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Ⅰ．研究助成事業
Ａ．個別研究助成
１．�第34回日本心臓財団研究奨励の実施
２．���第6回日本心臓財団若年研究者研究奨励（藤基金）の実施
３．�第6回日本心臓財団動脈硬化Update研究助成の実施
４．�第4回日本心臓財団・ノバルティス循環器分子細胞研
究助成の実施

５．�第34回日本心臓財団佐藤賞の贈呈
６．�第33回日本心臓財団草野賞の贈呈
７．�第23回日本心臓財団予防賞の贈呈
８．�第4回日本心臓財団小林太刀夫賞の贈呈
９．�第13回日本心電学会学術奨励賞の後援

Ｂ．多施設共同研究助成
１．�虚血性心疾患に関する研究
２．�虚血性心疾患と脂質低下療法に関する研究

３．�心室細動に関する研究
４．�突然死に関する観察研究
５．�心房細動に関する研究
６．�慢性心不全に関する研究
７．�急性心不全に関する研究
８．�糖尿病と心血管病に関する研究
９．�血栓症・塞栓症に関する研究
１０．�心臓外科治療に関する研究�など

Ｃ．留学・研修助成
１．��第22回日本心臓財団・バイエル薬品海外留学助成の実施
２．��東京海上日動火災保険㈱による海外研究者研修助成の実施
３．�第3回日本心臓財団Cardiac�Rhythm�Management
短期海外研修助成の実施

４．��第4回日本心臓財団・日本心電学会海外留学助成の実施

平成20年度　日本心臓財団事業計画

Ⅱ．会議・研究会助成事業
１．�第30回美甘レクチャー（日本循環器学会特別招待講
演）への助成

２．�第21回日本循環器病予防セミナー
� その他、理事会で承認された循環器関連学会

3月17日、東京の銀行倶楽部にて第53回評議員会・第114回理事会が開催され、平成20年度事業計画、収支予算に
ついて審議し、評議員会において承認され、理事会において可決しました。事業概要は以下のとおりです。

〜第53回評議員会・第114回理事会にて決定〜

Ⅲ．広報啓発事業
１．�インターネット「心臓財団のホームページ」関連広報�
活動

２．�日本循環器学会との協力事業
１）�病院掲示用壁新聞ハートニュースの発行
２）�市民公開講座の開催

３．�予防啓発小冊子の発行
４．�「健康ハートの日」活動
１）�8月10日キャンペーン（東京、豊橋、鹿児島）
２）�広報活動：ポスターの製作配布等

５．�世界心臓連合（World�Heart�Federation）加盟団体と
しての諸活動
１）�世界心臓連合（WHF）加盟分担金の納入
２）�9月30日、世界ハートの日事業（一宮、名古屋）

６．�禁煙推進活動
１）��たばこと健康問題NGO協議会による世界禁煙デー
記念シンポジウムの開催

２）�禁煙推進ネットワークを中心に活動
７．�AC公共広告機構によるAEDキャンペーン
８．�生活習慣病改善プログラムの普及・研究活動
９．�日本心臓財団メディアワークショップの開催
１０．�予防活動団体への協力
１１．�日本心臓ペースメーカー友の会事業への協力
１２．�日本川崎病研究センター事業への協力
１３．�トーアエイヨー㈱によるラジオNIKKEI「心臓財団虚血
性心疾患セミナー」

１４．�月刊誌「心臓」の発行
１５．�機関紙「季報」の発行
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当財団では、ノバルティスファーマ株式会社の協力を
得て、循環器領域における分子細胞生物学的研究の進
歩に著しい貢献が期待される40歳以下の少壮研究者育
成のために、第4回日本心臓財団･ノバルティス循環器分
子細胞研究助成を実施いたしました。

本研究助成に46題の応募があり、選考委員10名によ
る書類審査が行われ、3月30日に開催された選考委員会
において下記の10名（五十音順・敬称略）が選考されま
した。助成金額はそれぞれ100万円です。

