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公益財団法人 臨床薬理研究振興財団 平成 27年度（第 40期）事業報告 

平成 26年度 第 3回理事会(平成 27年 2月 27日)の決定に基づき、以下の事業を実施した。 

1. 平成 27年度(第 40回)研究奨励金等の交付 （定款 第 4条第 1項第 1号、第 2号） 

(1) 研究奨励金 

◆募集内容 

・募集研究分野：臨床薬理研究 

・募集件数（公募） 20件程度 

 （内 特別研究奨励金 1件を含む） 

・交付金額 

 20件 各200万円、内 1件は特別研究奨励金200万円と併せて400万円 

・募集期間 平成27年6月22日～8月31日 

・応募件数 111件 

◆選考経過 

・第1回選考委員会開催（募集方法等の審議） 平成27年6月3日 

・選考委員による申請書の評価 平成27年9月2日～10月1日 

・第2回選考委員会開催（交付対象者候補の選考） 平成27年10月9日 

◆交付対象者の決定、通知及び交付 

・平成27年度第2回理事会にて決定 平成27年11月18日 

・決定通知 平成27年11月20日 

・交付対象件数 21件、附属明細書－1に掲載 

・交付金額 4,400万円（各200万円） 

 特別研究奨励金 1件200万円を含む 

・贈呈証書授与（財団設立40周年記念贈呈式にて） 平成28年2月10日 

・交付完了 平成28年3月1日 

◆その他 

・研究奨励金の返金 平成27年5月22日 

 研究中止による平成26年度研究奨励金交付者からの200万円の返金 

(2) 海外留学助成金 

◆募集内容 

・募集人数（推薦） 2名以内 

・交付金額 2件 各 350万円/年、原則2年間交付 

・推薦期間 平成27年6月22日～8月31日 

・推薦件数 6件 

◆選考経過 

・第1回選考委員会開催（推薦方法等の審議） 平成27年6月3日 

・選考委員による申請書の評価 平成27年9月2日～10月1日 

・第2回選考委員会開催（交付対象者候補の選考） 平成27年10月9日 

・交付対象者候補の面接実施 平成27年11月4日 

◆交付対象者の決定、通知及び交付 

・平成27年度第2回理事会にて決定 平成27年11月18日 

・決定通知 平成27年11月20日 

・交付対象者 2名、附属明細書－1に掲載 

・交付金額 700万円 (各350万円) 

・贈呈証書授与（財団設立40周年記念贈呈式にて） 平成28年2月10日 
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・交付完了 平成28年1月19日 

◆平成 26年度交付対象者への継続交付 

・交付対象者数及び金額 1名、350万円 

(3) 国際共同研究助成金 

◆募集内容 平成 27年度より募集を休止 

◆平成 26年度交付対象者(平成 27年 8月に来日)への研究助成金交付 

 1名、305万円(平成 27年 8月～平成 28年 3月の滞在費、研究助成金等) 
 

2. 第 26回(平成 27年度)臨床薬理研究振興財団賞の贈呈 (定款 第 4 条第 1 項第 1号、第 3号) 

日本臨床薬理学会に設置された選考委員会に選考を委任し、臨床薬理研究振興財団賞を次の通り

交付した。 

◆募集内容 

・募集件数 学術奨励賞 1件 

 学術論文賞 3件 

・募集期間  平成27年4月20日～6月1日 

・応募件数 学術奨励賞 8件 

 学術論文賞 11件 

◆選考経過 

・第1回選考委員会開催（募集方法等の審議） 平成27年3月8日 

・選考委員による申請書の評価 平成27年7月15日～8月15日 

・第2回選考委員会開催（交付対象者候補の選考） 平成27年9月13日 

◆交付対象者の決定、授与式及び交付 

・日本臨床薬理学会理事会にて承認（書面） 平成27年9月24日 

・平成27年度第2回理事会にて決定 平成27年11月18日 

・交付対象件数 4件、附属明細書－2に掲載 

・交付金額             学術奨励賞 1件             300万円 

学術論文賞 3件   150万円 (各50万円) 

・授与式（第36回日本臨床薬理学会学術総会、東京） 平成27年12月10日 

・交付完了 平成28年1月14日 
 

3. 研究報告集「臨床薬理の進歩」の発刊 （定款 第 4条第 1項第 5号） 

(1)  No.36の編集・発刊 

平成 27年 4月 1日に編集会議を開催し、次の通り実施した。 

・掲 載 論 文 附属明細書－3に掲載 
 

研究奨励金交付論文 (平成 24年度) 19編 
研究奨励金交付論文 (平成 23年度) 1編 
国際共同研究助成金報告 1編 
海外留学助成金報告 4編 
 計 25編 

