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公益財団法人 臨床薬理研究振興財団 2020 年度（第 45 期）事業報告 

 

2019年度 第 3回理事会(2020年 2月 4日)の決定に基づき、以下の事業を実施した。 

1. 2020年度(第 45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 2020年6月15日～8月31日 

・応募件数 113件 

◆選考経過 

・第1回選考委員会開催（募集方法等の審議） 2020年5月20日 

・選考委員による申請書の評価 2020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） 2020年10月19日 

◆交付対象者の決定、通知及び交付 

・2020年度第2回理事会にて決定 2020年11月18日 

・決定通知完了 2020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 2021年1月14日 

・交付完了 2021年2月5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 2020年6月15日～8月31日 

・推薦件数 2件 

◆選考経過 

・第1回選考委員会開催（推薦方法等の審議） 2020年5月20日 

・選考委員による申請書の評価 2020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） 2020年10月19日 

・交付対象者候補の面接実施 2020年10月29日 

◆交付対象者の決定、通知及び交付 

・2020年度第2回理事会にて決定 2020年11月18日 

・決定通知完了 2020年11月25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） 

・贈呈証書授与完了 2020年12月25日 

・交付完了 2021年1月20日 

◆2019年度交付対象者への継続交付 

・交付対象者数及び金額 なし 
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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  

とおり交付した。 

(1)  第31回(2020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                   2020年4月1日～6月16日 

・応募件数 学術奨励賞 3件 

 学術論文賞 23件 

◆選考経過 

・第1回選考委員会開催（募集方法等の審議） 2020年4月9日 

・選考委員による申請書の評価 2020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） 2020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） 2020年10月26日 

・2020年度第2回理事会にて承認 2020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41回日本臨床薬理学会学術総会（福岡)）    2020年12月4日  

・交付完了 2020年12月25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.41の編集・発刊 

2020年 4月 4日に編集会議を開催し、次のとおり実施した。 

・掲 載 論 文 附属明細書－3に掲載 
 

研究奨励金交付論文 (平成 29年度) 18編 
海外留学助成金報告 2編 
 計 20編 

 

・発 刊 日 2020年6月20日 

 

・配 布 先 大学医学部長、医科大学長、大学院研究科長など 88冊 
 大学薬学部長、薬科大学長、大学研究所長など 119冊 
 大学歯学部長 27冊 
 大学医学系、薬学系主要講座など 623冊 
 附属病院長その他主要病院長 350冊 
 財団役員、評議員、選考委員 他 72冊 
 交 付 者 96冊 
 図 書 館 54冊 
 その他助成財団、会社関係他 149冊 
       計                                1,578冊 
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(2)  No.42の発刊準備 

・掲載論文 

研究奨励金交付論文 (平成 30年度) 19編 
研究奨励金交付論文 (平成 29年度) 1編 
海外留学助成金報告 1編 
 計 21編 

・発刊予定年月 2021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。)受賞者等による第 13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。)を次のとおり実施した。2020年度は、新型コロ

ナウイルス感染拡大を考慮し、ビデオ配信にて開催した。 

また、研究報告会の内容を、12月 1日より当財団ホームページでオンデマンド配信を行うととも

に、収録した DVDと研究大賞受賞者の別刷を冊子にまとめた DVD BOOKを作成・配布した。 

・日  時 ： 2020 年 11月 18日（水）15時 30分～17時 30分 

・開催方法 ： ビデオ配信開催 

・アクセス数 ： 72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（表彰概要説明）  

〈第 2部〉 研究報告会 座長 理事 杉山 雄一 

  理事 渡邉 裕司 

              演者 研究大賞受賞者  5名 

               特別研究奨励金受給者 1名 

  

【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 13回研究大賞として、平成 29年度研究奨励

金交付論文 18編の中から 5編を編集会議(2020年 4月 4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。 
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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 5回(2020年度)臨床薬理学集中講座（以下「集中講座」という。）を 2020年 9月 25日～27日

に出捐会社研修所 NEXUS HAYAMAで開講する予定で準備を進めていたが、新型コロナウイルス感染

防止の観点から、受講者、講師の安全を最優先で考慮し、中止した。 

本集中講座の一環として、第 41 回日本臨床薬理学会学術総会のプログラムの中で第 4 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、2020 年 12 月 3 日に開催した。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： 2020年 5月 12日 

