助成者 

№ 氏  名 所   属   先 

1 稲垣 知希 名古屋大学（５年） 

2 西山 一聖 大阪大学（６年） 

3 田中 友梨 京都大学（５年） 

 

３．アメリカ短期看護研修 助成者 

№ 氏  名 所    属    先 № 氏  名 所    属    先 

1 塩谷 一恵 福岡徳洲会病院 7 長坂 洋子 湘南鎌倉総合病院 

2 一ノ瀬 覚子 サイトサポートインスティテュート㈱ 8 三浦 美智子 滋賀医科大学医学部附属病院 

3 吉澤 宏美 桐生厚生総合病院 9 本岡 芳子 滋賀医科大学医学部附属病院 

4 中村 郁代 京都大学病院 10 加藤 玲子 名古屋大学医学部附属病院 

5 中山 美加 湘南鎌倉総合病院 11 金子 安紗美 自治医科大学附属さいたま医療センター 

6 中澤 美和子 湘南鎌倉総合病院 12 奥秋 幸子 東京都立多摩総合医療センター 
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公益目的事業 2   

2013 年度厚生労働科学研究費補助金推進事業 

 
厚生労働科学研究を円滑に推進するため、下記の事業を実施した。 

Ⅰ．地球規模保健課題推進研究推進事業（国際医学協力研究推進事業） 

1．外国人研究者招へい事業（外国人研究者 1 名）   

受入機関：北海道大学大学院医学研究科 

研究課題：スリランカの人とげっ歯類におけるハンタウイルス流行の血清学的ならびに遺伝

学的解析（スリランカ研究者招へい） 

2．国際共同研究事業（日本人研究者２名） 

（１）主催機関：長崎大学大学院歯薬学総合研究科感染免疫学講座分子疫学分野 

共同機関：ベトナム国立衛生疫学研究所疫学部  

研究課題：北ベトナムにおけるウイルスワクチンのインパクトに関する研究  

（２）主催機関：京都大学東南アジア研究所 

共同機関：プリンス・オブ・ソンクラ大学理学部細菌学  

研究課題：タイ南部で市販されている二枚貝などに分布する腸炎ビブリオの病原性菌株の

新しい検査法の評価 
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Ⅲ．２０１３年度理事会・評議員会議事 

 

第１回 臨時理事会 

日時：2013 年 4 月 26 日（金） 17：00～18：45   

場所：本財団会議室 

審議事項 

 1．2012 年度決算速報について 

 2．25 周年記念事業について 

 3．医学部夏期集中医学英語研修について 

 4．フェロー名簿データベース整備について 

 5．2013 年度助成応募者について 

 6．役員改選について 

報告事項 

 1．テルモ科学技術振興財団への助成申請について 

 2．留学セミナー進捗について 

 3．役員賠償責任保険の更新について 

 

第１回 定時理事会  

日時：2013 年 5 月 30 日（木） 17：00～19：00   

場所：本財団会議室 

審議事項 

 １．2012 年度事業報告書の承認について 

 2．2012 年度決算報告書の承認について 

 3．定時評議員会の議題及び招集について 

4．理事改選につき理事候補者の選定について 

5．顧問・選考委員の改選について 

6．A 項助成予算額の変更について 

7．日本小児アレルギー学会の助成承認について 

8．25 周年記念誌について 

９．名簿データベースについて 

報告事項 

1．25 周年記念会進捗状況について 

2．留学セミナー進捗状況について 

3．助成募集の開始について 

  ・アメリカ短期看護研修 

  ・夏期集中医学英語研修 

４．内閣府への定期提出書類について 
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第１回 定時評議員会  

日時：2013 年 6 月 14 日（金） 15：00～16：45   

場所：本財団会議室 

審議事項 

 1．2012 年度事業報告及び同付属明細書の承認について 

 2．2012 年度計算書類及び同付属明細書の承認について 

 3．理事改選について 

報告事項 

１．顧問及び選考委員の改選結果について 

2．2013 年度の事業計画及び収支計画について 

3．助成事業について 

 

第 2 回 臨時理事会  

日時：2013 年 6 月 14 日（金） 17：00～18：40   

場所：本財団会議室 

審議事項 

 1．理事改選につき役付理事の選任について 

 2．アメリカ短期看護研修の助成額変更について 

 3．定期提出書類の承認について 

 

定款第 38 条の規定に基づく決議の省略の方法による理事会の決議があったものとみなされたもの  

１．理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 

     議案 個人賛助会費を現行の 1 万円から 2 万円に変更する件 

2．理事会の決議があったものとみなされた日 

    2013 年 6 月 28 日  

 

