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中国人医師・研究者招請事業 

――第二次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の協定 
 

1. 第二次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協定 

2018年 12月 25 日付、日中医学協会と中国国家衛生・計画生育委員会国際交流センターとの間で協

定書を調印した。 

 

1） 目 的 

中国における消化器内視鏡分野と病理学分野の緊密な連携方式を実現する意思のある内視鏡専門医

と病理専門医を募集して派遣し、日本で研修することにより、先進医療技術及び消化器内視鏡専門医

と病理専門医の緊密な連携に関する理念と実践を理解し、自己の職場における実践に活かし、消化器

早期がん診断能力向上を達成し、両国の当該分野における交流と協力を促進することを目的とする。 

 

2） 実施期間 

実施期間：2019年 1月～2021年 3月 

 

3） 募集人数・研修期間・研修先 

人 数：60名、5期に分けて派遣（1期 12 名）。 

毎期 6病院からそれぞれ消化器内視鏡専門医 1名と病理専門医 1名を派遣する。 

研修期間：1か月間 

研 修 先：順天堂大学医学部附属順天堂医院（東京都） 

東邦大学医療センター大森病院（東京都） 

がん研究会有明病院（東京都） 

東京慈恵会医科大学病院（東京都） 

北里大学病院（神奈川県） 

静岡県立静岡がんセンター（静岡県） 

自治医科大学病院（栃木県） 等 

※申請者の研修先は、申請書の内容に基づき、日本側実施機関が決定する。 

研修先は 1か所とし、研修先を変更することはできない。 

 

4） 募 集 

対 象 者：32歳以上満 43歳以下の消化器内視鏡専門医、病理専門医 

     （応募の要件及び方法は、募集要項による） 

募集方法：公募、専門学会の推薦及び自主応募 

 

5） 選考方法 

第一次選考：中国側選考委員による書類選考、必要に応じて面接試験を行う 

第二次選考：日本側選考委員による研修先選定を含む最終書類選考 

※選考と研修は、英語または日本語で行う。 
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2. 寄附契約の締結 

第二次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の実施につき、事業趣意に賛同

が得られた奥林巴斯（北京）銷售服務公司と日中医学協会との間で寄附契約を締結した（2018年 8月

17 日）。 

 

 

 

 

 

 

役員等の改選 

 

1. 評議員及び理事の辞任に伴う補欠選任 

1） 公益第 11回評議員会（みなし決議）、公益第 21回理事会（みなし決議） 

 

補欠選任候補者 辞任届提出者 

氏名 役職 任期 氏名 役職 

 

川本利恵子 

 

公益社団法人 

日本看護協会 

常任理事 

前任者の残任期間 

（2021 年度定時評議員

会の終結の時） 

 

菊池 令子 

 

公益社団法人 

日本看護協会 

前副会長 

 

補欠選任候補者 辞任届提出者 

氏名 役職 任期 氏名 役職 

 

宮島 俊彦 

 

日本製薬団体 

連合会 

理事長 

前任者の残任期間 

（2019 年度定時評議員

会の終結の時） 

 

木村 政之 

 

日本製薬団体 

連合会 

前理事長 
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常任理事会（業務執行理事会）の開催 

 

開催年月日 議事事項 会議の結果 

2018.05.10 公益第 22回（第 255回）常任理事会 

 公益第 20回理事会議案について 

 《日中医学交流会議 2019東京》について 

 訪中団の派遣について 

 その他 

①学術シンポジウムへの後援名義使用について 

②医療関連訪日団等招請事業に関わる費用の見積基準について 

 

全員一致了承 

全員一致了承 

全員一致了承 

全員一致了承 

2018.11.30 公益第 23回（第 256回）常任理事会 

 公益第 22回理事会議案について 

 特定資産の特定の件 

 《日中医学交流会議 2019東京》の役務分担について 

 その他 

①重要な使用人の補充選任について 

 

全員一致了承 

全員一致了承 

全員一致了承 

全員一致了承 

2019.02.20 公益第 24回（第 257回）常任理事会 

 公益第 23回理事会議案について 

 その他 

①《日中医学交流会議 2019 東京》の寄附金（特別会費）募集開始

について 

 

全員一致了承 

全員一致了承 

 

 

 

常任理事会の構成 

会長（代表理事） 髙久 史麿 

理事長（代表理事） 小川 秀興 

理事・副会長 安達  勇 

業務執行理事 跡見  裕 

業務執行理事 新井  一 

業務執行理事 春日 雅人 

業務執行理事 日比 紀文 
 

代表理事が出席を求める監事 

監事 小野喜志雄 

監事 金井  淨 
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事業報告の明細 

 

ア 研究助成事業 

 

1．日中笹川医学奨学金制度 

2017 年 2 月 17 日、北京に於いて日本財団尾形

武寿理事長、日中医学協会小川秀興理事長、中国

国家衛生・計画生育委員会崔麗副主任が「日中笹

川医学協力プロジェクト協定」に調印し、2018

年度から「第五次日中笹川医学奨学金制度」がス

タートした。第五次制度は、日中医学交流の新し

い形を目指し、これまでの制度を発展させて「学

位取得コース」と「共同研究コース」で構成され

る。第五次制度の実施・運営は第四次制度同様、

当協会と笹川医学奨学金進修生同学会（以下、笹

川同学会）が担う。 

 

1）第 40 期＜学位取得コース＞研究者受入事業 

2018 年度＜学位取得コース＞研究者を招請した。 

招請者数：10名 

助成期間：2018年 4月から 2年間 

（2019 年 4 月に助成を継続するか中間評価実施） 

 

(1) 来日 

2017 年 6 月 26 日からの募集及び 9 月 16 日

の選考を経て 10 名が合格し、2018 年 4 月 4

日に入国した（名簿後掲）。 

 

(2) 歓迎式典の開催 

開催日：2018年 4月 5 日㈭ 16:00～18:30 

場 所：日本財団ビル 第 1・2会議室、食堂 

出席者：60名 

第 40 期研究者 10 名、指導教官 9 名、中国

駐日本国大使館、日本財団・笹川記念保健

協力財団・日中医学協会の役員・委員、笹

川同学会（趙群/理事長・第 10 期生、李忠

金/秘書長・第 12 期生、許順/副秘書長・第

15 期生及び日本支部）等 

概 要：髙久史麿協会会長から研究者各人に

本制度研究者認定書を授与した後、

研究者一人一人が学位取得に向けた

決意表明を行った。翌日、各自の研

究先へ移動し、研究を開始した。 

 

(3) 中間評価 

審査日：2019年 4月 4 日㈭ 

場 所：日中医学協会事務所 

評価者：日中医学（日中医学協会－日本財団）

協力委員会 

概 要：中間評価書（指導教官提出）と中間

報告書（研究者提出）をもとに、助

成の継続に相応しいかを評価する。

学位取得の見込みがなく、研究継続

が不適合と判断された場合は、助成

受給資格が取消される。 

結 果：10 名全員の 2019 年度助成継続が承

認された。 

 

2）第 40 期＜共同研究コース＞研究者受入事業 

2018 年度＜共同研究コース＞研究者を招請した。 

招請者数：20名 

助成期間：3～6 か月間 

 

(1) 来日 

2017 年 6 月 26 日からの募集及び 11 月 27

日の選考を経て 20 名が合格し、2018 年 4 月

～9月に順次入国した（名簿後掲）。 

 

(2) 共同研究者集会の開催 

開催日：2018年 9月 27日㈭ 14:30～19:30 

場 所：日本財団ビル Ａ会議室、食堂 

出席者：90名 

第 40 期＜共同研究コース＞研究者 20 名、

日本側共同研究者 20 名、第 40 期＜学位取

得コース＞研究者 10名、日本財団・笹川記

念保健協力財団・日中医学協会の役員・委

員、笹川同学会（趙群/理事長・第 10 期生、

李忠金/秘書長・第 12期生、許順/副秘書長

・第 15期生及び日本支部）等 
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概 要：第 40 期＜共同研究コース＞研究者か

ら共同研究の概要・研究の成果と将

来性について、日本側共同研究者か

ら共同研究へのかかわり・展望につ

いて、スライドを用いて発表が行わ

れた。様々な分野で共同研究が順調

に進められていることがわかる報告

会となった。報告会終了後の懇親会

では、日本財団の笹川陽平会長より

ご祝辞をいただき、日中双方の共同

研究者が一堂に会する情報交換の良

い機会となった。 

 

3）第 41期＜学位取得コース＞研究者募集及び選考 

2019 年度＜学位取得コース＞研究者を選抜した。 

招請者数：10名 

助成期間：2019年 4月から 2年間 

（2020 年 4 月に助成を継続するか中間評価実施） 

 

(1) 募集 

研究者の募集は、2018 年 5 月 16 日に中国国

家衛生健康委員会から中国各省衛生庁等関係

先へ通知され、8月 31 日まで行われた。 

 

