Ｂ．学会研究助成費：Ｂ２．一般寄附金
提供先医療機関等（学会等含む）の正式名称
日本心エコー図学会第２２回夏期講習会
特定非営利活動法人乳がん画像診断ネットワーク
特定非営利活動法人心臓ＭＲハンズオン
徳島ピンクリボン集会２０１３
第３回鳥取ピンクリボンフェスタ
第３３回神経放射線ワークショップ
新潟アンギオ画像研究会
社団法人日本脳卒中協会奈良県支部
滋賀県がん対策推進イベント
公益財団法人日本対がん協会
公益財団法人早期胃癌検診協会
公益財団法人 宮城県対がん協会
公益財団法人 やまがた健康推進機構
近畿救急撮影セミナー
肝がん撲滅運動 市民公開講座
岡山大学ＩＶＲセンター市民公開講座
ハートの日実行委員会
くるめ水の祭典振興会
がん検診いかまい浜松２０１３
ＰＥＴサマーセミナー２０１３ｉｎ加賀百万石
ＥＣＴ研究会
Ｃ５研究会ｉｎＣＣＴ
Ｂ．学会研究助成費：Ｂ３．学会寄附金
提供先医療機関等（学会等含む）の正式名称
第４回国際観光医療学会学術集会
第３０５回公益財団法人日本医学放射線学会関西地方会
第１２１回日本医学放射線学会中国・四国地方会
第１６回日本成人先天性心疾患学会総会・学術集会
第５３回日本核医学学術総会／第３３回日本核医学技術学会
第１回Ｎｅｕｒｏｓｕｒｇｅｒｙ Ｕｐｄａｔｅ ｉｎ Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ
第２１回日本消化器関連学会週間
第６７回日本交通医学会総会
第３回アジア慢性期医療学会
第１３回日本核医学会春季大会
Ｂ．学会研究助成費：Ｂ４．学会共済費
提供先医療機関等（学会等含む）の正式名称
2014/6/13-15第39回日本超音波検査学会学術集会
2014/6/5-8開催 第50回日本肝癌研究会
ADATARA Live Demonstration 2013
Advanced CT・MR2014
Echo Kanazawa 2013
Minimizing Errors，Maximnizing Quality Workshop
TCIF2013
The Echo Live 2013 ﾗｲﾌﾞﾃﾞﾓﾝｽﾞﾄﾚｰｼｮﾝ
レセプト審査強化対策セミナー・超音波検査セミナー
一般社団法人 体表解剖学研究会 第4回全国研修会
茨城こどもゼミナール
運動器ｴｺｰの進歩が診療を進化させるin九州
群馬県超音波研究会
札幌核医学技術研究会
循環器画像技術研究会 第7回血管撮影技術基礎教育セミナー
小児ﾘｳﾏﾁ研修会in Okinawa 第3回日本小児ﾘｳﾏﾁ研修会関節ｴｺｰ
消化管ｴｺｰｾﾐﾅｰ2013in岡山
消化管ｴｺｰｾﾐﾅｰ2013in東京
消化管ｴｺｰセﾐﾅｰ2013in福岡
消化管エコーセミナー2013in北海道
消化管エコーセミナーin大阪
消化管ｴｺｰﾊﾝｽﾞｵﾝｾﾐﾅｰ2013東京会場
消化管ｴｺｰﾊﾝｽﾞｵﾝｾﾐﾅｰ2013福岡
消化管エコーハンズオンセミナーin大阪
心臓MRﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ2013（第6回SCMR Japan Chapter研究会)
水戸腹部超音波診断研究会
静岡県保険医協会超音波研究会
第101回香川県腹部超音波研究会
第102回香川県腹部超音波研究会
第102回日本循環器学会中国四国合同地方会
第105回 岩手腹部超音波研究会
第12回山梨BodyImaging研究会
第13回山梨頭頸部・神経画像研究会
第１４回IVR看護研究会
第15回日本ｱｸｾｽ研究会ｾﾐﾅｰ
第16回日本成人先天性心疾患学会総会・学術集会

件数
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22件
件数
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10件

提供金額
¥300,000
¥300,000
¥400,000
¥30,000
¥20,000
¥300,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥300,000
¥3,000,000
¥100,000
¥30,000
¥40,000
¥10,000
¥80,000
¥50,000
¥10,000
¥30,000
¥150,000
¥80,000
¥50,000
¥5,310,000
提供金額
¥450,000
¥30,000
¥90,000
¥250,000
¥1,100,000
¥90,000
¥500,000
¥300,000
¥980,000
¥400,000
¥4,190,000
提供金額
¥1,285,714
¥1,542,857
¥269,841
¥740,741
¥285,714
¥352,381
¥666,667
¥952,381
¥800
¥112,610
¥34,953
¥200,000
¥645,995
¥12,057
¥142,480
¥142,857
¥1,200,000
¥1,500,000
¥1,200,000
¥1,150,000
¥1,160,000
¥280,000
¥282,000
¥250,000
¥571,429
¥75,552
¥762
¥115,011
¥75,736
¥314,715
¥33,238
¥164,596
¥100,000
¥100,000
¥300,000
¥250,000

