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平成２２年度事業報告 

（平成 22年 4月 1日から平成 23年 3月 31日まで） 

財団法人新潟医学振興会 

理事長  追 手  巍 

１ 主な動き 

 ４月１９日 ・平成 21年度会計監査の実施 

 ５月 ５日 ・新潟県医師養成修学資金貸与事業に係る医師養成修学資金協議会運営委

員会を開催。平成 22年度修学生の重点コース（県外枠３名）及び一般コ

ース 16名を決定 

 ５月１９日 ・第 15回評議員会・第 16回理事会の開催 

        平成 21年度事業報告・決算報告等について協議 

６月２６日 ・市民公開講座（有壬セミナー）の実施（医学部百周年記念講演会と共催） 

          講師  廣川 信隆 氏（東京大学大学院特任教授） 

          演題 「分子モータが誘う未知の世界～脳の働きから体の発生まで」 

          鼎談  蒲原  宏 氏（学士会名誉会員） 

              武藤 輝一 氏（新潟大学名誉教授） 

              荒川 正昭 氏（新潟大学名誉教授） 

          演題 「新潟大学医学部百年の歴史を振り返って」 

          場所  新潟県民会館大ホール 

          受講者   363名 

 ６月２６日 ・医学部創立百周年記念に伴う赤門修復支援 

 ６月２７日 ・若手の臨床医学研究者へ奨励金（有壬記念学術奨励賞）支給 

８月１９日 ・新潟県医師養成修学資金貸与事業に係る地域医療実習及び懇談会を開催 
２０日 

９月２７日 ・平成 22年度財団法人新潟医学振興会奨学生奨学金授与式 

        ４名の奨学生に対し奨学金を授与（月額５万円） 

 10月 23日 ・学士会関東甲信静支部連合総会において特別講演 

                   演題「医学部創立百周年記念講演『25回を迎えた有壬セミナー』」 

                   講師 追手 巍 前有壬会会長 新潟大学大学院医歯学総合研究科教授 

 ３月１５日 ・第 16回評議員会・第 17回理事会の開催 

        平成 23年度事業計画・予算等について協議 

 ３月２５日 ・平成 23年度新潟県医師養成修学資金修学生募集開始(4月 19日まで) 

        重点コース（県外枠）、一般コース 
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２ 実施事業 

（１）地域社会への医療の安定供給に関する事業（  0円） 

（２）医学及び医療の教育振興に必要な教育及び研究に対する助成（23,005,200円） 

  １）若手の基礎医学、臨床医学、予防医学研究者へ奨励金（有壬記念学術奨励賞） 

支給（300,000円） 

氏 名 勤務先・所属・科  職  名   課   題 奨励金 

 

下村  裕 
Department of 

Dermatology Colombia 

University 

associate 

research 

scientist 

 
遺伝性毛髪疾患の原

因遺伝子Ｐ２ＲY５
の同定 
 

 

 

300,000円 

  ２）国際協力・国際交流への助成（200,000円） 

   ・日露医学生交流事業への助成                   200,000円 

  ３）研究助成金の交付（22,319,700円）  

   ・第 53回日本手の外科学会学術集会                1,280,400円    

   ・腎膠原病あるいは呼吸器病に関する研究              291,000円 

   ・metallic stentを用いた家兎気管欠損再生実験            291,000円 

   ・睡眠時無呼吸症候群の臨床病態の解明               291,000円 

   ・小児医学振興のため基礎的臨床的研究               582,000円 

・第 96回日本消化器病学会総会                   970,000円 

・慢性心不全ラットの機械的交互脈におけるカルシウム動態異常 

の解析                             291,000円 

・第 51回日本哺乳動物卵子学会                    48,500円 

・若手外科医育成のための教育プロジェクト              291,000円 

・学生及び初期研修医を対象とした手術手技理解のための術中映 

像の編集管理                           291,000円 

・Good clinical practiceに準拠するハイドロダイナミック遺伝子 

導入法の開発                          291,000円 

・緑内障眼における網膜神経線維層厚と視野の相関           291,000円 

・第 50回日本リンパ網内系学会総会                 339,500円 

・第 16回日本家族性腫瘍学会学術集会                485,000円 

・脳腫瘍の術前病理組織診断法の確立                291,000円 

・卵巣癌病態解明を目的とした遺伝子発現解析            291,000円 

・精神医療・保健・福祉の向上に関する研究             485,000円 

・ＯＣＴによる緑内障眼視神経乳頭篩状板孔の観察と計測       970,000円 
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・精神医療・保健・福祉の向上に関する研究             194,000円 

