
財団名：公益財団法人小野医学研究財団

公　募　名

2023年度研究助成

募集開始 募集締切

2023/07/31 2023/06/30

学内締切 備　　考

2023年度研究奨励助成 2023/07/31 2023/06/30 2023年6月1日現在、

満40歳以下の研究者

1推薦者1

件

1推薦者1

件

26

財団名：公益財団法人コーセーコスメトロジー研究財団

公　募　名

2023年度コスメトロジー研究助成

募集開始

2023/05/08

募集締切

2023/07/07

学内締切 備　　考

25

財団名：公益財団法人医療科学研究所

公　募　名

2023年度(第33回)研究助成

募集開始

2023/05/09

募集締切

2023/06/30

学内締切 備　　考

主たる研究者は2023

年4月1日現在で40歳

以下であることが望ま

しい

24

財団名：持田製薬株式会社

公　募　名

共同研究公募プログラム「MOIRe」

募集開始

2023/06/01

募集締切

2023/07/31

学内締切 備　　考

難病・希少疾患および

難治性疾患

新規創薬技術

23

財団名：積水化学工業株式会社

公　募　名

積水化学　自然に学ぶものづくり研究

助成

募集開始

2023/05/08

募集締切

2023/06/30

学内締切 備　　考

21

財団名：公益財団法人ファイザーヘルスリサーチ振興財団

公　募　名

A.国際共同研究

募集開始 募集締切

2023/06/30

学内締切 備　　考

B.国内共同研究（年齢制限なし） 2023/06/30

C.国内共同研究（満39歳以下） 2023/06/30 1983年4月2日以降生

まれの方

20

財団名：公益財団法人長寿科学振興財団

公　募　名

令和6年度長寿科学研究等支援事業

募集開始

2023/07/03

募集締切

2023/07/31

学内締切 備　　考

19

財団名：公益財団法人寺岡記念育英会

公　募　名

医学研究活動費助成

募集開始 募集締切

2023/05/31

学内締切 備　　考

教室から1件応募可

締切日当日消印有効

18

https://www.ono-pharma.com/ja/zaidan
https://www.kose-cosmetology.or.jp/research_support/researchSupport3.html
https://www.iken.org/assist/about.html
https://www.mochida.co.jp/company/rd_openinnovation.html
https://www.sekisui.co.jp/news/2023/1386299_40075.html
https://www.health-research.or.jp/content/index.html
https://www.tyojyu.or.jp/zaidan/about-jigyo/koueki1/new-shien-2.html
https://www.teraokazaidan.or.jp/jyosei.php


財団名：公益財団法人中外創薬科学財団

公　募　名

研究助成金Ⅰ

募集開始

2023/05/01

募集締切

2023/06/30

学内締切 備　　考

研究助成金Ⅱ 2023/05/01 2023/06/30 申請時４０歳以下の研

究者

特別研究助成金（SRG2023） 2023/05/01 2023/06/30 45歳以下（出産・育児

を経験された方は48歳

以下）の女性研究者

海外留学助成金 2023/05/01 2023/06/15 申請時に35歳以下の研

究者

1年以上の海外留学を

開始する研究者

募集期間　

1期：令和5年5月1日

～6月15日

2期：令和5年11月1日

～12月15日

海外派遣補助金 2023/05/01 2023/06/15 募集期間

前期：令和5年5月1日

～6月15日

後期：令和5年11月1

日～12月15日

17

財団名：公益財団法人住友財団

公　募　名

2023年度基礎科学研究助成

募集開始

2023/04/15

募集締切

2023/06/30

学内締切 備　　考

締切：2023年6月30日

（金）17:00

16

財団名：公益財団法人今井精一記念財団

公　募　名

2023年度（第4回）助成

募集開始 募集締切

2023/07/15

学内締切 備　　考

2023年4月1日現在満

41歳未満の研究者

教室から1件応募可

周産期、新生児医学、

婦人科腫瘍学、生殖医

学、女性医学等におけ

る独創的、先端的な研

究

15

財団名：一般財団法人日本漢方医学教育振興財団

公　募　名

2023年度漢方医学教育研究助成(一般

研究)

