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医療機関等への資金提供情報 

 

A 研究費開発費等 

 

 年間の総額  100,656（円）

共同研究費 ‐

委託研究費  ‐

臨床試験費 ‐

製造販売後臨床試験費 ‐

副作用・感染症症例報告費  ‐

製造販売後調査費  100,656

 

 

B 学術研究助成費 

B-1：奨学寄附金  

 

施設名 教室名・診療科名  件数 金額（円） 

国⽴⼤学法⼈新潟⼤学 腎医学医療センター １ 7,500,000

学校法⼈慈恵⼤学東京慈恵会医科⼤学 総合医科学研究センター遺伝子治療研究部 １ 5,000,000

 

 

B-2 一般寄附金 

  

団体名・施設名  件数 金額（円） 

該当なし ‐ ‐

 

 

B-3 学会等寄附金  

 

学会名 金額（円） 

第 5 回国際ライソゾーム病フォーラム 700,000

 

 

B-4 学会等共催費  

 

学会名 セミナー 金額（円） 

第 61 回日本腎臓学会学術総会 ランチョンセミナー 1,620,000
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第 66 回日本心臓病学会学術集会 ランチョンセミナー 1,620,000

第 60 回日本先天代謝異常学会、第 16 回アジア先天代謝異常症シンポジウム ランチョンセミナー 1,559,160

第 23 回日本ライソゾーム病研究会 ランチョンセミナー 1,000,000

第 62 回日本腎臓学会学術総会 モーニングセミナー 1,296,000

第 5 回日本心筋症研究会 モーニングセミナー 540,000

第 61 回日本先天代謝異常学会総会、第 17 回アジア先天代謝異常症シンポジウム ランチョンセミナー 1,587,960
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C- 原稿執筆料等 【講師謝金・原稿執筆料・監修料・業務委託費】 

 

氏名/Name 施設名/Hospital 所属/Department 役職/Title 

  合計金額（円）6,024,276 

坪井一哉 東海旅客鉄道㈱名古屋セントラル病院 ライソゾーム病センター・血液内科 センター長 

大橋十也 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センター 遺伝子治療研究部 教授 

成田一衛 国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 医歯学総合研究科 腎研究センター 腎・膠原病内科学分野 教授 

小林正久 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学 小児科学講座 講師 

衞藤義勝 一般財団法人脳神経疾患研究所 先端医療研究センター センター長  

杉村宏一郎 国立大学法人東北大学病院 循環器内科学 講師 

下川宏明 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科 循環器内科学 教授 

本郷賢一 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学 循環器内科 教授 

萩原誠久 学校法人東京女子医科大学 循環器内科 主任教授 

中村公俊 国立大学法人熊本大学大学院 生命科学研究部 小児科学分野 教授 

酒井規夫 国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻生命育成看護科学講座成育小児科学 教授 

小林博司 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センター遺伝子治療研究部・小児科学講座 准教授 

右田王介 学校法人聖マリアンナ医科大学 小児科/遺伝子診療部 講師/副部長 

大竹明 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学 小児科・難病センター 教授 

奥山虎之 国立研究開発法人国立成育医療研究センター ライソゾーム病センター/臨床検査部 センター長/統括部長 

小須賀基通 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 遺伝診療科/臨床検査部 高度先進検査室 医長/室長 

井上貴仁 福岡大学西新病院 成育医療支援センター/小児科 センター長/准教授 

濱崎考史 公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科 発達小児医学 教授 
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鈴木聡 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 腎臓内科 副院長/血液浄化センター長/腎臓内科代表部長 

田中一樹 あいち小児保健医療総合センター 腎臓科 医長 

丸山彰一 国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 病態内科学講座腎臓内科学 教授 

増田智広 国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 病態内科学講座 腎臓内科学 病院助教 

山川裕之 慶應義塾大学病院／横浜市立市民病院 循環器内科 講師/医長 

佐藤徹 学校法人杏林学園杏林大学医学部 循環器内科学 教授 

家田真樹 国立大学法人筑波大学 医学医療系循環器内科学 教授 

福田恵一 学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部 循環器内科 教授 

高田史男 学校法人北里研究所北里大学大学院医療系研究科 臨床遺伝医学講座 教授 

波多野嗣久 医療法人社団悠救会波多野医院  副院長 

山田聡 学校法人東京医科大学東京医科大学八王子医療センター 循環器内科  

稲垣夏子 学校法人東京医科大学東京医科大学病院 循環器内科/遺伝子診療センター 講師 

武井康悦 学校法人東京医科大学東京医科大学病院 循環器内科 講師 

近森大志郎 学校法人東京医科大学東京医科大学 循環器内科学分野 主任教授 

岡部富士子 おかべふじこ内科・循環器科クリニック  院長 

久保亨 国立大学法人高知大学医学部 老年病・循環器内科学講座 講師 

下畑誉 学校法人東京医科大学東京医科大学茨城医療センター 腎臓内科 准教授 

渡邊 順子 学校法人久留米大学医学部 小児科 准教授 

田代克弥 日本赤十字社唐津赤十字病院 小児科 部長 

樋口公嗣 国立大学法人鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学 助教 

泉家康宏 大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学 准教授 
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久保田孝雄 東都三軒茶屋クリニック  院長 

安川秀雄 学校法人久留米大学医学部 内科学講座 心臓・血管内科 准教授 

廣瀬伸一 学校法人福岡大学医学部 小児科学 主任教授 

知念安紹 国立大学法人琉球大学大学院医学研究科 育成医学講座（小児科） 准教授 
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D 情報提供関連費 

 

 年間の回数 （回） 年間の総額（円） 

講演会費： 13 39,598,247

説明会費： 51 2,592,057

医学・薬学関連文献提供費： ‐ 1,390,977

 

 

E その他の費用 

 

 年間の総額（円） 

接遇等費用： 493,397

 


