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         令和 ２年度事業報告書 

令和 ２年 ４月 １日から令和 ３年 ３月３１日まで 

 

 [事業の状況］ 

大阪成人病予防協会は、昭和３５年 ２月の設立以来、成人病の予防、診断、治療に関するい

ろいろな事業を行ってきた。 

現在は、定款に定める、成人病の予防、診断、治療の一助となるための①医学研究への助成、

顕彰、臨床研究への助成、②啓発のための講演会、出版、③患者団体活動支援などの公益目的事

業を実施し、大阪府民の健康の向上に貢献することとしている。 

 

［事業の詳細］ 

 

１ 医学振興助成事業 公益目的事業１ 

 

⑴  医学研究顕彰事業 

成人病の予防、診断、治療に関し、優れた論文発表を行った研究者を顕彰することにより、大

阪府内における、今後の医療活動の進展及び医療従事者の資質の向上を図るため、発表論文の顕

彰を行うこととし、公募したところ３１件の応募があった。 

応募があった発表論文について、成人病医学研究顕彰及び助成審査委員会の審査を経て、２０

件、２,０００,０００円を顕彰した。 

（事業報告書明細１） 

 

⑵  医学研究助成事業 

成人病の予防、診断、治療に関する優れた基礎研究、臨床に役立つ優れた研究に支援すること

により、大阪府内における医療活動の進展と医療従事者の資質の向上をはかるため、研究への助

成を行うこととし、公募したところ ６件の応募があった。 

応募があった研究について、成人病医学研究顕彰及び助成審査委員会の審査を経て、４件、

２,７００,０００円を助成した。 

（事業報告書明細２） 

 

⑶ 臨床研究助成事業 

 成人病の予防、診断、治療の臨床研究を促進し、医療技術の向上を図る優れた研究に対して、

研究助成と技術支援を行い、研究成果につなげることで医療活動進展及び医療従事者の資質の向

上を図ることとした。 

新規に、助成申請のあった研究課題を、成人病臨床研究助成委員会及び同倫理委員会において
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審査し、４件を承認した。また、同委員会での審査を経て、新規、継続の臨床研究 ９件、７,４

６０,０００円を助成した。 

（事業報告書明細３） 

 

２ 知識･医療方法の推進・啓発事業 公益目的事業２ 

 

⑴  公開講座事業 

コロナ禍のため、大阪府民を対象に、がんと循環器疾患の治療、予防の啓発、患者のＱＯＬ

（生活の質）の向上等を中心とした成人病公開講座を、３回、ＷＥＢにより公開した。なお、地

域での成人病公開講座については中止した。 

また、がん予防キャンペーン大阪２０２０講演会についてもＷＥＢにより公開した。 

（事業報告書明細４） 

 

（成人病公開講座） 

回数 収録年月日 テーマ 公開期間 

第８８回 
令和 ２年 

 ９月 ９日 
がん治療におけるＡＩの応用とその将来 

９月１１日 

～ ９月１５日 

第８９回 
 

１１月１０日 
新しい時代の予防医学・人間ドック 

１１月１３日 

～１１月２７日 

第９０回 
令和３年 

 ２月１０日 

脂肪肝、肝炎、肝がんに対する治療の進

歩 

２月１７日 

～ ３月 ３日 

    

（がん予防キャンペーン大阪２０２０講演会） 

収録年月日 テーマ 公開期間 

令和 ２年１０月 ３日 増えている子宮がん・乳がん！大切な検

診と適切な治療 

１０月１０日 

～１１月２５日 

 

⑵ 機関誌等印刷物の発行事業 

 

ア 会報｢成人病｣の発行 

会報「２０２０成人病 Vol.６０」を発刊のための編集会議を開催し、題目、執筆者を決め、

１,０００部発刊し、会員、医療機関、保健所等に配布した。 

（事業報告書明細５） 

 

３ 成人病、地域医療活動助成事業 公益目的事業３ 

患者会、患者やその家族を支援するグループが主体となって取り組む活動に助成を行うことに
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より、大阪府内における、成人病予防などの啓発を行うこととし、公募したところ、 ５件の応

募があった。 

応募があった活動について、成人病患者団体等支援審査委員会の審査を経て、 ４件、７３

０,０００円を助成した。なお、同審査委員会の審査を経て助成予定の１件については、コロナ

禍のため事業が出来ないとして辞退された。 

（事業報告書明細６） 

 

4 会員及び寄付金等 

会費、寄付金等のお願いをすることにより財源の確保に努めた。 

 

⑴  会員の確保 

 令和 ３年 ３月３１現在会員種類別、件数別、口数別一覧表 

会員 経過措置会員 

会員の種類 件数 口数 会員の種類 件数 口数 

法人  ２０   ６６  一般  １２   １２  

個人  ５８   ６４  医師会  １２   １２  

計  ７８   １３０  計  ２４   ２４  

（事業報告書明細７） 

 

