
藤原セミナー 開催希望者募集―2012 年～2013 年開催―

藤原科学財団は，科学技術の振興に寄与するこ
とを目的として，2012 年～2013 年の間セミナーの
開催を希望する科学者に対し開催に必要な経費を
援助いたします．

・申請受付期間：2011 年（平成 23 年）4月 1日
（金）～同年 7月 31 日（日）必着
・応募資格：わが国の大学等学術研究機関に所属
する常勤の研究者

・セミナー援助件数：2件以内
・セミナーの要件：
1）テーマは自然科学の全分野で，学問的に水準
の高いものであること．

2）開催期間は 2012 年 1 月 1 日～2013 年 12 月
31 日．

3）参加者は 50 人～100 人程度とし，外国人研
究者が参加者の 5分の 1程度含まれること．

4）セミナー経費援助額は 1件につき 12,000
千円 以内（総額 24,000 千円 以内）である
こと．

・申請方法：所属機関長を経由して，「藤原セミ
ナー開催申請書」を提出すること．

・藤原セミナーの選考委員会：山崎敏光（委員
長），西村暹，末松安晴，岩村秀，廣川信隆（敬
称略，順不同）

・申請書提出先・連絡先：
公益財団法人 藤原科学財団
〒104―0061 東京都中央区銀座 3―7―12
TEL：03―3561―7736�FAX：03―3561―7860
URL：http:��www.fujizai.or.jp�

詳しくは，学会，大学長，学部長，研究機関長
あてに送付してある“募集要項”，および藤原科学
財団のホームページをご覧ください．

第 20 回（平成 23 年度）木原記念財団学術賞・特別賞（募集）

（目的）生命科学の分野で優れた独創的研究で，
今後の生命科学の発展を支える研究者を励まし顕
彰することを目的とします．
（推薦の対象）
・学術賞：生命科学の分野で優れた独創的研究
を行っている国内の研究者で，50 歳以下（平
成 23 年 9 月 30 日締切日現在）の者とします．

・特別賞：生命科学の分野で優れた独創的研究
を行っており，かつその内容が社会的貢献に
繋がる研究を行っている国内の研究者で，50

歳以下（平成 23 年 9 月 30 日締切日現在）の
者とします．社会的貢献とは，研究の成果を
応用することにより，生命科学系の産業等の
発展に繋がるもの，あるいは生命科学系の産
業等の基盤技術として活用されるものをいい
ます．

（推薦者）推薦者は，生命科学に関する学会，大
学，及び研究機関等の代表者とし，1推薦者からの
推薦は，各賞，原則として 1件とします．
（推薦の締切日）平成 23 年 9 月 30 日（当日消印
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有効）
（選考方法及び結果）当財団の選考委員会で候
補者を選考し，理事会にて決定します．選考結果
は推薦者及び受賞決定者に通知し，公表します．
（学術賞の内容）
・毎年原則として 1件に贈呈します．
・賞状，記念碑及び賞金 200 万円を贈呈します．
（特別賞の内容）
・受賞者が選考された場合に 1件贈呈すること
ができるものとします．

・賞状，記念碑及び賞金 100 万円を贈呈します．

問い合わせ先：財団法人木原記念横浜生命科学振

興財団
〒230―0045 横浜市鶴見区末広町
1―6 横浜バイオ産業センター
Tel 045（502）4810
Fax 045（502）9810
URL：http:��www.kihara.or.jp
E-mail：suzuki@kihara.or.jp

※尚，木原記念財団学術賞・特別賞の応募には
日本生理学会の推薦が必要です．応募される方は，
必要事項に記入の上，日本生理学会にご提出くだ
さい．学会の締め切りは 8月 31日（水）とします．

公益財団法人 上原記念生命科学財団
平成 23 年度研究助成および海外留学助成等の交付対象者募集

1．研究助成募集要項
（1）助成対象課題―生命科学，特に健康の増進，

疾病の予防および治療に関する次の諸分野
の研究

（イ）栄養学，薬学一般，社会医学（含体力医
学），東洋医学

（ロ）基礎医学（上記以外）
（ハ）臨床医学（上記以外）

（2）助成対象者―上記研究に意欲的に従事する
日本在住の研究者で「3．応募方法その他
（2）推薦者」の推薦を受けた者

（注）研究推進特別奨励金は，医学部（大学院
医学研究科）と薬学部（大学院薬学研究
科）に限る

（3）助成の種類および金額
（イ）研究助成金

◇年齢不問，単独研究でも共同研究でも
よい

◇1件 500 万円，助成件数 70 件
（ロ）研究奨励金

◇若手研究者で昭和 49 年 4 月 1 日以降
の出生の者，但し医学部等 6年制の学
部卒業者は昭和 47 年 4 月 1 日以降の

出生の者
◇1件 200 万円，助成件数 90 件

（ハ）研究推進特別奨励金
◇医学部（大学院医学研究科）または薬
学部（大学院薬学研究科）において平
成 21 年 4 月以降に独立した研究室ま
たはチームを立ち上げた，昭和 41 年
4 月 1 日以降出生の教授（特任教授，
准教授は除く）

