
2016年度「医療機関・医療担当者等への資金提供等 ( 2016年10月1日 ～ 2017年9月30日）」

A.研究開発費等

公開項目 年間件数 年間総額

共同研究費 0 0
委託研究費 0 0
臨床試験費 0 0
製造販売後臨床試験費 0 0
不具合・感染症症例報告費 0 0
製造販売後調査費 0 0

B.学術研究助成費等

公開項目 提供先名 年間件数 金額（円） 年間総額

奨学寄附金 大阪医科大学 眼科学 1 50,000
国立大学法人 東北大学歯学部 1 1,500,000

1,550,000
一般寄付金 公益社団法人東京都眼科医会 1 100,000

100,000
学会寄付金 第27回CAOS21の会 1 100,000

第12回 奈良脳卒中市民公開講座 1 20,000
第11回杉田記念フォーラム 1 50,000
第18回日本正常圧水頭症学会 1 100,000
第28回緑内障学会 1 50,000
第3回 CVD winter Seminar 1 300,000
第4回日本心血管脳卒中学会 1 100,000
第6回日本視野学会学術集会 1 50,000
第26回脳血管外科治療セミナー 1 100,000
平成29年度卓風会総会 1 50,000
第6回JSCRSウィンターセミナー 1 100,000
第27回日本気管食道科学会認定気管食道科専門医大会 1 20,000

1,040,000
学会共催費 第71回日本臨床眼科学会モーニングセミナー24 1 1,080,000

第32回JSCRS学術総会 モーニングセミナー 1 1,500,000
第40回日本眼科手術学会学術集会ランチョンセミナー 1 1,400,000
一般社団法人日本脳神経外科学会第76回学術総会ランチョンセミナー2-5 1 2,160,000
第13回国際脳卒中学会 アフタヌーンセミナー2 1 1,000,000
第27回神奈川脳神経外科手術手技研究会 1 92,593
第58回日本視能矯正学会 ランチョンセミナーⅡ 1 1,080,000
第5回JSCRSサマーセミナー共催シンポジウム 1 500,000
第58回日本人間ドック学会学術大会 ランチョンセミナー 1 600,000
第34回日本眼循環学会イブニングセミナー 1 900,000
第37回日本脳神経外科コングレス総会 ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ1-5 1 800,000
第45回日本小児神経学会ランチョンセミナー 1 800,000
第6回日本視野学会学術集会 ランチョンセミナー1 1 347,223
第34回日本脳腫瘍学会特別講演5 1 138,889
第121回日本眼科学会総会 モーニングセミナー6 1 1,388,889

13,787,594

C.原稿執筆料等 敬称略、五十音順

公開項目 提供先名 氏名 年間総額

講師謝金 東京女子医科大学 教授・講座主任 飯田 知弘 先生

医療法人いさな会 中京眼科 視覚研究所 所長 市川 一夫 先生

稲村眼科クリニック 院長 稲村 幹夫 先生

たじみ岩瀬眼科 院長 岩瀬 愛子 先生

近畿大学堺病院 眼科 教授 日下 俊次 先生

大塚眼科 後藤 禎久 先生
金沢大学 眼科学 病院臨床准教授 医局長 小林 顕 先生
東京慈恵会医科大学第三病院 酒井 勉 先生

熊谷総合病院 脳神経外科 渋井 壮一郎 先生

東京歯科大学市川総合病院整形外科 客員教授 白石 建 先生

大阪市立大学 脳神経外科 准教授 高見 俊宏 先生
愛知医科大学 脳神経外科学講座 教授 高安 正和 先生

東海大学 公衆衛生学 教授 立道 昌幸 先生

奈良の手の外科研究所 所長 玉井 進 先生
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 玉置 明野 先生
慶應義塾大学 医学部 眼科学講座 教授 坪田 一男 先生
名古屋大学医学部眼科学教室 教授 寺﨑 浩子 先生
南青山アイクリニック 理事長 戸田 郁子先生
日高病理診断研究センター　センター長 中里 洋一 先生
田岡病院 形成外科・創傷治癒センター センター長 中西 秀樹先生
山形大学 医学部眼科学教室 講師 西塚 弘一 先生
東京歯科大学水道橋病院 教授 ビッセン 宮島 弘子 先生
東京女子医科大学 特任講師  丸子 一朗 先生
医療法人 みやた眼科 院長 宮田 章先生
信州大学付属病院 眼科 教授 村田 敏規 先生
杏林大学医学部 教授 山田 昌和 先生
東京慈恵医会医科大学 健康科学 教授 和田 高士 先生

4,874,497
原稿執筆料・監修料

0
コンサルティング等業務委託費

0

D.情報提供関連費

公開項目 年間件数 年間総額

講演会費 34 9,639,595
説明会費 16 390,460
医学・医療工学関連文献等提供費 10 1,616,500

E.その他の費用

公開項目 年間総額

接遇等費用 5,620,939