 

・発 刊 日 平成27年6月25日  
 

・配 布 先 大学医学部長、医科大学長、大学院研究科長など 87冊 
 大学薬学部長、薬科大学長、大学研究所長など 122冊 
 大学歯学部長 27冊 
 大学医学系、薬学系主要講座など 635冊 
 附属病院長その他主要病院長 351冊 
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 財団役員、評議員、選考委員 他 56冊 
 交 付 者 109冊 
 図 書 館 60冊 
 その他助成財団、会社関係他 133冊 
       計                                1,580冊 

(2)  No.37の発刊準備 

編集会議（平成 28年 4月 4日）に向け、研究奨励金交付論文等の執筆及び校正を依頼した。 

・掲載論文 

研究奨励金交付論文 (平成 25年度) 20編 
研究奨励金交付論文 (平成 24年度) 1編 
海外留学助成金報告 1編 
 計 22編 

・発刊予定年月 平成28年6月 
 

4. 財団設立 40周年記念式典・記念贈呈式・第 8回研究報告会の開催 （定款 第 4条第 1項第 5号） 

平成 27年度は財団設立 40周年を迎えるため、記念式典と記念贈呈式を実施した。またその後に、

臨床薬理研究振興財団研究大賞(以下「研究大賞」という。)の受賞者等による第 8 回臨床薬理研究

振興財団研究報告会(以下「研究報告会」という。)を次の通り実施した。 

・日 時： 平成 28年 2月 10日（水）14時 30分～19時 40分 

・場 所： 経団連会館（東京都千代田区大手町 1丁目 3-2） 

・参加者： 130名 

・プログラム： 附属明細書－4に掲載 

〈第 1部〉 記念式典 

挨拶 理事長 森田 清 

アカデミアからの創薬 評議員 岸本 忠三 

わが国の臨床研究への期待 医薬品医療機器総合機構理事長 近藤 達也 

〈第 2部〉 記念贈呈式(平成 27年度研究奨励金等交付対象者への贈呈証書授与) 

選考経緯報告 理事 宮坂 信之 

贈呈証書授与 理事長 森田 清 

〈第 3部〉 研究報告会 

アンケート調査報告 理事 藤村 昭夫 

表彰式 理事長 森田 清 

選考経緯報告 理事 岡 希太郎 

研究大賞表彰 理事長 森田 清 

 座長 理事 中野 重行 

  評議員 御子柴 克彦 

 演者 研究大賞受賞者 5名 

  海外留学修了者 2名 

閉会にあたって 理事 大橋 京一 
 

【研究報告会】研究大賞の受賞者表彰と研究成果発表、並びに海外留学修了者及び国際共同研究助

成金受給者の研究報告の会で、今後の臨床薬理学の発展や臨床薬理研究者の育成に貢献すること

を目的に平成 20年度から実施している。 

【研究大賞】当財団が交付した研究奨励金を用いて研究が実施され、その後、研究の成果として研

究報告集「臨床薬理の進歩」に掲載された論文の中から、特に優秀で今後の発展が期待される

ものを選び表彰するものである。本年度は、第 8回研究大賞として、平成 24年度研究奨励金交

付論文 19編の中から5編を編集会議(平成 27年4月１日)において厳正に審査の上で選考した。 
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5. 財団設立 40周年記念誌「40年のあゆみ」の発刊 