  議 事： 第 5回集中講座の受講者決定、 

   第 4回フォローアップ･セミナー準備状況の確認 

 2) 開催日： 2020年 8月 21日 

  議 事： 第 5回集中講座の可否判断（中止の判断） 

 3) 開催日： 2020年 11月 18日 

  議 事： 2021年度の集中講座計画概要 

 4) 開催日： 2021年 2月 15日 

  議 事： 2021年度の集中講座計画（Web開催に決定） 

 5) 開催日： 2021年 3月 18日 

  議 事： 第 4回フォローアップ･セミナー開催報告、 

   2021年度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 

 1) 開催日： 2020年 5月 29日 

  議 事： 演習の班編成、演習テーマ検討等 

 2) 開催日： 2020年 6月 30日 

  議 事： 演習テーマ検討等 

 3) 開催日： 2020年 7月 21日 

  議 事： 演習内容の検討等 

 4) 開催日： 2020年 9月 1日 

  議 事： 2020年 8月 21日開催の実行委員会の情報共有等 

 
 

第 4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】 

2020 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 

荒井 誠 
東北大学大学院医学系研究科 

分子代謝生理学分野 
腸内細菌叢を標的とした骨折予防戦略の構築 

池村 健治 大阪大学医学部附属病院 薬剤部 
リネゾリドの副作用回避を目指した基礎臨床   

融合型研究 

岩谷 綾香 
埼玉医科大学総合医療センター 

新生児科 

未熟児動脈管開存症に対するアセトアミノフェン

療法 

上島 智 立命館大学 薬学部 
ゲ ノ ム 薬 理 学 と 情 報 科 学 の 融 合 に 基 づ く       

直接作用型経口抗凝固薬の個別化薬物療法の確立 

歌野 智之 国立成育医療研究センター 薬剤部 
年齢と遺伝子多型を考慮した日本人小児がん患者

に対する制吐剤目的のオランザピンの有用性 

遠藤 仁 慶應義塾大学 医学部 
生理活性脂質を用いた肺高血圧症の新規治療法の

開発 

庄司 健介 
国立成育医療研究センター 

生体防御系内科部 

遺伝的要因がボリコナゾールの薬物動態に与える

影響 

武智 研志 松山大学 薬学部 医療薬学科 
リアルワールドデータを用いたオキサリプラチン

誘発末梢神経障害に対する予防薬の検討 

田島 壮一郎 九州大学病院 薬剤部 
omics 解析による腎移植患者の急性拒絶反応を  

早期に診断するバイオマーカーの開発と予防 

田中 博明 
三重大学医学部附属病院 

産科婦人科 

胎児発育不全に対するタダラフィル母体経口投与

の有効性・安全性に関する臨床試験；プラセボ対照

ランダム化比較第Ⅲ相多施設共同研究 

田村 雄一 国際医療福祉大学医学部 循環器内科 
免疫チェックポイント阻害薬の安全使用に資する

irAE 心筋障害全国レジストリ研究 

橋本 佐 千葉大学大学院医学研究院 精神医学 
妊娠期の抗精神病薬治療に関する母児の安全性 

評価 

肥田 典子 
昭和大学 医学部  

薬理学講座臨床薬理学部門 

統合失調症患者および健康成人における唾液   

および血中アディポネクチン濃度の相関性の検討 

人見 祐基 星薬科大学 薬学部 微生物学研究室 
重症薬疹の全ゲノム DNA 解析情報を活用した発症

機序の解明および個別化医療への応用 

細矢 匡 
東京医科歯科大学 医歯学総合研究科 

膠原病・リウマチ内科学 

ステロイドに代わる新たな NF-κB抑制性化合物の

探索 

堀 美香 名古屋大学 環境医学研究所 
常染色体劣性遺伝性高コレステロール血症患者 

由来 iPS 細胞を用いた病態再現と治療薬開発 

増田 隆洋 
東京慈恵会医科大学附属病院 

外科学講座 

ボノプラザン抵抗性逆流症状を有する患者の   

酸分泌状態の評価 

松本 洋太郎 東北大学大学院 薬学研究科 
修飾核酸パネル検査法の開発とがん精密診断への

応用 

武藤 淳 藤田医科大学 医学部 

インドシアニングリーン(ICG)および近赤外線  

レーザーを用いた術中脳脊髄腫瘍のリアルタイム

蛍光診断の確立 

吉倉 延亮 
岐阜大学大学院医学系研究科 

脳神経内科学分野 

特発性小脳失調症に対する免疫療法の有効性   

および安全性を検証するランダム化並行群間試験 
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◆海外留学助成金 1 件（1 件 350 万円/年）                          （50 音順 敬称略） 