第 4 回 臨時理事会  

日時：2013 年 7 月 23 日（火） 17：30～   

場所：ホテルニューオータニ  

審議事項 

1．諸規則改定案の承認について 

2．委員会の設置及び委員の選任について 

3．年間計画案について 

4．本日からの事務局の運営について 

報告事項 

 1．賛助会員の募集要項変更についての書面決議の結果報告 

 2．25 周年記念事業の報告 
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第 5 回 臨時理事会  

日時：2013 年 11 月 8 日（金） 17：30～18：30   

場所：ホテルニューオータニ  

審議事項 

 1．2014 年度学会助成について 

 2．新しい賛助会員の承認等について 

 3．2013 年度事業計画の素案検討 

 4．地方自治体立公的病院―JANAMEF 連携海外留学支援プロジェクトについて 

 5．定期刊行物の次号内容検討 

   ・JANAMEF NEWS 第 42 号 

   ・パスポートＮｏ．13 

 6．財産管理運用規程の承認について 

 7．学術委員と学術委員会開催承認について 

 8．JANAMEF アメリカンスタイル臨床研究トレーニングコース（初級）について 

 9．評議員及び理事定員の欠員について 

報告事項 

1．2013 年度厚生労働科学研究費補助金事業について 

2．アメリカ短期看護研修報告 

3．留学助成及び留学セミナー報告 

4．夏期ハワイ英語研修報告 

5．第 10 回アジア心臓血管麻酔学会（シンガポール）の報告 

6．25 周年記念誌について 

7．団体助成及び役員の賛助会費入金状況について 

8．事務局体制について 

 

 

第 1 回 臨時評議員会  

日時：2013 年 11 月 8 日（金） 18：30～19：30   

場所：ホテルニューオータニ 

審議事項 

 1．2014 年度学会助成について 

 2．新しい賛助会員の承認等について 

 3．2013 年度事業計画の素案検討 

 4．地方自治体立公的病院―JANAMEF 連携海外留学支援プロジェクトについて 

 5．定期刊行物の次号内容検討 

   ・JANAMEF NEWS 第 42 号 

   ・パスポートＮｏ．13 

 6．財産管理運用規程の承認について 

 7．学術委員と学術委員会開催承認について 

 8．JANAMEF アメリカンスタイル臨床研究トレーニングコース（初級）について 

 9．評議員及び理事定員の欠員について 
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報告事項 

1．2013 年度厚生労働科学研究費補助金事業について 

2．アメリカ短期看護研修報告 

3．留学助成及び留学セミナー報告 

4．夏期ハワイ英語研修報告 

5．第 10 回アジア心臓血管麻酔学会（シンガポール）の報告 

6．25 周年記念誌について 

7．団体助成及び役員の賛助会費入金状況について 

8．事務局体制について 

 

第 2 回 臨時評議委員会  

日時：2014 年 3 月 15 日（土） 15：00～16：00   

場所：日本教育会館 

審議事項 

1．顧問・評議員・理事の選任・退任について 

2．諸規定の承認について 

報告事項 

1．2014 年度事業計画書について 

2．2014 年度予算書について 

3．2014 年度資金調達及び設備投資見込みについて 

4．事務局体制について 

5．2014 年度の理事会・評議員会について 

 

第 2 回 定時理事会  

日時：2014 年 3 月 15 日（土） 16：00～17：00   

場所：日本教育会館  

審議事項 

 1．2014 年度事業計画書について 

 2．2014 年度予算書について 

 3．諸規定の承認について 

 4．顧問の選任・退任について 

 5．2014 年度資金調達及び設備投資見込みについて 

 6．2014 年度の理事会・評議員会について 

報告事項 

1．茨城県庁より依頼の医師短期留学について 

2．事務局体制について 

3．評議員・理事の選任・退任について 
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Ⅳ．組 織 

 

1．顧問・役員名簿 （顧問 4 名、理事 14 名、監事 2 名、評議員６名） 

 

役  職 氏     名 職     業   （ 所    属  ・  役    職   ） 

顧  問 鍋谷 欣市  

黒川  清 

牧野 治郎 

小玉 正智 

 

杏林大学 名誉教授、昌平クリニック 院長 

政策研究大学院大学 アカデミックフェロー 

日本損害保険協会 副会長 

滋賀医科大学 名誉教授 

 

  
  