⑵ 寄付金の確保 

事業名 件数  寄付額 （円） 

公益目的事業１ 医学研究顕彰・助成事業 １３    ６１０,０００  

公益目的事業１ 臨床研究助成事業 ２４     １１,８８０,０００  

公益目的事業２ 公開講座機関誌等印刷事業 １ ５００,０００  

公益目的事業３ 成人病、地域医療活動助成事業 ４        ７３,０００  

計 ４２    １３,０６３,０００  

（事業報告書明細８） 

 

⑵  広告収入の確保 

機関誌｢成人病｣への広告掲載収入 １６件 ２９０,０００円 

（事業報告書明細９） 

 

５ 評議員会、理事会の開催状況 

 令和 元年度の事業報告及び決算報告等、令和 ３年度の事業計画及び収支予算等審議のため

書面による理事会を３回、評議員会を２回開催した。 

⑴  令和 ２年 ６月書面決議に関する理事会 

（決議及び承認事項） 



4 

 

◦  令和 元年度事業報告、計算書類等、財産目録及び同監査報告承認の件（決議事項） 

◦  理事及び専務理事候補者の件（承認事項） 

◦  役員及び評議員の報酬等と費用に関する規程の一部改正の件（承認事項） 

◦  評議員会招集の件（決議事項） 

（報告事項）  

◦  業務執行理事からの令和 ２年 １月から ３月までの業務状況報告 

 

⑵  令和 ２年 ６月２６日評議員会 

（決議及び承認事項） 

◦  令和 元年度事業報告、計算書類等、財産目録及び同監査報告承認の件（決議事項） 

◦  理事 １名の選任の件（決議事項） 

◦  役員及び評議員の報酬等と費用に関する規程の一部改正の件（決議事項） 

 

⑶ 書面決議に関する理事会 

（決議事項） 

◦  専務理事 １名の選定の件（決議事項） 

 

⑷ 令和 ３年 ３月書面決議に関する理事会 

（決議及び承認事項） 

◦  令和 ３年度事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資計画の件（決議事項） 

◦  定款の一部を改正する件（承認事項） 

◦  基本財産の一部を処分する件（承認事項） 

◦  基本財産の使途の件（決議事項） 

◦  費用の配賦基準の件（決議事項） 

◦  評議員会招集の件（決議事項） 

（報告事項）  

◦  業務執行理事からの令和 ２年 ４月から１２月までの業務状況報告 

 

⑸ 令和 ３年 ３月１９日評議員会 

（決議及び承認事項） 

◦  令和 ３年度事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資計画の件（決議事項） 

◦  定款の一部を改正する件（決議事項） 

◦  基本財産の一部を処分する件（決議事項） 
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（事業報告書明細）