氏 名 所属機関 留学施設名（国名） 期間 研究テーマ 

知念 良顕 京都府立医科大学 

血液内科学教室 

アルバートアイン 

シュタイン医科大学 

（アメリカ） 

2 年 白血病幹細胞を標的とした新規治療薬

の開発 

平野 成 東邦大学医学部内

科学講座膠原病学

分野 

ミシガン大学 

（アメリカ） 
2 年 ブラジキニン B1 受容体阻害による 

新規関節リウマチ治療薬開発を 

目指した基礎・臨床薬理学的研究 

 

 

 

 

 

 

【附属明細書－2】 

第 31 回 （2020 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 鈴木 敦 東京女子医科大学 

循環器内科学講座 

抗不整脈薬の効果予測のための遺伝子発現

と高分解能心電図指標による探索的研究 

学術論文賞 

花田 和彦 明治薬科大学 

薬物動態学研究室 

新薬開発時に行われる母集団薬物動態解析結果

と臨床薬物動態試験解析結果の乖離 

 
臨床薬理, 50(3), 89-95, 2019 

奥村 俊一 東京都立駒込病院薬剤科 

Detection of Signals of Convulsion-

inducing Effect for Fluoroquinolone 

Antibiotics Alone and with Co-

administration of Nonsteroidal Anti-

inflammatory Drugs in Association with 

Aging Using Japanese Adverse Drug Event 

Reporting Database 

 
臨床薬理, 50(5), 203-209, 2019 

牧野 好倫 
埼玉医科大学 

国際医療センター 

がんゲノム医療科/薬剤部 

Individual optimal dose of amrubicin to 

prevent severe neutropenia in Japanese 

patients with lung cancer. 

 
Cancer Science, 110(11), 3573-3583, 2019 
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【附属明細書－3】 