財団設立 40 周年にあたり、財団の沿革、財団助成事業のまとめ等を纏めて、記念誌「40 年のあ

ゆみ」として編纂し、平成 28 年 3 月 7 日に発刊した。「40 年のあゆみ」には、財団の理事・評議

員・顧問、及び研究大賞受賞者等からの寄稿文「40周年に寄せて」を掲載した。また、研究奨励金

等受領者への「研究活動に関するアンケート調査」の集計結果も掲載した。 
 

6. 研究奨励金等受領者の「研究活動等に関するアンケート調査」 

財団設立 40周年の節目において、過去 20年間の研究奨励金等受領者に受領後の「研究活動等に

関するアンケート調査」を平成 27年春に実施した。アンケートを依頼した 389名の約 7割に相当す

る 276 名から回答があり、受領者のその後の研究活動状況や今後の財団運営において臨床薬理に関

する研究を志す若手研究者の育成に資するための貴重な情報が得られた。また、調査集計結果は、

財団設立 40周年記念式典・記念誌、財団 Webサイトで公表した。 
 

7. 臨床薬理学集中講座開講の準備 

財団設立 40 周年記念事業の一環として、臨床薬理学集中講座（以下「集中講座」という。）を

平成 28年 8月に開講する準備を進めた。本集中講座は、若手医師・薬剤師が臨床薬理学を体系的・

集中的に研鑽する場として、薬物療法の基本を実践し、臨床試験を通じたエビデンスの創造・発信

ができる医療従事者・研究者の育成を趣旨とする。集中講座を企画・運営するための臨床薬理学集

中講座実行委員会(以下「実行委員会」という。)を平成 27年 11月 18日と平成 28年 3月 15日に開

催し、集中講座の日程を平成 28年 8月 5日から 7日、会場を NEXUS HAYAMA(出捐会社 研修所)とす

ること、及び募集方法等が、平成 27年度第 3回理事会において承認された。また、カリキュラム、

講師等についても実行委員会にて準備した。 
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8. 附属明細書 

【附属明細書―1】 

平成 27 年度（第 40 回）研究奨励金･海外留学助成金交付対象者 

 

  

◆研究奨励金 21 件 (1 件 200 万円交付、特別研究奨励金 1 件 200 万円を含む）      （50 音順 敬称略） 

氏 名 所属機関 研究テーマ 

赤嶺由美子 秋田大学医学部附属病院 薬剤部 クロザピンの個別化治療の確立 

安藤 智暁 理化学研究所 統合生命医科学研究センター アレルギー研究チーム HRF を標的とした食物アレルギー治療開発 

池田  啓 千葉大学医学部附属病院 アレルギー・膠原病内科 関節リウマチ治療の最適化に関する探索研究 

石橋 智子 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 心肺統御麻酔学分野 脳血管病変患者の全身麻酔薬の最適化 

和泉 大輔 新潟大学医歯学総合病院 循環器内科 抗凝固療法と生理的凝固阻止因子の連関 

伊藤 直樹 帝京大学医学部 小児科学講座 新生児向精神薬離脱や乳汁移行の MS での検討 

岩尾 岳洋 名古屋市立大学大学院薬学研究科 臨床薬学分野 腸管細胞の作製と毒性試験への応用 

上田 重人 埼玉医科大学国際医療センター 乳腺腫瘍科 血管新生阻害薬の拡散分光的モニターリング 

内野 智信 静岡県立大学薬学部 臨床薬剤学分野 エルロチニブ服用患者の角層のセラミド解析 

大場 雄介 北海道大学大学院医学研究科 生理学講座 細胞生理学分野 慢性骨髄性白血病薬効予測法の実用化 

小野 正博 京都大学大学院薬学研究科 病態機能分析学分野 Aβおよびタウの SPECT イメージング 

楠原 洋之 東京大学大学院薬学系研究科 分子薬物動態学教室 内在性化合物を用いた OATP 評価法の開発 

小林 大介 九州大学大学院薬学研究院 臨床育薬学分野 ヒト皮膚薬物トランスポーターの発現解析 

林  秀樹 岐阜薬科大学 実践薬学大講座 実践社会薬学研究室 肺がんにおける個別化薬物療法研究 

人見 祐基 東京大学大学院医学系研究科 人類遺伝学分野 重症薬疹の遺伝素因探索から個別化医療へ 

堀  弘明 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 成人精神保健研究部 PTSD に対するメマンチンの臨床試験 

牧原 玲子 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 薬剤部 DPS 法による抗悪性腫瘍薬血中濃度測定法 

