事業報告書
平成２６年度事業に関する事項
１． 役員等に関する事項

(1) 役員に関する事項
平成２６年度には理事の改選があり、以下の通り選任された。
任期は平成２８年度定時評議員会終結時迄である。
【理 事】
渡辺

進、持田 直幸、井上

圭三、岸本

忠三、小雀 浩司、篠山 重威、

猿田

享男、白土

邦男、首藤 紘一、谷口 克、中尾 一和、永井 良三、

廣部

雅昭、矢﨑

義雄（以上再任）

中村

民夫（新任)

柳橋

和利（退任）

代表理事（理事長）として渡辺 進理事、代表理事（副理事長）として持田
理事、業務執行理事（常務理事）として中村 民夫理事が職務を行なった。

平成２６年度には監事の改選はなかった。
任期は平成２８年度定時評議員会終結時迄である。
【監 事】
酒井

敏彦、堀江

利治

(2) 評議員に関する事項
平成２６年度には評議員の改選があり、以下の通り選任された。
任期は平成３０年度定時評議員会終結時迄である。
大石 道夫評議員が評議員会議長の職務を行なった。

【評議員】
青木 誠、金丸

和弘、小栁 豊基、中瀬 博、中西 和俊、宮内 忍

（以上再任）
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直幸

大石

道夫（新任）

松原

謙一（退任）

(3) 選考委員に関する事項
平成２７年２月２０日の第１５回理事会において、平成２７年度の選考委員１９名
が選任された。任期は平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日迄である。

(4) 諮問委員に関する事項
平成２６年度には諮問委員の改選があり、以下の通り選任された。
任期は平成２８年度５月開催予定の諮問委員会終結時迄である。
なお、平成２７年２月２０日の諮問委員会において、諮問委員長が大石道夫委員か
ら山口建委員に変更となった。

【諮問委員】
審良

静男、磯村

八州男、大石 道夫、小澤 敬也、門脇

杉山

雄一、清野

進、髙津

平野

俊夫、細谷

龍男、山口 建（以上再任）

小室

一成、清水

孝雄、深見 希代子、吉村 昭彦（以上新任）

荒田

洋治、大場

義樹、長野 哲雄、松原 謙一（以上退任）

聖志、成宮

周、西川
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孝、小安 重夫、

伸一、橋田

充、

２． 理事会、評議員会及び諮問委員会に関する事項

(1)第９回諮問委員会（平成２６年５月３０日開催）
議

題

審議内容

＜報告事項＞
1)平成２５年度事業及び決算報告の件

第１３回理事会にて審議される平成２５年
度事業及び決算内容について報告があった。

2)公益認定等委員会への定期提出書類
(案)の提出に関する件

内閣府認定等委員会へ提出すべき平成２５
年度事業報告に関する書類について報告が
あった。

3)次期評議員候補者の件

再任６名に新任評議員候補者の大石道夫氏
を加えた７名の評議員候補者の選任につい
て定時評議員会にて審議されるとの報告が
あった。

4)次期理事候補者の件

再任１４名に新任理事候補の中村民夫氏を
加えた１５名の理事候補者の選任について
定時評議員会にて審議されるとの報告があ
った。

5)次期代表理事及び業務執行理事候補
者の件

次期代表理事(理事長)候補として渡辺進
氏、次期代表理事(副理事長)候補として持田
直幸氏、業務執行理事候補として中村民夫氏
の選定が定時評議員会にて理事選任後、臨時
理事会にて審議される事が報告された。

6)次期諮問委員候補者の件

再任１５名に新任諮問委員候補の小室一成
氏、清水孝雄氏、深見希代子氏、吉村昭彦氏
の４名を加えた諮問委員候補の選任が第
１３回理事会にて審議されることが報告さ
れた。

7)名誉理事の称号授与の件

松原謙一氏の名誉理事の称号授与について
第１３回理事会にて審議されることが報告
された。

8)平成２６年度研究者招聘助成の件

申請のあった研究者招聘助成１１件につい
て第１３回理事会にて審議されることが報
告された。
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(2)第１３回理事会（平成２６年５月３０日開催）
議

