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２０１６年度事業計画 

 

 

－事業の部－ 

 

ア 研究助成事業 

1．日中笹川医学奨学金制度（日本財団助成事業） 

1) 第 4次日中笹川医学奨学金制度の実施 

(1) 第 38 期研究者（研究期間：2016 年 4 月～2017 年 3 月） 

4 月 13 日   研究者認定式・歓迎式典 

(2) 第 39 期研究者募集及び選考 

2016 年 1 月～7 月   募集・選考及び訪日のための諸手続き 

 

2) 日中笹川医学奨学金制度のあり方検討 

 

 

2．共同研究等助成事業 

1） 2016 年助成 調査・共同研究   最大 100 万円  受給者後掲 

……助成対象領域：「臨床医学・社会医学・歯学・看護学領」 

 

2） 2017 年募集 調査・共同研究   最大 100 万円  若干名 

……助成対象領域：「基礎医学・薬学」 

 

3） 共同研究等助成事業のあり方検討 

 

3．若手日本在留中国人研究者助成事業 

2016 年助成 40 万円/人  2 件     受給者後掲 

……助成対象領域：「臨床医学・社会医学・歯学・看護学」 

 

2017 年募集 40 万円/人  2 件（予定）  

……助成対象領域：「基礎医学・薬学」 

 

4．中国人医師・研究者招聘事業 

日中消化器内視鏡臨床診断治療・病理合同研修プロジェクト等 
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イ 学術会議開催 

1．主催事業 

1) 日中医学交流会議 

――日中医学学術交流大会 2016 東京（笹川医学奨学金制度 30 周年記念事業） 

(1) 主 題   日中両国の医学医療領域における先進課題 

(2) 開催日   10 月 14 日㈮ 

(3) 場 所   ベルサール新宿グランド（東京） 

 

2) 医療の国際化に係わるシンポジウム等 

 

 

2．共催・後援事業 

1) 2016 年度医学生のための漢方医学セミナー（後援事業） 

(1) 主 催   小太郎漢方製薬㈱ 

(2) 開催日   7 月または 8月 

(3) 開催地   未定 

 

2) その他共催・後援事業 
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ウ 医療協力事業 

1. 笹川医学奨学金進修生同学会事業（日本財団助成事業）

1) 2016 年度事業

(1) 中国国内研修事業 

① 短期総合診療研修

② 短期診療技術・技能研修

③ 中長期臨床研修

(2) ボランティア診療 

現地医療従事者に対する講義・合同カンファレンス等、僻地におけるボランテ

ィア診療 

① 実 施 8月（予定） 

② 場 所 西安市（予定） 

(3) 支部学術会議 

① 実 施 4月～9 月 

② 場 所  北京市等 7 カ所 

(4) 専門家派遣；上記（1）、（2）、（3）の事業に係わる専門家の派遣 

(5) 2015 年度同学会事業監査 

2) 笹川同学会事業のあり方検討

3) 笹川同学会ネットワークの整備拡充

2. 医療の国際化に係わる事業

1) 日本留学経験者ネットワークの拡充（笹川同学会ネットワークとのリンク）

2) 日本式医療の拠点化に向けた事業性調査（経済産業省の事業等）

3) その他事業

3. 専門家派遣事業

1) 中国の医療機関・学術会議等への日本人専門家派遣

4. 医療関連訪日団等招請事業

1) (独)科学技術振興機構「日本･アジア青少年サイエンス交流事業」（さくらサイエ

ンスプラン）による招請事業

2) 中国病院長病院管理訪日研修事業

3) 法人会員、任意の医療機関・団体等からの申し出に基づく招請事業

4) 中国人医療関係者招請・研修事業（任意の機関・団体からの要請に基づき、中国

の医療機関が派遣する医療従事者の訪日研修等に係わる事業）

5. 訪中団派遣事業

1) 会員及び任意の医療機関・団体等のニーズに即した訪中団の派遣

6. その他医療協力事業（中国国家衛生和計画生育委員会関係の事業等）
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エ 広報事業 

