
第 3回きよくん基金助成贈呈式・記念講演のご案内 

きよくん基金を募る会は 2004年 4月 1日、ドラベ症候群（ＳＭＥ）の医療の増進および「てんかん

発作を持つ障害児・障害者」の人権の擁護を図ることを目的に設立した社会福祉協議会の登録ボラン

ティアグループです。 

2013年、福岡大学の廣瀬教授らの研究グループは、SCN1Aと呼ばれる神経細胞の活動に深く関わ

る遺伝子に異常のある、ドラベ症候群の患者の皮膚細胞から、人工多能性幹細胞（iPS細胞）を作成す

ることに世界で初めて成功させました。これらの iPS細胞から神経細胞を分化誘導した結果、ドラベ

症候群由来の神経細胞では、神経細胞の機能が低下していることを確認しました。 

このニュースを知り、10年間で貯めてきた「きよくん基金」3,000,000円を廣瀬教授の研究に使っ

て欲しいと申し出ましたが、廣瀬教授より、500,000円を年に 1件きよくん基金助成とし、継続して

はどうかとご提案をいただきました。そして、2013年 10月の第１回は廣瀬教授に助成させていただ

きました。その後、きよくん基金助成制度を作り、2014年 12月より初めての公募を行い、2015年 3

月の選考会にて第２回きよくん基金助成は理化学研究所脳科学総合研究センター 神経遺伝研究チー

ムに、第 3回は福岡大学病院 小児科 石井敦士先生に研究助成金として 500,000円を贈呈すること

になりました。下記の通り贈呈式及び記念講演を行いますのでお知らせ致します。 

 

記 

 

日時   平成 28年 10月 8日（土） 午後 1時 30分～3時 30分 

場所   グランシップ 会議室 

         〒422-8005 静岡県静岡市駿河区池田 79-4  TEL 054-203-5710(代表)  

贈呈者及び記念講演講師  福岡大学病院 小児科 石井敦士先生 

助成研究課題 「ドラベ症候のSCNIA遺伝子変異と表現系のWebデータベースの作成と維持」 

記念講演演題 「SCN1A遺伝子研究の現状と未来」 

参加費   無料ですが先着 30名とさせていただきます。 

 

 

 

第 5回ＳＭＥの交流会のご案内 

 

第 9回、10回ぽっかぽかコンサートで開催しましたＳＭＥの交流会は今後、きよくん基金助成贈呈

式の後、行うことになりました。下記の通り贈呈式の後、開催しますのでお知らせ致します。福岡大学

病院 小児科 石井敦士先生も 4時まで同席してくださいます。 

今回は翌日の共生共走マラソン参加のため、足こぎ車いすを持っていきますので、興味のある方は 

是非、試乗なさってください。 



記 

 

日時   平成 28年 10月 8日（土） 午後 3時 30分～4時 30分 

場所   グランシップ 会議室 

      〒422-8005 静岡県静岡市駿河区池田 79-4  TEL 054-203-5710(代表) 

参加費  無料ですが先着 30名とさせていただきます。  

お願い  お子さんが参加されます場合は、重積しても主治医のもとに駆けつけられる範囲になさって

ください。限られた時間ですので、相談なさりたいことがあれば、メールでもいいので事前

にお知らせください。石井先生は 4時までの参加となります。先生へのご質問を先に始め、

退席されてから患者家族の交流会になります。ひとりで悩むことは良いことがありません。

元気になって帰っていただけるような会になればと思います。 

食事会  希望者がありましたら、5時半から 8時半まで、静岡東駅周辺で食事会を開催します。話足

りない方は、是非ゆっくりお話ししましょう。 

 

共生共走ハートリレーマラソンのお誘い 

  日時   平成 28年 10月 9日（日） 受付 8時から スタート 9時 ゴ－ル 15時半 

       1周 250メートルのコースをタスキをつなげながら、何周走れるかという大会ですので、 

9時から 15時半の中で好きな時間を好きなだけ走っていただいて構いません。足こぎ車

いす体験してから実際にコースを走ってみるものいいように思います。 

  場所   城北公園・自由広場 

  参加費  障がい者（手帳持参） 500円 / 学生 500円 / 一般 1,000円 / 伴走者無料 

  伴走   100キロマラソン世界 1位の宮里康和さんが伴走してくださるので、速い方も大丈夫で 

す。 

  ホームページ  http://shizuokaheartrelay.jimdo.com/ 

       

お申し込み方法 

以下をお知らせください    

１．きよくん基金贈呈式に参加します 

２．記念講演に参加します 

３．SMEの交流会に参加します 

４．食事会に参加します （参加費は当日徴収とさせていただきます） 

５． 共生共走マラソンに参加します （ 障がい者 名 / 学生 名 / 一般 名 / 伴走者 名） 

    参加費は事前にぽっかぽかランナーズの方へ振り込み願います。こちらで一括してエントリー 

します。参加したい時間帯もお知らせください。「チームぽっかぽかランナーズ」として楽しん 

でください。       

問い合わせ、申し込み先 ＦＡＸ 0797-85-8847  E-mail dravet1994@air.zaq.jp  林まで 

mailto:dravet1994@air.zaq.jp


石井敦士先生略歴 
                   ２０16年 7月 31日 現在 

 

 

氏名：   石井 敦士 （いしい あつし） 

 

生年月日： 1974年 5月 8日  

 

現職： 福岡大学病院小児科 助手  日本小児科学会専門医 

 

 

学歴：  

平成 2年 4月  山口県立宇部高等学校 理数科 

平成 7年 4月  京都薬科大学 薬学部 製薬化学科  

平成 13年 4月 福岡大学 医学部 医学科 

平成 21年 4月 福岡大学院大学院医学研究科  先端医療科学系 発達小児科学 博士課程  

 

職歴： 

平成 19年４月  国立病院機構 関門医療センター 卒後臨床研修医１年 

平成 20年 4月  独立行政法人 山口大学医部附属病院 卒後臨床研修医２年 

平成 21年 4月  福岡大学病院 小児科 助手 、福岡大学てんかん分子研究所 研究員 

平成 22年 10月 福岡大学筑紫病院 小児科 助手 

平成 22年 4月  日本学術振興会 特別研究員  

平成 22年 6月  九州厚生年金病院 小児科 レジデント  

平成 23年 4月  福岡大学病院  総合周産期母子医療センター 助手 

平成 23年 12月 福岡大学病院 小児科 助手 

平成 25年 4月  福岡大学筑紫病院 小児科 助手 

平成 25年 7月  福岡大学病院 小児科 助手 

平成 25年 9月  Duke University, Center for Human Genome Variation,  

Postdoctoral Research Associate 

平成 26年 9月  University of Arizona Genetic core, Postdoctoral Research Associate 

平成 28年 2月  福岡大学病院 小児科 助手 

現在       都城市郡医師会病院 小児科 医長  

 

学歴・社会における活動所属役職等:  

日本人類遺伝学会 会員  米国神経科学会 会員 日本小児科学会 会員    

日本小児神経学会 会員  日本てんか学会 会員 



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