題

審議内容

＜決議事項＞
1) 平成２５年度事業及び決算報告書
承認の件

平成２５年度事業内容について以下の６項
目の評議員会報告事項につき説明がなされ
た。
1) 役員等に関する事項
2) 理事会、評議員会及び諮問委員会に関す
る事項
3) 公益目的事業に関する事項
4) 財団設立３０周年記念事業に
関する事項
5) 平成２５年度寄附に関する事項
6) 平成２５年度中の行政庁関係事項
併せて、平成２６年３月３１日現在の貸借
対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）、
附属明細書及び財産目録の内容に基づき、本
財団の損益及び財産の状況につき説明がな
された。次いで、酒井監事より監査結果とし
て理事の業務の執行は適正に行われており、
かつ事業及び決算報告書は適正に作成され
ていることを認める旨の報告の後、第１号議
案に関して審議が行なわれ、原案通り承認さ
れた。

2)公益認定等委員会定期提出書類(案)
承認の件

内閣府認定等委員会へ提出すべき平成２５
年度事業報告内容について承認された。

3)定時評議員会の日程ならびに議案等
承認の件

平成２６年度定時評議員会の日時、場所、
会議の目的事項が承認された。

4)平成２６年度研究者招聘助成の件

申請のあった研究者招聘助成１１件の採択
が承認された。

5)次期諮問委員選任の件

再任１５名に新任諮問委員の小室一成氏、
清水孝雄氏、深見希代子氏、吉村昭彦氏の４
名を加えた諮問委員１９名が選任された。

6)名誉理事の称号授与の件

松原謙一氏の名誉理事の称号授与が承認さ
れた。
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＜報告事項＞
1)次期評議員候補者の件

評議員改選にあたり、新任評議員候補者の
大石道夫氏を含めた７名の評議員候補者の
選任について平成２６年度定時評議員会に
て審議されるとの報告があった。

2)次期理事候補者の件

理事改選にあたり、新任の中村民夫氏を含め
た１５名の理事候補者が平成２６年度定時
評議員会にて審議されるとの報告があった。

3)次期代表理事及び業務執行理事候補
者の件

次期代表理事(理事長)候補として渡辺進
氏、次期代表理事(副理事長)候補として持田
直幸氏、業務執行理事(常務理事)候補として
中村民夫氏が臨時理事会にて審議されると
の報告があった。

＜その他＞
臨時理事会開催について

臨時理事会（持田製薬㈱株主総会議案及び

（持田製薬㈱株主総会及び代表理事
選定に関する臨時理事会）

代表理事等の選定）について各理事会での決
議に先立って、議決に加わることが出来る理
事の全員が書面又は電磁的な記録により同
意の意志表示を示した時は可決する旨の決
議があったものとみなされるとの説明があ
った。

寄附の受け入れについて

公益目的事業会計費用として 20 万円の寄
付があった旨、報告があった。

(3)第９回定時評議員会（平成２６年６月１３日開催）
議

題

審議内容

＜決議事項＞
1)議事録署名人選任の件

議事録署名人として青木評議員及び
小栁評議員を選定した。

2)平成２５年度決算報告書承認の件

平成２６年３月３１日現在の貸借対照表、
損益計算書（正味財産増減計算書）、附属明
細書及び財産目録の内容に基づき、本財団の
損益及び財産の状況につき説明がなされ、次
いで、監査結果について酒井監事より報告が
あった。その後、審議が行なわれ平成２５年
度決算報告書が原案通り承認された。
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3)次期評議員選任の件

再任６名に新任評議員の大石道夫氏を加え
た７名の評議員が選任された。

4)次期理事選任の件

再任１４名に新任理事の中村民夫氏を加え
た１５名の理事が選任された。

＜報告事項＞
1)平成２５年度事業報告の件

第１３回理事会で承認された平成２５年度
事業内容について以下の５項目の説明があ
った。
1) 役員等に関する事項
2) 理事会、評議員会及び諮問委員会に関す
る事項
3) 公益目的事業に関する事項
4) 財団設立３０周年記念事業に関する事項
5) 平成２５年度寄附に関する事項
6) 平成２５年度中の行政庁関係事項

2)公益認定等委員会への定期提出書類
(案)の提出に関する件

内閣府認定等委員会へ提出すべき平成２５
年度事業報告に関する書類について第１３
回理事会で承認された旨、報告があった。

3)次期代表理事及び業務執行理事候補
者の件

次期代表理事(理事長)候補として渡辺進
氏、次期代表理事(副理事長)候補として持田
直幸氏、業務執行理事(常務理事)候補として
中村民夫氏が臨時理事会にて審議されると
の報告があった。