◇1件 400 万円，助成件数 10 件
（4）助成金の使途―研究に要する物品の購入そ

の他研究推進に必要な費用とする
2．海外留学助成（上原フェローシップ）募集要項
（1）助成対象者―研究助成と同じ課題の研究を

行う研究者で次の条件を満たす者
（イ）研究助成と同様に「3．応募方法その他

（2）推薦者」の推薦を受けた者
（ロ）原則として平成 24 年 1 月 1 日～12 月

31 日の間に新たに海外留学に出立する
者（但し，事情によっては年内に出立す
る者も対象とする）

（ハ）1年間以上の海外留学を受け入れる大
学等学術機関が決定している者
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（2）助成の種類及び金額
（イ）リサーチフェローシップ

◇研究奨励金と同じ若手研究者
◇博士号を有するか，またはそれと同等
以上の研究業績を有する者

◇1件 400 万円以内の必要額，助成件数
約 65 件

（ロ）ポストドクトラルフェローシップ
◇昭和 53 年 4 月 1 日以降の出生の者，
但し医学部等 6年制の学部卒業者は
昭和 51 年 4 月 1 日以降の出生の者

◇助成期間中無収入の者
◇博士号を有するか，または平成 24 年
4 月までに取得見込みの者

◇1件 400 万円以内，助成件数約 35 件
尚，海外留学助成（イ）（ロ）の選考段階での成

績優秀者に対し，2年間の助成を行う（詳細は本年
度の募集要項参照）
3．応募方法その他（研究助成および海外留学助成
共通）※研究推進特別奨励金のみ推薦者が異なる
（1）応募方法―当財団のホームページの手順に

従い応募する
（2）推薦者―（イ）大学関係

総合大学：研究科長（または学部長）注1）

単科大学：学長
財団理事会が承認した大学附置研究所
等：代表責任者
大学共通組織注2）（研究センター，研究施
設等）：学長

注 1）薬学研究科，薬学部等同一
の研究科，学部の場合はい
ずれか 1件の推薦とする

注 2）原則研究センター長，施設
長および病院長は推薦者と
なることができない

（ロ）大学以外の研究機関：当財
団理事会が承認した研究機
関の代表責任者

※研究推進特別奨励金：大学長（1
大学 1件の推薦とする）

（3）応募期間―平成 23 年 6 月 10 日～平成 23

年 9 月 8日
（4）選考方法―選考委員会で選考し，理事会で

決定する
（5）採否の通知―平成 24 年 1 月中に応募者宛

通知する
（6）助成金の交付―平成 24 年 1～3 月に贈呈す

る
4．その他の助成金
（イ）来日研究生助成

◇わが国の大学院の博士課程（前期�後期）
に入学するために来日し，生命科学，特
に健康の推進，疾病の予防および治療に
関する研究を行う研究者で次の条件を
いずれも満たす者（申請時点で大学院入
試を受験していない者および合否が未
定の者でも応募可とするが不合格と
なった場合は当財団へ申請取り下げの
連絡が必要）

（1）日本以外の国籍を有する者
（2）わが国における研究終了後帰国し，教育

もしくは研究に従事する者
（3）他の奨学金，助成金を受けてない者
（4）1年以上の研究を行う者
（5）英語検定（TOEIC，TOEFL）または日本

語検定を受検した者
◇月額 15 万円（助成期間は 1年以上 2年
以内）助成件数 10 件以内

◇応募期間―平成 23 年 6 月 10 日～平成
23 年 9 月 8日

◇推薦者―大学長（1大学 1件の推薦とす
る）

※応募方法，選考方法，採否の通知について
は上記「3．応募方法その他」と同じ

（ロ）国際シンポジウム開催助成金
◇わが国で開催される国際的な研究集会
に対する助成

◇応募期間―平成 23 年 6 月 10 日～平成
23 年 9 月 30 日

※詳しくは当財団のホームページをご覧下さ
い

5．申請書提出先および連絡先
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〒171―0033 東京都豊島区高田3丁目26番 3号
公益財団法人 上原記念生命科
学財団
TEL（03）3985―3500，8400

FAX（03）3982―5613
E-mail：uehara-f@jade.dti.ne.jp
Homepage：
http:��www.ueharazaidan.com

財団法人光科学技術研究振興財団
平成 23 年度研究助成・研究表彰の募集

1．研究に対する助成
（1）対象課題

第 1課題：光科学の未知領域の研究―とく
に光の本質について
第 2課題：細胞間あるいは分子間の情報伝
達についての研究

（2）助成金総額：約 5,000 万円
2．研究に対する表彰
（1）対象者

光科学に関する基礎的な研究で，内容が独
創的でありかつ過去 2年以内に発表された

研究論文，講演，報告等の内容により対象
者を選定．（35 歳以下の方を対象）

（2）表彰金総額：100 万円
3．応募締切 2011 年 8 月 31 日（水）
4．連絡先
財団法人光科学技術研究振興財団
〒430―0926 静岡県浜松市中区砂山町 325―6
日本生命浜松駅前ビル 4階
TEL：053―454―0598 FAX：053―454―1929
ホームページ：http:��www.refost-hq.jp
E-mail：info@refost-cs.or.jp
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