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A. 研究費開発費等

　　大学や研究機関等と共同で実施する基礎及び臨床の研究に関する費用

B. 学術研究助成費

　　開催費用の支援としての学会寄附金、学会共催費

(学会共催費の金額は消費税抜)

奨学寄附金

件数 金額

1 \3,000,000

1 \500,000

1 \400,000

1 \50,000

1 \2,000,000

1 \150,000

一般寄附金

件数 金額

1 \100,000

1 \500,000

学会寄附金

金額

\30,000

\30,000

\50,000

\50,000

\40,000

\10,000

\30,000

\30,000

\50,000

\30,000

\50,000

\30,000

\100,000

第39回東京冠動脈治療研究会

ｽﾄﾗｸﾁｬｰｸﾗﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｲﾌﾞﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ2015

6th Asia Pacific Congenital & Structural Heart Intervention Symposium 2015

Interventional Cardiovascular Sugery Conference

第64回日本農村医学会

脳卒中治療研究会 大磯ｾﾐﾅｰ2015

IZUMIKAWA LIVE 2015

脳血管内治療ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ2015

第6回後志感染管理研修

第42回関東農村医学会学術総会

大分脳神経血管内治療症例検討会

学会名等

Japanese Society of Interventional Radiology，CNS，H&N and Spine

第13回兵庫ﾗｲﾌﾞﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ

第9回日光ﾄﾗﾝｽﾗﾃﾞｨｱﾙ研究会

久留米大学医学部放射線医学講座

施設名等

特定非営利活動法人中日本PCI研究会

特定非営利活動法人ﾃｨｰ･ｱｰﾙ･ｱｲ国際ﾈｯﾄﾜｰｸ

学校法人昭和大学横浜市北部病院

国立大学法人大分大学医学部臨床医学系放射線医学講座

国立大学法人東京医科歯科大学MEｾﾝﾀｰ

国立大学法人大分大学医学部臨床医工学ｾﾝﾀｰ

学会共催費 \2,240,742

施設名等

学校法人順天堂大学医学部脳神経外科学講座

一般寄附金 \600,000

学会寄附金 \4,090,000

　　学術研究の振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、及び学会等の会合

項目 年間の総額

奨学寄附金 \6,100,000

共同研究費 \1,035,344

(金額は消費税抜)

医療機関等に対する金銭の支払い状況(2015年度：2015年4月～2016年3月）

※B.C項目については、当社内の集計順に表記しています。

項目 年間の総額
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\20,000
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\60,000

\30,000

\50,000
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\2,000,000

\50,000

\30,000

\20,000
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\30,000
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\20,000

磯子区健康づくりフェスタ

第27回北河内透析従事者勉強会

秋田県腎協・平成28年度事業(東北ﾌﾞﾛｯｸ交流会in秋田)

第22回日本門脈圧亢進症学会総会

第49回日本臨床腎移植学会

第22回日本脳神経血管内治療学会九州地方会

第10回北陸IVR研究会

第7回ﾊｰﾄの日 in NAGOYA

第7回ﾊｰﾄの日 in GIFU

第10回北陸VAIVT研究会

第15回北陸夏季脳血管内治療懇話会

HHT　JAPAN2015

ﾊｰﾄの日実行委員会

第2回最新のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽと経験に基づいた血管内治療研究会

冠動脈模型作成ｾﾐﾅｰ

第19回北関東PTA研究会

新里ﾒﾃﾞｨｹｱｾﾝﾀｰ「ふれあい健康ﾌｪｽﾀ」

第20回肝動脈塞栓療法研究会

第1回日本穿刺ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ研究会

第8回汎太平洋脳神経外科学会

第7回国際Mt.磐梯神経科学ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ合同会議

日本下肢救済・足病学会北海道地方会

第183回日本医学放射線学会九州地方会

日本ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ放射線医学協会

栃木県ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ研究会

第43回日本歯科麻酔学会総会・学術集会

第23回日本脳神経血管内治療学会九州地方会

The 8th Congress of the International Federation of Shock Societies

第6回函館秋の脳血管内治療ｾﾐﾅｰ

第47回日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会関東甲信越地方会

第125回日本医学放射線学会中国･四国地方会

埼玉心血管ｶﾃｰﾃﾙ治療研究会

第44回埼玉透析医学会学術集会・総会

第18回北関東PTA研究会

第46回徳島透析療法研究会

第1回iTREND心臓先端医療研究会市民公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの運営

ﾘﾚｰ･ﾌｫｰ･ﾗｲﾌ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ2015　宮崎・のべおか

第16回北海道透析技術談話会

IVORY研究会

公益社団法人埼玉県臨床工学技士会

第39回日本脳神経CI学会総会

北日本IVR研究会



学会共催費

金額

\92,593

\92,593

\324,074

\231,482

\500,000

\1,000,000

C. 原稿執筆料等

　　業務の委託に関する費用

(金額は消費税込、源泉税込)

　※C.原稿執筆料等の個別情報については弊社まで問い合わせ下さい。

講師謝金

医療部長

院長

副センター長

循環器内科部長

看護部長・透析室長

-

看護部長　

院長

准教授　

コンサルティング等業務委託費

医学博士

-

病院院長

-

D. 情報提供関連費

　　医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、

　　説明会等の費用

件数 年間の総額

14 \2,272,167

446 \2,724,925

E. その他費用

　　社会的儀礼としての接遇等の費用

年間の総額

\11,849,986

(金額は消費税抜)

いたのクリニック

説明会費

(金額は消費税抜)

項目

接遇等費用

講演会費

東海大学循環器内科 吉町 文暢

施設名･役職･氏名

湘南鎌倉総合病院 森 貴久

板野 哲

井上病院 -

項目

神戸市立医療ｾﾝﾀｰ西市民病院 -

増子記念病院 佐藤　久光

聖隷横浜病院 内田　明子

岡崎北クリニック 佐々　良次

森ノ宮病院 川﨑　大三

メディカルサテライト岩倉 長尾　尋智

森田内科クリニック 森田　寛

時計台記念病院 越田　亮司

コンサルティング等業務委託費 \908,000

施設名･役職･氏名

小樽市立病院 高川　芳勅

項目 年間の総額

講師謝金 \845,480

 CCT2015 PeriphralLive｢Flash Presentation｣

 第18回日本腎不全看護学会学術集会･総会

(学会共催の金額は消費税抜)

　　自社医療機器の適正使用等に関する情報等を提供するための講演や原稿執筆、コンサルティング等の

近畿心血管治療ｼﾞｮｲﾝﾄﾗｲﾌﾞ2015

第4回SlenderClubJapanWorkShop in Higashikani

SLENDER CLUB JAPAN Live Demonstration&Annual Meeting 2015 in TOKYO

ADATARALive Demonstration

学会名等