(2) 選考 

開催日：2018年 9月 15日㈯  

場 所：珀麗酒店（北京市） 

選考員：田平 武 共同研究等選考委員会委員、

順天堂大学大学院客員教授 

    安原眞人 共同研究等選考委員会委員、

帝京大学薬学部特任教授 

 影山幾男 共同研究等選考委員会委員、

日本歯科大学新潟生命歯

学部教授 

    趙 群  笹川同学会理事長・審査

専門家委員会委員長 

（第 10期笹川生） 

    陳 欣  笹川同学会審査専門家委

員会委員、北京積水潭医

院主任医師副教授 

（第 18期笹川生） 

    張麗莙    笹川同学会審査専門家委

員会委員、天津医科大学基礎医

学院教授（15期笹川生） 

本田伸吾事務局長、寄兼良輔事務局

長補佐、李暁霞事務局員、李忠金同

学会秘書長、呉久利同学会職員が同

席した。 

受験者：15名 

選考方法：第 41期面接試験採点基準（学位取得

コース）に従い、学位取得の可能性

を総合評価した。選考方針は、応募

者が「国際的な学術誌への掲載や受

賞歴があるなど一定の研究業績があ

り、本制度により学位取得の見込み

があると認められるか、研究者とし

ての成熟度が認められるか」を総合

評価の基本とし、応募者の申請書面及

び面接（口頭試問）結果に基づき合否

判定を行った。 

結 果：合格者 10 名（第 40 期補欠者 1 名を

含む）名簿後掲）、次点 1名 

 

(3) 来日前実施事業 

① 日本語研修（笹川同学会主催） 

期 間：2018年 10月 22日㈪～12月 28日㈮ 

場 所：中国医科大学公共教育棟日本語研修

室（遼寧省瀋陽市） 

受講者：9名（日本語未修者） 

 

② オリエンテーション（協会主催） 

期 間：2018年 12月 28日㈮ 

場 所：中国医科大学公共教育棟日本語研修

室（遼寧省瀋陽市） 

概 要：来日に向けての準備や日本滞在期間

中の事項等についてオリエンテーシ

ョンを行った。 

 

4）第 41期＜共同研究コース＞研究者募集及び選考 

2019 年度＜共同研究コース＞研究者を選抜した。 
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招請者数：20名 

助成期間：3～6 か月間 

 

(1) 募集 

研究者の募集は、2018 年 5 月 16 日に中国国

家衛生健康委員会から中国各省衛生庁等関係

先へ通知され、9月 30 日まで行われた。 

 

(2) 選考 

開催日：2018年 11月 5日㈪  

場 所：学士会館（東京都） 

選考員：共同研究等選考委員会委員 

応募者：20名 

選考方法：第 41期書類選考採点基準（共同研究

コース）に従って採点し、委員会に

おいて総合評価した。 

結 果：合格者 18 名（名簿後掲） 

※合格者は、笹川同学会審査専門家委員会の

選考結果と一致したので、日中合同の選考

委員会を省略した。 

 

 

2．共同研究等助成事業 

1）2018 年度共同研究等助成事業/若手日本在留

中国人研究者助成事業 

第 19 回理事会（2017 年 12 月 7 日開催）に於

いて、2018 年度は休止して、この財源を日中笹

川医学奨学金制度（第五次）学位取得コースの

特に優秀と認められる奨学生に対し、奨学金支

給終了後の第 3 年目の助成等のあり方を検討す

ることが承認された。 

 

2）2019 年度共同研究等助成事業/若手日本在留

中国人研究者助成事業 

第 23 回理事会（2019 年 3 月 4 日開催）に於

いて、2019 年度は休止して、この財源を日中笹

川医学奨学金制度（第五次）学位取得コースの

特に優秀と認められる奨学生に対し、奨学金支

給終了後の第 3 年目の助成に充てることが承認

された。 

3．中国人医師・研究者招聘事業 

1）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 

概 要：中国の内視鏡専門医と病理専門医がペ

アで来日し、日本で研修することによ

り、先進医療技術の修得及び消化器内

視鏡専門医と病理専門医の緊密な連携

に関する理念を理解し、中国における

実践に活かして消化器早期がん診断能

力向上に寄与し、両国の当該分野にお

ける交流と協力を促進することを目的

とする。 

実施団体：日中医学協会、中国国家衛生・計画生

育委員会国際交流センター 

 

(1) 日中消化管早期がん内視鏡病理連携診断交流

報告会の開催 

中国国家衛生健康委員会国際交流センター

の企画により、日本で学んだ経験が派遣元の

病院でどのように活かされているか発表する

報告会がシンポジウム形式で開催された。 

開催日：2018年 8月 19日㈰ 9:00～17:00 

会 場：国際会議センター（北京市） 

主 催：中国国家衛生健康委員会国際交流セ

ンター 

協 力：日中医学協会、オリンパス(北京)銷

售服務有限公司 

参加者：約 150 名 

第 1期～第 5 期研修医 58名、研修医

派遣病院関係者、内視鏡・病理専門

家等 

専門家派遣： 

座 長：八尾隆史 協会日中医療交流推進委

員会委員、順天堂大学大

学院医学研究科人体病理

病態学主任教授 

演 者：五十嵐正広  協会日中医療交流推進

委員会副委員長、がん研

究会有明病院下部消化管

内科顧問 
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「日本における大腸癌の最新の知見

と動向」 

演 者：小野裕之 協会日中医療交流推進委

員会委員、静岡県立静岡

がんセンター副院長兼内

視鏡科部長 

「ESD の日本における進展」 

 

(2) 第二次プロジェクト実施計画 

2018 年 12 月 25 日に協会と中国国家衛生・

衛生健康委員会国際交流センターとの間で第

二次プロジェクト協定書が締結された。2019

年 6 月に、第二次プロジェクト第一期生とな

る第 6期研修生を招請する。 

（p.1「第二次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の協定」参照） 

 

 

 

 

 イ 学術会議開催事業 

 

1．主催事業 

1）《日中医学交流会議 2019 東京》開催準備 

協会は、日本と中国の医学・医療分野におけ

る交流促進を目的に、1985 年の財団設立時よ

り、学術シンポジウム《日中医学交流会議》を

開催している。2018 年度は本会議開催の諸準備

を進め、2019 年 6 月 19 日に《日中医学交流会議

2019 東京》を開催することが決定した。「がん

治療の現況と近未来」を主題とし、日中両国の

専門家 8 名が、ウイルス治療、分子標的治療、

放射線治療、内視鏡治療について講演を行う。

また、2018 年ノーベル生理学・医学賞を受賞し

た本庶佑京都大学特別教授が基調講演を行う。 

 

 

2．共催・後援事業 

1）2018年度医学生のための漢方医学セミナー 

1991 年開催の第 5 回医学生のための漢方セミ

ナーより、毎年後援を行っている。 

開催日：2018年 8月 1 日㈬～8月 5日㈰ 

場 所：里湯昔話 雄山荘（滋賀県大津市） 

主 催：小太郎漢方製薬株式会社 

後 援：日中医学協会、日本 TCM研究所、 

天津中医学院 

参加者：講師 11名、受講生 16 名 

 

2）日本医療機器テクノロジー協会学術シンポジウ

ム「CHINA-HOSPEQ 2018」 

日本医療機器テクノロジー協会の依頼を受け

後援を行った。 

開催日：2018年 8月 18日㈯ 

場 所：国家会議センター（北京市） 

主 催：中国国家衛生健康委員会国際交流セン

ター、一般社団法人日本医療機器テク

ノロジー協会 

後 援：日中医学協会、中国日本商会、在中国

日本国大使館 

参加者：約 150 名（講演者 3 名を含む） 

 

3）第 5回日中韓看護学会 

日本看護協会の依頼を受け後援を行った。 

開催日：2018年 9月 16日㈰～18日㈫ 

場 所：国連大学本部（東京都渋谷区） 

主 催：日本看護協会 

共 催：中華護理学会、大韓看護協会 

後 援：日中医学協会、日韓文化交流基金、笹川

記念保健協力財団、日本訪問看護財団 

参加者：約 320 名 



 

- 8 - 

ウ 医療協力事業 

 

1．日中笹川医学協力プロジェクト：笹川医学奨学

金進修生同学会事業（笹川同学会事業） 

1）研修事業 

(1) 短期総合診療研修――呼吸器疾患 

期 間：2018年 6月 4 日㈪～9日㈮ 

場 所：中日友好医院（北京市） 

実施責任者： 

王玉華 中日友好医院弁公室職員 

受講者：20名 

江西省、安徽省、チベット自治区、貴州省、

内蒙古自治区、山東省、陝西省、青海省、

甘粛省、河北省、黒龍江省の県レベルの病

院に勤務する主治医師等 

研修内容： 

中日友好医院の教師陣による座学及び実習 

 

