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　公益財団法人 臨床薬理研究振興財団　2019年度（第 44期）事業報告 

平成 30年度 第 3回理事会(平成 31年 2月 6日)の決定に基づき、以下の事業を実施した。 

1. 2019年度(第 44 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 

・交付金額 20件 各200万円 

・募集期間 2019年6月17日～8月30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） 2019年5月21日 

・選考委員による申請書の評価 2019年9月3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） 2019年10月30日 

◆交付対象者の決定、通知及び交付

・2019年度第2回理事会にて決定 2019年11月19日 

・決定通知完了 2019年11月25日 

・交付対象件数 20件、附属明細書－1に掲載 

・交付金額 4,000万円（各200万円）  

・贈呈証書授与完了 2020年1月10日 

・交付完了 2020年1月31日 

(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 2019年6月17日～8月30日 

・推薦件数 3件 

◆選考経過

・第1回選考委員会開催（推薦方法等の審議） 2019年5月21日 

・選考委員による申請書の評価 2019年9月14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） 2019年10月30日 

・交付対象者候補の面接実施 2019年11月6日 

◆交付対象者の決定、通知及び交付

・2019年度第2回理事会にて決定 2019年11月19日 

・決定通知完了 2019年11月25日 

・交付対象者 1名、附属明細書－1に掲載 

・交付金額 350万円 

・贈呈証書授与完了 2020年1月29日 

・交付完了 2020年1月31日 

◆平成 30年度交付対象者への継続交付

・交付対象者数及び金額 2名、各350万円
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2. 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。 

(1)  第30回(2019年度)臨床薬理研究振興財団賞

◆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 2019年4月1日～6月10日 

・応募件数 学術奨励賞 11件 

学術論文賞 16件 

◆選考経過

・第1回選考委員会開催（募集方法等の審議） 2019年4月7日 

・選考委員による申請書の評価 2019年7月5日～8月26日 

・第2回選考委員会開催（交付対象者候補の選考） 2019年9月5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決定（書面） 2019年9月26日 

・2019年度第2回理事会にて承認 2019年11月19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40回日本臨床薬理学会学術総会（新宿)）  2019年12月5日  

・交付完了 2020年1月20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.40の編集・発刊

平成 31 年 3 月 30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 28年度) 20 編 
研究奨励金交付論文 (平成 27年度) 2 編 
海外留学助成金報告 3 編 

計 25 編 

・発 刊 日 2019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 84冊 
大学薬学部長、薬科大学長、大学研究所長など 121冊 
大学歯学部長 27冊 
大学医学系、薬学系主要講座など 624冊 
附属病院長その他主要病院長 347冊 
財団役員、評議員、選考委員 他 76冊 
交 付 者 89冊 
図 書 館 54冊 
その他助成財団、会社関係他 130冊 

計   1,552冊 
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(2)  No.41の発刊準備

・掲載論文

研究奨励金交付論文 (平成 29年度) 18 編 
海外留学助成金報告 2 編 

計 20 編 

・発刊予定年月 2020年6月 

4. 研究報告会の開催 （定款 第 4条第 1項第 5号）

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 12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： 2019年 11月 19日（火）15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： 94名

・プログラム： 附属明細書－4に掲載

〈第 1部〉 研究大賞表彰式

挨拶 理事長 廣川 和憲 

選考経過報告 編集委員 藤村 昭夫 

表彰式 理事長 廣川 和憲 

〈第 2部〉 研究報告会 座長 理事 宮坂 信之 

理事 戸塚 恭一 

    演者 研究大賞受賞者   5名 

海外留学修了者  2名 

閉会に当たって 評議員 乾 賢一 

【研究報告会】研究大賞の受賞者表彰と研究成果発表、及び海外留学修了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 12回研究大賞として、平成 28年度研究奨励金