   ・第 3回新潟こころの発達医学セミナー                834,200円 

   ・第 57回日本小児保健学会                    1,309,500円 

・第 37回東北腎不全研究会                     882,700円 

・エリスロポエチンの心血管系に対する効果の検討          4,850,000 円 

・新潟肺癌治療研究会による多施設共同研究の推進         1,940,000円 

・精神医療・保健・福祉の向上に関する研究             970,000 円 

・新潟肺癌治療研究会による多施設共同研究の推進             970,000 円 

・学生教育方策の為の研究                      426,800円 

・精神医療・保健・福祉の向上に関する研究              291,000円 

・新潟肺癌治療研究会による多施設共同研究の推進                  485,000 円 

・運動器疾患の治療と予防のための包括的アプローチに関する 

研究                              291,000 円 

・低血糖脳症に対する新規治療薬の開発                291,000 円 

      ・第 15 回口腔顔面神経機能学会                   29,100 円 

・学生教育方策の為の研究                      485,000 円 

  ４）医学教育推進助成（185,500円）  

   ・医科臨床研修管理委員会に対する助成                 135,500円 

    ・新潟大学医学教育（みかんの会）                  50,000円 

  ５）医学教育研修情報交換（0円）    

 

（３）臨床研修体制の整備に対する助成（5,050,000円） 

   ・新潟県で臨床研修を受ける研修医で研修修了後、新潟県内で医師として 

    勤務する奨学生に奨学金を給付（月額 5万円×12ヶ月×8人）    4,800,000円 

   ・臨床研修指導医講習会に対する助成                 250,000円 

 

（４）医療関係者への医学及び医療情報の提供に関する事業（786,830円） 

   ・医療情報提供及び財団ホームページの保守・管理           736,830円 

   ・最先端医療に関するシンポジウム、研究会開催に対する助成       50,000円 

 

（５）県民の健康教育の普及向上に関する事業（865,848円） 

  ・市民公開講座（有壬セミナー）の実施（医学部百周年記念講演会と共催）584,548円 

      日時  平成 22年 6月 26日 

      場所  新潟県民会館大ホール 
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      講師  廣 川 信 隆  氏（東京大学大学院特任教授） 

      演題  「分子モータが誘う未知の世界～脳の働きから体の発生まで」 

鼎談  蒲 原   宏  氏（学士会名誉会員） 

          武 藤 輝 一   氏（新潟大学名誉教授） 

          荒 川 正 昭  氏（新潟大学名誉教授） 

      演題 「新潟大学医学部百年の歴史を振り返って」 

      受講者  363名 

   ・市民公開講座（平成 22年 7月 8日）              281,300円 

      場所  新潟市万代市民会館６Ｆ 

講師  三 木 義 男  氏（東京医科歯科大学教授） 

      講演１ 「乳がんはなぜおこるのか？―遺伝子の異常と乳がん―」 

      講師  佐 野 宗 明  氏（新潟ブレスト検診センター所長） 

       講演２ 「家族に乳がんがいるのですが、検診はどうすればいいでしょうか？」 

       

（６）先端的医療技術の産官学連携に関する事業（ 0円） 

 

（７）その他目的達成に必要な経費（5,488,560円） 

   ・新潟大学医学部創立 100周年に伴う赤門修復の支援        5,040,000円 

・事業年報の発行等                         448,560円 

 

３ 基本金及び寄付金等 

（１）基本金  累計 165,975,124円 

 （２）寄附金      （27,779,265円） 

   １）一般寄附金    3,130,000円 

   ２）研究寄附金   24,649,265円 

 （３）賛助会費      （5,515,000円） 

   １）法 人  ４9件     2,650,000円 

   ２）個 人  ３7８件   2,865,000円 

 

４ 委員会開催関係 

 （１）審議委員会           ３９回開催 

 （２）臨床研修推進委員会        ２回開催 

 （３）指定研究助成審査委員会     ３７回開催 

 