(2) 養老政策立案者訪日研修 

笹川同学会の新規事業として、中国国家衛

生健康委員会高齢者健康福祉担当部門責任者

が中国の養老政策立案に資するため、笹川同

学会と協力し、日本の高齢者医療・介護の法

制度と実際を調査・見聞した。 

期 間：2019年 2月 25日㈪～3月 1日㈮ 

場 所：東京都内 

実施責任者： 

笹川同学会（主管部門：中国国家衛生健康

委員会国際合作司） 

訪日者：8名 

中国国家衛生健康委員会医政医管護理・康

復処副処長等 

研修内容： 

厚生労働省、東京都福祉保健局、高齢者施

設等を訪問、日本財団在宅介護センターの

事業内容を聴取した。 

 

2）日中ハイエンド医学フォーラム 

笹川同学会の新規事業。笹川同学会が日中医

学協会と共同で、中国の医療衛生政策に基づく

テーマに関し、日中両国専門家の講演と意見交

換を通じて医療課題解決への取り組みを促進す

るため、中国の医療政策として提言を纏め、中

国国家衛生健康委員会へ笹川同学会モデルとし

て報告することを目的としている。 

 

(1) 「生活習慣病の現状と対策」フォーラム 

開催日：2018年 7月 28日㈯ 

場 所：新疆ウイグル自治区人民医院 

実施責任者： 

李南方 新疆ウイグル自治区人民医院副院長

（7期生） 

参加者：約 230 名 

新疆ウイグル自治区各地域の医師 

専門家派遣： 

津下一代あいち健康の森健康科学総合セン

ター長が 7 月 27 日㈮～30 日㈪の日程で訪

中し、講演を行った。新規事業の第 1 回目

であるため、日本財団から尾形武寿理事長、

吉倉和宏常務理事、中村真美子公益事業部 

国内事業審査チームリーダー、笹川記念保

健協力財団の佐藤英夫理事長も参加した。 

講演テーマ： 

「日本の生活習慣病対策－政策・実践とそ

の評価」 

 

(2) 「がん診断治療」フォーラム 

（遼寧省医学会第 17 回胸部外科学学術会議と合同開催） 

開催日：2018年 8月 25日㈯ 

場 所：瀋陽北約客維景国際飯店 

（遼寧省瀋陽市） 

実施責任者： 

許 順 中国医科大学第一臨床学院胸外二

科主任医師（15 期生） 

参加者：200 名 

中国及び遼寧省各地域の医師 

専門家派遣： 

堀田知光協会理事（国立がん研究センター名

誉総長・がん研究振興財団理事長）が 8月 24

日㈮～27 日㈪の日程で訪中し、講演を行った。
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安達勇協会副会長・理事（静岡県立静岡がん

センター参与）も参加し、事業評価を行った。 

講演テーマ： 

「日本におけるがん対策の動向」 

 

3）地域医療支援 

(1) 都江堰地区医療支援活動① 

実施日：2018年 5月 30日㈬ 

場 所：四川省都江堰医療センター 

実施責任者： 

冉玉平 四川大学華西医院皮膚性病科教授 

（4期生） 

概 要： 

冉玉平氏が「皮膚真菌感染症の検査と治療」

をテーマとする講義を行い、皮膚科外来、

診断室、病棟において治療に対するコメン

ト、真菌検査のサンプルの取り方など現場

の指導を行った。同学会からパソコン 2 台、

プリンター2 台を寄贈した。 

 

(2) 都江堰地区医療支援活動② 

実施日：2018年 11月 1日㈭ 

場 所：四川省都江堰医療センター 

実施責任者： 

冉玉平 四川大学華西医院皮膚性病科教授 

（4期生） 

概 要： 

冉玉平教授が院内カンファレンスで診断治

療法のみならず発表資料のまとめ方、発表

方法等細かく指導した。冉玉平教授は普段

に WeChat を用いて指導し、皮膚科がそれを

十分受け止めていた。笹川同学会による地

域支援活動のモデル例になると思われる。 

 

(3) 日本支部健康講座・健康相談会① 

開催日：2018年 9月 8 日㈯ 

場 所：長寿楽園（通所介護施設） 

（東京都板橋区） 

実施責任者： 

李亜範 日本支部副会長、在日中国人医師

協会副理事長（13期生） 

参加者：32名 

施設利用者（主に中国残留邦人とその家

族）、施設職員 20 名、笹川同学会日本支部

会員と日中笹川医学奨学金制度第 40 期研究

者 12 名 

概 要： 

袁世華日本支部名誉会長の講演「血の流れ

をよくして万病を消す～瘀血の診断と治療

～」の後、個別に中国語による健康相談を

行った。 

 

(4) 日本支部健康講座・健康相談会② 

開催日：2018年 12月 8日㈯ 

場 所：西ひかりが丘団地会議室 

（神奈川県横浜市） 

実施責任者： 

李亜範 日本支部副会長、在日中国人医師

協会副理事長（13期生） 

参加者：51名 

中国残留邦人とその家族等 40 名、笹川同

学会日本支部会員 11名 

概 要： 

李亜範日本支部副会長の講演「目の健康に

ついて」の後、個別に中国語による健康相

談を行った。 

 

(5) 日本支部健康講座・健康相談会③ 

開催日：2019年 2月 9 日㈯ 

場 所：明石市生涯学習センター 

（兵庫県明石市） 

実施責任者： 

呉小玉 日本支部副会長、京都光華女子大

学教授（21期生） 

参加者：59名 

中国残留邦人とその家族等 52 名、笹川同

学会日本支部会員 7名 

概 要： 

袁世華日本支部名誉会長の講演「血の流れ
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をよくして万病を消す～瘀血の診断と治療

～」の後、個別に中国語による健康相談を

行った。 

 

3）支部交流会の開催 

(1) 河南・河北・山東地区交流会 

概 要：「高齢化問題」をテーマとした学術

講演会及び親睦会 

開催日：2018年 4月 21日㈯ 

場 所：雅香金陵大飯店（河南省洛陽市） 

実施責任者： 

 趙傑剛 河南科技大学第一附属医院研究生

科科長（8期生） 

 張振喜 河南省疾病予防管理センター審査官

（14期生） 

曹学成 済南軍区総医院主任医師（18 期生） 

参加者：28名 

河南省・河北省・山東省在住の同学会会員 

 

(2) 上海地区交流会 

概 要：「生命の両極（児童と老人の健康）」

をテーマとした学術講演会及び親睦会 

開催日：2018年 5月 26日㈯ 

場 所：上海斯格威鉑爾曼大酒店（上海市） 

実施責任者： 

殷 猛 上海交通大学附属上海児童医学セ

ンター心外科主任医師（27期生） 

参加者：40名 

上海市在住の同学会会員 

 

(3) 広東地区交流会 

概 要：「症状別診断の現状と対策」をテー

マとした学術講演会及び親睦会 

開催日：2018年 6月 30日㈯ 

場 所：深圳大学第三附属医院（広東省深圳市） 

実施責任者： 

王甲東 中山大学家庭医生雑誌社編集長 

（1期生） 

丘勇超 広州中医薬大学附属第一医院泌尿

男科教授（5 期生） 

参加者：35名 

広東省在住の同学会会員 

専門家派遣： 

羽野嘉朗在中国日本国大使館領事部・経済

部一等書記官が講演を行った。 

講演テーマ： 

「日本の病診連携・地域医療連携の現状と課題」 

 

(4) 吉林地区交流会 

概 要：「医師と患者の関係の現状と対策」

をテーマとした学術講演会及び親睦会 

開催日：2018年 7月 7 日㈯ 

場 所：吉林省南湖賓館（吉林省長春市） 

実施責任者： 

 趙樹華 吉林大学中日聯誼医院中医科教授

・主任医師（4期生） 

 呉龍仁 延辺大学医院副院長（20 期生） 

 裴海成 延吉市成済門診部院長（6期生） 

参加者：33名 

吉林省在住の同学会会員 

専門家派遣： 

趙松吉福島医科大学先端臨床研究センター

教授（19 期生）が 7 月 5 日㈭～9 日㈪の日

程で訪中し、講演を行った。 

講演テーマ： 

「日本の医師患者の関係の現状と対策」 

 

(5) 雲南・貴州・四川地区交流会 

概 要：「高等医学教育と健康中国の建設」

をテーマとした学術講演会及び親睦会 

開催日：2018年 7月 14日㈯ 

場 所：昆明南亜風情豪生大酒店 

（雲南省昆明市） 

実施責任者： 

李 松 昆明医科大学学長（8期生） 

参加者：39名 

雲南省、貴州省、四川省在住の同学会会員 

専門家派遣： 

跡見裕協会業務執行理事（杏林大学名誉学

長）が 7 月 13 日㈮～15 日㈰の日程で訪中
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し、講演と事業評価を行った。 

