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この度、坂口光洋記念慶應義塾医学振興基金医学国際交流事業として下記のとおり募集をいたします。
申請区分によって申請期限が異なりますのでご注意ください。
記

Ⅰ： 申請区分・申請資格・補助内容

Ａ区分【A-1 短期海外留学プログラム/A-2 短期海外研究留学】費用補助
区分

A-1: 短期海外留学プログラム
慶應義塾大学医学部生（3～6 年生）

申請資格

医学分野の研究・学習のために海外へ短期
ミナー等を含む）

補助金額

医学研究科大学院生(修士・博士課程)

医学研究科大学院生（修士 1・2 年生）

留学するもの （海外大学主催のサマーセ

対象期間

A-2：短期海外研究留学

授業・試験等正課のない夏期休暇期間

１件上限 30 万円

共同研究を展開していくために指導教授の
指示により短期留学するもの

2022 年 4 月～2023 年 3 月末帰国分（予定

を含む）※修士課程については授業に差し

障りのない時期

※新型コロナ感染症の状況に応じて、補助の可否に変更がありうる
申請期限

2022 年 6 月 27 日（月）12:00 まで

2022 年 11 月 28 日（月）12:00 まで

（時間厳守）

（時間厳守）

2022 年 7 月中旬(予定)

2023 年 1 月初旬(予定)

決定通知
補助対象

本補助金は留学先への往復航空券に充当すること。ただし、往復航空券に充当するのが難
しい場合、当該留学期間中に発生する次の費用の支出を認める：宿泊費、交通費(近郊交通
費(自宅⇔空港間)、現地交通費(タクシー代は支出不可)、外貨交換手数料等)

提出物

申請用紙(所定用紙)、履歴書、業績目録、留学することを示す書類(留学プログラムの申請
完了通知、海外における受入研究者との連絡状況を示す文書(メール可)等)、学生証両面の

写し

Ｂ区分【海外オンライン学習プログラム】費用補助

(1 件あたり 3 万円~10 万円)

区分
申請資格

B
慶應義塾大学医学部生
医学研究科大学院生（修士・博士課程）

補助内容

オンライン開催の海外大学・団体主催の医学および、その関連分野（文
系も含む）の研究・学習のためのプログラム参加費用補助
※義塾での正課に差支えないものに限る（日時、期間等）

補助金額

1 件３万円～10 万円

申請期限

2022 年 11 月 28 日（月）12:00 まで（時間厳守）

決定通知

医学国際交流事業委員会において選考し、2023 年 1 月初旬(予定)に採否
を通知する

提出物

申請書(所定用紙)、プログラムの申請完了通知、
プログラムの概要がわかるもの、学生証両面の写し

C 区分【国際共同研究】費用補助

(件数 5～7 件/採択額 10 万円~70 万円程度)

区分

C

対象期間

2022 年度内の活動に限る

申請資格

慶應義塾大学医学部生、医学研究科大学院生(修士・博士課程)、
医学部専任教員、医学部特任教員、大学病院研修医

補助内容

慶應義塾所属の研究者(チームも可)と海外の研究機関(チームも可)に所
属する研究者との国際共同研究にかかる費用（学術研究の発展とともに、
国際共同研究の基盤の構築や更なる交流、研究強化費用等）
義塾所属の研究者が日本国内で支出する費用に限る

件数/採択額

5~7 件/10 万円～70 万円程度

申請期限

2022 年 6 月 27 日（月）12:00 まで（時間厳守）

決定通知

医学国際交流事業委員会において選考し、2022 年 7 月中旬(予定)に採否
を通知する

提出物

申請書(所定用紙)、海外研究者と国際共同研究をおこなうことが分かる
資料（メール等）
、医学部生・大学院生は、所属長の推薦書(A4 書式自由)
または承認を得たことが分かるメール等の資料（PDF）

D 区分【医学部公認団体の国際交流活動】費用補助

(1 団体上限 20 万円)