1. 機関誌『日中医学』第 31 巻の刊行

第 1号 日中における人工関節の現状と課題 2016 年 05 月発行 

第 2 号 日中における循環器疾患の現状 2016 年 08 月発行 

第 3号 日中の災害医療 2016 年 11 月発行 

第 4号 笹川医学奨学金制度 30 周年事業特集 2017 年 03 月発行 

2. 機関紙『NEWS LETTER』NO.39～NO.41 の発行

NO.39 2016 年 04 月発行 

NO.40  2016 年 07 月発行 

NO.41 2016 年 12 月発行 

3. International Chinese Journal of Dentistry への協力

4. ホームページの拡充

1） 情報発信のあり方検討

－総務の部－ 

Ⅰ．中国国家衛生和計画生育委員会関係部門との協議 

1. 国際合作司―日中医学協会の相互協定（検討・協議）

2. 国際交流与合作中心―日中医学協会の事業協力協定（検討・協議）

3. 能力建設和継続教育中心―日中医学協会の事業協力協定（検討・協議）

4. 中日友好医院―日中医学協会の協力事業個別協定（6 事業分野）（検討・協議）

Ⅱ．財務基盤の拡充について 

Ａ．会員拡大 

Ｂ．募金活動（研究助成、日中医療交流に係わる事業） 

Ｃ．日本財団に対する助成金申請 

Ⅲ．協会運営に係わる事項 

Ａ．日中医療交流に係わる外部常設会議体の設置 

・日中医療交流推進連絡会議（日本） 

 ・日中医学医療協力推進協議会（仮称、中国） 

Ｂ．将来検討委員会（仮称）の設置 
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共同研究等助成事業/若手在留中国人研究者助成事業－2016 年度受給者一覧 

 

調査・共同研究助成  ６件 

助成対象領域：臨床医学・社会医学・歯学・看護学 

 

 臨床医学系 

1）李  予昕   日本大学医学部板橋病院先端心血管画像解析学分野 助教 

研究テーマ   「遺伝性高コレステロール血症ウサギにおける冠動脈不安定プラークに対する GLP-1 受容体作動薬の効果」 

共同研究者   林 清飛 福建省武夷山市立病院循環器内科 部長・副院長 

 

2）市丸 直嗣   大阪大学大学院医学系研究科先端移植基盤医療学 准教授 

研究テーマ   「臓器保存液への非破壊的水素含有処理による臓器保存効果の検討」 

共同研究者   陳  剛 華中科技大学同済医学院附属同済医院器官移植研究所 教授 

 

3）岳  鳳鳴   信州大学学術研究院医学系組織発生学教室 助教 

研究テーマ   「リプログラミングによるグリア芽腫由来癌幹細胞の創出と漢方薬選択」 

共同研究者   康  林 河北医科大学解剖学教室 准教授 

 

 社会医学系 

1）吉田 貴彦   旭川医科大学医学部 教授・学長補佐 

研究テーマ   「慢性砒素中毒症状改善および砒素関連発癌抑制に対する砒素曝露軽減効果の検証」 

共同研究者   皮 静波 中国医科大学公共衛生学院 教授・院長 

 

 歯学系 

1）岡村 裕彦   徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔組織学分野 准教授 

研究テーマ   「口腔内細菌 P.endodontalis による歯槽骨吸収とヒストン脱メチル化酵素 Jmjd3 の役割」 

共同研究者   楊 諦 中国医科大学附属口腔医院牙体牙髄科 講師 

 

 看護学系 

1）吉井 初美   東北大学大学院医学系研究科精神看護学分野 准教授 

研究テーマ   「中国におけるがん患者家族のメンタルヘルスと不調関連要因の特定」 

共同研究者   劉 風侠 河北医科大学第四医院看護部 副主任護師 

 

 

【次点】 

1）余田 佳子   兵庫医科大学公衆衛生学 助教 

研究テーマ   「中国武漢市における大気汚染物質が幼児の呼吸器系に与える影響の解明」 

共同研究者   馬  露 武漢大学公共衛生学院 副教授 
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若手在留中国人研究者助成 2 件 

助成対象領域：臨床医学・社会医学・歯学・看護学 

 臨床医学系

1）張  奕宙  

研究テーマ  

指導責任者  

広島大学大学院医歯薬保健学研究院消化器・代謝内科　研究員 

「小胞体ストレス応答を標的とした新規肝細胞癌治療薬の探索」 

茶山 一彰 広島大学大学院医歯薬保健学研究院 教授・副学長 

 歯学系

1）唐   佳  北海道医療大学歯学部う蝕制御治療学分野 特別研究員 

研究テーマ   「Elucidation of the role of Nephronectin in the proliferation, differentiation and mineralization of odontoblast」

指導責任者  斎藤 隆史 北海道医療大学歯学部 教授・歯学部長 

【次点】 

1）馮  曉敏  熊本大学国際先端医学研究機構 特定事業研究員 

研究テーマ   「新規骨髄ヒト化マウスを用いたエピジェネティック依存性白血病化の分子機序」 

指導責任者  滝澤  仁 熊本大学国際先端医学研究機構 特別招聘准教授 
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