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ノボ ノルディスク、血友病患者さんの心理社会的課題についての研究支援

HERO Research Grant 募集中
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社（社長：オーレ ムルスコウ ベック、本社：東京都千代田区）は、HERO
Research Grant（研究助成）の 2017 年度の募集をお知らせします。本助成は、医療従事者（例えば、医師、看護
師、理学療法士、心理士）やソーシャルワーカーなどを対象に、血友病患者さんたちの抱える心理社会的な課題や
問題についての研究プロジェクトを支援するもので、ノボ ノルディスク（本社：デンマーク）がグローバルで展開して
いる取り組みです。本年度は 3 つのプロジェクトに対し、それぞれ上限 65,000 ユーロまでの助成を行います。
HERO は、Haemophilia Experiences, Results, and Opportunities の頭文字をとっています。
推奨されるテーマの例
助成対象となるテーマの例としては以下があげられます（このテーマに限定されるということではありません）


血友病性関節症に対する包括的治療の効果



特に痛みに焦点を置いた血友病の身体的負担



血友病の心理的負担および専門家への受診



血友病の患者さんとそのご家族が抱える雇用と職場での生活の問題について等

詳細はホームページからご覧いただけます。
http://www.herostudy.org/hero-research-grant/eligibility-and-topics.html
スケジュール
応募意向表明書（Letter of intent）の締切

2017 年 5 月 5 日

応募意向表明書に対するフィードバック

2017 年 6 月 12 日

申請の締切

2017 年 8 月 1 日

受賞プロジェクト発表

2017 年 10 月中旬

応募意向表明書について
応募者は正式な申請を行う前に、研究プロジェクト等の情報を含む「応募意向表明書」を提出します。コア ファカ
ルティ（運営の中心となってかかわるメンバー）がそれに目を通し応募者にフィードバックします。審査は独立したコ
ア ファカルティメンバーとレビューアーにより公平かつ透明なプロセスで行われます。

応募資格やテーマなど詳細はwww.herostudy.org （英語）をご覧ください。

お問い合わせ先
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

100-0005
東京都千代田区丸の内 2-1-1
明治安田生命ビル

Tel: 03-6266-1700
Fax: 03-6266-1801

Internet:
www.novonordisk.co.jp
www.novonordisk.com

参考資料
血友病について
血友病は慢性の遺伝性出血性疾患で、主に男性に発症します。先天性の血友病患者は、正常な血液凝固に必
要なタンパク質である凝固因子をほとんど、もしくは全く持っていません。血友病には、主に血友病 A と血友病 B の
2 種類があり、血友病 A 患者は第 VIII 凝固因子が、血友病 B 患者は第 IX 凝固因子が欠乏、あるいは正常に働
いていません。血友病 A は血友病 B の約 4 倍です。1
血友病は、血液中の凝固因子の量に応じて軽症、中等症または重症に分けられます。1 全世界の血友病患者数
は、約 40 万人と推定されています。2
HERO スタディとは
HERO （ Haemophilia Experiences, Results and Opportunities ） は 、 国 際 諮 問 委 員 会 の 下 、 ノ ボ
ノルディスクが Changing HaemophiliaTM プログラムの一環として支援している国際的なイニシアチブです。
HERO は、血友病の人々、そのご家族、医療提供者の視点から、血友病をもって生きることについて包括的に理解
することを目指しています。
2016 年度の助成受賞プロジェクト


Intelligent Gamengines for home rehabilitation in children with hemophilia and target
joints



The relationship between quality of life and changes in the stomatognathic system, as
well as predisposition for periodontal disorders in patients with congenital haemophilia
with accounting for genetic factors and selected anthropometric parameters



Health Professionals and the psychosocial aspects of their work: a proposal for the
expansion of core-curriculum based on the experiences of professionals and clients



Occupational integration of adults with severe haemophilia in France: a study based on
the FranceCoag cohort

詳細はこちらから
http://www.herostudy.org/hero-research-grant/2015_winning_applications1.html
Changing HaemophiliaTM
30 年以上の間、ノボ ノルディスクは、Changing HaemophiliaTM に取り組んできました。効果的で安全なバイ
オ医薬品を創薬・開発することに加え、診断へのより良いアクセスや関節の健康に焦点をあてたより良い多専門的
ケアに向けて、グローバルのパートナーとともに取り組んでいます。私たちは血友病とともに生きる人々ができるだ
け制限のない日常生活を送れる未来を目指しています。
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社は、デンマークに本社を置くグローバルヘルスケア企業であるノボ ノルディスク社の日本法人で
す。ノボ ノルディスク社はインスリンの発見から間もない 1923 年にインスリンの製造販売を開始し、以来 90 年以上にわたり糖尿病治
療に必要な革新的な医薬品やデリバリーシステムの開発を通じ糖尿病ケアの革新をリードしてきました。また、糖尿病に加え、成長ホ
ルモン療法および血友病においても、それぞれの製品領域をリードしています。ノボ ノルディスク社は現在 77 カ国に約 4 万 2,000 人
の社員を擁し、製品は 165 カ国以上で販売されています。日本法人は 1980 年に設立され、それぞれの製品領域をリードしています。
_____________________
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