
加藤記念学会等開催助成 第1回(平成2年度)から
第28回(平成28年度)まで

回 大会名 年/月/日 場所
第4回東京シンポジウム「肝と加齢」1990 1990/8/15～17 東京
日本生理研連シンポジウム「ヒトの脳機能研究の最近の進歩」 1990/10/11 福岡
新しい動物実験系の開発に関するワークショップ 1990/12/3～5 神奈川
国際シンポジウム「睡眠研究と国際協力」 1991/6/9～14 北海道
日本神経科学学会第15回大会 1991/12/17～19 東京
松村正寶教授退官記念国際シンポジウム 1992/2/28 東京
日英セルサイクルワークショップ 1992/4/2～8 京都
魚類脳下垂体ホルモン研究の進歩 1992/9/21～22 東京
第16回日本神経科学学会 1992/12/8～10 大阪
バイオサイエンスフォーラム'93 1993/2/2～5 大阪

第1回「卵外被および胚外被の分子生物学と細胞生物学」国際
シンポジウム

1993/4/6～12 神奈川

国際放射線腫瘍学会総会1993 1993/6/21～25 京都
第15回国際植物科学会議 1993/8/28～9/3 神奈川
植物遺伝子研究の最前線 1993/9/6 神奈川
第5回アスパラギン酸プロテアーゼ国際会議 1993/9/19～24 岐阜
国際ヒトゲノム会議 1993/11/14～17 兵庫
第17回日本神経科学会議 1993/12/7～9 愛知
第3回国際会議(リボヌクレアーゼH) 1994/4/20～22 大阪
第10回細胞内蛋白質分解に関する国際会議 1994/10/30～11/3 東京
第6回国際有機化学京都会議 1994/11/7～11 京都
第1回アンチセンス国際会議 1994/12/4～7 京都

第15回国際神経化学会議サテライトシンポジウム「伝達物質放
出の分子機構」

1995/6/27～30 静岡

第10回国際臨床神経生理学会議 1995/10/15～19 京都
第4回神経科学世界大会 1995/7/9～14 京都

第5回シュードモナス国際シンポジウム～分子生物学とバイオ
テクノロジー

1995/8/21～25 茨城

AFMC国際医薬化学シンポジウム 1995/9/3～8 東京

第48回日本細胞生物学会シンポジウム\～細胞のオルガネラの
細胞内分解機構～

1995/10/20 宮城

第10回国際組織細胞化学会議 1996/8/18～23 京都
リポ多糖研究の最近の進歩～リポ多糖と蛋白質の相互作用 1996/10/28 東京

神戸シンポジウム「21世紀のアジアにおける農業・食糧・環境
を考える」

1996/11/7～9 兵庫

第6回国際ヒト白血球分化抗原会議 1996/11/10～14 兵庫
日仏骨粗鬆症シンポジウム 1996/11/12 東京
第9回国際クロム親和細胞生物学シンポジウム 1997/5/26～30 北海道
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　第1回は平成2年度助成。第22回より交付時期を前倒ししたため第22回は平成22年度となる。第１回は3件、以降
毎年およそ5件、第20回から10件を助成している。助成額は23回まで1件20万円、24回から1件30万円。第26回から
第30回まで財団設立25年記念として助成枠を拡大する事とした。第26回の助成枠は3件増やし13件となった。第27
回は応募が多数であったため、一部助成額を減額し助成枠を増やした。助成件数は19件となった。助成金額は第28
回までにのべ207件、4630万円の助成を行なった。
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加藤記念学会等開催助成 第1回(平成2年度)から
第28回(平成28年度)まで

回 大会名 年/月/日 場所

Modern Aspects in Organic Chemistry(東京理科大学サイエン
スフォーラム)

1997/5/12 東京

日本臨床環境医学会総会 1997/6/14～15 東京
日本神経科学会大会 1997/7/16～18 宮城
第7回国際有機化学京都会議 1997/11/10～14 京都