募集開始 募集締切

2023/06/30

学内締切 備　　考

2023年度漢方医学教育研究助成(グ

ループ研究)

2023/06/30

13

財団名：公益財団法人　岡山県健康づくり財団

公　募　名

がんに関する研究助成金

募集開始 募集締切

2023/05/19

学内締切 備　　考

12

https://c-finds.com/business/grant/research/#kenkyu1
http://www.sumitomo.or.jp/html/kiso/kisokagaku.htm
https://www.imaiseiichi-foundation.or.jp/subsidy/index.html
https://jkme.or.jp/subsidy-a.html
https://www.okakenko.jp/important/%e5%b9%b3%e6%88%9030%e5%b9%b4%e5%ba%a6-%e3%80%8c%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a0%94%e4%bf%ae%ef%bd%a5%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%8a%a9%e6%88%90%e3%80%8d%e3%81%8a%e3%82%88/


財団名：公益財団法人第一三共生命科学研究振興財団

公　募　名

2023年度研究助成

募集開始

2023/06/01

募集締切

2023/07/31 2023/06/30

学内締切 備　　考

2024年度海外留学奨学研究助成 2023/06/01 2023/07/31 2023/06/30 2023年４月１日現在

の年齢が35歳以下(6年

制学部卒業者は37歳以

下)

2024年4月以降に2年

以上留学すること

大学から1

件

大学から1

件

11

財団名：一般社団法人日本損害保険協会

公　募　名

2023年度交通事故医療研究助成(一般

研究)

募集開始

2023/05/01

募集締切

2023/06/15

学内締切 備　　考

2023年度交通事故医療研究助成(特定

研究)

2023/05/01 2023/06/15 ①高次脳機能障害患者

の社会復帰に関する研

究

②上肢の外傷(切断・外

傷による廃用症候群を

含む）に関する研究

③運転者の有する身体

的障害や疾患と安全運

転に関する研究

10

財団名：一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会　医療経済研究機構

公　募　名

2023年度(第27回)研究助成

募集開始 募集締切

2023/06/23

学内締切 備　　考

(1)(2)の何れかに該当

する研究者

(1)大学院生(修士課程

又は博士課程在籍者及

び専門職学位課程在籍

者)

(2)40歳以下で常勤で

勤務する研究者

9

財団名：公益財団法人岡山県健康づくり財団

公　募　名

令和5年度「がんに関する研究助成金」

募集開始 募集締切

2023/05/19

学内締切 備　　考

8

https://www.ds-fdn.or.jp/support/index.html
https://www.sonpo.or.jp/exam/kenkyujyosei/index.html
https://www.ihep.jp/grant/
https://www.okakenko.jp/important/