講演テーマ： 

「日本の医学教育の現状」 

 

(6) 陝西・山西・甘粛地区交流会 

概 要：「医師の兼職と基層医療技術指導の

現状と課題」をテーマとする学術講

演会及び親睦会 

開催日：2018年 11月 3日㈯ 

場 所：金花豪生国際大酒店（陝西省西安市） 

実施責任者： 

 李国棟 西安交通大学外語学院日本語系副

教授（16 期生） 

参加者：25名 

陝西省・山西省在住の同学会会員、外語学

院修士生 

 

(7) 日本支部第 1回全国記念学術集会 

概 要：「日本の医療現場に携わっている医

師・看護師・研究者からの生の声」

をテーマとする学術講演会及び親睦会 

開催日：2018年 9月 30日㈰ 

場 所：学士会館（東京都千代田区） 

実施責任者： 

 趙松吉 福島医科大学先端臨床研究センター

教授（19期生） 

参加者：70名 

日本財団、笹川同学会本部、日本支部、第

40 期研究者等 

専門家派遣： 

安達勇協会副会長・理事（静岡県立静岡が

んセンター参与）が座長を行った。金井淨

監事（公認会計士）も参加した。 

 

(8) 日本支部総会・学術セミナー 

概 要：日本支部総会を開催し、2018 年度の

事業報告・決算報告と 2019 年度事業

計画についての協議を行った。総会

終了後、学術セミナーを開催した。 

開催日：2019年 3月 10日㈰ 

場 所：TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター 

実施責任者： 

 趙松吉 福島医科大学先端臨床研究センター

教授（19 期生） 

参加者：29 名 

日本在住同学会会員、安達勇日中医学協会

副会長等 

 

4）同学会事業監査 

(1) 2017年度事業監査 

実施日：2018年 4月 23日㈪ 

場 所：笹川同学会北京事務所 

監査人：本田伸吾 協会事務局長 

出席者：李忠金 同学会秘書長/会計総括責任者 

呉久利 同学会会計責任者 

宋 洋 同学会会計担当 

陳 怡 同学会会計補助者 

概 要： 

2017年度中間監査結果を踏まえて、2017年

度の会計監査を行った。 

対象期間：2017年 4月 1日～2018年 3月 31日

「日中笹川医学協力プロジェクト実施要項」、

「日中笹川医学協力プロジェクト事業別実

施要領」、「笹川医学奨学金進修生同学会

に対する事業費送金及び精算に関する覚書」

に基づき、証憑書類及びその支出一覧表の

照合を実施した。 

監査結果： 

2017 年度笹川同学会事業の会計決算は、概

ね違反事項はなかった。 

 

(2) 2018年度事業中間監査 

実施日：2019年 1月 16日㈫ 

場 所：笹川同学会北京事務所 

監査人：本田伸吾 協会事務局長 

    寄兼良輔 協会事務局長補佐 

出席者：李忠金 同学会秘書長/会計総括責任者 

呉久利 同学会会計責任者 

宋 洋 同学会会計担当者 

陳 怡 同学会会計補助者 
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概 要： 

2017 年度会計監査結果を踏まえて、2018

年度の中間会計監査を行った。 

対象期間：2018年 4月 1日～9月 30 日 

2017 年度年度監査時の監査確認書を監査

基準とし、事前に送付した「2018 年度笹川

同学会事業（中間監査）における確認・質

問等事項」に基づき、上半期（4 月～9月）

の証憑書類と照合した。 

監査結果： 

2018 年度笹川同学会事業の中間期は、概

ね違反事項はなかった。 

 

5）笹川同学会事業（第五次制度）の評価/あり方検討 

日中笹川医学奨学金制度第 40 期＜共同研究コ

ース＞研究者集会で同学会役員来日を機に、二

者会談を実施した。 

開催日：2018年 4月 5 日㈭ 

場 所：日本財団ビル会議室 

出席者：小川秀興 日中医学協会理事長 

新井 一 日中医学協会業務執行理事 

本田伸吾 日中医学協会事務長 

趙  群 同学会理事長 

李 忠金 同学会秘書長  

許  順 同学会副秘書長 

概 要：2021 年の①奨学金制度 35 周年記念、

②笹川同学会創立 30 周年記念事業、等

について若干の意見交換を行った。 

 

 

2．医療の国際化に係わる事業 

1）日本式医療の拠点化に向けた事業性調査（継続） 

(1) 生活習慣病の予防と治療に関する日本式医療

の試行プログラム 

主に糖尿病及び腎透析治療に係わる日本式

医療の試行を目標としていたが、進展せず、

2019 年度は新たに、中国国家衛生健康委員会

と連携して、生活習慣病に係わる日本式医療

の展開を検討する。 

 

3．専門家派遣事業 

1）日中消化管早期がん内視鏡病理連携診断交流報

告会への専門家派遣（p.6～7参照） 

 

2）日中笹川医学協力プロジェクトに係わる専門家

の派遣（p.8～11参照） 

 

3）2018 年天津市薬学会主催「海河薬学論壇」への

専門家派遣 

被派遣者：橋田 了 神戸市立医療センター中央市

民病院院長補佐・薬剤部長 

開催日：2018年 8月 4 日㈯ 

会 場：天津万達文華ホテル（天津市） 

参加者：病院薬剤師約 500名  

概 要：本論壇は、天津市薬学会が病院薬剤師の

継続教育を目的に 2014 年から毎年開催

している。当年の基調講演は海外専門家

による講演 1 題のみで、その演者の選定

・派遣を日中医学協会が委託された。 

講演テーマ： 

「日本の高齢化社会に求められる医療と薬剤

師の役割」 

 

 

4．医療関連訪日団等招請事業 

1）日中病院長専業化―現代病院管理制度研究討論会 

目 的：中国国家衛生健康委員会傘下の能力建

設和継続教育センターは中国の政策課

題である「病院改革」について中国国

内における研修を実施しているが、同

センターの提案により、日本における

病院管理についての受講及び討論を行

い、中国における病院改革に資する。 

概 要：日本人専門家による講義、病院参観 

期 間：2018年 11月 18日㈰～23日㈮ 

訪日者：劉文先 中国国家衛生健康委員会企劃

司副司長ら 15名 

 

2）JICA『2018 年度国別「感染症予防及び対策」』

コース本邦研修 
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目 的：1)パンデミックインフルエンザの予防

及び発生時の早期封じ込め対策を理

解する。 

    2)感染症の早期診断・治療、蔓延防止

について理解する。 

    3)薬剤耐性菌対策を含む院内感染対策

の強化について理解する。 

概 要：日本の国家レベル感染症対策から地域

医療対策までが分かる流れで、厚生労

働省新型インフルエンザ対策室長、国

立保健医療科学院健康危機管理研究部

研究員の講義を始めとし、国際医療研

究センター国際感染症センター、国立

感染症研究所、順天堂大学、川崎市健

康安全研究所、横浜保土ヶ谷病院、静

岡がんセンターを訪問し、専門家によ

る講義と実地見学を行った。 

期 間：2018年 12月 3日㈪～12日㈬ 

訪日者：王一民 中日友好医院呼吸器センター

主任医師ら 16名 

 

2）医療関連訪日団・訪日者の招請 

18 件の訪日団・訪日者の招請や病院視察等の

手配を行った。 

 

(1) 第 118回日本外科学会定期学術集会参加訪日団 

目 的：学会参加 

期 間：2018年 4月 4 日㈬～8日㈰ 

訪日者：王磊  中山大学附属第六医院副院長

ら 3名 

 

(2) 第 77 回日本医学放射線学会総会参加訪日団 

目 的：学会参加 

期 間：2018年 4月 10日㈫～17日㈫ 

訪日者：王岳 北京大学第一医院影像科副主

任ら 5名 

 

(3) 中国病院長訪日団 

目 的：日本の病院管理について視察 

期 間：2018年 4月 10日㈫～14日㈯ 

訪日者：王茜 瀋陽市児童医院副院長ら 10名 

訪問先：順天堂大学医学部附属順天堂医院 

 

(4) 蘇州市立医院訪日団 

目 的：昭和大学との交流 

期 間：2018年 4月 25日㈬～29日㈰ 

訪日者：王東来 蘇州市立医院副院長ら 5 名 

 

(5) 日本麻酔科学会第 65回学術集会参加訪日団 

目 的：学会参加 

期 間：2018年 5月 17日㈭～22日㈫ 

訪日者：趙世軍 青海大学附属医院麻酔科主

任ら 2名 

 

(6) prIME Masterclass in Colorectal Cancer 参

加訪日団 

目 的：学会参加 

期 間：2018年 5月 18日㈮～20日㈰ 

訪日者：許剣民 復旦大学附属中山委員普外

科副主任ら 13名 

 