交付論文 20 編及び平成 27年度研究奨励金交付論文 2編、計 22編の中から 5編を編集会議(平

成 31年 3 月 30日)において厳正に審査の上で選考した。 

【特別研究奨励金】財団設立 40周年記念事業の一環として、平成 27年度から 29年度までの 3年

間、研究奨励金（1 件 200万円）交付者のうち、特に成果、及び臨床応用が期待できると評価さ

れた交付対象研究 1 件については研究奨励金と併せて特別研究奨励金（200万円）、計 400万円

を交付した。そして、特別研究奨励金受給者は研究報告会にてその成果を報告している。本年

度は平成 28 年度特別研究奨励金受給者が研究大賞を受賞した。 
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5. 臨床薬理学集中講座の開講 （定款 第 4条第 1 項第 4号）

第 4 回(2019 年度)臨床薬理学集中講座（以下「集中講座」という。）を 2019 年 8 月 2 日～4 日

に出捐会社研修所 NEXUS HAYAMA で開講し、医師 7名、薬剤師 37 名、陪席者 5名 合計 49名が参加

した。本集中講座の一環として、第 40回日本臨床薬理学会学術総会のプログラムの中で第 3回臨床

薬理学集中講座フォローアップ・セミナー（以下「フォローアップ･セミナー」という。）を組み入

れ、当財団主催にて、2019年 12月 4日に開催し、受講修了者・講師等 28 名、学会参加者 42名 合

計 70名が参加した。本集中講座は、若手医師・薬剤師等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・運営するために、下記の臨床薬理学集中講座実

行委員会、及び臨床試験企画立案演習チーム会を開催した。 

臨床薬理学集中講座実行委員会 

1) 開催日： 2019年 5月 14日

議事： 第 4回集中講座の受講者決定、第 3回フォローアップ･セミナー準備状況 
の確認 

2) 開催日： 2019年 11月 19 日

議事： 第 4回集中講座実施報告、第 5回(2020年度)集中講座計画 

3) 開催日： 2020年 2月 4日

議事： 第 3回フォローアップ･セミナー開催報告、第 5回集中講座の募集要項･ 

 募集方法等決定 

臨床試験企画立案演習チーム会 

開催日： 2019年 6月 25日 

議事： 演習のテーマ検討、受講者の演習グループ班分け等 

第 4回(2019年度)臨床薬理学集中講座のプログラム、及び講師：附属明細書－5に掲載 

第 3回臨床薬理学集中講座フォローアップ・セミナーの概要：附属明細書－5に掲載 
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6. 附属明細書