神戸シンポジウム「21世紀のアジアにおける農業・食糧・環境
を考える」

1997/11/12～13 兵庫

国際シンポジウム「系統発生学からめた免疫学の新展開」 1997/11/13～14 京都
免疫学ミニシンポジウム「リンパ球シグナル伝達の分子機構」 1997/11/17 東京
国際枯草菌シンポジウム 1998/7/13～16 和歌山
第5回若手糖研究者サマースクール(第35回FCCAセミナー) 1998/7/25～26 東京
第9回国際寄生虫学会 1998/8/24～28 千葉
シンポジウム「21世紀の菌株保存事業に向けて」 1999/2/16 東京
マクロファージ分子生物学国際シンポジウム 1999/6/17～18 東京
第4回機能性色素国際会議～機能性π電子系の科学・技術～ 1999/5/31～6/4 大阪
第15回国際複合糖質シンポジウム 1999/8/22～27 東京
第22回神経科学大会 1999/7/6～8 大阪
第2回生命化学研究会シンポジウム 2000/1/7 大阪
第8回赤堀コンファレンス 2000/4/25～29 愛知
マクロファージ分子生物学国際シンポジウム 2000/6/5～6 京都
第24回日本頭顎部腫瘍学会総会・第21回頭顎部手術手技研究会 2000/6/14～15 東京
第6回日中酵素工学会議 2000/10/15～18 京都
国際シンポジウム「麹菌の分子生物学」 2000/10/20～21 東京
2000環太平洋国際化学会議 2000/12/14～19 米国
第10回海洋天然物化学国際シンポジウム 2001/6/24～29 沖縄
第4回生物物理学国際会議 2001/7/30～8/3 京都
第38回植物化学シンポジウム 2001/12/1 東京

立命館大学バイオベンチャープロジェクトシンポジウム「硫黄
代謝シンポジウム」

2002/5/13 滋賀

国際マクロマファージ分子細胞生物学シンポジウム 2002/6/20～21 新潟

山中湖カンファランス「癌化と老化の切札：シグナリング周辺
から見た生命現象」

2002/9/6～7 山梨

化学と生物シンポジウム”Molecular Action” 2003/3/30 神奈川
第8回国際抗生物質関連化学会議 2002/10/21～25 東京
第15回日本動物細胞工学会国際会議 2002/11/11～15 東京
第7回国際癌化学療法シンポジウム 2002/12/2，3 東京
第10回べん毛研究交流会 2003/3/9～11 栃木
第7回アジア･オセアニア国際老年学会議 2003/11/24～28 東京
第7回アジア・オセアニア組織適合性ワークショップ会議 2003/9/16～19 長野
第２回若手科学者のための日中有機化学シンポジウム 2003/9/23～27 三重
第３回国際蛋白分解学会 2003/11/10～13 愛知
第9回国際有機化学京都会議（IKCOC～9） 2003/11/10～14 京都
2１世紀の環境･食糧を担う植物･微生物バイオテクノロジー 2003/12/12 東京
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加藤記念学会等開催助成 第1回(平成2年度)から
第28回(平成28年度)まで

回 大会名 年/月/日 場所
国際麻薬研究会　2004年･京都 2004/7/18～23 京都

21世紀ＣＯＥプログラム国際シンポジウム「微生物共生とその
応用」

2004/9/2 東京

日本～フィンランド合同セミナー「微生物バイオテクノロジー
の新展開」

2004/10/1～4 京都

国際動物細胞工学会 2004/11/15～18 愛知
2004ポリアミン国際会議 2004/11/28～12/2 千葉
第6回国際胃癌学会 2005/5/4～7 神奈川
第20回国際生化学・分子生物学会議 2006/6/18～23 京都
第28回日本神経科学大会 2005/7/26～28 神奈川
第11回国際純正応用化学連合（ＩＵＰＡＣ）農薬化学国際会議 2006/8/6～8/11 兵庫
日本色素細胞学会第19回年次学術大会 2005/12/3～4 東京

京都大学ウイルス研究所創立50周年記念講演会・国際シンポジ
ウム

2006/ 5/29～31 京都

第12回レチナールタンパク質国際会議 2006/6/4～8 兵庫
細胞死シンポジウム 2006/6/21 京都
第8回国際神経免疫学会 2006/10/15～19 愛知
第21回国際高血圧学会学術会議 2006/10/15～19 福岡
国際シンポジウム「配偶子活性化のシグナル伝達」 2006/11/13～15 東京
第4回アジア～太平洋化学生態学会議 2007/9/10～14 茨城
日本分子生物学会　第7回春季シンポジウム 2007/4/23～24 兵庫
2007年度　日本放線菌学会大会 2007/5/31～6/1 広島
第14回有機合成指向有機金属化学国際会議 2007/8/2～6 奈良
先端医科学国際シンポジウム2007 2007/9/29 栃木
第5回国際核酸化学シンポジウム 2007/11/20～21 東京

The 39th Conference of the Asia～Pacific Academic
Consortium for Public Health(2007)

2007/11/21～25 埼玉

第62回日本栄養・食糧学会大会 2008/5/2～4　 埼玉
日本分子生物学会 第8回春期シンポジウム 2008/5/26～27 北海道
第28回札幌がんセミナー国際シンポジウム 2008/6/26～27　　 北海道
第10回国際樹状細胞シンポジウム 2008/10/1～5 兵庫

