一般社団法人神緑会 平成 25 年度事業報告書(案)

１．地域における疾病並びに医療等に関する研究調査（定款第７条第１号該当事業）
四つの課題に関する研究調査班を設置し研究調査を実施
１）糖尿病発症におけるインクレチン効果の疫学的研究－継続研究－
研究調査班代表者：愛仁会千船病院 代謝内分泌内科

田守 義和
支出額：396,748 円

２）周産期予後不良症例の背景解析についての調査研究－継続研究－
研究調査班代表者：神戸大学大学院医学研究科
総合臨床教育・育成学分野

山崎 峰夫
支出額：395,366 円

３）大災害時死亡者の家族に対する支援システムの構築－継続研究－
研究調査班代表者：兵庫医科大学 救命救急センター

久保山一敏
支出額：399,160 円

４）我国および周辺アジア諸国におけるヒトバベシア症発生状況
調査と地域特有バベシア原虫の性状の比較解析－継続研究－
研究調査班代表者：兵庫医療大学 薬学部微生物学分野 斎藤あつ子
支出額：400,000 円
２．平成 25 年度学術講演会等の開催（定款第７条第 2 号該当事業）
１）学術講演会
支出額：1,255,756 円
「胸部悪性腫瘍（肺癌を中心に）の診断と治療」
（平成 24 年度田中千賀子学術奨励賞受賞記念講演）
講演者：兵庫県立がんセンター呼吸器内科 里内美弥子
「iPS 細胞研究の現状と臨床応用 ～神戸大学でのスタートを期して～」
講演者：神戸大学大学院医学研究科 iPS 細胞応用医学分野 青井 貴之
平成 25 年 6 月 22 日開催
来場者数：91 名
「神戸大学における女性医師の就労活性化の取り組み」
講演者： 神戸大学大学院医学研究科 皮膚科学分野 錦織千佳子
「麻酔科学教授就任に当たっての抱負」
講演者：神戸大学大学院医学研究科 麻酔科学分野 溝渕 知司
平成 26 年 2 月 1 日開催
来場者数：120 名

２）日本小児麻酔学会第 19 回大会
支出額：250,000 円
神戸大学大学院医学研究科 麻酔科学分野 前川 博信
講演者：Tarun Bhalla、Sokha Tep、青井 貴之、植木 正明、小阪 嘉之
平成 25 年 9 月 28,29 日開催
来場者数：349 名
３）神戸大学医学部医学科と関連病院を連結する地域医療学教育セミナー
支出額：200,000 円
神戸大学大学院医学研究科地域社会医学・健康科学講座
地域医療ネットワーク学 味木 徹夫
平成 25 年 5 月 10 日 講師：阿江 竜介、岡山

雅信

参加者 35 名

平成 25 年 9 月 25 日 講師：石田 岳史、見坂

恒明、阿江 竜介、小松 素明
参加者 25 名

４）若手医師を中心とした３Ｄ画像診断推進セミナー
支出額：175,000 円
神戸大学医学部附属病院放射線科 河野
淳
平成 25 年 6 月 26 日、平成 25 年 6 月 28 日、平成 25 年 11 月 8 日 講師：河野 淳
参加者各 3 名
５）神緑会会員、準会員への Physician Scientist 及び予防医学者育成のための講演会
支出額：174,140 円
兵庫県立健康生活科学研究所 山村 博平
シンポジウム「公衆衛生人材の育成をめざして」
講演者：林 祥剛、稲岡 恵美、中澤 港、川端 眞人
平成 26 年 3 月 15 日開催
来場者数：85 名
３-(1) ．教育研究・学術交流援助（定款第７条第 3 号該当事業）
１）一絨毛膜二羊膜性双胎における出生時血清 NT-pro BNP 濃度と心不全発症との関連性に
関する研究
（兵庫県立こども病院周産期医療センター 新生児科 藤岡 一路）
助成額：300,000 円
２）iPS 細胞由来自己複製能を有する前駆細胞(Endodermal,Mesodermal,progenitor
cell:EP/MP)の作成と分化誘導法の開発
（公益財団法人先端医療振興財団 川真田 伸）
助成額：500,000 円
３）非小細胞肺がんに対するペメトレキゼドとアムルビシンの併用療法の薬理薬効解析
（神戸大学大学院医学研究科 呼吸器内科学分野

