
 

２０２２年３月吉日 

関 係 各 位 

 

公益財団法人 富徳会 

理 事 長 小林 健二郎 

 

 

研 究 助 成 募 集 の ご 案 内 

 

拝啓 陽春の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別なるご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、当財団は１９７１年（昭和４６年）に発足以来今日まで、設立の趣旨に従

い研究助成事業を進めて参りました。お蔭様で昨年までに１，４４０件余の助成数

に達しました。 

これも、偏に皆様、関係各位の絶大なるご支援ご理解の賜と感謝致しております。 

つきましては、２０２２年度助成事業の募集案内をご送付いたしますので、ご高

覧の上、何卒ご関係各位にご鳳声いただき、当財団の事業活動にふさわしい方々の

ご推薦方ご奨励をよろしくお願い申し上げます。 

なお、応募者はホームページより所定の用紙をダウンロードし、当財団宛に

E-mail（PDF ファイルに編集して下さい）または印刷物を郵便にて送付をお願い

致します。 

 

敬具 

 

  

(公財)富徳会ホームページ URL : http://www.isi-sys.net/futokukai/ 

 

資料内容：１．２０２２年度 助成募集要項 

          ２．研究者助成申請書 

          ３．研究助成募集ポスター 

           

      

＊ 上記の件でのお問合せは下記のｅ―メールアドレスでお願い致します。 

（公財）富徳会 事務局 (柳橋) E-mail：futoku02@lion.co.jp 

http://www.isi-sys.net/futokukai/
mailto:futoku02@lion.co.jp


公益財団法人 富 徳 会  ２０２２年度 
研究助成・海外よりの留学研究者助成募集要項 

 

１．趣 旨 

１）わが国における口腔衛生の進展を期し、小児歯科学、口腔衛生学及び予防歯科学の研究者を支

援し、もって社会の福祉に寄与することを目的とし、研究者の活動を支援するため研究費を助

成する。 

２）海外から日本への留学研究者に対し、研究活動を支援するため研究費を助成する。 
 

２．応募の対象   

 １）研究助成者は小児歯科学、口腔衛生学、予防歯科学（高齢者歯科保健を含む）の研究に従事し、

且つ将来とも情熱をもってこの分野で活躍しようとする有能な若手研究者 （歯科大学卒業も

しくは同等の教育歴を有する者で、卒後２年以上経過した３５歳以下の者）を対象とする。 

但し年齢は、２０２２年４月１日現在とする。 

２）海外からの留学研究者は４月１日現在、日本の研究機関で６ヵ月以上研究に従事し、また今後

の留学期間が１年以上であり、口腔衛生学、小児歯科学の他、矯正歯科学、歯周病学などの分

野の研究に従事する者を対象とする。 
 

３． 助成者数および支給額 

１）助 成 者 数 ：  ①小児歯科学、口腔衛生学及び予防歯科学の研究分野で総数１６名 

②海外留学研究者総数４名 

２）研 究 期 間 ：  ２０２２年４月 1日～２０２３年３月３１日の１年間 

３）助成金支給額： １名につき３０万円とし、９月に支給予定 

  なお、研究助成者数は応募状況等により増減することがあります。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

４．申請手続き 

１） 申込書は (公財)富徳会（HP: http://www.isi-sys.net/futokukai/） 

のホームページよりダウンロードしてください。 

但し、研究助成募集の申し込みは重複出来ません。 

 

 

研究分野 学歴‣資格等 年齢

研究者助成 ・小児歯科学 ・歯科大学卒業若しは同等の

・口腔衛生学 教育歴を有する者

・予防歯科学 ・卒後2年経過

（高齢者歯科保健を含む）

留学研究者助成 ・小児歯科学、口腔衛生学 ・日本の研究機関で６カ月以上

　の他、矯正歯科学、歯周 　研究に従事し、且つ今後の留

　病学など 　学期間が１年以上有る者

分野
応募資格

助成件数 助成金額

35歳以下

制限なし

16件 30万円

4件 30万円

http://www.isi-sys.net/futokukai/


 