(7) 第 68 回日本病院学会参加訪日団 

目 的：学会参加 

期 間：2018年 6月 27日㈬～7月 1日㈰ 

訪日者：李春旻 常州市第二人民医院党委副

書記ら 10名 

 

(8) 第 18回国際薬理学・臨床薬理学会議参加訪日団 

目 的：学会参加 

期 間：2018年 7月 1 日㈰～7月 6日㈮ 

訪日者：丁玉峰 華中科技大学同済医学院附

属同済医院薬学部主任ら 5名 

 

(9) 華中科技大学同済医学院附属協和医院派遣医師 

目 的：第 18回国際薬理学・臨床薬理学会議

への参加 

期 間：2018年 6月 30日㈯～7月 5日㈭ 

訪日者：蔡雪峰 華中科技大学同済医学院附

属協和医院主任薬師 
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(10) 8th Global Experts Meeting on Advances in 
Neurology and Neuropsychiatry 参加訪日団 

目 的：学会参加 

期 間：2018年 8月 26日㈰～29日㈬ 

訪日者：黄満麗 浙江大学医学院附属第一医

院精神衛生科主任医師ら 2名 

 

(11) 第 50 回日本臨床検査自動化学会参加訪日団 

目 的：学会参加 

期 間：2018年 10月 10日㈬～14日㈰ 

訪日者：孔徳華 南京市高淳人民医院検験科

主任ら 8 名 

 

(12) 北京市衛生・計画生育委員会訪日団 

目 的：日本の先進医療提供病院の参観 

期 間：2018年 10月 31日㈬ 

訪日者：李徳娟 北京市衛生計画生育委員会

発展計画処処長ら 5名 

訪問先：順天堂大学医学部附属順天堂医院 

 

(13) 北京大学国際医院訪日団 

目 的：病院参観、トヨタ生産方式セミナー参加 

期 間：2018年 10月 30日㈫～11月 3日㈯ 

訪日者：劉洋 北京大学国際医院党委書記ら

10 名 

訪問先：湘南鎌倉総合病院 

 

(14) 第 26 回日本消化器関連学会参加訪日団 

目 的：学会参加 

期 間：2018年 10月 31 日㈬～11月 4日㈰ 

訪日者：彭学 陸軍軍医大学第二附属医院消

化科副主任医師ら 6名 

 

(15) 日中医学協会主催『日中病院長専業化―現代

病院管理制度研究討論会』参加訪日団 

目 的：日本人専門家による講義受講、病院参観 

期 間：2018年 11月 18日㈰～11月 23 日㈮ 

訪日者：劉文先 中国国家衛生健康委員会企

劃司副司長ら 15名 

訪問先：静岡県立静岡がんセンター、順天堂

大学医学部附属順天堂医院 

(16) 中国医学科学院腫瘤医院医師 

目 的：日本のがん性疼痛管理及び緩和ケア

分野の専門家と交流 

期 間：2018年 12月 11日㈫～12月 15 日㈯ 

訪日者：孫 莉 中国医学科学院腫瘤医院主

任医師 

 

(17) 養老政策立案者訪日団 

目 的：厚生労働省及び東京都担当部局と交

流、医療施設参観 

期 間：2019年 2月 25日㈪～3月 1日㈮ 

訪日者：孟 莉 中国国家衛生健康委員会医

政管護理・康復処副処長ら 8 名 

 

(18) 日本薬学会第 139回年会訪日団 

目 的：学会参加 

期 間：2019年 3月 19日㈫～3月 23日㈯ 

訪日者：趙振宇 天津医科大学代謝病医院薬

剤科主任ら 10名 

 

 

3）中国人医療従事者の訪日研修支援 

2 件の訪日研修支援（研修先手配他）を行った。 

 

(1) 浙江省腫瘤医院派遣医師 

研修者：殷卓敏 婦人腫瘤放射線科副主任医師 

研修先：がん研究会有明病院 

指導教官：竹島信宏 産婦人科部長 

    小口正彦 放射線科部長 

期 間：2018年 9月 3 日㈪ 

～2019年 2月 22日㈮ 

 

(2) 河南科技大学第一附属医院派遣医師 

研修者：劉偉峰 肝胆外科副主任医師 

呉利娟 消化内科医師 

研修先：静岡県立静岡がんセンター 

指導教官：小野裕之 副院長兼内視鏡科部長 

    塩見明生 大腸外科部長 

期 間：2018年 10月 1日㈪～12月 21 日㈮ 
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5．訪中団派遣事業 

今年度は、専門家派遣事業（p.12 参照）のみ

実施した。 

 

 

6．その他の医療協力 

1）中国国家衛生健康委員会主任訪日団への協力 

目 的：日中韓保健大臣会合（熊本）出席のた

めの来日時、日本財団会長の要請によ

り東京へ立ち寄り、日本財団関係者及

び日中医学協会理事長と懇談した。 

期 間：2018年 11月 22日㈪～23日㈫ 

訪日者：馬暁偉 中国国家衛生健康委員会主任

ほか 8名 

懇談会：小川秀興 日中医学協会理事長 

 本田伸吾 日中医学協会事務局長 

 笹川陽平 日本財団会長 

 尾形武寿 日本財団理事長ほか 5名 

協 力：東京都内移動手配等 

 

 

7．中国訪日団の日中医学協会訪問 

1）中日友好医院訪日団 

目 的：新院長就任あいさつ 

訪問日：2018年 8月 22日㈬ 09:00～13:00 

訪問者：孫 陽 院長ら 4名 

応対者：小川秀興 理事長 

    新井 一 業務執行理事 

    本田伸吾 事務局長 

備 考：表敬後、順天堂大学医学部附属順天堂

医院を参観した。 

 

エ 広報事業 

 

1．機関誌『日中医学』の発行 

機関誌『日中医学』第 33 巻を以下の通り発行し

た。 

第 1号（2018年 5月発行） 

特集：日中におけるリハビリテーションの現

状と課題 

第 2号（2018年 8月発行） 

特集：日中国交正常化 45 周年・日中平和友

好条約締結 40 周年記念事業 《日中医

学交流会議 2018 北京》 

第 3号（2018年 11 月発行） 

特集：日中における Therapeutic Drug  

Monitoring（TDM）の現状と展望 

第 4号（2019年 2月発行） 

特集：日中の看護教育 

 

 

2．日中間の医学・医療交流に関する情報発信の強化 

情報発信を更に強化すべく、ホームページを全

面リニューアルし、「日中医学協会 News」のメ

ール配信（月 2 回）を開始した。 

 

 

3．Asian Pacific Journal of Dentistry への協力 

Sponsoring Organizationとして協力した。 
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委員会開催報告 

 

1．広報委員会  

1）第 1回委員会 

日 時：2018年 5月 31日㈭ 18:30～20:00 

場 所：学士会館 

出席者：委員 8 名、専門委員 1 名、委任状出席

2 名 

議 案： 

① 『日中医学』34 巻特集テーマの選定 

② 『日中医学』投稿規程について 

③ 読者への『日中医学』アンケート調査の内容

について 

 

2）第 2回委員会 

日 時：2018年 9月 21日㈭ 18:00～20:00 

場 所：東京ガーデンパレス 

出席者：委員 6 名、委任状出席 4名 

議 案： 

① 『日中医学』第 34 巻の掲載内容について 

② 『日中医学』第 34 巻の掲載コラムについて 

③ 『日中医学』2019 年度広告収入予算と広告

掲載依頼について 

④ 『日中医学協会 News』メール配信内容につ

いて 

 

2）第 3回委員会 

日 時：2019年 1月 25日㈮ 18:00～19:30 

場 所：東京ガーデンパレス 

出席者：委員 7 名、委任状出席 3名 

議 案： 

① 広報事業 2019 年度事業計画・予算（案）に

ついて 

② 『日中医学』への一般投稿について（投稿規

程の改定、査読に当たっての内部規定の検討） 

 

 

 

 

2．日中医療交流推進委員会 

1）第 1回委員会 

日 時：2018年 7月 24日㈭ 18:00～19:30 

場 所：日中医学協会事務所会議室 

出席者：委員 7 名、委任状出席 1名 

議 案： 

① 第二次日中消化器内視鏡診断治療・病理合同

研修プロジェクトについて 

② 日中消化管早期がん内視鏡病理連携診断交流

報告会（8月 19 日,北京）について 

 

 

3．共同研究等選考委員会 

1）第 1回委員会 

日 時：2018年 11月 5日㈪ 17:00～18:30 

場 所：学士会館 

出席者：委員 12名、専門委員 1名、委任状出席

4 名 

議 案： 

① 日中笹川医学奨学金制度第 41 期＜共同研究

コース＞研究者選定 
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総務報告 

 