永野 達也）
助成額：400,000 円

４）肺腺癌における SPARC の役割について
（神戸大学大学院医学研究科 呼吸器外科学分野 田根 慎也）
助成額：300,000 円
５）教育カリキュラム改変に資することを目標とした学生による医学部臨床教育の問題点解析
（神戸大学医学部附属病院総合臨床教育センター 河野 誠司）
助成額：300,000 円
６）iPS 細胞作製技術を応用した癌幹細胞特性獲得機構の解明
（神戸大学大学院医学研究科 iPS 細胞応用医学分野 青井 貴之）
助成額：600,000 円
YIA ヤングインベスティゲーターアワード（6 件）
７）αSMA+ macrophages skewed from hematopoietic stem cells by vitamin D3 initiate
myelofibrosis and subsequent osteosclerosis

最優秀賞（神戸大学大学院医学研究科 血液内科学分野 若橋香奈子）
助成額：500,000 円
８）新規 Ras 機能阻害物質 Kobe0065 ファミリー化合物のがん転移抑制メカニズムの解析／
Analysis of the mechanism underlying the anti-metastatic action of novel Ras
nhibitors Kobe0065 family compounds
優秀賞 (神戸大学大学院医学研究科 分子生物学分野 吉川 陽子）
助成額：100,000 円
９）C 型肝炎ウイルスによる GLUT2 遺伝子発現抑制の分子機序
優秀賞（神戸大学大学院医学研究科 微生物学分野 松井千絵子）
助成額：100,000 円
１０）嗅上皮の細胞の並びを制御するメカニズム
優秀賞（神戸大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野 勝沼紗矢香）
助成額：100,000 円
１１）Roles of the protein tyrosine phosphatase Shp2 in homeostasis of the intestinal
epithelium
優秀賞（神戸大学大学院医学研究科 シグナル統合学分野 小谷 武徳）
助成額：100,000 円
１２）Crucial role of phospholipase Cε in T helper type 2 cell mediated airway
inflammation in mice
優秀賞（神戸大学大学院医学研究科 呼吸器内科学分野 永野 達也）
助成額：100,000 円
３-(2) ．教育研究・学術交流援助（定款第７条第 3 号該当事業）
学会発表 (9th Congress of Asian Society for Paediatric Research conjunction with
20th Congress of the Perinatal Society of Malaysia) に係る旅費の助成
（兵庫県立こども病院周産期医療センター 新生児科 藤岡 一路）
助成額：100,000 円

３-(3) ．田中千賀子学術奨励賞の授与（定款第７条第 3 号該当事業）
『乳癌診療の質の向上に向けたフィールドワーク研究：
チーム医療体制の構築ならびに市民対象啓発活動』
（兵庫県立加古川医療センター 乳腺外科 佐古田洋子）
副賞：300,000 円
４．学術誌の発行（定款第７条第 4 号該当事業）
「神緑会学術誌」第 29 巻を会員等に配布（平成 25 年 8 月発行）
特集：神戸大学医学部医学科の現状－新たなる出発を期して－
発行部数：5,400 部
会員以外の配布先：国立国会図書館、科学技術振興機構、医学中央雑誌刊行会、
兵庫県医師会
支出額：2,917,425 円
収入額：672,000 円
５．医学部教員及び学生に対する海外学習援助（定款第７条第 3,5 号該当事業）
１）国際学術交流として海外学習する若手研究者への助成
援助額：500,000 円
（別紙 1 のとおり）
２）国際学術交流として海外学習する医学部学生への助成
援助額：1,500,000 円
（別紙 1 のとおり）

