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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 ¥200,000
1 ¥500,000
1 ¥400,000
1 ¥200,000

一般寄附金

件数 金額
1 ¥100,000
1 ¥100,000
2 ¥1,900,000

学会寄附金

金額
¥50,000
¥50,000

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

医療機関等に対する金銭の支払い状況(2017年度：2017年4月～2018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 ¥1,781,666

一般寄附金 ¥2,100,000
学会寄附金 ¥1,680,000
学会共催費 ¥13,686,409

(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 ¥1,300,000

公益社団法人日本透析医会
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

学会名等
脳血管内治療ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ2017
第8回関東臨床工学会

施設名等
学校法人　埼玉医科大学
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
学校法人  兵庫医科大学放射線医学教室

施設名等

第24回一般社団法人日本神経内視鏡学会
Hokkaido Peripheral Intervention Conference(HoPIC)2017
日本集中治療医学会 第1回北海道支部学術集会
第18回脳神経血管内治療琉球ｾﾐﾅｰ
ﾊｰﾄの日実行委員会　心臓血管ｾﾝﾀｰ金沢循環器病院



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

¥100,000
¥30,000

¥100,000
¥20,000
¥20,000
¥20,000
¥20,000
¥50,000
¥20,000
¥20,000
¥30,000
¥50,000
¥20,000

¥100,000
¥30,000
¥30,000
¥50,000

¥200,000
¥50,000
¥30,000
¥40,000
¥50,000
¥20,000
¥10,000
¥80,000
¥30,000

学会共催費

金額
¥694,445
¥324,074

¥2,936,180
¥2,250,000
¥2,600,000

¥184,259
¥750,000

¥1,532,636
¥1,600,000

¥814,815

函館脳血管内治療懇談会
北陸IVR研究会
第14回日本血管腫血管奇形学会学術集会/第9回血管腫血管奇形講習会
第21回北関東PTA研究会
TREND InterConference 2018
脳卒中研究会  大磯ｾﾐﾅｰ2017

第185回日本医学放射線学会九州地方会

第13回日本医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会愛知県支部学術集会
第317回公益社団法人日本医学放射線学会関西地方会
第9回宮崎循環器市民講座
第26回　日本脳神経血管内治療学会　九州地方会
第48回徳島透析療法研究会
KCT Live Demonstration 2017

第29回関東IVR研究会
第12回北陸VAIVT研究会
第18回ﾊｰﾄの日
第9回ﾊｰﾄの日 in GIFU
第9回ﾊｰﾄの日 in NAGOYA
公益財団法人いばらき腎臓財団

第43回超音波ﾄﾞﾌﾟﾗ･新技術研究会
第27回  脳神経血管内治療学会　九州地方会(学術集会)
第28回東北ｱﾌｪﾚｼｽ研究会
日本下肢救済･足病学会  北海道地方会「ﾌｯﾄｹｱの日」記念　市民公開講座
第47回日本脳卒中の外科学会学術集会
Japanese Society of Interventional Radiology, CNS, H&N and Spine

第15回県民公開講座
水戸日立ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ研究会　ひたちのｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝﾗｲﾌﾞ2017
伊勢志摩ﾗｲﾌﾞ2017
第10回Japan Endovascular Treatment Conference
Endovascular Asia 2017
第31回日本冠疾患学会学術集会

ｻｯﾎﾟﾛﾗｲﾌﾞﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ2017
ARIA2017
第33回NPO法人日本脳神経血管内治療学会
鎌倉ﾗｲﾌﾞﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ
JET2018

(学会共催の金額は消費税抜)

学会名等
SLENDER CLUB JAPAN2017inTOKYO
ADATRA Live Demonstration 2017
CVIT2017
DialysisAcessSymposium2017
CCT2017



C. 原稿執筆料等

　　業務の委託に関する費用

¥167,055

(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

副院長

総長
副院長

血液浄化ｾﾝﾀｰ長(診療部長)・医局長 准教授

准教授
事務局長

臨床医工学ｾﾝﾀｰ診療教授

心臓血管ｾﾝﾀｰ長ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ長

脳神経外科 教授
(信楽園病院)研究部長

脳神経外科 教授
主任
院長

循環器内科 科長
循環器内科 診療部長

循環器内科 医長 兼 血管造影室主任

循環器内科 医長
循環器内科 副部長

循環器科 部長

原稿執筆料

主任
看護部 科長

コンサルティング等業務委託費

病院院長
事務長・臨床工学技士長

コンサルティング等業務委託費 ¥2,400,000

施設名･役職･氏名
宮崎市郡医師会病院 柴田　剛徳

湘南鎌倉総合病院 齋藤　滋

　　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
講師謝金 ¥2,690,102
原稿執筆料

東海大学医学部付属八王子病院 吉町 文暢
ＮＰＯいつでもどこでも血液浄化 兵藤　透

大分大学医学部 友　雅司

札幌東徳洲会病院 山崎　誠治
Avanzare Japan

埼玉医科大学総合医療センター 小川　智也

昭和大学藤が丘病院 寺田 友昭
阿佐谷すずき診療所 山本 乃之

高橋病院 高橋　玲比古

済生会横浜市東部病院 伊藤　良明
久留米大学医学部 廣畑　優

信楽園病院/新潟大学 伊藤　靖

宮崎市郡医師会病院 仲間　達也
京都第二赤十字病院 椿本　恵則

済生会横浜市東部病院 山脇　理弘

宮崎市郡医師会病院 栗山　根廣
横浜栄共済病院 道下　一朗
桜橋渡辺病院 住吉　晃典

中島土谷クリニック 松田　政二

施設名･役職･氏名
いたのクリニック 板野 哲
岡垣腎クリニック 村山 憲一

湘南鎌倉総合病院 田中　穣

施設名･役職･氏名
医療法人健友会本間病院 五十嵐　一生

札幌南一条病院 中野渡　悟

St.Lukｅ's Hospital 平井 大士



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
70 ¥11,806,482
566 ¥3,400,752

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
¥15,368,246

項目
接遇等費用

(金額は消費税抜)

項目
講演会費
説明会費

(金額は消費税抜)