【附属明細書－1】 

2019 年度（第 44 回）研究奨励金･海外留学助成金交付対象者 

◆研究奨励金 20 件 (1 件 200 万円交付） （50 音順 敬称略） 
氏  名 所属機関 研究テーマ

池田 慧 神奈川県立循環器呼吸器病センター IPF合併小細胞肺癌の第 2相試験 

今村 裕 がん研究会がん研有明病院 MSI-low発癌の解明と新規バイオマーカー創出 

大嶋 宏一 埼玉県立小児医療センター 再発 ALLに対する新規創薬ターゲットの同定 

岡田 直大 
東京大学国際高等研究所 

ニューロインテリジェンス国際研究機構

向精神薬薬剤変更に伴う精神症状変化と 

脳機能変化の関連 

岡田 欣晃 大阪大学大学院薬学研究科 
血管透過性を標的とする新しい抗炎症薬の 

開発 

沖田 恭治 国立精神・神経医療研究センター 
アデノシン 2A受容体遮断薬による

ドパミン D2受容体への影響の評価

小金丸 茂博 国立がん研究センター東病院 
薬剤耐性克服のための組織中 PK/PD評価 

システムの開発

杉村 啓二郎 大阪国際がんセンター T4食道癌に対する新規治療 

髙松 由基 京都大学ウイルス・再生医科学研究所 
転写・複製を制御する抗エボラウイルス薬の 

開発 

多田 隼人 金沢大学附属病院 救急部・循環器内科 
心血管疾患遺伝子リスクスコアによる 

個別化医療実践 

谷河 純平 大阪大学医学部附属病院小児科 
先天性 GPI欠損症に対する新規補充療法の 

治療効果の検討 

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 

乳児血管腫を対象としたプロプラノロール 

外用剤の研究 

中村 浩之 千葉大学大学院薬学研究院 ニーマン・ピック病 C型の新規治療薬の開発

西澤 大輔 東京都医学総合研究所 
がん疼痛治療の効果及び副作用に関わる 

遺伝要因の同定とその臨床応用 

檜井 栄一 岐阜薬科大学 
タンパク質分解系を標的としたグリオーマ

治療薬の開発研究

藤田 雄 
東京慈恵会医科大学内科学講座 

呼吸器内科 

腫瘍免疫応答を反映するがんエクソソーム 

迅速診断の基盤構築 

牧野 知紀 大阪大学大学院 消化器外科 個別化消化管がん免疫療法の確立 

増尾 友佑 金沢大学 医薬保健研究域薬学系 肝膜輸送体 OCT1生体内基質の網羅的探索 

森嶋 達也 熊本大学国際先端医学研究機構 
治療耐性クローンに対する IDH白血病 

新規治療法の開発 

和田 聡 
昭和大学臨床薬理研究所 

臨床腫瘍診断学講座 

腫瘍細胞の糖鎖構造に着目した 

新規がん免疫療法の開発 

◆海外留学助成金 1 件（1 件 350 万円/年） （敬称略）

氏  名 所属機関 留学施設名（国名） 期間 研究テーマ

久保田 香菜 
自治医科大学附属病院 

循環器内科 

ロイヤルブロンプトン病院

（イギリス）
1年 

成人先天性心疾患による肺動脈性

肺高血圧症に対する薬物治療 



6 

【附属明細書－2】 

第 30 回 （2019 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) 
柳町 昌克 東京医科歯科大学 小児科 

プロテオーム解析とゲノム薬理学を応用した 

薬剤性中枢神経障害の病態解明 

学術論文賞
(副賞： 

各 50 万円） 

橋口 正行
慶応義塾大学薬学部 

医薬品情報学講座 

Risk Factors for Hyperuricemia with HMG-CoA 

Reductase Inhibitors Using a Postmarketing 

Surveillance Database in Japan. 

臨床薬理, 49(4), 145-150, 2018 

前田 実花
北里大学病院 

HRP 室･薬剤部 

Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of a 

Single Dose of Scopolamine Ointment Applied to 

the Postauricular Area in Healthy Subjects. 

臨床薬理, 49(2), 53-58, 2018 

鏡 卓馬

浜松医科大学 

内科学第一講座 

消化器内科学分野 

Comparative Study of Effects of Vonoprazan and 

Esomeprazole on Antiplatelet Function of 

Clopidogrel or Prasugrel in Relation to CYP2C19 

Genotype. 

Clinical Pharmacology & Therapeutics, 103(5), 
906-913, 2018 
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【附属明細書－3】 
研究報告集「臨床薬理の進歩」No.40 掲載論文 