研究報告集「臨床薬理の進歩」No.41 掲載論文 

平成 29 年度 研究奨励金交付論文 18 編                              （50 音順 敬称略） 

氏 名 所属機関（交付時） 論文タイトル 

庵原 耕一郎 
国立長寿医療研究センター  

幹細胞再生医療研究部 
ナノバブル薬剤導入法を用いた難治性根尖性歯周炎治療 

石橋 賢士 
東京都健康長寿医療センター研究所 

神経画像研究チーム 
パーキンソン病におけるアデノシン A2A 受容体の病態解析 

牛島 健太郎 

自治医科大学医学部 薬理学講座  

臨床薬理学部門 

山陽小野田市立山口東京理科大学 

薬学部 薬剤学･製剤学分野 

肺高血圧を伴う小児先天性心疾患患者におけるニトログリセリン

の PK/PD/PG 解析 

大隅 朋生 
国立成育医療研究センター  

小児がんセンター 

小児の造血幹細胞移植前処置におけるブスルファン投与法の 

最適化 

忰田 亮平 新潟大学医歯学総合病院 腎･膠原病内科 
SGLT2 阻害薬による腎保護作用機序と尿中コンパニオン診断法の

検討 

片岡 有 国立循環器病研究センター 心臓血管内科 

血液中 Proprotein Convertase Subxilisin/Kexin Type 9（PCSK9）

サブタイプ濃度が脂質低下薬剤の反応性・心血管イベントリスクに

及ぼす影響の検証研究 

嘉糠 洋陸 
東京慈恵会医科大学 実験動物研究施設・

熱帯医学講座 

医療用豚鞭虫卵製剤の日本人における安全性・認容性について 

－単施設二重盲検ランダム化比較試験－ 

鎌田 研 近畿大学医学部 消化器内科 
遠隔転移を有する高齢者膵癌に対する標準用量と低用量ゲムシタ

ビン + ナブパクリタキセル併用療法のランダム化第Ⅱ相試験 

金田（久保）  

倫子 
三重大学医学部附属病院 産科婦人科 胎児発育不全に対するタダラフィル投与による新規治療法の確立 

小坂 威雄 慶應義塾大学医学部 泌尿器科学教室 
進行性前立腺癌における薬剤耐性遺伝子発現ネットワークを標的

とした新規リプログラミング療法 

白坂 善之 東京薬科大学薬学部 薬物動態制御学教室 
消化管水分挙動解析に基づく薬物吸収動態変動（相互作用）予測法

の確立 

土岐 浩介 筑波大学医学医療系 臨床薬剤学 
プロパフェノンの薬理遺伝学的情報に基づく効果的な治療薬物 

モニタリング 

徳重 明央 
琉球大学大学院 医学研究科  

臨床薬理学講座 

炎症反応および内皮機能に対するコルヒチンの用量依存性効果の

評価 

－白血球活性化を伴う冠動脈疾患合併 2 型糖尿病患者を対象と 

したランダム化二重盲検プラセボ対照第Ⅱ相試験－ 

平井 啓太 静岡県立大学薬学部 臨床薬効解析学分野 COPD 患者における治療層別化バイオマーカーの構築 

深野 華子 
国立感染症研究所ハンセン病研究 

センター 
ベダキリンを含む肺 MAC 症多剤併用療法確立への検討 

牧山 武 
京都大学大学院 医学研究科  

循環器内科学 

iPS 細胞モデルを用いた QT 延長症候群に対する新規 Ca2+ チャネ

ル抑制メカニズムによる治療法開発 

山口 剛史 東京歯科大学市川総合病院 眼科 
虹彩萎縮に伴う前房水の微小環境の病的変化は角膜移植片の早期

機能不全につながる 

山田 尚広 浜松医科大学医学部附属病院 薬剤部 
易感染性患者における VRCZ の N オキシド化代謝経路に着目した

薬物動態・薬力学的評価 

海外留学助成金報告 2 編 

則武 秀尚 浜松医科大学内科学 第二講座 米国セントルイス大学肝臓センター留学記 

山田 孝明 九州大学病院 薬剤部 シンシナティ小児病院医療センター留学報告 
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【附属明細書－4】 

第 13 回研究報告会 

 日  時：2020年 11月 18日（火） 15:30～17:30 

 開催方法：ビデオ配信開催 

第 1部 臨床薬理研究振興財団 研究大賞表彰式 （15:30～15:50）  

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（理事・編集委員） 藤村 昭夫 先生 

表彰式 （表彰概要説明）  

 

第 2部 研究報告会 (15:50～17:30） 

 【研究報告】 

座長 理化学研究所 杉山特別研究室（理事） 杉山 雄一 先生 

 浜松医科大学 理事・副学長（理事） 渡邉 裕司 先生 

 
     肺高血圧を伴う小児先天性心疾患患者におけるニトログリセリンの PK/PD/PG 解析 

        山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部   牛島 健太郎 先生 

     COPD 患者における治療層別化バイオマーカーの構築 

        静岡県立大学薬学部 臨床薬効解析学分野 平井 啓太 先生 
 

     プロパフェノンの薬理遺伝学的情報に基づく効果的な治療薬物モニタリング 

        筑波大学医学医療系 臨床薬剤学 土岐 浩介 先生 

     胎児発育不全に対するタダラフィル投与による新規治療法の確立 

        三重大学医学部附属病院 産科婦人科 金田（久保） 倫子 先生 

     小児の造血幹細胞移植前処置におけるブスルファン投与法の最適化 

       国立成育医療研究センター 小児がんセンター 大隅 朋生 先生 

血液中 Proprotein Convertase Subxilisin/Kexin Type 9（PCSK9）サブタイプ濃度が 

脂質低下薬剤の反応性・心血管イベントリスクに及ぼす影響の検証研究 

        国立循環器病研究センター 心臓血管内科 片岡 有 先生 
（特別研究奨励金受給者） 

              
 



 

 

【附属明細書－5】 

 

第 4回臨床薬理学集中講座フォローアップ・セミナー(2020年 12月 3日、福岡) 

 