松下 明子 琉球大学大学院医学研究科 臨床薬理学講座 白血球活性化抑制による動脈硬化治療 

三坂 眞元 福島県立医科大学医学部 薬理学講座 PON3 活性とラクトン型薬物の体内動態との関連 

☆山口 浩明 東北大学病院 薬剤部 肺移植患者における個別化薬物療法 

山本 吉章 国立病院機構静岡てんかん神経医療センター 臨床研究部 スティリペントールの相互作用・薬効解析 

☆： 特別研究奨励金200万円と併せて400万円交付 

◆海外留学助成金 2 名 （1 件 350 万円/年 ･ 2 年交付）             （50 音順 敬称略） 

氏 名 所属機関 留学先施設（国） 期間 研究テーマ 

則武 秀尚 
浜松医科大学医学部 

内科学第二講座 

セントルイス大学 肝臓センター 

（アメリカ） 
2 年 

非アルコール性脂肪性肝炎新規 

治療薬の探索 

細矢  匡 
東京医科歯科大学 医歯学総合研究科 

膠原病・リウマチ内科 

カリフォルニア大学 

サンディエゴ校（アメリカ） 

Moores がんセンター（アメリカ） 

2 年 
組織局所の自然免疫を制御する 

治療薬の開発 
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【附属明細書―2】 

第 26 回 （平成 27 年度） 臨床薬理研究振興財団賞 

（学術奨励賞 1 件: 300 万円、学術論文賞 3 件: 150 万円(各 50 万円)） 

（敬称略） 

  氏  名 所属機関 
研究テーマ・受賞論文タイトル 

（掲載誌） 

学術奨励賞 
(研究奨励金： 

300 万円) 

米澤 淳 京都大学医学部附属病院 薬剤部 
個別化療法を目指した抗体医薬の 

臨床薬理学的研究 

学術論文賞 
(副賞:各 50 万円） 

 

中村 正生 美濃市立美濃病院 整形外科 

Significance at a Glance: A New Method for 

Presenting Multiple Results. 

 

臨床薬理, 45 (2), 63-69. 

三坂 眞元 福島県立医科大学医学部 薬理学 

Green tea ingestion greatly reduces plasma 

concentrations of nadolol in healthy subjects. 

Clin Pharmacol Ther., 95 (4), 432-438. 

上杉 美和 
京都大学医学部附属病院 

薬剤部研究室 

Impact of cytochrome P450 3A5 polymorphism 

in graft livers on the frequency of acute cellular 

rejection in living-donor liver transplantation. 

Pharmacogenet Genomics 24 (7): 356-366． 
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【附属明細書―3】 

研究報告集「臨床薬理の進歩」No.36 掲載論文 

平成 24 年度 研究奨励金交付論文 19 編                                （敬称略、掲載順） 

氏名 所属機関 論文タイトル 

太田 嗣人 
金沢大学医薬保健研究域  
脳・肝インターフェースメディシン研究センター 

カロテノイドに着目した非アルコール性脂肪肝炎の治療法開発 

杉山 大介 
九州大学先端医療イノベーションセンター、 
九州大学病院 ARO 次世代医療センター 

新規制がん活性ペプチド・KS-13 の薬理作用解析 

山村 寿男 
名古屋市立大学 大学院薬学研究科  
分子薬効解析学分野 

低浸透圧環境下で発現低下する軟骨細胞 ClC-7 クロライド 
チャネル 

冨田 謙吾 防衛医科大学校 消化器内科 
肝星細胞遊離コレステロール代謝調節による肝線維化 
新規治療法開発に関する研究 

松永 直哉 九州大学大学院薬学研究院 薬剤学分野 薬剤誘発性肝癌の新規発症機構の解明 

窪田 泰江 
名古屋市立大学大学院医学研究科  
腎・泌尿器科学分野 

過活動膀胱における SCF-Kit シグナル伝達系の機能解析と 
分子標的治療薬の開発 

澤田 直樹 
東京医科歯科大学 分子内分泌代謝学 
（現：シカゴ大学）      

血管内皮 PGC-1αは糖尿病による血管障害の原因分子である 

猪川 和朗 
広島大学大学院医歯薬保健学研究院 
臨床薬物治療学 

抗真菌薬・抗ウイルス薬の臨床薬物動態－薬力学の解明と 
これに基づく最適治療法の構築 

吉成  浩一 
東北大学大学院薬学研究科薬物動態学分野 
静岡県立大学薬学部衛生分子毒性学分野 

コレステロールホメオスタシス関連転写因子による 
CYP3A4 遺伝子の発現調節 

稲嶺 達夫 
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 
薬物治療学分野 

CYP7A1 遺伝子多型が影響する PBC 肝硬変進行メカニズムの 
解明 

長田(根津) 潤 琉球大学大学院医学研究科臨床薬理学 
DPP4 阻害薬に対する薬剤応答性と CDKAL1 遺伝子多型の関連: 