日英ワークショップ202008「放線菌ゲノムバイオテクノロジー
の新たな展開」

2008/11/21～23 東京

第9回日本蛋白質科学会年会 2009/5/20～22 熊本
第1回エコロジカルボラタイル国際シンポジウム 2009/7/3～4 東京
第19回日本樹状細胞研究会 2009/7/9～11 兵庫

第29回札幌がんセミナー国際シンポジウム「ピロリ菌と胃が
ん」

2009/7/13～14 北海道

202009年度日本放線菌学会大会 2009/7/16～17 秋田
国際シンポジウム福岡プリン202009：創薬シーズ探索の新戦略 2009/7/23～25 福岡
第14回国際生物無機化学会議 2009/7/25～30 愛知
第5回オートファジーに関する国際会議 2009/9/24～28 滋賀
第6回先端医科学国際シンポジウム 2009/11/7 栃木
第11回国際有機化学京都会議 2009/11/9～13 京都
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加藤記念学会等開催助成 第1回(平成2年度)から
第28回(平成28年度)まで

回 大会名 年/月/日 場所
日本分子生物学会第10回春季シンポジウム 2010/6/7～8 宮城
第16回日本遺伝子治療学会年次学術集会 2010/7/1～3 宇都宮
第12回日本RNA学会 2010/7/27～29 東京

Neuro2010 「日本神経科学学会 将来計画委員会 基礎臨床統合
シンポジウム」

2010/9/2～4 神戸

第50回生命科学 夏の学校 2010/9/3～5 神奈川
第2回抗加齢内分泌研究会 2010/9/5 福岡
第23回小児外科リサーチシンポジウム 2010/9/12～14 東京
第1回国際バイオキュレーション学会大会 2010/10/6～9 千葉
第32回国際がん登録協議会学術総会 2010/10/11～15 横浜
アンチセンスシンポジウム 2010/12/2～3 神戸
日本分子生物学会第11回春季シンポジウム 2011/5/25～26 石川
日本脂質栄養学会第20回大会 2011/9/2～3 埼玉
第3回坑加齢内分泌研究会 2011/9/4 神奈川
第25回国際比較白血病学会国際シンポジウム 2011/9/15～17 東京
第2回国際バイオファブリケーション学会 2011/10/6～8 富山
第55回日本医真菌学会学術集会 2011/10/21～22 東京
第9回国際AAAタンパク質カンファレンス 2011/11/6～10 熊本
第16回日本生殖内分泌学会学術集会 2011/11/19 東京
第8回AFMC国際医薬化学シンポジウム 2011/11/29～12/2 東京

CDBシンポジウム2012 2012/3/26～28 兵庫

国際シンポジウム「細胞内シグナルから見る生命現象と疾患」 2012/4/7 東京

日本分子生物学会 第12回春季シンポジウム 2012/4/25～26 山梨

第11回アジア・オセアニア筋疾患センター(AOMC)学術会議 2012/6/6 京都

第1回国際前頭前野シンポジウム
～こころのメカニズムの解明に向けて～

2012/6/28～29 京都

生化学若い研究者の会 第52回生命科学 夏の学校 2012/8/24～26 愛知

Mass Spectrometry Summer School 質量分析　夏の学校 2012/9/14～15 和歌山

第35回日本神経科学大会企画シンポジウム
「自閉症スペクトラムの理解と早期の対応にむけて」

2012/9/18 名古屋

染色体学会第63回(2012年度)年会 2012/10/5～7 旭川

第18回生物化学工学 アジア若手研究者の集い YABEC2012 2012/10/26～28 徳島

第6回食と健康に関する新潟国際シンポジウム 2012/11/24～25 新潟

哺乳類大脳皮質の進化- 新たな研究戦略の展開 2013/6/20～23 京都

12th Conference for BioSignal and Medicine(CBSM2013) 2013/7/13～14 山梨

第15回 日本RNA学会年会 2013/7/24～26 愛媛

FASEB Summer Research Conference(SRC) 2013/8/4～8 北海道

第53回 生命科学 夏の学校 2013/8/30～9/1 静岡

第3回 国際硝化会議 2013/9/2～5 東京

第53回 生物物理若手の会 夏の学校 2013/9/6～9 静岡

第2回 国際ケミカルバイオロジー学会 公式会議（ICBS2013） 2013/10/8～9 京都

International Biogeoscience Conference 2013 Nagoya,Japan 2013/11/1～4 名古屋

植物化学研究会50周年 記念国際シンポジウム 2013/11/15 東京
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加藤記念学会等開催助成 第1回(平成2年度)から
第28回(平成28年度)まで