座長：浜松医科大学 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： 

国立成育医療研究センター 薬剤部    丹沢 彩乃 先生 

臨床薬理学の役割と貢献 ～新生児領域での薬剤師の視点から～ 

浜松医科大学医学部附属病院    永田 絵子 先生 

臨床薬理研究の領域・種類や勧め方などの経験談の紹介 ～医師の視点から～ 

・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： 

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 

「ポリファーマシー」の観点からの提案 

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 

 ドラッグリポジショニングの研究を通じて 

松山大学 薬学部 医療情報解析学研究室    武智 研志 先生 

 ドラッグリポジショニングの研究を通じて 

  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 

  共同推進体制構築に向けて 
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2020年度のあゆみ 

 

 2020 年 4 月 10 日 第一三共株式会社から寄附金 1 億円受領 
 21 日 決算資料監査実施 
 24 日 第 5 回臨床薬理学集中講座募集締切り（4/1 募集開始） 
 27 日 決算監査実施 
 5 月 12 日 2020 年度 第 1 回臨床薬理学集中講座実行委員会開催（電話会議） 
 12 日 2020 年度 第 1 回理事会開催（書面決議） 
 20 日 2020 年度 第 1 回選考委員会開催（書面決議） 
 29 日 第 1 回臨床試験企画立案演習チーム会（Web 開催） 
 6 月 9 日 2020 年度 定時評議員会開催（書面決議） 
 15 日 研究奨励金募集開始及び募集要項等発送（720 通） 
 15 日 海外留学助成金募集開始及び推薦要項等発送（52 通） 
 15 日 第 13 回研究大賞について財団ホームページで公告 
 18 日 2019 年度の事業報告等に係る提出書類を内閣府に提出 
 20 日 研究報告集「臨床薬理の進歩」No.41 発刊 
 26 日 評議員、理事、代表理事及び監事変更登記 
 30 日 第 2 回臨床試験企画立案演習チーム会（Web 開催） 
 7 月 3 日 評議員・役員等変更届を内閣府に提出 
 21 日 第 3 回臨床試験企画立案演習チーム会（Web 開催） 
 8 月 20 日 監事監査（4-7 月業務執行状況監査） 
 21 日 2020 年度 第 2 回臨床薬理学集中講座実行委員会開催（Web 開催） 
 31 日 研究奨励金及び海外留学助成金募集締切り 
 9 月 1 日 第 4 回臨床試験企画立案演習チーム会（Web 開催） 
 2 日 選考委員に研究奨励金等交付申請書の評価依頼 
 5 日 第 31 回(2020 年度)財団賞 第 2 回選考委員会開催（Web 開催） 
 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 
 19 日 2020 年度 第 2 回選考委員会開催（Web 開催） 
 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） 
 29 日 海外留学助成金交付対象者候補の面接実施（Web 開催） 
 11 月 18 日 2020 年度 第 3 回臨床薬理学集中講座実行委員会開催（Web 開催） 
 18 日 2020 年度 第 2 回理事会開催（Web 開催） 
 18 日 第 13 回研究報告会開催（ビデオ配信開催） 
 20 日 研究奨励金等応募者宛採否通知の発送 
 24 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 
 26 日 財団ホームページに交付対象者決定公告掲載 

 12 月 1 日 財団ホームページで研究報告会の内容をオンデマンド配信 
 3 日 第 4 回臨床薬理学集中講座フォローアップ・セミナー開催（福岡国際会議場） 
 4 日 第 31 回（2020 年度）財団賞授与（第 41 回日本臨床薬理学会学術総会、福岡） 
 25 日 財団賞研究奨励金等交付完了 
 2021 年 1 月 14 日 研究奨励金・海外留学助成金贈呈証書授与完了 
 28、29 日  監事監査（10-12 月業務執行状況監査） 
 2 月 5 日 研究奨励金・海外留学助成金交付完了 
 15 日 2020 年度 第 4 回臨床薬理学集中講座実行委員会開催（Web 開催） 
 3 月 18 日 2020 年度 第 5 回臨床薬理学集中講座実行委員会開催（Web 開催） 
 18 日 2020 年度 第 3 回理事会開催（Web 開催） 
 29 日 2021 年度事業計画及び収支予算書を内閣府に提出 
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