平成 28年度 研究奨励金交付論文 20 編   （五十音順 敬称略）

氏 名 所属機関（交付時） 論文タイトル 

赤羽 弘資 山梨大学 医学域 小児科 
ゲノムワイド関連解析を用いた急性リンパ性白血病のステロイド

感受性関連 SNPの探索 

梅村 将就 
横浜市立大学 医学部 医学研究科 

循環制御医学 

産学連携から生まれた市販医薬品磁性化技術を臨床応用するため

の研究 

岡本(内田)好海 
国立医薬品食品衛生研究所 

医薬安全科学部 

スティーヴンス・ジョンソン症候群/中毒性表皮壊死症の発症・重

症化予測系の構築に向けて

鬼木 健太郎 
熊本大学大学院生命科学研究部 

薬物治療学分野 

DsbA-L 遺伝子を標的とした新たな糖尿病治療戦略の開発に向けた

臨床研究 

加藤 元博 
国立成育医療研究センター 

小児がんセンター 移植・細胞治療科 

小児急性リンパ性白血病に対する維持療法の最適化に向けた遺伝

的多型解析 

窪田 敏夫 
九州大学大学院 薬学研究院 

臨床育薬学分野 

酸化マグネシウムがレボドパ（L-Dopa）・カルビドパ配合剤の体内

動態に与える影響の評価 

佐藤 洋美 
千葉大学大学院 薬学研究院  

先端実践薬学講座 臨床薬理学研究室 

複数の CYP 分子種が関与する薬物相互作用の網羅的予測システム

の構築 

島本 裕子 国立循環器病研究センター 薬剤部 
心不全患者に対するバンコマイシン推奨投与量の検討−ファーマコ

メトリクスに基づく心不全型薬物動態モデルの活用−

末原 義之 順天堂大学 医学部 整形外科 
「希少がん」軟部肉腫のキナーゼ阻害剤著効例に基づいた新規治療

法開発 

立川 正憲 
東北大学大学院 薬学研究科 

薬物送達学分野 

標的絶対定量プロテオミクスに基づく治療抗体医薬モニタリング

の基盤構築 

田中 紫茉子 静岡県立大学 薬学部 実践薬学分野 
薬物相互作用の迅速・網羅的検出を目的とした低侵襲カクテル試験

の確立 

田中 将志 
京都医療センター 臨床研究センター 

内分泌代謝高血圧研究部 
肥満･糖尿病に伴う認知機能低下の新規予知指標･治療戦略の開発 

辻 大樹 
静岡県立大学 薬学部 

臨床薬効解析学分野 
膵癌治療の個別化に関する多施設共同研究 

永井 利幸 
国立循環器病研究センター 

心臓血管内科部門 

急性心不全に対する低用量心房性ナトリウム利尿ペプチドの付加

効果に関する無作為化比較試験 

中島 振一郎 慶應義塾大学医学部 精神神経科 
超治療抵抗性統合失調症患者のグルタミン酸作動性神経代謝物レ

ベル：横断的 3Tプロトン MRS試験 

中島 葉子 藤田保健衛生大学医学部 小児科学 
5-FU 系抗癌剤薬物代謝に関わるピリミジン分解経路異常症のスク

リーニング法の確立

西田 純幸 
大阪大学大学院医学系研究科 

呼吸器・免疫アレルギー内科学講座 

進行肺癌に対する CpG ODN（K3）を用いた新規がん免疫療法の開発：

第 1相臨床試験 

西田 基宏 
自然科学研究機構生理学研究所（生命創生

探求センター)心循環シグナル研究部門 

シルニジピンによるミトコンドリア品質維持機構と難治性疾患へ

の適応拡大

藤田 大司 
自治医科大学 医学部 薬理学講座 

臨床薬理学部門 

急性大動脈解離における炎症性バイオマーカー：インターロイキン

6 の関与に関する臨床的検討 

古田 俊介 
千葉大学 大学院医学研究院 

グローバル臨床試験学 

メソトレキセート抵抗性の関節リウマチにおけるトファシチニブ

への切り替え対トファシチニブ追加併用のオープンラベル、多施設

共同、ランダム化非劣性試験

平成 27年度研究奨励金交付論文 2編 

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 
全身麻酔薬の種類による前方循環の各分枝の循環時間の比較 