4)次期諮問委員の件

第１３回理事会において、再任１５名に新
任諮問委員の小室一成氏、清水孝雄氏、深見
希代子氏、吉村昭彦氏の４名を加えた諮問委
員１９名が選任されたとの報告があった。

5)名誉理事称号授与の件

第１３回理事会において、松原謙一氏に名
誉理事の称号を授与する事が決定されたと
の報告があった。

6)平成２６年度研究者招聘助成の件

平成２６年度研究者招聘助成１１件が第
１３回理事会にて承認された旨の報告があ
った。
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(4)臨時理事会（平成２６年６月１３日開催）
議

題

審議内容

持田製薬㈱株主総会議案の件

持田製薬㈱株主総会議案に対する下記の
渡辺 進理事の提案に対し、議決に加わるこ
とが出来る理事の全員から同意の意思表示
が得られた。
“第１号議案 剰余金の処分の件”に関して
は異論なし
“第２号議案

取締役１０名選任の件” に

関しては各取締役とも適任
“第３号議案

監査役１名選任の件” に関

しては監査役として適任
“第４号議案 取締役報酬額改定の件”に関
しては異論なし
“第５号議案 監査役報酬額改定の件”に関
しては異論なし

(5)臨時理事会（平成２６年６月１３日開催）
議

題

審議内容

代表理事（理事長）及び代表理事（副

代表理事（理事長）に渡辺進氏及び代表理

理事長）選定の件

事（副理事長）に持田直幸氏が選定された。

業務執行理事選定の件

業務執行理事（常務理事）に中村民夫氏が
選定された。

(6) 第１４回理事会（平成２６年９月２６日開催）
議

題

審議内容

＜決議事項＞
1)平成２６年度研究助成金及び留学補

研究助成金（９０件）及び留学補助金(２１

助金交付対象者ならびに交付金額の 件)の交付対象者及び交付金額（研究助成
決定の件

金：300 万円、留学補助金 50 万円）が承認
された。
決定後、留学補助金交付対象者３名の辞退
があり、今年度より次点者を設定し、繰り上
げて交付対象者とする措置を取ったが、次点
者からの辞退もあり最終的には１９名への
交付となった。
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2)平成２６年度褒賞（持田記念学術