財団名：公益財団法人福田記念医療技術振興財団

公　募　名

第34回(2023年度)研究助成【個人研

究】

募集開始 募集締切

2023/04/24

学内締切 備　　考

①MEが利用される医療

分野②関連工学/技術分

野

応募時40歳以下の研究

者

当日消印有効

第34回(2023年度)研究助成【共同研

究】

2023/04/24 ①MEが利用される医療

分野②関連工学/技術分

野

当日消印有効

第34回(2023年度)国際交流助成【前

期】

2023/04/24 出発が2023年7月1日

から2024年2月29日ま

での渡航予定者又は来

日予定者

第34回(2023年度)国際交流助成【後

期】

2023/12/31 出発が2024年3月1日

から2024年6月30日ま

での渡航予定者又は来

日予定者

7

財団名：公益財団法人先進医薬研究振興財団

公　募　名

2023年度先進研究助成

募集開始

2023/04/01

募集締切

2023/06/15

学内締切 備　　考

2023年度精神薬療分野助成 2023/04/01 2023/06/15 ①一般研究助成

②若手研究者助成：応

募時39歳以下の研究者

③海外留学助成：応募

時39歳以下で海外留学

経験のない研究者

2023年度血液医学分野助成 2023/04/01 2023/06/15 ①一般研究助成

②若手研究者助成：応

募時39歳以下の研究者

③海外留学助成：応募

時39歳以下で海外留学

経験のない研究者

2023年度循環医学分野助成 2023/04/01 2023/06/15 ①一般研究助成

②若手研究助成：応募

時39歳以下の研究者

③海外留学助成：応募

時39歳以下で海外留学

経験のない研究者

6

財団名：一般財団法人横山臨床薬理研究助成基金

公　募　名

令和5年度研究助成

募集開始 募集締切

2023/06/30 2023/05/31

学内締切 備　　考

令和５年６月３０日現

在満４０歳未満の研究

者

一般研究、萌芽的研

究、新型コロナウイル

ス感染症治療研究のい

ずれかを選択して応

募。

大学から１

件

5

http://www.fukudakinen.or.jp/recruit/kenkyu.html
https://www.smrf.or.jp/
https://yokoyama-fdn.or.jp/kenkyujyosei/


財団名：公益財団法人SGH財団

公　募　名

第35回(2023年度)SGHがん研究助成

募集開始 募集締切

2023/06/30

学内締切 備　　考

2023年4月1日現在 満

45歳未満

4

財団名：公益財団法人内藤記念科学振興財団

公　募　名

2023年度内藤記念科学奨励金・研究助

成

募集開始 募集締切

2023/05/31 2023/05/02

学内締切 備　　考

第18回(2023年度)内藤記念女性研究者

研究助成金

2023/05/31 2023/05/02 出産日から申請締切日

までが61ヵ月未満の女

性研究者。

第8回(2023年度)内藤記念次世代育成

支援研究助成金

2023/09/29 2023/08/31 申請締切日時点で博士

号取得11年未満の研究

者

第40回(2023年度)内藤記念海外研究留

学助成金

2023/09/29 2023/08/31 申請締切日時点で博士

号を取得して8年未満

かつ1983年4月1日以

降に出生の研究者

第55回(2023年度)内藤記念海外学者招

聘助成金(前期)

2023/05/31 2023/05/02 当該学術集会の開催時

期：2024年１月1日～

2024年6月30日

第55回(2023年度)内藤記念海外学者招

聘助成金(後期)

2023/09/29 2023/08/31 当該学術集会の開催時

期：2024年7月1日～

2024年12月31日

第51回(2023年度)内藤記念講演助成金 2023/05/19 財団が指定する32学会

の代表者による推薦ま

たは財団の理事・監事

および評議員による推

薦が必要。

【申請期間】

夏季：2023年4月1日

～5月19日

秋季：2023年5月20日

～8月18日

冬季：2023年8月19日

～2023年11月20日

春季：2023年11月21

日～2024年2月16日

1機関1推

薦

1機関1推

薦

1機関1推

薦

1機関1推

薦

1機関1推

薦

1機関1推

薦

3

財団名：一般財団法人化学及血清療法研究所

公　募　名

2023年度化血研研究助成

募集開始 募集締切

2023/06/30

学内締切 備　　考

2023年度化血研若手研究奨励助成 2023/06/30 2023年6月末日時点で

満45歳未満の研究者

2023年度化血研ステップアップ研究助

成

2023/06/30

2

https://form.sgh-foundation.or.jp/ap_cancer/
https://www.naito-f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?data=about
https://www.kaketsuken.org/josei.html