区分

D

対象期間

2022 年度内の活動に限る

申請資格

慶應義塾大学公認学生団体(医学部)

補助内容

補助対象の活動に直接関係のある支出(慶應義塾「公的資金マニュアル」
に準じ支出)

補助金額

１団体上限 20 万円（実費精算）

申請期限

2022 年 11 月 28 日（月）12:00 まで（時間厳守）

決定通知

医学国際交流事業委員会において選考し、2023 年 1 月初旬(予定)に採否
を通知する

提出物

申請書(所定用紙)

E 区分【国際学会参加】費用補助

(オンライン開催上限 5 万円、実地開催上限 30 万円)

区分

E

対象期間

2022 年 4 月～2023 年 3 月開催分（予定を含む）

申請資格

慶應義塾大学医学部生、医学研究科大学院生(修士・博士課程)で、筆頭発
表者として国外で行われる国際学会へ参加する者

補助内容

オンライン開催：国際学会への参加費（registration 費用）等
実地開催：学会開催地への往復航空券運賃に充当すること。(往復航空運
賃に充当するのが難しい場合、当該出張期間中に発生する次の費用の支
出を認める：学会参加費(懇親会費は除く)、宿泊費、交通費(近郊交通費
(自宅⇔空港間)、現地交通費(タクシー代は支出不可))、外貨交換手数料
等

補助金額

オンライン開催１件上限 5 万円、実地開催１件上限 30 万円

申請期限

2022 年 11 月 28 日（月）12:00 まで（時間厳守）

決定通知

医学国際交流事業委員会において選考し、2023 年 1 月初旬(予定)に申請
者に採否を通知する

提出物

申請書（所定用紙）
、学会発表採択通知またはプログラム（学会名、開催
日時、発表者氏名を確認できる文書）、発表のアブストラクト（発表内容
の概要がわかるもの）
、学生証両面の写し

F 区分【英語能力検定試験奨励金費】(1 万円)
区分

F

対象期間

2022 年 4 月～2022 年 12 月受験分（予定を含む）

申請資格

慶應義塾大学医学部生、医学研究科大学院生(修士・博士課程)

補助内容

TOEFL iBT®

奨励金額

１万円（1 人１回に限る）

申請期限

2022 年 11 月 28 日（月）12:00 まで（時間厳守）

決定通知

2023 年 1 月初旬(予定)に申請者に採否を通知する

提出物

または IELTS 試験英語試験受験費用補助

申請書（所定用紙）、学生証両面の写し、試験結果のデータ(IELTS の場
合は公式の成績証明書（紙媒体）を写真に撮ったもの、TOEFL iBT®

の

場合は、各自のアカウントからダウンロードしたスコアレポート)を提出
してください。
（受験予定の方は申請書に受験予定日を記入し受験後にス
コア票を提出）

Ⅱ： 応募の流れ

申請書類を医学振興基金ＨＰからダウンロード、オンラインフォームにて入力・
必要書類を提出してください。
医学振興基金ＨＰ：https://www.ms-fund.keio.ac.jp/index.html

Ⅲ： 採択された場合


A、B、D ならびに E 区分は、採択額以上の必要経費・支出があったことを証明するため、活動終了後に
領収書原本の提出が必要です。



C 区分補助金は、消耗品費、旅費、備品(機器備品費の総額は、採択額の 50%を超えることはできません)、
その他の経費に使用できます。研究期間は 2022 年度末(2023 年 3 月末)迄です。(別途配布する要項に沿
ってご使用いただきます。)



申請区分により活動終了後に精算報告書、実績報告書(日本語および英語)、修了証明書(スコア票)などを
ご提出いただきます。

Ⅳ： 問合せ先

医学振興基金事務室（２号館 8 階 S 棟） 内線：62377 直通：03-5363-3609
メール：k-msf@adst.keio.ac.jp
以上