選考委員長より選考結果の報告があり、辻

賞）受賞対象者ならびに贈呈金額の 省次氏と小川誠司氏に持田記念学術賞（副
決定の件

賞：1,000 万円/名）を贈呈することが承認
された。

＜報告事項＞
1) 代表理事及び業務執行理事の職務
執行に関する件

平成２６年１月１日から８月３１日迄の代
表理事及び業務執行理事の職務執行状況に
ついて報告があった。

(7) 第１０回諮問委員会（平成２７年２月２０日）
議

題

審議内容

＜決議事項＞
1)諮問委員長選定の件

諮問委員長として山口建氏が選定された。

＜報告事項＞
1)平成２７年度事業計画の件

平成２７年度の事業計画案について説明が
あり、第１５回理事会にて審議される予定で
ある旨の報告があった。

2)平成２７年度予算の件

平成２７年度予算案について説明があり、
第１５回理事会にて審議される予定である
旨の報告があった。

3)定期提出書類の提出に関する件

内閣府認定等委員会へ提出すべき平成２７
年度事業計画及び予算等について説明がな
され、第１５回理事会にて審議される予定で
ある旨の報告があった。

4)平成２７年度選考委員選任の件

新任選考委員４名を含めた１９名を選考委
員とする案が第１５回理事会にて審議され
る予定である旨の報告があった。

5)規程類変更の件

助成金等交付規程及び選考内規の改定並び
に支払いに係る決裁権限規程が新規に制定
について第１５回理事会にて審議される予
定である旨の報告があった。

(8)第１５回理事会（平成２７年２月２０日開催）
議

題

審議内容

＜決議事項＞
1)平成２７年度事業計画承認の件

平成２７年度の事業計画について以下の説
明がなされ、原案通り承認された。
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＊助成事業
(研究課題の件)
平成２７年度の研究助成金等の募集研究課
題を６研究課題とする。
(1)バイオ技術を基盤とする先端医療に関す
る研究
(2)バイオ技術を基盤とするゲノム機能／病
態解析に関する研究
(3)免疫／アレルギー／炎症の治療ならびに
制御に関する研究
(4)循環器／血液疾患の病態解析／治療制御
に関する研究
(5)創薬・創剤の基盤に関する研究
(6)創薬とその臨床応用に関する研究
（採択件数・贈呈交付金額の件）
(1) 研究助成は昨年同様９０件以内を採択
し、一件あたり 300 万円とする。財団設
立３０周年記念研究助成金交付者（８名）
の３年目の助成額を１件あたり 300 万円
とする。その結果、研究助成に係わる予
算を 2 億 9,400 万円とする。
(2) 学術賞（褒賞金）は２件以内を採択し、
一件あたり副賞 1,000 万円とし、その予
算を 2,000 万円とする。
(3) 留学補助金は昨年同様２０件以内を採択
し、一件あたり 50 万円で、その予算を
1,000 万円とする。
(4) 研究者招聘助成も例年同様、１０件以内
を採択し、一件あたり 50 万円で、その予
算を 500 万円とする。
（募集期間・選考・贈呈式の件）
(1) 研究助成及び留学補助の公募期間は４月
１日から６月７日迄とし、持田記念学術
賞の推薦締切は７月２４日迄とした。
(2) 研究助成金及び留学補助金交付対象者な
らびに学術賞候補者は９月１８日の選考
委員会で候補者を内定し、同日に開催さ
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れる理事会で決定する。
(3) 研究者招聘助成は４月１日～４月３０日
迄の募集期間で、５月２９日の理事会で
決定する。
(4) 贈呈式は１１月６日に開催。
＊主要会議の開催
評議員会（6/12、3/4 の２回開催）
理事会（5/29、9/18、2/19 の３回開催）
諮問委員会（5/29、2/19 の２回開催）
2)平成２７年度予算承認の件

平成２７年度予算について以下の説明が
なされ、原案通り承認された。
公益目的事業会計においては、平成２７年
度の経常収益は持田製薬の株式
2,244,337 株の受取配当金 3 億 3,665 万円
（１株 150 円として計算）から 2 億 5,081 万
円を振替え、それに定期預金等の受取利息
4１万円と法人会計からの他会計振替した公
益目的事業準備資金積立預金の 5,000 万円
を充てる事により収益総額は 3 億 4,580 万円
となる。経常費用総額は 3 億 4,580 万円であ
り、その経常増減額はゼロとなり収支相償を
満たす予定である。
法人会計の収益は持田製薬の株式 50 万株
の受取配当金 7,500 万円を見込んでおり、法
人会計における費用は 3,435 万円を予定し
ている。

3)規程類変更承認の件

助成金等交付規程及び選考内規の改定並
びに支払いに係る決裁権限規程の新規制定
が承認された。

4)定期提出書類承認の件

内閣府認定等委員会へ提出すべき平成
２７年度事業計画及び予算等の書類につい
て承認された。

5) 評 議 員 会 の 日 程 な ら び に 議 題 等
承認の件

平成２７年度の事業計画及び予算を報告す
る為の評議員会の日時、場所、会議の目的事
項が承認された。

6)平成２７年度選考委員選任の件

新任選考委員２名に再任 1７名を合わせて
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１９名が原案通り承認され、
＜報告事項＞
1)代表理事及び業務執行理事の職務
執行に関する件

平成２６年９月１日～１２月３１日迄の代
表理事・業務執行理事の職務執行に関して報
告があった。

2)新諮問委員長の件

諮問委員長として山口建氏が選定されたと
の報告があった。

3)平成２６年度留学補助金交付者の
変更の件

留学補助交付者２名の辞退者ならびに１名
の変更が報告された。

4)平成２６年度研究者招聘助成にお

招聘研究者２名の変更が報告された。

ける招聘者変更の件
(9)第１０回評議員会（平成２７年３月６日開催）
議

題

審議内容

議事録署名人選出の件

議事録署名人として宮内評議員及び金丸評
議員を選出した。

＜決議事項＞
１）評議員会議長選定の件

大石道夫氏を議長に選定した。

＜報告事項＞
1)平成２７年度事業計画の件

第１５回理事会にて承認された平成２７年
度の事業計画について報告がなされた。

2)平成２７年度予算の件

第１５回理事会にて承認された平成２７年
度予算について報告がなされた。

3)規程類変更の件

第１５回理事会にて承認された助成金等交
付規程及び選考内規の改定並びに支払いに
係る決裁権限規程の新規制定について報告
がなされた。

4)定期提出書類の提出に関する件

内閣府認定等委員会へ提出すべき平成２７
年度事業計画及び予算等の提出書類につい
て報告があった。

5)平成２７年度選考委員選任の件

新任選考委員２名に再任 1５名を合わせた
１９名が第１５回理事会にて選任され、選考
委員長には

雅昭氏が再任されたとの報

告があった。
6)新諮問委員長の件

第１０回諮問委員会にて新諮問委員長に山
口建氏が選定されたことが報告された。
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３． 公益目的事業に関する事項