また、この助成研究は来年の7月に発表報告会が予定
されております。

第４回日本心臓財団・ノバルティス循環器分子細胞研究助成対象者決定
選考委員（五十音順・敬称略��

委員長 永井　良三� 東京大学大学院医学系研究科循環器内科教授

委�員�員員 伊藤　　宏 秋田大学医学部循環器内科学教授

北風　政史 国立循環器病センター心臓血管内科部門部長

倉林　正彦� 群馬大学大学院医学系研究科臓器病態内科学教授

小室　一成� 千葉大学大学院医学研究院循環病態医科学教授

斎藤　能彦� 奈良県立医科大学第一内科学教授

砂川　賢二� 九州大学大学院医学研究院循環器内科学教授

筒井　裕之� 北海道大学大学院医学研究科循環病態内科学教授

室原　豊明� 名古屋大学大学院医学系研究科器官制御内科学教授

森下　竜一 大阪大学大学院医学研究科臨床遺伝子治療学教授

助成対象者
（五十音順・敬称略）

番号 氏　　名 所　　属 研　究　課　題

1
朝野�仁裕
（37歳��

国立循環器病センター研究所
循環動態機能部�特別研究員

不全心筋病態形成における心筋細胞核クロマチンリモデリングの果た
す役割−胎児性遺伝子発現制御機構の解明−

2
泉家�康宏
（34歳��

熊本大学大学院医学薬学研究部
循環器病態学�助教

骨格筋由来の新規血管新生因子の同定とその機能解析

3
久場�敬司
（37歳��

東京医科歯科大学難治疾患研究所
分子病態分野�特任講師

モデル生物の心形成遺伝子と循環器疾患患者の疾患感受性遺伝子の包
括的解析研究

4
真田�昌爾
（38歳��

国立循環器病センター
心臓血管内科�研修生

Toll様受容体の新しい内因性制御因子による心不全改善機序の解明と
その治療応用

5
武田宏太郎
（37歳��

九州大学病院
循環器内科�医員

心筋細胞における低酸素適応システムの分子機序の解明

6
東口�治弘
（37歳��

千葉大学大学院医学研究院
循環病態医科学�産学官連携研究員

新規拡張型心筋症モデルマウスを用いた拡張型心筋症発症機序の解明

7
中神�啓徳
（3�歳��

大阪大学大学院医学系研究科
遺伝子治療学�助教

ホメオチック遺伝子とそのマイクロ RNA による脂肪前駆細胞の分化
制御機構の解明

8
中村�一文
（3�歳��

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
循環器内科�助教

抗KCNH2（HERG��抗体による自己免疫性QT延長症候群の病態の解
明−後天性QT延長症候群の新しい発症機序の検討−

�
伯野�大彦
（38歳��

慶應義塾大学医学部
循環器内科�助教

心臓弁膜症発症における血管新生因子ペリオスチンの発現制御とその
役割の解明

10
松坂��賢
（32歳��

筑波大学大学院
人間総合科学研究科臨床医学系
内分泌代謝・糖尿病内科�助教

動脈硬化症における脂肪酸組成の重要性と長鎖脂肪酸伸長酵素 
Elovl6の役割の解明
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日本心臓財団佐藤賞は、当財団の故佐藤喜一郎初代会長を記念して設けられたもので、近年循環器
領域で顕著な業績をあげ、今後もこの分野で中心的な役割を果たすことが期待される50歳未満の研究
者1名に贈られるものです。日本循環器学会会長を委員長とする選考委員会において選考され、今回は
国立循環器病センター心臓血管内科の清水渉医長に決定しました。第72回日本循環器学会総会・学術
集会（会長：松﨑益德山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学教授）会期中の3月29日に福岡サ
ンパレスホテルにて授与式が行われ、当財団の杉本恒明副会長より賞牌ならびに100万円が贈呈されま
した。研究課題は、「致死性不整脈疾患の遺伝子診断とその臨床応用」で、同学術集会において受賞記
念講演が行われました。

第33回 日本心臓財団 佐藤賞　　清水　�� ����賞　�� ����賞�� ����賞
第72回 日本循環器学会総会・学術集会にて

当財団では日本循環器管理研究協議会の協力を得て、同協議会初代理事長の名を冠した日本心臓財団小林太刀
夫賞を授与しています。これは地域と密着して、循環器病を中心とした生活習慣病予防のために長年貢献し、生活習
慣等の改善により疾病管理に実効を挙げた活動、あるいは予防のための創意工夫により将来において疾病管理の実
行が期待できる活動を展開中の保健師、看護師、栄養士の個人または団体に贈られるものです。その第４回には、大
迫地域（岩手県）において、東北大学と共同で家庭血圧測定の普及を通じた生活習慣病予防および健康増進を行い、
さらにその活動によって得られた家庭血圧基準値が国際的ガイドラインの根拠になったことにより、大迫保健師グルー
プが選ばれました。第23回日本心臓財団予防賞とともに、第44回日本循環器管理研究協議会（日循協）総会において
授与され、賞牌ならびに50万円が贈られます。

第4回 日本心臓財団 小林太刀夫賞　　大迫保健師グループ��賞
第44回 日循協総会にて

日本心臓財団草野賞は、当財団の故草野義一初代理事長を記念して設けられたもので、この1年間に
脳血管障害に関する学術雑誌に掲載された40歳未満の研究者の論文に対し贈られるものです。今回は
京都大学大学院医学研究科脳神経外科学の青木友浩氏に決定しました。第33回日本脳卒中学会総会

（会長：橋本信夫京都大学大学院医学研究科脳神経外科学教授）会期中の3月20日に国立京都国際会
館にて授与式が行われ、橋本会長より賞牌ならびに50万円が贈呈されました。受賞論文は、「転写因子
NF-kappa Bが脳動脈瘤形成を担う」でした。

第32回 日本心臓財団 草野賞　　青木　友浩 氏��賞
第33回 日本脳卒中学会総会にて

日本心臓財団予防賞は、地域社会に密着し、循環器疾患予防に永年貢献もしくは学術研究開発に功
績のあった団体あるいは研究者を対象に贈られるものです。今回は北里大学医学部循環器内科学の和
泉徹教授が選ばれました。受賞研究は、「心臓病の再発や発症を予防するための研究と実践」です。来
る5月23日、第44回日本循環器管理研究協議会（日循協）総会において授与式が行われ、賞牌ならびに
50万円が贈られます。

