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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 ¥500,000
1 ¥3,000,000
1 ¥400,000
1 ¥100,000
1 ¥300,000
1 ¥2,000,000
1 ¥150,000

一般寄附金

件数 金額
1 ¥1,000,000
1 ¥50,000
1 ¥100,000
1 ¥100,000
1 ¥500,000
1 ¥70,000
1 ¥300,000

学会寄附金

金額
¥300,000
¥30,000
¥30,000
¥30,000
¥40,000
¥20,000

¥100,000

第8回SIRCHS研究会
第14回兵庫ﾗｲﾌﾞﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ
第13回日本中性子捕捉療法学会
第7回後志感染管理研修会
第109回日本臨床外科学会 北海道支部総会
埼玉心血管ｶﾃｰﾃﾙ治療研究会

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
公益財団法人日本骨髄ﾊﾞﾝｸ
国立研究開発法人 国立がん研究ｾﾝﾀｰ

学会名等
日本ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ放射線医学協会

国立大学法人大分大学
久留米大学医学部放射線医学講座

施設名等
国立大学法人宮崎大学
公益社団法人いばらき腎臓財団
特定非営利活動法人　未来ﾌﾟﾛｾｽ

施設名等
学校法人昭和大学横浜市北部病院
学校法人順天堂大学脳神経外科学講座
国立大学法人大分大学臨床医学系放射線医学講座
国立大学法人熊本大学生命科学研究部放射線診断分野
学校法人国際医療福祉大学

一般寄附金 ¥2,120,000
学会寄附金 ¥1,980,000
学会共催費 ¥2,482,780

(金額は消費税抜)

　　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 ¥6,450,000

医療機関等に対する金銭の支払い状況(2016年度：2016年4月～2017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
共同研究費 ¥1,036,296



¥50,000
¥50,000
¥50,000

¥150,000
¥30,000
¥30,000
¥30,000
¥30,000
¥30,000
¥30,000
¥30,000
¥20,000
¥20,000
¥50,000

¥100,000
¥50,000
¥50,000
¥30,000
¥20,000
¥20,000
¥30,000
¥20,000
¥30,000
¥20,000
¥20,000
¥50,000
¥30,000
¥30,000
¥50,000
¥20,000
¥30,000
¥30,000
¥10,000
¥30,000
¥10,000
¥20,000
¥40,000
¥20,000
¥20,000
¥50,000

学会共催費

金額
¥27,778
¥92,593
¥92,593

¥601,852
¥277,778
¥150,000
¥97,593
¥92,593
¥50,000

¥1,000,000

第2回U-TECH静岡 for Puncture
第88回大阪透析研究会

 Japan Endovascular Treatment Conference 2017(JET2017)
(学会共催の金額は消費税抜)

第1回U-TECH静岡 for Puncture
KCJL2016
SLENDER CLUB JAPAN Live Demonstration&Annual Meeting 2016 in KOBE

ADATARA LIVEDEMONSTRATION 2016
第43回日本血液浄化技術学会学術大会・総会
第3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(LEVEL3)

第8回後志感染管理研修会
HHT JAPAN 2017(第4回日本HHT研究会)
第2回CV-NET AK
第1回　中国･九州脳神経血管内治療ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

学会名等
第7回埼玉ｱｸｾｽ研究会学術集会

第20回北関東PTA研究会
第14回県民公開講座
第184回日本医学放射線学会九州地方会
第9回SIRCHS研究会
日本下肢救済・足病学会北海道地方会学会
第27回東北ｱﾌｪﾚｼｽ研究会

函館脳血管内治療懇談会
第24回日本脳神経血管内治療学会九州地方会
ひたちのｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝﾗｲﾌﾞ2016
第61回全国国立病院療養所放射線技師会総会
第81回日本循環器学会学術集会
第28回 北河内透析従事者勉強会

第8回ハートの日inNAGONA
第8回ハートの日in　GIFU
第6回日本下肢救済･足病学会 九州･沖縄地方会

第11回北陸VAIVT研究会
第17回北海道透析技術談話会
第47回徳島透析療法研究会

第23回鹿児島県臨床工学研究会
第11回北陸IVR研究会
TREND Inter Conference2017
脳血管内治療技術と機器研究会
IZUMIKAWA LIVE 2016
第22回日本血管内治療学会学術総会

ハートの日2016
第5回日中友好SLENDER CLUB JAPAN WORKSHOP in Higashikani
脳卒中研究会大磯ｾﾐﾅｰ2016
大分脳神経血管内治療症例検討会
2016年北陸夏季脳血管内治療懇話会
第15回東北Peripheral intervention conference

第17回脳神経血管内治療琉球ｾﾐﾅｰ
第3回栃木心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ研究会
伊勢志摩ﾗｲﾌﾞ2016
日本ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾅﾙﾗｼﾞｵﾛｼﾞｰ学会
第2回Interventional Cardiovascular Surgery Conference
第8回宮崎循環器市民講座



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

-
医長

統括部長

技師長
副主任

統括部長
看護部長・透析室長

-
副院長
副院長

コンサルティング等業務委託費

病院院長
医学博士

-

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
12 ¥1,505,644
415 ¥2,056,590

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
¥12,575,035

説明会費
(金額は消費税抜)

項目
接遇等費用

(金額は消費税抜)

関西医科大学総合医療センター 米虫　敦

項目
講演会費

時計台記念病院 浦澤　一史

施設名･役職･氏名
いたのクリニック 板野 哲

湘南鎌倉総合病院 森 貴久

メディカルサテライト岩倉 長尾　尋智
メディカルサテライト知多 野々山　智之

宮崎市郡医師会病院 柴田　剛徳

三橋病院 堀井　宏志
あかね会 中島土谷クリニック 松田　政二

行橋クリニック 弥吉　浩行

頌徳会 日野クリニック 大栗　克之
宮崎市郡医師会病院 仲間　達也

東葉クリニック 佐藤　忠俊

講師謝金 ¥584,077
コンサルティング等業務委託費 ¥1,166,370

施設名･役職･氏名

　　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

項目 年間の総額