① 公益目的事業１ 研究助成

(1) 平成２６年度研究助成金の募集課題及び期間
第１２回理事会（平成２６年２月２１日開催）において次の課題を決定した。
（１）バイオ技術を基盤とする先端医療に関する研究
（２）バイオ技術を基盤とするゲノム機能／病態解析に関する研究
（３）免疫／アレルギー／炎症の治療ならびに制御に関する研究
（４）循環器／血液疾患の病態解析／治療制御に関する研究
（５）創薬・創剤の基盤に関する研究
（６）創薬とその臨床応用に関する研究
第１２回理事会（平成２６年２月２１日開催）において、平成２６年度研究助
成金の募集期間を次の通り決定した。
平成２６年４月 １日 募集開始
平成２６年６月１６日 メール申請締切
平成２６年６月２０日 記載内容確認後の申請書郵送締切

(2) 平成２６年度研究助成金の募集状況
1) 研究助成金交付対象者募集要項の発送
医、歯、薬関係１４０大学に対して E-mail にて送信し、学会関係に対して
は２８機関、新聞・雑誌社等に対しては計３３通を発送し、関連各部門への
広報を依頼した。

2) 以下の新聞、雑誌及び学会等ホームページに研究助成金交付対象者募集
要項が掲載された。
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募集要項
掲載誌名及び学会ホームページ
助成財団

掲載状況
掲載年月又は巻・号・ページ

研究者のための助成金 2014 年 P 168

応募ガイド（研究者版 2014 年）
助成団体要覧 2014(助成財団ｾﾝﾀｰ) 2014 年 P 1045-1046
ファルマシア

50 巻(5 号) 2014 年,
P480（研究助成・留学補助）

公益法人（公益法人協会）

P-39

日本分子生物学会

107 巻

会報

アメリカ留学公式ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 2015

(2014.5)
, P-51-52（2014）

P-343 (2014)

海 外 留 学 奨 学 金 パ ン フ レ ッ ト P-50

(2014-2015)

2014-2015（日本学生支援機構）
助成財団センター

民間助成金ガ http://www.jfc.or.jp/

イド
UMIN 大学病院医療情報ネットワ http://www.umin.ac.jp/find/
ークホームページ
日本遺伝学会ホームページ

http://gsj3.jp/joseikin.html

日本癌学会ホームページ

http://www.jca.gr.jp/researcher/reward/2014/mochida.
html

日本生化学会ホームページ

http://www.jbsoc.or.jp/other_support

日本生理学会ホームページ

http://physiology.jp/exec/recruitment/

日本分子生物学会ホームページ

http://www.mbsj.jp/ads/prize_grant_project.html

日本農芸化学会ホームページ

http://www.jsbba.or.jp/info/grant/

日本免疫学会ホームページ

http://www.jsi-men-eki.org/scientist/assist.htm

日本薬学会ホームページ

http://www.pharm.or.jp/prize/gakkaisyo.shtml

日本薬理学会ホームページ

http://plaza.umin.ac.jp/JPS1927/fpj/grant/index.html

日本肥満学会ホームページ

http./www.jasso.or.jp/

日本アレルギー学会ホームページ

http./www.jsaweb.jp/modules/news_tooics/index.

日本化学療法学会ホームページ

http./www.chemotherapy.or.jp/notice/162.html

日本癌治療学会ホームページ

http./www.jsco.or.jp/jpn/index/page/id/533

3) 研究助成金の応募申請及び交付状況
平成２６年度の応募申請数、交付数、交付率は次の通りであった。
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研究助成金申請・交付状況
研

究

テ

ー

マ

申

請 数

交 付 数

交付率（％）

１先端医療

８２

１３

１５．９

２ゲノム機能/病態解析

９４

１４

１４．９

１０３

１６

１５．５

９５

１５

１５．８

１２０

１９

１５．８

８２

１３

１５．９

５７６

９０

１５．６

３免疫/アレルギー/炎症
４循環器/血液疾患
５創薬・創剤の基盤
６創薬とその臨床応用
合

計

過去３年研究助成金申請数及び交付数
平成26年度
申請数

平成25年度
申請数

平成24年度
申請数

交付率
交付率
交付率
交付数 (競争倍率) 交付数 (競争倍率) 交付数 (競争倍率)
1)先端医療
2)ゲノム機能
病態解析
3)免疫/アレルギー/炎症

82

15.9%

77

14.3%

13

(6.3倍)