沖縄における 2 型糖尿病ゲノムコホート研究 

寺田  智祐 滋賀医科大学医学部附属病院 薬剤部 
高度腎機能低下患者における高尿酸血症治療薬 
フェブキソスタットの母集団薬物動態解析 

櫻井 文教 大阪大学大学院薬学研究科分子生物学分野 
遺伝子組換えアデノウイルスを利用した末梢循環腫瘍細胞検出
法の開発と臨床応用 

井上 治久 
京都大学 iPS 細胞研究所 増殖分化機構研究部門 
幹細胞医学 JST CREST 

iPS 細胞を用いた既存薬再評価による神経変性疾患 
新規創薬標的の同定 

河野 直子 
名古屋大学大学院 医学系研究科  
精神医学分野 

薬物療法を受けているうつ病患者の運転技能は 
低下しているか？ 

武隈   洋 
北海道大学大学院薬学研究院  
薬物動態解析学研究室 

造血幹細胞移植時の抗がん剤併用療法における投与量 
および薬物曝露順序の最適化 

内藤 隆文 浜松医科大学医学部附属病院薬剤部 
術後早期におけるフェンタニルの血中動態および尿中排泄 
に及ぼす CYP3A5*3 の影響 

長野 孝俊 鶴見大学歯学部歯周病学講座 歯周薬物療法を行った患者に術後発生した異常心電図波形について 

細畑 圭子 自治医科大学医学部 薬理学講座臨床薬理学部門 薬物性腎障害の早期検出尿中バイオマーカーの臨床評価 

平成 23 年度 研究奨励金交付論文 1 編   

田代   学 
東北大学サイクロトロン・RI センター  
サイクロトロン核医学研究部 

高齢者および若年者における抗ヒスタミン薬服用後の 
運転シミュレーション成績の比較 

国際共同研究助成金報告 1 編 

Qian Weibin 鳥取大学医学部 薬物治療学 
高コレステロール食による脂肪肝の進展に対する漢方薬による 

予防効果 

海外留学助成金報告 4 編 

吉野   純 
慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科 

（現：ワシントン大学医学部 内科） 
ワシントン大学医学部留学記 

浅山   敬 
東北大学大学院薬学研究科医薬開発構想 
（現：帝京大学医学部 衛生学公衆衛生学） 

Leuven 研究留学記 

田中  宏樹 浜松医科大学 第二外科 Stanford School of Medicine 留学記 

福土  将秀 
京都大学医学部附属病院 薬剤部 
（現：旭川医科大学病院 薬剤部） 

University of North Carolina at Chapel Hill 留学記 
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【附属明細書―4】 
財団設立 40周年記念式典・記念贈呈式・第 8回研究報告会 

 日 時：平成 28年 2月 10日（水） 14:30～19:40 

 場 所：経団連会館（東京都千代田区大手町） 

第 1部 40周年記念式典（14:30～15：00）  

挨拶                            理事長   森田  清 

アカデミアからの創薬                 大阪大学 教授 岸本 忠三 先生 

わが国の臨床研究への期待   (独）医薬品医療機器総合機構 理事長  近藤 達也 先生 

 第 2部 記念贈呈式(平成 27年度研究奨励金等交付対象者への贈呈証書授与, 15：00～15：30） 

選考経緯報告                    選考委員会議長（東京医科歯科大学名誉教授） 宮坂 信之 先生 

贈呈証書授与                         理事長   森田  清 
 
第 3部 研究報告会（15：30～19：40） 

 【表彰式】 〈選考経緯説明、表彰 20分〉 

選考経緯報告                     編集会議議長（東京薬科大学名誉教授） 岡  希太郎 先生 

表彰                              理事長  森田  清 

アンケート調査報告                          自治医科大学教授 藤村  昭夫 先生 

－研究奨励金等受領者のその後の研究活動に関するアンケート調査－ 

  【研究・留学報告】 

座長 大分大学名誉教授 中野  重行 先生 

 東京大学名誉教授 御子柴克彦 先生 

 