提供先医療機関等（学会等含む）の正式名称
第１６回日本臨床救急医学会総会・学術集会セミナー８
第19回岡山消化器検診研究会
第１回長野東芝ＣＴユーザーミーティング
第１回泌尿器画像診断・治療技術研究会
第20回岡山消化器検診研究会
第２１回ＪＤＤＷスポンサードイベント
第２１回広島乳腺超音波診断カンファレンス
第21回日本乳癌学会学術集会
第22回日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会学術集会
第２３回岡山消化管超音波懇話会
第23回日本小児ﾘｳﾏﾁ学会学術総会集会
第２３回日本乳癌画像研究会
第23回日本乳癌検診学会学術総会
第240回多摩エコー研究会
第241回多摩エコー研究会
第242回多摩エコー研究会
第244回多摩エコー研究会
第246回多摩エコー研究会
第２５回日本心エコー図学会学術集会
第25回日本整形外科超音波学会
第２７回日本腹部放射線研究会
第2回岩手県放射線技師会学術セミナー
第３１回広島県医学検査学会
第31回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会
第32回Microwave Surgery研究会
第３３回日本脳神経コングレス総会
第38回日本超音波検査学会学術集会
第41回日本磁気共鳴医学会大会
第42回日本心血管インターベンション治療学会 関東甲信越地方会
第４４５回日本医学放射線学会関東地方会定期大会
第49回日本医学放射線学会秋季臨床大会
第4回群馬造影超音波研究会
第５２回日本消化器がん検診学会総会
第５３回日本核医学会学術総会
第５４回日本核医学会学術総会・第３４回日本核医学技術学会総会学術大会
第５５回全日本病院学会in埼玉 共催セミナー
第５７回関東核医学画像処理研究会
第58回日本リウマチ学会総会学術集会
第５回ＣＪＥＴ
第５回放射線治療センターセミナー
第62回日本医学検査学会
第６３回日本病院学会
第6回消化管CT技術研究会
第6回連結型自動分析装置研究会
第７７回日本循環器学会学術集会
第7回SCCT研究会
第7回消化管CT技術研究会
第85回日本消化器内視鏡学会総会
第８回広島消化管超音波研究会
第８回東京ハートラボ 共催費
第99回日本消化器病学会 中国支部例会
第９回放射線治療センターセミナー
中部東芝CTﾕｰｻﾞｰ会
東芝ＣＴ・ＭＲセミナー ｉｎ静岡
日本心ｴｺｰ図学会 KSE-JSE Joint Session
日本心ｴｺｰ図学会第10回秋期講習会
日本心ｴｺｰ図学会第18回冬期講習会
日本心ｴｺｰ図学会第22回夏期講習会
日本心ｴｺｰ図学会第22回夏期講習会 お昼ﾐﾆﾚｸﾁｬｰ
日本心臓病学会第61回学術集会
日本超音波医学会関東甲信越地方会第25回学術集会
日本超音波医学会第３４回中部地方会学術集会
日本超音波医学会第８６回学術集会
日本母体胎児医学会超音波ｾﾐﾅｰ2013
日本放射線技術学会 北海道部会学術秋季大会
宮崎県臨床検査技師会 平成２５年度生理研究班・宮崎地区合同企画 腹部超音波検査研修会
兵庫県保険医協会「診療内容向上研究会」
平成２５年度日本臨床衛生検査技師会中四国支部医学検査学会(第４６回)

提供金額
¥840,000
¥34,878
¥190,476
¥250,000
¥112,381
¥1,500,000
¥31,600
¥3,129,812
¥100,000
¥44,486
¥852,653
¥893,878
¥163,167
¥5,373
¥3,979
¥6,151
¥6,498
¥5,765
¥1,800,000
¥380,952
¥952,381
¥76,190
¥95,254
¥368,502
¥285,714
¥1,000,000
¥2,003,015
¥2,935,384
¥523,611
¥450,000
¥25,333
¥84,686
¥1,000,000
¥1,943,224
¥1,500,000
¥360,534
¥488,779
¥2,000,000
¥170,707
¥285,714
¥358,215
¥1,700,000
¥200,000
¥238,095
¥448,197
¥952,381
¥350,000
¥26,476
¥201,905
¥571,429
¥888,227
¥285,714
¥476,190
¥111,886
¥952,380
¥333,333
¥619,048
¥285,714
¥55,000
¥44,000
¥1,000,000
¥114,286
¥3,042,930
¥285,714
¥275,238
¥28,571
¥85,714
¥19,048
¥57,361,855