11

(7.0倍)

94

14.9%

14

(6.7倍)

103

4)循環器/血液疾患

16

(6.4倍)

95

15.8%

15

(6.3倍)

120

5)創薬・創剤の基盤
6)創薬とその臨床応用

15.8%

16
106
16
107
15
117

9

15.5%
(6.5倍)

14.2%

95

15.8%

(7.0倍)

15

(6.3倍)

15.1%

93

15.1%

(6.6倍)

14

(6.6倍)

14.0%

101

14.9%

(7.1倍)

15

(6.7倍)

14.5%

91

15.4%

19

(6.3倍)

17

(6.9倍)

14

(6.5倍)

82

15.9%

99

13.1%

84

15.5%

13

(6.3倍)

13

(7.6倍)

13

(6.5倍)

576

合計

15.5%

113

58

90

15.6%

619

(6.4倍)

88

14.2%
(7.0倍)

522
80

15.3%
(6.5倍)

※平成２５年度には３０周年記念研究助成８件を含む
(3) 選考委員会における審議
1) 平成２６年度の研究助成金選考スケジュール
平成２６年

６月２７日

選考委員に応募申請書及び採点表送付

平成２６年

８月１８日

同点者再評価締切

平成２６年

８月２２日

事務局にて評価集計

平成２６年

９月２６日

選考委員会開催

平成２６年１１月

７日

助成金等贈呈
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2) 研究助成金の評価を各領域 3 名の選考委員によって行うこととした。
課

題

1) バイオ技術を基盤とする先端医療に関する研究
（多能性幹細胞、免役／幹細胞治療、移植、再生医療、
遺伝子治療、分子標的治療等の研究）

2) バイオ技術を基盤とするゲノム機能／病態解析に
関する研究
（ゲノム機能、遺伝子疾患解析、疾患のエピジェネティクス、
SNP解析、分子疫学等の研究）

3) 免疫／アレルギー／炎症の治療ならびに制御に
関する研究
(免疫制御、アレルギー、炎症、自己免疫疾患、免疫不全、
老化、サイトカイン／ケモカイン、免疫調整薬、
生物学的製剤等の研究）

4)循環器／血液疾患の病態解析／治療制御に関する研究
（心疾患、脳血管疾患、血管系疾患、血液、糖尿病、
高血圧、高脂血症、 メタボリックシンドローム等の研究）

5) 創薬・創剤の基盤に関する研究
（創薬標的分子の探索／機能解析／治療制御、薬物送達、薬物
代謝酵素、 トランスポータ－、イオンチャネル、
分子イメージング等の研究）

6) 創薬とその臨床応用に関する研究
（薬物応答修飾因子の探索／機能解析、治療薬の探索／評価、
医薬品の開発／評価、個別化医療、ﾄﾗﾝｽﾚｰｼｮﾅﾙﾒﾃﾞｨｽﾝ等の
研究）

3) 採点は５段階評価にて行った。
4) 選考委員会（平成２６年９月２６日開催）
各委員より提出された採点表を集計し、慎重かつ厳密な審査の結果、研究助成
金の交付対象者を選出した。

(4) 理事会の承認決定
第１４回理事会（平成２６年９月２６日開催）において選考委員長より選考結
果の報告があり、研究助成金交付対象者及び交付金額を承認、決定した。
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(5) 研究助成金等の贈呈
平成２６年１１月７日、贈呈式を開催して、研究助成金(１件 300 万円)を９０
名に交付した。
なお、平成２５年に交付が決定した財団設立３０周年記念研究助成金交付者８名に
対して２年目助成金として 300 万円を助成した。

② 公益目的事業２ 褒賞（持田記念学術賞）
(1) 平成２６年度持田記念学術賞の推薦依頼及び期間
日本免疫学会他２８学会及び本財団の理事・諮問委員に推薦要領・推薦書を発
送して、学術賞候補者の推薦を依頼した。
第１２回理事会（平成２６年２月２１日開催）において、持田記念学術賞の推
薦期間を平成２６年４月１日から７月３１日迄とする事が決定された。