Ⅰ．中国国家衛生・計画生育委員会関係部

門との協議 

「日中病院長専業化―現代病院管理制度研究討

論会」の開催により、中国国家衛生和計画生育委

員会能力建設和継続教育センターとの協力体制が

確立し、協力覚書を締結した。 
 

 

Ⅱ．財務基盤の拡充 

Ａ．会員拡大 

1．2018年度会員数の推移 

 
 
 

当年度 
期初 

入退会 
当年度 
期末 

名誉会員 8名 
入会 0名 
退会 0名 

8名 

個人会員 531名 
入会15名 
退会60名 

486名 

法人会員   74社 
入会 5社 
退会 4社 

  75社 

特別会員      4社 
入会 0社 
退会 0社 

     4社 

※会員規程第 9条第 2項に基づき、2016年度から 3

年間会費未納の者（法人を含む）は、2019 年 3

月 31 日をもって退会扱いとした。 

 

Ｂ．募金活動 

1．一般寄附金・特別寄附金 

団体・法人にご協力いただいた寄附金等は、当

協会が実施した研究助成事業、学術会議開催、医

療協力事業等に充当した。 

 

1）一般寄附金 

a. 団体・法人    1 件   計 1,000,000円 

b. 個人          3 件   計   220,800 円 

 

2）特別寄附金 

a．団体・法人   13 件  計 17,187,669円 

  指定用途： 

① 笹川同学会日本支部第 1回全国記念学術総会 

12件 計 1,000,000円 

② 日中病院長専業化－現代病院管理制度研究

討論会 

1 件 計 16,187,669円 

 

Ｃ．日本財団に対する助成金申請 

日本財団から 2019 年度助成金申請に対する審

査結果通知（2019年 2月 25 日付）を受理した。 

① 日中笹川医学奨学金制度研究者助成金 

助成金額   82,138,000円 

② 笹川同学会 2019年度事業助成金 

助成金額    41,992,000円 

③ 日中医学協会基盤整備 

助成金額    27,070,000円 

 

①＋②＋③ 計   151,200,000 円 

 

 

Ⅲ．協会運営に係わる事項 

Ａ．役員等改選 

1) 評議員の辞任に伴う補欠選任 

菊池令子評議員（日本看護協会前副会長）の

辞任に伴い、公益 11 回評議員会（みなし決議，

2018 年 8 月 2 日）に於いて補欠選任し、川本

利恵子氏（日本看護協会常任理事）が選任され

た。 

 

2) 理事の辞任に伴う補欠選任 

木村政之理事（日本製薬団体連合会前理事長）

の辞任に伴い、公益 21 回理事会（みなし決議，

2018 年 7 月 19 日）及び公益 11 回評議員会

（みなし決議，2018 年 8 月 2 日）に於いて補

欠選任し、宮島俊彦氏（日本製薬団体連合会理

事長）が選任された。 
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日中笹川医学奨学金制度第 40期＜学位取得コース＞研究者      2019.3.31現在 

氏 名 
所 属 機 関 受 け 入 れ 機 関 

指導責任者 
研 究テーマ 学位取得方法 

鄭 衛青 
南昌市疾病預防控制中心・検験技師 帯広畜産大学原虫病研究センター 玄 学南 

教授・センター長 中国におけるマダニ媒介感染症の疫学調査と有効な駆除法の開発  論文博士 

劉   珏 
復旦大学附属華山医院北院・康復治療師 筑波大学大学院人間総合科学研究科 大藏 倫博 

准教授 地域在住高齢者におけるフレイルと交通事故発生率およびリスクとの関連 課程博士 

孫 長博 

 

中国医科大学附属第一医院・住院医師 東京大学大学院医学系研究科呼吸器外科学 中島 淳 
教授 肺がんに対する免疫療法の研究 課程博士 

田   東 
川北医学院附属医院・医師 東京大学大学院医学系研究科呼吸器外科学 中島 淳 

教授 肺移植に関する実験的・臨床的研究 課程博士 

張 春東 

中国医科大学附属第四医院・医師 
東京大学大学院医学系研究科消化管外科学
・乳腺内分泌外科学 瀬戸 泰之 

教授 腫瘍の位置と組み合わせた幽門輪から腫瘍の遠位端までの長さは胃の遠位部に
沿ったリンパ節転移の強力な決定因子である 

課程博士 

唐 春花 
大坪医院(第三軍医大学附属第三医院)・主治医師 慶應義塾大学医学部内科学教室(神経内科) 中原 仁 

教授 家族性片麻痺性頭痛２型モデルマウスを用いた片頭痛病態の解明 論文博士 

張   順 

上海市東方医院(同済大学附属東方医院)・主治医
師 

順天堂大学大学院医学研究科 
消化器・低侵襲外科学 福永 哲 

教授 The Relationship between p21 and Carboxylesterase 2 Expression in human 
Colorectal Cancer Cells 

論文博士 

許 文成 
湖北省中医院・主管薬師 東京薬科大学薬学部臨床薬理学教室 平野 俊彦 

教授 ヒト末梢血リンパ球に対する生薬成分の効果 論文博士 

李 弘揚 
天津中医薬大学・修士 金沢大学附属病院漢方医学科 小川 恵子 

臨床教授・ 
特任准教授 画像解析技術を用いた人体における漢方薬の評価 課程博士 

徐 妍妍 
中日友好医院・住院医師 

琉球大学大学院医学研究科放射線診断治療
学 村山 貞之 

教授 
超多列 CT，超高精細 CT等を用いた胸部疾患の研究 論文博士 
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日中笹川医学奨学金制度第 40期＜共同研究コース＞研究者      2019.3.31現在 

氏 名 
共同研究機関（中国） 共同研究機関（日本） 

共同研究者 
研 究テーマ 研究期間 

黄 紅蘭 
吉林大学基礎医学院病原生物学・教授 筑波大学大学院医学医療系循環器内科学 青沼 和隆 

教授 心筋自己抗原に対するトレランスの破綻がもたらす心筋炎の慢性化機能の解明 6か月 

陳 小東 

四川省腫瘍医院胃腸外科・副主任医師 国立がん研究センター東病院胃外科 
木下 敬弘 

科長 
Laparoscopic transhiatal approach for esophagogastric junction (EGJ) 