会長（理事） 清水 一功  
社会福祉法人ロングライフ小諸 理事長 

医療法人御代田中央記念病院 理事長 

理 事 長 伴 信太郎  
名古屋大学大学院総合診療医学講座 教授 

日本医学教育学会 理事長 

専務理事 髙瀬 義昌 医療法人社団至髙会 たかせクリニック 理事長 

理  事 池田 俊也 

稲葉 博隆 

遠藤 直哉  

岡田 守功 

小池  薫 

児玉  孝 

小山  勇 

坂本 すが 

鈴木 隆夫 

野村  実 

宮坂 勝之 

国際医療福祉大学薬学部薬学科 教授 

順天堂大学 心臓血管外科学講座 先任准教授 

弁護士法人フェアネス法律事務所 代表弁護士 

全国老人保健施設協会 理事 

京都大学大学院医学研究科 初期診療・救急医学 教授 

公益社団法人日本薬剤師会 会長 

埼玉医科大学 国際医療センター 病院長 

公益社団法人日本看護協会 会長 

医療法人徳洲会 理事長 

東京女子医科大学医学部 麻酔科学教室 教授 

聖路加国際病院 周術期センター センター長 

      

監  事 髙倉 公朋 

伊藤 信彦 

東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 顧問 

浦和税理士法人 代表社員 

  
  

評 議 員 石河 正樹 

井上 大輔 

呉屋 朝幸 

鳥羽  董 

中島 康雄 

渡辺 洋一 

株式会社パソナ 営業総本部 顧問 

順天堂大学医療看護学部 教授 

杏林大学 名誉教授 

百農社国際有限公司 特別顧問（香港） 

聖マリアンナ医科大学 放射線医学講座 教授 

栄和興産株式会社 取締役社長 
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２．委員名簿 

（１）学術委員名簿（１８名） 

 

役  職 氏     名 職     業   （ 所    属  ・  役    職   ） 

委 員 長 岡田 守功 全国老人保健施設協会 理事 

委  員 池田 俊也 

稲葉 博隆 

井上 大輔 

宇田 左近 

久保 惠嗣 

児玉  孝 

呉屋 朝幸 

坂本 すが 

髙田 和生 

田中 雄二郎 

末松  誠 

髙本 眞一 

錦見 尚道  

橋本 正良  

福田 国彦  

甕  昭男  

山本  悟 

 

国際医療福祉大学薬学部薬学科 教授 

順天堂大学 心臓血管外科学講座 先任准教授 

順天堂大学医療看護学部 教授 

ビジネス・ブレークスルー大学大学院 教授 

地方独立行政法人長野県立病院機構 理事長 

公益社団法人日本薬剤師会 会長 

杏林大学 名誉教授 
公益社団法人日本看護協会 会長 

東京医科歯科大学 国際交流センター 教授 

東京医科歯科大学 理事・副学長 

慶応義塾大学 医学部長 

社会福祉法人三井記念病院 病院長 

名古屋第一赤十字病院 血管外科部長                              

神戸大学大学院医学研究科 プライマリ・ケア医学 教授 

東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 教授                

YRP 研究開発推進協会 会長                          

湘南藤沢徳洲会病院 眼科部長 

（２）選考委員名簿（１０名） 

 

役  職 氏     名 職     業   （ 所    属  ・  役    職   ） 

委 員 長 小池  薫 京都大学大学院医学研究科 初期診療・救急医学 教授 

委  員 青木  眞 

赤津 晴子 

上塚 芳郎 

小林 恵一 

阪井 裕一 

D.サターホワイト

中島 康雄   

橋本 正良 

沼口 雄治 

サクラ精機株式会社 学術顧問 
スタンフォード大学内分泌内科 准教授 
東京女子医科大学医学部 医療・病院管理学 教授 
ハワイ 聖ルカ・クリニック 院長 
独立行政法人国立成育医療研究センター 総合診療部長 
前フルブライト・ジャパン 事務局長 

聖マリアンナ医科大学 放射線医学講座 教授 

神戸大学大学院医学研究科 プライマリ・ケア医学 教授 
財団法人聖路加国際病院 特別顧問 
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（３）企画予算委員名簿（９名） 

 

役  職 氏     名 職     業   （ 所    属  ・  役    職   ） 

委 員 長 野村  実 東京女子医科大学医学部 麻酔科学教室 教授 

委  員 遠藤 直哉 

小池  薫 

湖山 泰成 

小山  勇 

髙瀬 義昌 

津久井 宏行 

中島 康雄 

森本  剛 

弁護士法人フェアネス法律事務所 代表弁護士 

京都大学大学院医学研究科 初期診療・救急医学分野 教授  
湖山医療福祉グループ 代表 
埼玉医科大学 国際医療センター 病院長 
医療法人社団至髙会 たかせクリニック 理事長 
東京女子医科大学 心臓血管外科 准講師 
聖マリアンナ医科大学 放射線医学講座 教授 
兵庫医科大学 総合内科 教授 

 

 

 

３．事務局  

現在事務局は、事務局長以下常勤職員３名と臨時職員で対応している。 
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事業報告の附属明細書 

 

平成 25 年度事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項が存在しないので作成し

ない。 
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