(2) 平成２６年度持田記念学術賞の推薦状況
持田記念学術賞については、日本循環器学会、理事２名及び諮問委員１名から
各 1 件、計４件の受賞候補者の推薦があった。

(3) 選考委員会における審議
1) 平成２６年度の持田記念学術賞選考スケジュール
平成２６年

８月

平成２６年

８月１８日

学術賞評価表締切

平成２６年

８月２２日

事務局にて評価集計

平成２６年

９月２６日

選考委員会開催

平成２６年１１月

４日

７日

選考委員に学術賞推薦書発送

持田記念学術賞贈呈

(4) 理事会の承認決定
第１４回理事会（平成２６年９月２６日開催）において選考委員長より選考結
果の報告があり、持田記念学術賞及び副賞の贈呈金額を承認、決定した。

(5) 持田記念学術賞の贈呈
平成２６年１１月７日、贈呈式を開催して、持田記念学術賞(副賞１件
1,000 万円)を東京大学大学院医学系研究科 辻 省次教授と京都大学大学院医
学研究科 小川 誠司教授の２名に贈呈した。
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③ 公益目的事業３ 留学補助
(1) 平成２６年度留学補助金の募集課題及び期間
公益目的事業１の研究助成金の募集と同様に行った。
(2) 平成２６年度留学補助金の募集状況
1) 留学補助金の募集要項の発送及び掲載状況
公益目的事業１の研究助成金と同様の要領で行った。

2) 留学補助金の応募申請及び交付状況
平成２６年度の応募申請数、交付数、交付率は次の通りであった。

留学補助金申請・交付状況
研

究

テ

ー

マ

申

請

数

交 付 数

交付率（％）

１先端医療

１４

２

１４．３

２ゲノム機能/病態解析

２２

２

９．１

３免疫/アレルギー/炎症

３３

５

１５．２

４循環器/血液疾患

２６

４

１５．４

５創薬・創剤の基盤

１８

３

１６．７

６創薬とその臨床応用

１７

３

１７．３

１３０

１９

１４．６

合

計
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過去３年留学補助金申請数及び交付数
平成26年度
申請数

交付率

交付数

(競争倍率)

1)先端医療

14

(3)

4

27
4
31

(6.5倍) (5)

4

16.7%

16

(6.0倍)

17

2

17.6%

3

14.6%

(21) 19

平成24年度
申請数

交付率
交付数 (競争倍率)

17.6%
(5.7倍)
16.7%
(6.0倍)
14.8%
(6.8倍) (3)
12.9%

22
4
24
5
16
2
26

18.2%
(5.5倍)
20.8%
(4.8倍)
12.5%
(8.0倍)
19.2%

(7.8倍)

5

(5.2倍)

12.5%

7

14.3%

(8.0倍) (2)

1

(7.0倍)

15

0.0%

5

20.0%

0

―

1

(5.0倍)

(5.7倍) (2)

130

合計

4

15.4%

3

6)創薬とその臨床応用

24

(6.6倍)

18

5)創薬・創剤の基盤

3

15.2%

5
(5)

17

9.1%

26

4)循環器/血液疾患

交付数

2 (11.0倍)
33

3)免疫/アレルギー/炎症

交付率
(競争倍率)

(7.0倍)

22

病態解析

申請数

14.3%

2
2)ゲノム機能

平成25年度

130

(6.8倍) (20) 17

13.1%

100

(7.7倍) (20) 18

18.0%
(5.0倍)

平成２４年度は２０件採択し２名辞退、平成２５年度は２０件採択し３名辞退、
平成２６年度は２１件採択し、３名の辞退が生じ次点者を繰り上げ交付したが、
最終的には１９名への交付となった。 （括弧内は選考委員会での採択数）

(3) 選考委員会における審議
1) 平成２６年度の留学補助金選考スケジュール
平成２６年

６月２７日

選考委員に応募申請書及び採点表送付

平成２６年

８月１８日

同点者再評価締切

平成２６年

８月２２日

事務局にて評価集計

平成２６年

９月２６日

選考委員会開催

平成２６年１１月

７日

留学補助金等贈呈

2) 留学補助金の評価を担当する選考委員は研究助成金の項に記載した選考委
員が担当した。
3) 採点は５段階評価にて行った。
4) 選考委員会（平成２６年９月２６日開催）
各委員より提出された採点表を集計し、慎重かつ厳密な審査の結果、留学補
助金の交付対象者を選出した。
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(4) 理事会の承認決定
第１４回理事会（平成２６年９月２６日開催）において選考委員長より選考
結果の報告があり、留学補助金交付対象者及び交付金額を承認、決定した。