cancer 
6か月 

何 海萍 

昆明理工大学附属医院（雲南省第一人民医院）血

液内科・副教授 

東京大学医科学研究所附属病院セルプロセ

ッシング・輸血部 長村 登紀子 

部長・准教授 A study of the influence of Triptolide on the biological activity of 

umbilical cord derived mesenchymal stromal cells 
6か月 

殷   猛 

上海交通大学医学院附属上海児童医学中心心胸外

科・副主任医師 
東京医科歯科大学生体材料工学研究所 岸田 晶夫 

教授 
脱細胞化生体組織の医療応用に関する基礎研究 6か月 

敖   強 

中国医科大学公共基礎学院組織工程学教研室・教

授 
帝京大学医学部脳神経外科 

松野  彰 

主任教授 Synergistic effects of sequential expression of miRNA-222 and miRNA-338 

on repair of injured peripheral nerve through two different lentivirus 

vector systems 

6か月 

鄭 志剛 

広西壮族自治区疾病予防控制中心エイズ病防控所

・副所長 
国立感染症研究所エイズ研究センター 

俣野 哲朗 

センター長 A Bayesian hierarchical-based back calculation model for estimating HIV 

testing and incidence rate in Guangxi province. Southern China 
6か月 

蒋 小華 

上海市東方医院（同済大学附属東方医院) 胃腸外

科・主任医師 
がん研究会有明病院消化器センター胃外科 

比企 直樹 

部長 Comparison of anastomotic complications after laparoscopic total 

gastrectomy with esophagojejunostomy using circular stapler versus 

linear stapler 

3か月 

朴 紅梅 
延辺大学附属医院呼吸内科・科主任/主任医師 横浜市立大学大学院医学研究科呼吸器病学 金子 猛 

主任教授 肺癌患者に対する免疫チェックポイント阻害剤耐性のメカニズム 6か月 

呉   琳 

中国医科大学附属口腔医院修復科・教授 神奈川歯科大学全身管理医歯学 
玉置 勝司 

教授 
The Relationship between Temporomandibular Disorders and Psychological 

Factors 
4か月 

金 京春 
延辺大学附属医院血液内科・主任医師/教授 金沢大学医学系免疫学 華山 力成 

教授 貪食細胞による免疫疾患の発症機序およびエクソソームの役割 6か月 

王 宇輝 

北京大学基礎医学院心血管研究所基因治療研究室 

・副研究員 
山梨大学大学院総合研究部分子病理学講座 

範 江林 

教授 The pathogenesis and pathologic characteristics of coronary 

atherosclerosis and coronary heart disease in several knockout hamster 

models 

6か月 

張 暁昀 

黒龍江省中医薬科学院内分泌科・教授/主任医師 
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌

・栄養内科学 稲垣 暢也 

教授 Effects of medium-chain fatty acid triglyceride (MCT) on incretin 

secretion 
6か月 

呉   伙 
安徽医科大学第一附属医院胃腸外科・副教授 京都大学大学院医学研究科腫瘍生物学 小川 誠司 

教授 Sanger sequencing and next generation sequencing 

李 南方 

新疆ウイグル自治区人民医院・副院長 京都大学大学院総合生存学館（思想館） 
趙  亮 

准教授 
The project of artificial intelligence for secondary hypertension 

screening 
6か月 

徐  雯 

哈爾浜医科大学基礎医学院免疫学教研室・教授 大阪大学免疫学フロンティア研究センター 

坂口 志文 

副拠点長・教授 
The research of prevention effects and the mechanism of antigen 

specific inducible regulatory T cells on experimental autoimmune 

encephalomyelitis 

6か月 
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呉   江 

第四軍医大学口腔医院口腔修復科・副教授/主治

医師 

広島大学大学院医歯薬保健学研究科生体材

料学 
加藤 功一 

教授 
Fabrication of novel nanoparticles and its release character 5か月 

程 為平 

黒龍江中医薬大学附属第一医院鍼灸二科・教授 県立広島大学保健福祉学部理学療法学科 
原田 俊英 

教授 
A comparative analysis of cognitive impairment in elderly in China and 

Japan 
6か月 

楊 立群 

遼寧省計画生育科学研究院薬物研究室・副研究員 九州大学工学研究院応用化学部門 
片山 佳樹 

教授 
Biodegradable oral delivery system based on butyrate-functionalized 

PTMC particles for inflammatory bowel disease therapy 
6か月 

胡 英華 

黒龍江省労働衛生職業病研究院（黒竜江省第二医

院道理院区) 中毒科・主任医師 
産業医科大学産業生態科学研究所 

河井 一明 

教授 A accurate measurement of oxidative DNA damage in inflammatory model 

rat 
3か月 

孟 召偉 
天津医科大学総医院核医学科・主任医師 長崎大学原爆後障害医療研究所 光武 範吏 

准教授 Genetic mutation for 131I refractory papillary thyroid cancer 3か月 
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日中笹川医学奨学金制度第 41期＜学位取得コース＞研究者（合格名簿）2019.3.31現在 

氏 名 
所 属 機 関 受 け 入 れ 機 関 

指導責任者 
研 究テーマ 学位取得方法 

趙 申 
北海道大学大学院歯学院・博士課程学生 

北海道大学大学院歯学研究院口腔顎顔面外
科学教室 鄭 漢忠 

教授 
PTH間欠投与による骨血管の組織学的変化 課程博士 

常 立甲 
石家荘市第四医院・主管技師 千葉大学社会精神保健教育研究センター 橋本 謙二 

教授 精神疾患の病因解明と新規治療法の開発 課程博士 

朱 俊 
江蘇省蘇北人民医院・主治医師 順天堂大学大学院医学研究科眼科学 村上 晶 

教授 網膜硝子体疾患に関する基礎研究または応用研究 論文博士 

孟 雪 
中国医科大学附属盛京医院・主治医師 順天堂大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科学 池田 勝久 

教授 次世代シークエンサーを用いた頭頚部癌の特異的癌遺伝子の創出 論文博士 
 
 蒋 元源 

南京市口腔医院・住院医師 昭和大学大学院歯学研究科歯科矯正学講座 槇 宏太郎 
教授 咀嚼と下顎骨軟骨組織の病理学的変化の関係について 課程博士 

劉 雨桐 
西安交通大学外国語学院・学生 杏林大学大学院国際協力研究科 宮首 弘子 

教授 外国人向けの妊娠・出産医療通訳についての研究 課程博士 

許 婧 
貴州省医科大学附属医院・博士課程学生 金沢医科大学糖尿病内分泌内科 古家 大祐 

教授 生体内における胆汁動態とインクレチン GIP分泌の関連性についての検討 論文博士 

盧 雪婧 
京都大学大学院医学系研究科・博士課程学生 

京都大学大学院医学系研究科糖尿病・内分
泌・栄養内科学 稲垣 暢也 

教授 
生体内における胆汁動態とインクレチン GIP分泌の関連性についての検討 課程博士 

張 含鳳 

四川省腫瘤医院・主管護師 広島大学大学院医系科学研究科保健学分野 
宮下 美香 
教授 中国の生殖年齢にある男性がん患者の妊娠性温存をめざした支援プログラムの

効果 
課程博士 

崔 力萌 
北京市預防医学研究中心・職員 長崎大学原爆後障害医療研究所 高村 昇 

教授 福島県富岡町における環境放射能モニタリングと住民の被ばく線量評価 課程博士 
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日中笹川医学奨学金制度第 41期＜共同研究コース＞研究者（合格名簿）2019.3.31現在 

氏 名 
共同研究機関（中国） 共同研究機関（日本） 

共同研究者 
研 究テーマ 研究期間 

王 蔚 

中国医科大学付属口腔医院総合科・教授 
北海道大学歯学研究院口腔機能学分野口腔
機能補綴学教室 

横山 敦郎 
教授 Molecular biological mechanism of gradient nano-metal pure titanium 

promoting proliferation, adhesion and differentiation of human amniotic 
mesenchymal stem cells 

5か月 

馮 学泉 

天津市第一中心医院神経外科・主任医師 札幌禎心会病院脳卒中センター 
谷川 緑野 
センター長  The role of intraoperative cerebral arterial pressure monitoring in 

evaluating hemodynamic changes of cerebral bypass surgery 
4か月 

芦 起 

重慶医科大学附属児童医院新生児センター・主任
医師 

国際医療福祉大学医学部感染症学講座 松本 哲哉 
主任教授 

Epidemiology and microbiology of multidrug-resistant bacteria in Asia 6か月 

許 順 

中国医科大学附属第一医院胸外科・主任医師 東京大学医学部附属病院呼吸器外科 
中島  淳 
教授 Genomic analysis of multiple primary lung cancer by next-generation 

sequencing technology 
6か月 

胡 秀英 
四川大学華西医院看護部・教授 

東京大学医学系研究科高齢者在宅長期ケア
看護学/緩和ケア看護学部 山本 則子 

教授 
長期ケアの質（Long-term Care Quality）向上を目指す評価指標の中日比較 5か月 

白 丹 

西安交通大学医学部基礎医学院生物化学・分子生
物学系・副教授 

東京大学先端科学技術研究センター 
岡本 晃充 
教授  Development of functional xeno nucleic acids as precision medicine 

theranostic agents 
6か月 

李 岩 

空軍軍医大学第三附属医院口腔修復・副教授、主
治医師 

東京医科歯科大学大学院歯学総合研究科分
子発生学 井関 祥子 

教授 Functional reconstruction of critical-sized alveolar bone defects using 
cell-free microRNA delivery system 

5か月 

邢 国蘭 

鄭州大学第一附属医院腎臓内科・主任医師 日本医科大学病理学（解析人体病理学） 

清水  章 
教授 

Contribution of the intracellular and extracellular alternative 
pathways of complement activation in the pathogenesis of membrane 
nephropathy 

3か月 

李 博 

首都医科大学附属北京中医医院/北京市中医研究
所循証医学・副主任医師 

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系
専攻健康情報学分野 

中山 健夫 
教授 The overall evaluation methods and the construction of diagnosis and 

treatment model for real clinical efficacy of doctor-patient therapy 
based on TCM and western medicine narrative medicine 

6か月 

柯 昌文 

広東省疾病預防控制中心病原微生物検験所・主任
技師 

国立感染症研究所ウイルス第二部 李 天成 
主任研究官  

Surveillance of rodent-borne diseases in human and animal interface 3か月 

周 謙君 

上海市胸科医院胸外科・副主任医師 がん研有明病院呼吸器外科 
文 敏景  
副部長 Outcomes of Sublobar Resection versus Stereotactic Body Radiotherapy in 