２） 所定の申込用紙に必要事項を記入の上、下記に提出ください。 

 

書類提出先 

①E-mailの場合 

アドレス：futoku02@lion.co.jp（書類は PDFファイルに編集、開封確認付） 

②郵送の場合 

宛  先：〒130-0004 東京都墨田区本所１－３－７ ライオン株式会社内 

          公益財団法人 富徳会事務局（書留郵便にてご送付下さい） 

  問い合わせ：電話 （０３）３６２１－６９０９（月、火、金曜日）担当者：柳橋    

        E-mail：furoku02@lion.co.jp     
 
 

５．募集期間  ２０２２年４月１日～５月３１日（当日消印有効） 

 
 

６．研究者助成金支給者決定の通知 

 選考委員会において書類審査による選考を行い、理事会の承認を得て決定します。 

 採否について、２０２２年８月末頃までに応募者並びに推薦者に通知します。 
 

７．報告書の提出 

 助成対象者は、２０２３年３月末日までに報告書を提出する。   
 

8. その他 

    助成された団体名･代表者については、当財団ホームページに公表します。なお申請者 

  の個人情報は、本人への連絡、選考手続きなどの目的以外には使用しません。 

 

                                          以上 

mailto:futoku02@lion.co.jp


公益財団法人 富徳会 ２０２２年度 

海外歯科保健医療活動助成募集要項 

 

 

１．趣旨 

歯科学及び歯科衛生学を学ぶ学生・大学院生が海外での歯科保健医療活動を通じて国際

的視野の育成および交流などによる経験を通して医療人としてのその後の活動に貢献す

る団体への支援助成とする。 
 
 

２．応募の対象条件 

1) 海外での歯科保健医療活動に参加する歯科大学・歯学部の学生・大学院生及び歯科衛 

生士養成校に所属する学生から構成される学生団体を対象とする。 

2)学生団体とは、所属する学校が公認した学生団体(部またはサークル)とする。 

  但し、大学の教育カリキュラムとしての活動は対象外とする。 

3) 活動への参加者は保護者の事前の同意をえること。 
 
 

 ３．助成者数および支給額 

  1) 助 成 団 体 数：若 干 

  2) 活 動 期 間：原則２０２２年４月から２０２３年３月までの１年間の一定期間と

するが、新型コロナウイルス感染症が収束しない場合は２０２３年 

           ３月以降の活動も可とする。   

3) 助成金支給額  ：総額６０万円とする。受給団体が複数の場合は前述額を配分する。

但し１団体最高３０万円。９月に支給する。 

 

 

 

 

 

 

 
  
 ＊歯科衛生士養成校には 4 年制大学、短期大学及び専門学校を含みます 
 
 

４．申請手続き 

1) 申請書は（公財）富徳会のホームページ(HP: http://www.isi-sys.net/futokukai/) 

よりダウンロードしてください。 

  2) 所定の申請書に必要事項を記入の上、下記に送付する。 

  3) 書類提出先 

①E-mailの場合 

アドレス：futoku02@lion.co.jp（書類は PDF ファイルに編集、開封確認付） 

②郵送の場合 

住  所：〒130-0004 東京都墨田区本所１－３－７ライオン株式会社 内 

公益財団法人 富徳会事務局（書留郵便にてご送付下さい） 

活動分野 学歴資格等 年齢
分野

応募資格
助成者数 助成金額

海外歯科保健
医療活動助成

・学生自らが企画した
　海外歯科　保健医療
　活動
　＊大学等のカリキュラム
　　 としての活動は対象外

歯科大学、歯学部、歯科衛生士
養成校 の学生及び大学院生で
組織される学校公認団体である
こと 制限なし 若干 総額６０万円

（活動への参加に際しては保護者の同意を得ること〉

http://www.isi-sys.net/futokukai/
mailto:futoku02@lion.co.jp


      

 

 問合せ：電話（０３）３６２１－６９０９(月、火、金曜日) 担当者：柳橋 

            e-mail: futoku02@lion.co.jp 
   
 