第23回 日本心臓財団 予防賞　　和泉　徹 教授��賞
第44回 日循協総会にて



�　2008年5月10日（�） 心臓財団�） 心臓財団）� 心臓財団��季　報　第191号

当財団が循環器疾患の予防・制圧事業を展開するうえで、
その多くは寄付金ならびに賛助会費により支えられており
ます。あなたのまわりの方にもぜひ呼びかけてください。

ご寄付はいくらでも受けさせていただいております。当財
団は「特定公益増進法人」として認可を受けておりますので、
税制上の優遇措置が講じられております。

賛助会は日本心臓財団の目的に賛同し、その働きを支援
する方々、法人によって構成されています。賛助会費は、
個人の場合、年額１万円、法人の場合は５万円で何口でも差
し支えありません。

ご支援いただける場合は、下記の口座をご利用ください。

郵便振替口座  00140-3-173597
宛て先　財団法人日本心臓財団

●心臓財団からのお願い●
〜ご寄付ならびに賛助会ご加入〜

　日本心臓財団では循環器疾患の研究分野においてASEAN
諸国等の研究者の来日に対し、東京海上日動火災保険㈱による
海外研究者研修助成を実施しています。
１） 筑波大学大学院人間総合科学研究科社会環境医学にて研究

80万円
　　平成20年4月1日〜11月30日（8カ月間）
　　Chei Choy Lye氏（マレーシア）
２）第72回日本循環器学会総会・学術集会に参加発表
　　　平成20年3月28日〜30日 各10万円
　スリランカ Shyama Nilanthi Hettiarachchi氏
　タイ Nipon Chattipakorn氏
　ネパール Roshan Raut氏
　バングラデッシュ Md S Alam氏
　マレーシア Zul Hilmi Yaakob氏
３）第6回国際留学生Young Investigator's Award
　アジアから日本に留学している若手研究者を対象に、第72回
日本循環器学会総会・学術集会で発表
最優秀賞　Dyah Wulan Anggrahini氏 20万円
 （神戸大学大学院循環器内科学：インドネシア）
優 秀 賞　Udin Bahrudin氏 10万円
 （鳥取大学大学院遺伝子再生医療学：インドネシア）
　　　　　宋海花　氏 10万円
 （順天堂大学医学部循環器内科：中国）
　　　　　顔培実　氏 10万円
 （京都大学再生医科学研究所幹細胞分化制御研究領域：中国）
　　　　　陳　玲　氏 10万円
 （九州大学大学院循環器内科：中国）

海外からの研究者に対する助成 ご支援ありがとうございます

次の方からご寄付を頂戴しました。ここにご芳名を記して
感謝の意を表します。

 （2008年2月〜４月）
ワシントン�アリガトウ様 2,500 円

シトン寄付様  21,000 円

株式会社アクセル様 東京都千代田区 2,000,000 円

小堀�治樹 様 神奈川県横須賀市 100,000 円

藤本�やす子 様 愛知県知多郡 10,000 円

浦和レッズ･サポーター様 14,815 円

当財団へのご寄付

本年度もご支援をいただいた方のご芳名を掲載します。 
 （2008年2月〜４月）

佐藤�桂 様 矢﨑�義雄 様 匿名1人

当財団�ご�������ご������

テーマ 「�������������に��������������に�� 
　　　本年度のWHOの��本年度のWHOの��　

「たばこの���若者を���（�a�acco Free �o�th）」たばこの���若者を���（�a�acco Free �o�th）」（�a�acco�Free��o�th）」」

日　時：平成20年5月30日（金）　開場12時30分金）　開場12時30分）　開場12時30分 
会　場：科学未来館（東京都�東�青�2-41）科学未来館（東京都�東�青�2-41）（東京都�東�青�2-41）�東�青�2-41）） 
＊ 申込み方法等は、当財団ホームページや厚生労働省「たばこと健康に

関する情報ページ」をご参�ください。をご参�ください。。

平成20年度 日本心臓財団研究奨励募集
心臓血管病（心臓病、脳卒中、高血圧、動脈硬化症等）の成因、治療あるいは予防に関する独創的研究に

対し行います。本年度より藤基金の応募用紙の記載内容が変更になりました。若い研究者が応募しやすいよ
うな項目を掲げましたので、ぜひ応募してください。

1．研究奨励金および応募資格
 わが国に在住し、心臓血管病の基礎、臨床または予防に携わる研究者。なお、どちらか一つしか応募できま
せん。また、研究奨励金を受けた者は、同一の研究奨励に再度の応募はできません。
1）第34回日本心臓財団研究奨励
　1件200万円を10件。　40歳未満の研究者 　 （1968年4月1日以降に生まれた者）
2）第6回日本心臓財団若年研究者研究奨励（藤基金）
　1件50万円を4件。　30歳未満の将来性のある若手研究者　（1978年4月1日以降に生まれた者）

2．応募期間
平成20年6月1日〜7月15日 

2008年世界禁煙デー
記念シンポジウムのご案内