     血管内皮 PGC-1αは糖尿病による血管障害の原因分子である 

        東京医科歯科大学 分子内分泌代謝学 (現： シカゴ大学） 澤田 直樹 先生 

     過活動膀胱における SCF-Kitシグナル伝達系の機能解析と分子標的治療薬の開発 

        名古屋市立大学大学院 医学研究科 腎・泌尿器科学分野 窪田 泰江 先生 

     遺伝子組換えアデノウイルスを利用した末梢循環腫瘍細胞検出法の開発と臨床応用 

        大阪大学大学院 薬学研究科 分子生物学分野 櫻井 文教 先生 

     薬物性腎障害の早期検出尿中バイオマーカーの臨床評価 

       自治医科大学医学部 薬理学講座 臨床薬理学部門 細畑 圭子 先生 

     iPS細胞を用いた既存薬再評価による神経変性疾患新規創薬標的の同定 

       京都大学 iPS 細胞研究所 増殖分化機構研究部門 幹細胞医学 JST CREST 井上 治久 先生 

 

      Leuven研究留学記 

        帝京大学医学部衛生学公衆衛生学                    浅山  敬  先生 

      米国国立がん研究所・米国医薬品食品局留学記 

        国立がん研究センター中央病院 乳腺・腫瘍内科              米盛  勧  先生 

 【閉会にあたって】 大分大学 副学長 大橋  京一 先生 

 【情報交換会】   

  出捐者代表挨拶   第一三共㈱代表取締役社長 兼 CEO      中山  讓治 殿 
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平成 27年度のあゆみ 

 平成 27 年 4 月 1 日 編集会議開催（経団連会館） 

 9 日 都民税申告書・免除申請書を東京都中央都税事務所に提出 

 20 日 第一三共株式会社から寄附金 1 億 900 万円受領 

 5 月 11 日 決算監査実施 

 27 日 平成 27 年度 第 1 回理事会開催(経団連会館) 

 6 月 3 日 平成 27 年度 第 1 回選考委員会開催(クラブ関東) 

 18 日 平成 27 年度 定時評議員会開催(経団連会館) 

 18 日 臨時理事会（理事会の決議の省略の方法による） 

 19 日 平成 26 年度(第 39 期)決算報告書を日本橋税務署に提出 

 19 日 都民税免除申請書添付書類を東京都中央都税事務所に提出 

 22 日 研究奨励金募集案内及び募集要項発送（666 通） 

 22 日 海外留学助成金の推薦要項発送（43 通） 

 23 日 平成 26 年度の事業報告等に係る提出書類を内閣府に提出 

 25 日 研究報告集「臨床薬理の進歩」No.36 発刊 

 25 日 第 8 回研究大賞についてプレスリリース 

 7 月 14 日 理事重任/就任・代表理事重任登記 

 28 日 都民税免除決定通知書受領 

 8 月 31 日 研究奨励金及び海外留学助成金募集締切り 

 9 月 2 日 選考委員に申請書の評価依頼 

 13 日 第 26 回(平成 27 年度)財団賞 第 2 回選考委員会開催(日本臨床薬理学会) 

 10 月 1 日 選考委員による申請書の評価終了 

 9 日 平成 27 年度 第 2 回選考委員会開催(クラブ関東) 

 11 月 4 日 海外留学助成金交付対象者候補の面接実施(財団事務所) 

 18 日 平成 27 年度 第 2 回理事会開催(経団連会館) 

 18 日 第 1 回臨床薬理学集中講座実行委員会開催(経団連会館) 

 20 日 応募者宛採否通知の発送 

 20 日 理事･評議員･選考委員等宛交付対象者決定通知の発送 

 24 日 大学・大病院宛交付対象者決定通知の発送 

 12 月 10 日 第 26 回(平成 27 年度)財団賞授与(第 36 回日本臨床薬理学会学術総会、東京) 

 平成 28 年 1 月 14 日 財団賞研究奨励金等交付完了 

 19 日 海外留学助成金交付完了 

 2 月 10 日 平成 27 年度 第 3 回理事会開催（経団連会館） 

 10 日 財団設立 40 周年記念式典・記念贈呈式・第 8 回研究報告会開催(経団連会館) 

 10 日 研究奨励金・海外留学助成金贈呈証書授与 

 12 日 一般寄附金 50 万円を受領 

 21 日 第 27 回(平成 28 年度)財団賞 第 1 回選考委員会開催(日本臨床薬理学会) 

 3 月 1 日 研究奨励金交付完了 

 7 日 財団設立 40 周年記念誌「40 年のあゆみ」発刊 

 15 日 第 2 回臨床薬理学集中講座実行委員会開催(クラブ関東) 

 15 日 平成 28 年度事業計画及び収支予算書を内閣府に提出 
   