５．募集期間 

  ２０２２年４月１日から５月３１日 (当日消印有効) 
 
 

６．助成金支給者の決定の通知    

  選考委員会において書類を行い、理事会の承認を得て決定します。 

  採否については、２０２２年８月末までに応募者並びに推薦者に通知します。 
 
 

７．報告書提出 

  助成者･団体は、２０２３年３月末日までに報告書を提出してください。   
 
 

８．その他 

    助成された団体名･代表者については、当財団ホームページに公表します。なお申請者 

  の個人情報は、本人への連絡、選考手続きなどの目的以外には使用しません。 

 

以上 

mailto:futoku02@lion.co.jp


 

公益財団法人 富 徳 会  ２０２２年度 

歯科衛生学および歯科衛生教育学に関する研究助成募集要項 

 

１．趣 旨 

わが国における口腔衛生の進展を期し、歯科衛生学および歯科衛生教育学業務の向上につなが

る研究を支援し、もって社会の福祉に寄与することを目的とし、研究者に研究費の補助として

助成する。 
 

２．応募の対象   

   研究助成者は、歯科医療、保健医療福祉または歯科衛生士教育の分野において歯科衛生業務に

従事し、且つ、将来とも情熱をもってこれらの分野で活躍しようとする有能な歯科衛生士（業

務経験２年以上で、４０歳以下の者とする。但し年齢は２０２２年４月１日現在とする。）を対

象とし、歯科衛生学研究助成の応募者は日本歯科衛生学会員、歯科衛生教育学研究助成の応募

者は日本歯科衛生教育学会員とする。 
 

３．助成者数および支給額 

１） 助 成 者 数 ： 歯科衛生学及び歯科衛生学教育学の研究分野で総数６名程度           
 

２）期    間 ：  ２０２２年４月～２０２３年３月に至る１ヵ年間 

但し、新型コロナウイルス感染症の影響で研究に支障が出た場合は研究期間 

          の延長、研究報告書提出期限の延期が可能とします。この適用を受ける場合   

          は２０２２年１２月末までに事務局までご連絡下さい。 
 

３）助成金支給額： １名につき２０万円とし、９月に支給予定 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

４．申請手続き 

 １）申込書は（公財）富徳会のホームページよりダウンロードしてください。 

   （公財）富徳会 HP: http://www.isi-sys.net/futokukai/ 

 

 

研究分野 学歴‣資格等 年齢

・歯科衛生士

・歯科衛生学研究助成の応募者は

歯科衛生学及び ・歯科医療 　日本歯科衛生学会員であること

歯科衛生教育学 ・保健医療福祉 ・歯科衛生教育学研究助成の応募

助成 ・歯科衛生教育 　者は日本歯科衛生教育学会員で

　あること

・上記業務経験２年以上

分野
応募資格

助成件数 助成金額

40歳以下 ６件 20万円

http://www.isi-sys.net/futokukai/


 

２）所定の申込用紙に必要事項を記入の上、次の推薦書を添えてください。 

 

３）書類提出先（但し、重複の申し込みは出来ません） 

① E-mail：futoku02@lion.co.jp（書類は PDFファイルに編集、開封確認付） 

② 〒130-0004 東京都墨田区本所１－３－７ ライオン株式会社内 

        公益財団法人 富徳会事務局（紛失防止のため書留郵便にてご送付下さい） 

  問い合わせ：電話 （０３）３６２１－６９０９（月、火、金曜日）    

         

５．公募期間  ２０２２年４月１日から５月３１日 
 

６．研究者助成金支給者決定の通知 

 選考委員会において書類選考を行い、理事会の承認を得て決定します。 

 採否について、２０２２年 8月末頃までに応募者並びに推薦者に通知します。 
 

７．報告書の提出 

 助成対象者は、２０２３年３月末日までに報告書を提出してください。 
 
８． その他 

    助成された団体名･代表者については、当財団ホームページに公表します。なお申請者の個人情 

報は、本人への連絡、選考手続きなどの目的以外には使用しません。 

 

以上 

mailto:futoku02@lion.co.jp
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