松下(武藤)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を目指した臨床薬理学研究 

海外留学助成金報告 3編 

河面 聡 
日本生命済生会付属日生病院 

予防医学センター 
ウェストバージニア大学留学報告

北井 豪 
神戸市立医療センター中央市民病院 

循環器内科 
クリーブランドクリニック留学記

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

Mooresがんセンター 留学記
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【附属明細書－4】 

第 12 回研究報告会 

日 時：2019 年 11 月 19日（火） 15:30～19:40 

場 所：経団連会館（東京都千代田区大手町 1丁目 3-2） 

第 1部 臨床薬理研究振興財団 研究大賞表彰式 （15:30～16：00） 

挨拶       理事長 廣川 和憲 

選考経過報告   自治医科大学 名誉教授（編集委員） 藤村 昭夫 先生 

表彰式  

第 2部 研究報告会 (16：10～18：30） 

【研究報告】 

座長 東京医科歯科大学 名誉教授（理事） 宮坂 信之 先生 

東京女子医科大学 名誉教授（理事） 戸塚 恭一 先生 

  小児急性リンパ性白血病に対する維持療法の最適化に向けた遺伝的多型解析 

  国立成育医療研究センター 

  小児がんセンター 移植・細胞治療科 

加藤 元博 先生 

スティーヴンス･ジョンソン症候群/中毒性表皮壊死症の発症･重症化予測系の構築に向けて

  国立医薬品食品衛生研究所 医薬安全科学部 岡本(内田)好海先生 
（特別研究奨励金受給者） 

  複数の CYP分子種が関与する薬物相互作用の網羅的予測システムの構築 

  千葉大学大学院 薬学研究院 臨床薬理学研究室 佐藤 洋美 先生 

  肥満･糖尿病に伴う認知機能低下の新規予知指標･治療戦略の開発 

  京都医療センター 臨床研究センター 内分泌代謝高血圧研究部 田中 将志 先生 

シルニジピンによるミトコンドリア品質維持機構と難治性疾患への適応拡大

自然科学研究機構 生理学研究所 心循環シグナル研究部門 西田 基宏 先生 

【留学報告】 

セントルイス大学 肝臓センター 留学報告（アメリカ）

浜松医科大学 医学部 内科学第二講座 則武 秀尚 先生 

シンシナティ小児病院医療センター 留学報告（アメリカ）

九州大学病院 薬剤部 山田 孝明 先生  

【閉会にあたって】 京都大学 名誉教授（評議員） 乾 賢一 先生 

第 3部 情報交換会 （18：40～19：40） 

出捐者代表挨拶 第一三共株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 眞鍋 淳 殿 
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【附属明細書－5】 

第 4回(2019年度) 臨床薬理学集中講座のプログラム 

第 4回(2019年度)  臨床薬理学集中講座の講師 

担当講座 氏 名 所 属 

臨床薬理学とは 渡邉 裕司 浜松医科大学 理事・副学長 

臨床試験デザイン 折笠 秀樹 富山大学医学部 バイオ統計学･臨床疫学 教授 

研究倫理 田代 志門 東北大学大学院文学研究科 社会学専攻分野 准教授 

生物統計学 野間 久史 統計数理研究所 データ科学研究系 准教授 

臨床試験企画立案演習 

中野 重行 大分大学 名誉教授 

小林 真一 昭和大学 臨床薬理研究所 所長 

松本 直樹 聖マリアンナ医科大学 薬理学 教授 

臨床薬物動態学と薬物投与設計 越前 宏俊 明治薬科大学 名誉教授 

医薬品有害反応 鶴岡 秀一 日本医科大学 腎臓内科 教授 

薬物相互作用 楠原 洋之 東京大学大学院薬学研究科 分子薬物動態学教室 教授 

薬理遺伝学 家入 一郎 九州大学 大学院薬学研究院 薬物動態学分野 教授 

バイオマーカー 藤村 昭夫 
自治医科大学 名誉教授 
山陽小野田市立山口東京理科大学 客員教授 

医薬品開発・ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ 佐藤 淳子 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 国際部長 

第 3回臨床薬理学集中講座フォローアップ・セミナー(2019年 12月 4日、新宿) 

座長： 浜松医科大学 准教授 乾 直輝 先生 

・セッション１（臨床薬理研究の領域･種類や進め方などの経験談の紹介）

パネリスト： 東京医科歯科大学医学部附属病院 薬剤部 朝田 瑞穂 先生 

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 代謝･内分泌内科 中川 朋子 先生 

・セッション２（臨床薬理共同研究推進体制の構築に関する取り組み）

パネリスト： 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 臨床薬理学分野 座間味 義人 先生 

徳島大学病院 臨床試験管理センター 武智 研志 先生 

国立長寿医療研究センター治験･臨床研究推進センター 鈴木 啓介 先生 

昭和大学医学部 薬理学講座 臨床薬理学部門 肥田 典子 先生 

8/2(金) 8/3(土) 8/4(日) 