財団名：公益財団法人藤原科学財団

公　募　名

藤原セミナー

募集開始

2023/04/01

募集締切

2023/07/31

学内締切 備　　考

2024年1月1日～2025

年12月31日開催のセ

ミナーに対する助成

1

財団名：公益財団法人テルモ生命科学振興財団

公　募　名

2023年度 Ⅰ特定研究開発助成

募集開始

2023/04/01

募集締切

2023/06/30 2023/05/30

学内締切 備　　考

2023年度 Ⅱ開発助成 2023/04/01 2023/06/30 2023/05/30

2023年度 Ⅲ研究助成 2023/04/01 2023/06/30 2023/05/30 募集領域：

①医療機器研究②再生

医療研究③バイオマテ

リアル研究④生理活性

物質・生体成分研究⑤

予防医療研究

⑥医療安全・レギュラ

トリーサイエンスの研

究⑦看護の研究

Ⅰ・Ⅱ併せ

て1推薦者

1件

Ⅰ・Ⅱ併せ

て1推薦者

1件

募集領域①

～⑤で１

件、⑥⑦で

1件推薦

152

財団名：公益信託康本徳守記念結節性硬化症関連神経難病研究基金

公　募　名

2023年度研究助成

募集開始

2023/06/01

募集締切

2023/09/08

学内締切 備　　考

151

財団名：公益財団法人　黒住医学研究振興財団

公　募　名

2023年度第31回研究助成金

募集開始

2023/03/15

募集締切

2023/05/31

学内締切 備　　考

原則50歳以下

大学教授、及び国公私

立研究期間の部長並び

にこれらに準ずる職位

の方は除く

150

財団名：公益財団法人MSD生命科学財団

公　募　名

2023年度　研究助成

募集開始

2023/04/01

募集締切

2023/06/26 2023/05/26

学内締切 備　　考

2023年4月1日で満40

歳以下（M.D.は、満

42歳以下）

領域：がん、生活習慣

病、感染症、呼吸器・

アレルギー

1機関1推

薦

147

財団名：公益財団法人両備檉園記念財団

公　募　名

2023年度（45周年記念）研究助成

募集開始 募集締切

2023/05/31

学内締切 備　　考

145

https://www.fujizai.or.jp/J-s-jigyo.htm
https://www.terumozaidan.or.jp/support/research.html
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/public/example/list.html
http://www.kmf.or.jp/activity/guideline/research.html
https://www.msd-life-science-foundation.or.jp/category/research
https://ryobi.gr.jp/teienzaidan/01_jyoseikin.html#youkou


財団名：公益信託日本動脈硬化予防研究基金

公　募　名

令和５年度研究助成

募集開始 募集締切

2023/05/31 2023/04/28

学内締切 備　　考

令和５年度講演会等助成 2023/05/31 2023/04/28

大学から１

件

１機関１件

137

財団名：一般財団法人サンスター財団

公　募　名

金田博夫研究助成基金2023年度留学生

募集

募集開始

2023/04/01

募集締切

2023/07/15

学内締切 備　　考

2023年4月1日現在、

博士の学位を取得後5

年未満の者。ただし

2023年度については

満39歳以下の者であれ

ば学位取得5年以上で

も対象とす

2024年4月1日～9月

30日の間に出発し留学

できる者。

136

財団名：公益財団法人内藤記念科学振興財団

公　募　名

2022年度内藤記念科学奨励金・研究助

成

募集開始 募集締切

2022/05/31 2022/05/06

学内締切 備　　考

2022年度内藤記念女性研究者研究助成

金

2022/05/31 2022/05/06 出産日から復帰日まで

が60ヶ月の女性研究者

2022年度内藤記念次世代育成支援研究

助成金

2022/09/20 2022/08/22 博士号取得11年未満の

研究者

2022年度内藤記念海外研究留学助成金 2022/09/20 2022/08/22 申請締切日時点で、博

士号取得8年未満であ

り、かつ1982年4月1

日以降出生の研究者。

2022年度内藤記念海外学者招聘助成金 2022/09/20 2022/08/22 前期：2023年1月1日

～2023年6月30日(締

切5/31） 後期：2023

年7月1日～2023年12

月31日(締切9/20)

2022年度内藤記念講演助成金 2023/08/20 国際会議の開催責任者

申請期間：

(夏季)2022年4月1日

～2022年5月20日

(秋季)2022年5月21日

～2022年8月20日

(冬季)2022年8月21日

～2022年11月19日

(春季)2022年11月20

日～2023年2月18日

1機関1推

薦

1機関1推

薦

1機関1推

薦

1機関1推

薦

1機関　前

期・後期：

各々1推薦
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https://www.tr.mufg.jp/shisan/kouekishintaku_list.html
https://www.sunstar-foundation.org/grants
https://www.naito-f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?data=about