Octogenarian patients with Stage I non-small-cell lung cancer 
6か月 

翟 惠虹 
首都医科大学付属北京友誼病院消化内科・副教授 新潟大学医学部消化器内科 寺井 崇二  

教授 New method of endoscopic diagnosis of early gastric cancer 6か月 

鄢 丹 

首都医科大学附属北京世紀壇医院薬剤科・教授、
主任薬師 

富山大学和漢医薬学総合研究所天然薬物化
学分野 森田 洋行 

教授 
Discovery of anticancer agents from natural medicines 6か月 

曹 鍵 
北京大学人民医院胃腸外科・主治医師 静岡県立静岡がんセンター胃外科 寺島 雅典 

部長 Prognosis on diagnosis and treatment on gastric stump cancer 3か月 

羅 勝勇 

安徽省医学科学研究院薬理毒理研究所・副所長 名古屋市立大学 津田特任教授研究室 
津田 洋幸 
特任教授 Central nervous system toxicity of multi-walled carbon nanotube-N in 

mice 
6か月 
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馬 迎華 

北京大学儿童青少年衛生研究所・副所長 あいち健康の森健康科学総合センター 
津下 一代 
センター長 Study on influencing factors of lifestyle-related diseases in children 

and adolescents and construction of intervention model 
5か月 

羅 文娟 

西安交通大学医学部薬学院・副教授 
大阪大学大学院医学系研究科病態病理学講
座 森井 英一 

教授 Histological evaluation of cancer-initiating cells in lung 
adenocarcinoma 

6か月 

張 哲 
中国医科大学附属第一医院泌尿外科・副研究員 

愛媛大学大学院医学系研究科解剖学・発生
学講座 松田 正司  

教授 
Distribution of prosaposin and its receptors in the bladder cancer 6か月 
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日中医学協会役員・委員会委員名簿（2019 年 3月 31日現在，五十音順） 

 

名誉会長 

杉村  隆  国立研究開発法人国立がん研究センター名誉総長 

森岡 恭彦  日本赤十字社医療センター名誉院長 

 

会 長（代表理事） 

髙久 史麿  公益社団法人地域医療振興協会会長 

 

理事長（代表理事） 

小川 秀興  学校法人順天堂理事長 

 

副会長 

安達  勇  静岡県立静岡がんセンター参与 

江藤 一洋  一般社団法人アジアデンタルフォーラム理事長 

福井トシ子  公益社団法人日本看護協会会長 

堀  憲郎  公益社団法人日本歯科医師会会長 

山本 信夫  公益社団法人日本薬剤師会会長 

横倉 義武  公益社団法人日本医師会会長 

 

評議員 

石館 光三  公益財団法人東京生化学研究会常務理事 

一戸 達也  東京歯科大学副学長 

緒方  剛  茨城県土浦保健所長 兼 竜ヶ崎保健所長 

緒方 晴彦  慶應義塾大学医学部内視鏡センター教授・センター長 

加藤 照和  株式会社ツムラ代表取締役社長 

川本利恵子  公益社団法人日本看護協会常任理事 

小林 慶太  公益社団法人日本歯科医師会常務理事 

杉山  清  星薬科大学副学長 

曽根 智史  国立保健医療科学院次長 

髙橋 和久  順天堂大学医学部附属順天堂医院副院長・教授 

髙松  研  東邦大学学長 

田平  武  順天堂大学客員教授 

寺本  明  湘南医療大学副学長 

根本 則道  日本大学教授 

範  江林  山梨大学教授 

松本 謙一  サクラグローバルホールディング株式会社代表取締役会長 

道永 麻里  公益社団法人日本医師会常任理事 

三村 孝仁  テルモ株式会社代表取締役会長 

山口  建  静岡県立静岡がんセンター総長 

山田 陽城  北里大学名誉教授 

渡邉 和久  公益社団法人日本薬剤師会常務理事 
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理 事 

安達  勇  静岡県立静岡がんセンター参与 

跡見  裕  杏林大学名誉学長 

新井  一  順天堂大学学長 

池谷田鶴子  順天堂大学国際交流センター運営委員 

尾身  茂  独立行政法人地域医療機能推進機構理事長 

春日 雅人  公益財団法人朝日生命成人病研究所所長 

近藤 達也  独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 

庄田  隆  第一三共株式会社相談役 

住友 雅人  日本歯科医学会会長 

手代木 功  塩野義製薬株式会社代表取締役社長 

林  謙治  国立保健医療科学院名誉院長 

林﨑 良英  特定国立研究開発法人理化学研究所予防医療・診断技術開発プログラム プログラムディレクター 

日比 紀文  北里大学北里研究所病院炎症性腸疾患先進治療センター長 

平岡 眞寛  日本赤十字社和歌山医療センター院長 

堀田 知光  国立研究開発法人国立がん研究センター名誉総長 

松原 謙二  公益社団法人日本医師会副会長 

三宅 養三  公益社団法人 NEXT VISION 理事長 

宮島 俊彦  日本製薬団体連合会理事長 

 

監 事 

小野喜志雄  順天堂大学客員教授 

金井  淨  公認会計士 

 

顧 問 

趙   群  遼寧省政治協商会議常務委員 

前田 佳子  公益社団法人日本女医会会長 

 

広報委員会 

委 員 長 緒方  剛  評議員、茨城県土浦保健所長 兼 竜ヶ崎保健所長 

副委員長 上塚 芳郎  東京女子医科大学附属成人医学センター所長・特任教授 

委  員 飯塚 陽子  東京大学医学部附属病院糖尿病・代謝内科特任講師 

小澤 邦壽  横浜市立大学非常勤講師 

新谷 誠康  東京歯科大学小児歯科学主任教授 

須並 英二  杏林大学医学部外科学（消化器・一般外科）教授 

髙橋 和久  評議員、順天堂大学医学部附属順天堂医院副院長、呼吸器内科学教授 

範  江林  評議員、山梨大学大学院医学工学総合研究部分子病理学教授 

樋口まち子  国立看護大学国際看護学教授 

平野 俊彦  東京薬科大学薬学部臨床薬理学教授 

専 門 委 員 山田 陽城  評議員、北里大学名誉教授 
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日中医療交流推進委員会 

委 員 長 日比 紀文  業務執行理事、北里大学北里研究所病院炎症性腸疾患先端治療センター長 

副委員長 五十嵐正広  がん研究会有明病院下部消化管内科顧問 

委  員 小野 裕之  静岡県立静岡がんセンター副院長・内視鏡科部長 

田邉  聡  北里大学医学部新世紀医療開発センター低侵襲光学治療学教授 

八尾 隆史  順天堂大学大学院医学研究科人体病理病態学教授 

五十嵐良典  東邦大学医学部内科学講座消化器内科主任教授 

小嶋 基寛  国立がん研究センター先端医療開発センター臨床腫瘍病理分野ユニット長 

澁谷 和俊  東邦大学医学部病院病理学講座教授 

専 門 委 員 落合 淳志  国立がん研究センター先端医療開発センター長、研究所副所長 

     九嶋 亮治  滋賀医科大学医学部臨床検査医学講座教授 

 

共同研究等選考委員会 

委 員 長 跡見  裕  業務執行理事、杏林大学学長 

委  員 五十嵐正広  がん研究会有明病院下部消化管内科顧問 

     岡野 友宏  昭和大学名誉教授 

金井 Pak雅子  関東学院大学大学院看護学研究科委員長・教授、看護学部教授 

杉山  清  評議員、星薬科大学副学長 

菅村 和夫  宮城県立がんセンター発がん制御研究部特任部長 

田平  武  評議員、順天堂大学客員教授 

林  謙治  理事、国立保健医療科学院名誉院長 

平岡 眞寛  理事、日本赤十字社和歌山医療センター院長 

星合  昊  医療法人財団あおば会 介護老人保健施設 ハート五橋 理事長 

松村 英雄  日本歯科医学会副会長、日本大学歯学部教授 

御子柴克彦  理化学研究所脳科学総合研究センター発生神経細胞研究チームシニア･チームリーダー 

安原 眞人  帝京大学薬学部特任教授 

渡辺 純夫  順天堂大学名誉教授 

渡邉 治雄  国立感染症研究所名誉所員 

渡邊 善照  東北医科薬科大学病院薬剤部薬剤部長、臨床薬剤学特任教授 

専 門 委 員 荒木 孝二  東京医科歯科大学教授 

影山 幾男  日本歯科大学新潟生命歯学部教授 

髙本 眞一  社会福祉法人賛育会 理事 

 

日中医学（日中医学協会－日本財団）協力委員会 

委 員 長 新井  一  業務執行理事、順天堂大学学長 

委  員 林﨑 良英  理事、理化学研究所プログラム・ディレクター 

髙橋 和久  評議員、順天堂大学医学部付属順天堂医院副院長、呼吸器内科学教授 

井上  孝  日本歯科医学会副会長、東京歯科大学教授 

専 門 委 員 荒木 孝二  東京医科歯科大学教授 

影山 幾男  日本歯科大学新潟生命歯学部教授 

 

 

  





 

 

2 0 1 8 年 度 事 業 報 告 附 属 明 細 書 

公 益 財 団 法 人 日 中 医 学 協 会 

T E L  0 3 - 5 8 2 9 - 9 1 2 3 

F A X  0 3 - 3 8 6 6 - 9 0 8 0 

発 行 日 2 0 1 9 年 5 月 2 3 日 

発 行 人    小  川  秀  興 

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-4-3

住 泉 Ｋ Ｍ ビ ル 6 階 


	空白ページ