回 大会名 年/月/日 場所
第8回 日本エピジェネティクス研究会年会 2014/5/25～27 東京
第49回 天然物化学談話会 2014/7/2～4 倉敷

2014年度 日本レトロウイルス研究会夏期セミナー
（Summer Retrovirus Conference: SRC2014）

2014/7/3～5 熱海

第32回 内分泌代謝学サマーセミナー 2014/7/10～12 山梨
第23回 日本Cell Death学会学術集会 2014/7/18～19 東京
第8回 細菌学若手コロッセウム 2014/8/6～9 ニセコ
第20回 小型魚類研究会 2014/9/20～21 東京
第20回 ＤＮＡ計算および分子プログラミングに関する国際会
議2014

2014/9/22～26 京都

第11回 プロテインホスファターゼ国際カンファレンス 2014/11/12～14 仙台
「細胞を創る」研究会7.0 2014/11/13～14 東京
日本膜学会第37年会 2015/5/11～5/12 東京
第9回日本エピジェネティクス研究会年会 2015/5/25～5/26 東京
第1回細胞生物若手の会 2015/6/29～6/30 東京
第８回国際被嚢類学会 2015/7/13～7/17 青森
第17回日本RNA学会年会 2015/7/15～7/17 札幌
第3回がんと代謝研究会 2015/7/16～7/17 金沢
第13回次世代を担う若手のためのフィジカル・ファーマフォー
ラム

2015/8/20～8/21 長崎

8th World Congress on Itch (WCI) 2015 2015/9/27～9/29 奈良
第13回RCGMフロンティアシンポジウム

2015/10/30～
10/31

埼玉
14th International Workshop on Langerhans Cells

2015/11/05～
11/08

京都
第29回国際哺乳類ゲノム会議 2015/11/8～11/11 横浜
Functional Food Center 19th International Conference

2015/11/17～
11/18

神戸
Conference on Transposition and Genome Engineering 2015

2015/11/17～
11/20

奈良

第12回国際有機反応化学シンポジウムおよび
第6回日独有機電解合成シンポジウム

2016/4/22～4/24 京都

日本エピジェネティクス研究会・第十回年会 2016/5/19～5/20 大阪
2016年度　第16回細胞周期合同セミナー 2016/6/2～6/4 釧路
創薬懇話会2016in蓼科 2016/6/30～7/1 蓼科
第63回トキシンシンポジウム 2016/7/14～7/16 山形
2016年度生物工学若手会夏のセミナー 2016/7/16～7/17 東京

2016年線虫神経生物学国際集会・
名古屋大学神経回路国際シンポジウム合同集会

2016/7/27～7/30 名古屋

若手放射線生物学研究会　2016年度専門研究会 2016/8/6～8/7 東京
生命科学夏の学校 2016/8/26～8/28 宮城
第56回 生物物理若手の会 夏の学校 2016/9/2～9/5 北海道

第5回国際コファクター会議＆
2016年酵素活性分子国際会議（ICC05-AEM2016）

2016/9/4～9/8 富山

The 14th International Congress on Yeasts 2016/9/11～9/15 兵庫
第11回国際極限環境生物学会 2016/9/12～9/16 京都
第14回RCGMフロンティア国際シンポジウム 2016/11/11～11/12 埼玉
10th 3R (Replication Recombination and Repair) Symposium 2016/11/13～11/17 島根
第9回単一細胞研究に関する国際シンポジウム 2016/11/23～11/25 東京
生物リズム若手研究者の集い2016 2016/12/10～12/11 大分
第5回生命理工国際シンポジウム 2017/1/11 東京
7th International Workshop of Kyoto T Cell Conference 2017/3/13～3/17 京都
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加藤記念学会等開催助成 第1回(平成2年度)から
第28回(平成28年度)まで

回 大会名 年/月/日 場所
第11回 日本エピジェネティクス研究会年会 2017/5/22～23 東京

18th International Symposium on the Biology of
Actinomycetes

2017/5/23～27 韓国

第40回 日本バイオレオロジー学会年会 2017/5/27～28 岡山
第19回 日本RNA学会年会 2017/7/19～21 富山
生物リズム若手研究者の集い2017 2017/8/5～6 静岡
第57回 生物物理若手の会　夏の学校 2017/8/29～9/1 東京
第57回 生命科学夏の学校 2017/9/1～3 滋賀

第15回 次世代を担う若手のためのフィジカル・
ファーマフォーラム（PPF2017）

2017/9/4～5 石川

第32回 日本放線菌学会大会 2017/9/7～8 長野
第59回 天然有機化合物討論会 2017/9/20～22 札幌
第14回 国際バイオミネラリゼーションシンポジウム 2017/10/9～13 つくば
第11回 次世代を担う若手医療薬科学シンポジウム 2017/10/21～22 京都
「細胞を創る」研究会10.0 2017/10/30～31 京都
質量分析インフォマティクス・ハッカソン 2017/11/20～22 関西
第10回 脳科学若手の会合宿 2018/3/10～11 首都圏
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