(5) 留学補助金の贈呈
平成２６年１１月７日、贈呈式を開催して、留学補助金（１件 50 万円）を
１９名に交付した。（選考委員会では２１名採択されたが、辞退者が生じ、最
終的には１９名に交付）

④公益目的事業４

研究者招聘助成

(1) 平成２６年度研究者招聘助成の推薦依頼及び期間
本財団の理事・諮問委員に推薦要領・推薦書を発送して、研究者招聘助成の推
薦を依頼した。研究者招聘助成の推薦期間は平成２６年４月１日～４月３０日
とした。

(2) 研究者招聘助成の推薦状況及び理事会の承認・決定状況
本財団の理事・諮問委員より１１件の推薦があり、第１３回理事会（平成２６
年５月３０日開催）にて全て承認された。

４．平成２６年度寄附に関する事項
(1)寄附の受け入れ
平成２６年度には２件(計 20 万円)の寄附があった。

５．平成２６年度中の行政庁関係事項
(1)平成２５年度事業報告及び決算に関する届出
月 日

提出先

提出書類

6 月 19 日

四谷税務署

損益計算書等の提出

6 月 26 日

新宿都税事務所

事業報告書・決算書提出

6 月 26 日

公益認定等委員会事務局

WEB にて事業報告等に係わる下記の書類
を提出＜◎ 必須提出書類 ○任意提出書類＞
1)◎事業報告等に係る提出書
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2)◎財産目録
3)◎役員等名簿
4)◎役員等名簿（閲覧用）
5)◎理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給
の基準を記載した書類
6)◎貸借対照表及びその付属明細書
7)◎損益計算書及びその付属明細書
8)◎事業報告及びその付属明細書
9)◎監査報告（及び会計監査報告）
10)◎別紙１

運営組織及び事業活動の状況の概

要等について
11)◎別紙２

法人の基本情報及び組織について

12)○別紙２

２．組織（財団用）

13)◎別紙３

１．事業の一覧

14)◎別紙３

２．（１）公益目的事業について

15)○別紙４

別表Ａ（１）

収支相償の計算

（50％を繰り入れる場合）
16)◎別紙４

別表Ｂ（１） 公益目的事業比率の

算定総括表
17)◎別紙４

別表Ｂ（５） 公益目的事業比率算

定に係る計算表
18)○別紙４

その１・その２

別表Ｃ（１）

遊休財産額の保有

制限の判定（必須）
19)○別紙４

別表Ｃ（２）

控除対象財産

20)○別紙４

別表Ｃ（３） 公益目的保有財産配

賦計算表
21)◎別紙４

別表Ｄ

他の団体の意思決定に関

与することができる財産保有の有無
22)◎別紙４

別表Ｅ

23)◎別紙４

別表Ｆ（１）

情報開示の適正性
各事業に関連する

費用額の配賦計算表（役員報酬・給料手当）
24)◎別紙４

別表Ｈ（１） 当該事業年度末日に

おける公益目的取得財産残額
25)◎別紙４

別表Ｈ（２） 当該事業年度中の公

益目的増減差額の明細
26)◎滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明
書
27)◎参考資料

監督上の処分等の一覧

(2)平成２７年度事業計画及び収支予算に関する届出
月 日

提出先

提出書類

平成 27 年

公益認定等委員会事務局

WEB にて事業計画書及び収支予算書提出

3 月 16 日

1 事業計画書
2 収支予算書
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3 資金調達及び設備投資の見込み
4 理事会議事録

(3) 役員に関する届出
月 日
6 月 27 日

提出先
東京法務局 新宿出張所

提出書類
新任理事（中村民夫氏）を加えた理事
１５名及び新任評議員１名（大石道夫氏）
を加えた評議員７名を登記

7月8日

公益認定等委員会事務局

役員変更届けを WEB にて提出

(4) 税に関する届出
月 日
4 月 14 日

提出先

提出書類

新宿都税事務所

都民税均等割申告書提出
7/28

免除決定通知書受領

(5) 租税特別措置法第 40 条適用申請関連
月 日
12 月 19 日

提出先
世田谷税務署

内容
平成 7 年及び 12 年に故持田英氏から寄
附頂き租税特別措置法第４０条適用が承
認された持田製薬㈱株式の使用状況につ
いての調査依頼に対して回答書提出。
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