8:00-8:30 

開校式、ガイダンス 
8:00-11:40 

臨床試験企画立案演習 

(発表･討議) 

8:00-9:40 

薬理遺伝学 

8:30-10:10 

臨床薬理学とは 

9:50～11:30 

バイオマーカー 

10:30-12:10 

臨床試験デザイン 
12:10～13:50 

医薬品開発･ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ 

13:10-14:50 

研究倫理 
12:40-14:20 

臨床薬物動態学と薬物投与設計 
13:50～14:20 

閉講式 

15:10-16:50 

生物統計学 
14:40-16:20 

医薬品有害反応 

17:10-17:30 

演習事前説明 

18:30-21:30 

臨床試験企画立案演習 

16:40-18:20 

薬物相互作用 
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  2019年度のあゆみ

2019 年 4 月 18 日 決算資料監査実施

19 日 第一三共株式会社から寄附金 1 億円受領 
23 日 決算監査実施

24 日 第 4 回臨床薬理学集中講座募集締切り（3/25 募集開始） 
5 月 14 日 2019 年度 第 1 回臨床薬理学集中講座実行委員会開催（経団連会館） 

14 日 2019 年度 第 1 回理事会開催（経団連会館） 
21 日 2019 年度 第 1 回選考委員会開催（経団連会館） 

6 月 5 日 2019 年度 定時評議員会開催（経団連会館） 
17 日 研究奨励金募集開始及び募集要項等発送(717 通) 
17 日 海外留学助成金募集開始及び推薦要項等発送(53 通) 
17 日 第 12 回研究大賞についてプレスリリース 
19 日 評議員、理事、代表理事及び監事変更登記

21 日 平成 30 年度の事業報告等に係る提出書類を内閣府に提出 
21 日 評議員・役員等変更届を内閣府に提出

25 日 研究報告集「臨床薬理の進歩」No.40 発刊 
25 日 臨床試験企画立案演習チーム会（京王プラザホテル）

8 月 2～4 日 第 4 回(2019 年度)臨床薬理学集中講座開講（NEXUS HAYAMA） 
23 日 監事監査（4-7 月業務執行状況監査） 
30 日 研究奨励金及び海外留学助成金募集締切り

9 月 3 日 選考委員に研究奨励金交付申請書の評価依頼

5 日 第 30 回(2019 年度)財団賞 第 2 回選考委員会開催（日本臨床薬理学会事務所） 
14 日 選考委員に海外留学助成金交付申請書の評価依頼

10 月 1 日 選考委員による研究奨励金等交付申請書の評価終了

23 日 監事監査（8-9 月業務執行状況監査、事業及び決算に関する中間監査） 
30 日 2019 年度 第 2 回選考委員会開催（経団連会館） 

11 月 6 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）

19 日 2019 年度 第 2 回臨床薬理学集中講座実行委員会開催（経団連会館） 
19 日 2019 年度 第 2 回理事会開催（経団連会館） 
19 日 第 12 回研究報告会開催（経団連会館） 
21 日 研究奨励金等応募者宛採否通知の発送

22 日 理事･評議員･選考委員等宛交付対象者決定通知の発送

25 日 募集案内送付先への交付対象者決定通知の発送

12 月 4 日 第 3 回臨床薬理学集中講座フォローアップ・セミナー開催（京王プラザホテル） 
5 日 第 30 回(2019 年度)財団賞授与（第 40 回日本臨床薬理学会学術総会、新宿） 

2020 年 1 月 17 日  監事監査（10-12 月業務執行状況監査） 
20 日 財団賞研究奨励金等交付完了

29 日 研究奨励金・海外留学助成金贈呈証書授与完了

31 日 研究奨励金・海外留学助成金交付完了

2 月 4 日 2019 年度 第 3 回臨床薬理学集中講座実行委員会開催（経団連会館） 
4 日 2019 年度 第 3 回理事会開催（経団連会館） 

3 月 17 日 2019 年度事業計画及び収支予算書を内閣府に提出 