（医師、研究者対象）
1

森島　敏隆

2

川﨑真佐登

3

西野　雅巳

4

杉村啓二郎

5

岡田　博史

6

藤谷　和正

7

竹内　洋司

8

河内　勇人

9

山階　武

10

瀬尾 昌裕

11

宮田　博志

12

田淵　貴大

13

末田　聖倫

14

竹山　廣志

15

大森　健

16

阿部  智喜

大阪急性期・総
合医療センター

不全合併有無別にみた心筋MIBGシンチおよびQRS幅による植え込
み型除細動器植え込み患者における予後予測能の検討

大阪労災病院
急性非代償性心不全を呈する高齢者HFpEFの長期入院に関与する
因子の検討: AURORA研究からの知見

大阪国際がんセ
ンター

術前化学療法DCF(ドセタキセル/シスプラチン/5-FU)の後に手術
を施行した食道扁平上皮癌患者の予後因子解析

１　令和　２年度医学研究顕彰一覧表

申請者氏名 申請者所属機関 顕　彰　論　文

大阪国際がんセ
ンター

笑いががん患者のＱＯＬに及ぼす効果の無作為化比較試験による
検証

大阪国際がんセ
ンター

PD-L1 強陽性進行期非小細胞肺癌に対する 1次治療
Pembrolizumab 療法の治療効果と転移臓器の関連についての検
討：多施設後ろ向きコホート試験

大阪赤十字病院
10mm 以上20mm 以下の大腸ポリープに対するUnderwater EMRと従
来のEMRとの前向き比較試験

大阪急性期・総
合医療センター

急性心不全における血清コリンエステラーゼ値の予後予測意義：
他の栄養インデックスとの前向き比較試験

松下記念病院
2型糖尿病において末梢灌流の低下は糖尿病性腎臓病の新たな指
標である

大阪急性期・総
合医療センター

D2リンパ節郭清を伴う治癒切除後の病理学的病期 III 胃癌に対
するS-1+ドセタキセル術後補助化学療療法に関する第II相試験の
5年追跡結果

大阪国際がんセ
ンター

10mm未満の大腸ポリープに対する抗凝固薬継続下cold snare
polypectomyは術後出血を増加させない-多施設無作為化比較試験

市立豊中病院
術前減圧処置を行わず治癒切除及び一期的吻合を施行したStage
Ⅱ/Ⅲ閉塞性大腸癌の長期予後の検討

大阪国際がんセ
ンター

進行胃がんに対する単孔式腹腔鏡下胃切除術の安全性の検討

大阪国際がんセ
ンター

膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)における膵CT値を用いた浸潤癌/高
度異型性(HGD)の予測診断の有用性

大阪国際がんセ
ンター

cT4食道癌におけるconversion surgeryの臨床的意義の検討

大阪国際がんセ
ンター

日本における社会と新型タバコ（加熱式タバコおよび電子タバ
コ）に関するインターネット調査研究プロジェクトJASTIS研究の
スタディー・プロフィール

大阪労災病院
根治切除を施行したStage I-III大腸癌における術後腹腔内感染
と予後の検討: propensity score matchingを用いた検討
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17

大川　純代

（看護師、薬剤師、臨床検査技師、各種療法士等対象）
18

鷲尾　颯

19

大平　新吾

20

上田　悦弘

1

池澤　賢治

2

岡部　和倫

3

高田　良司　　

4

清水　悠路　　

1

沖田　典子

2

3

4

5

6

大阪国際がんセ
ンター

異なる治療計画装置で作成されたプランの学習モデルを用いた食
道癌に対する知識ベース型放射線治療計画

２　令和　２年度医学研究助成一覧表

申請者氏名 申請者所属機関 研　究　課　題 研究会名

大阪国際がんセ
ンター

がん5部位におけるホスピタルボリュームと術後5年生存率：日本
における集団ベースの研究

大阪国際がんセ
ンター

Dual-energy CTと生食後押しの組み合わせによる、画質向上・
アーチファクト低減の効果

大阪国際がんセ
ンター

仮想単色X線画像に基づいた回転型強度変調放射線治療計画　‐
CT値の不確かさが線量分布計算に及ぼす影響‐

大阪国際がんセ
ンター

がん患者における味覚障害の評価と味覚障害
出現時の対応についての検討

Osaka Taste
Support Team

大阪がん循環器
病予防センター

職域健診受診者における生活習慣病リスク因
子の経年的変化の関連の検討

循環器疾患予防研
究会

大阪国際がんセ
ンター

75歳以上の切除不能膵癌患者に対するゲムシタビン

塩酸塩＋ナブパクリタキセル併用隔週投与法

（biweekly GnP療法）のシングルアーム第Ⅱ相試験
膵癌治療研究会

ベルランド総合
病院

手術で摘出された肺に含まれるアスベスト小
体とアスベスト線維に関する研究

肺内アスベスト研
究会

胃粘膜下腫瘍の内
視鏡切除研究会

上堂　文也
大阪国際がんセン
ター

胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡切除

大阪ロボット胃が
ん手術研究会

大森　健
大阪国際がんセン
ター

胃癌に対するロボット支援腹腔鏡下手術
と腹腔鏡下手術の安全性、有効性に関す
る前向き研究

３　令和　２年度臨床研究助成一覧表

研究会名 代表者氏名 所属機関 研　究　課　題

脳神経外科疾患研
究会

大阪国際がんセン
ター

脳神経外科疾患を対象とした遺伝子多型
解析に基づくリスクモデルの構築及びお
よび分子機構の解明

尿路性器癌の外科
的治療向上を目指
す会

西村　和郎
大阪国際がんセン
ター

ロボット支援前立腺全摘術後の年齢階層
別下部尿路症状に関する検討

肺がん精密医療研
究会

兒玉　憲 八尾市立病院
外科的生検による肺がんの組織学的診断
と遺伝子検査についての検討

膵癌に対する集学
的治療研究会

高橋　秀典
大阪国際がんセン
ター

Resectable/Borderline resectable膵癌に対する

ゲムシタビンおよびnabパクリタキセル併用術前

化学放射線療法の第II相試験
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9

　コロナ禍のため令和　２年　６月１０日の成人病公開講座は実施出来ず、次の成人病公開

講座はＷＥＢ発信により行った。

第８８回　ＷＥＢ発信期間：　９月１１日から１５日まで

演題 収録会場 収録日

大阪国際がんセンター１階講堂

大阪国際がんセンター 浜本　雄一郎

　　‐人工知能でがんは分かるのか‐ 病理・細胞診断科医師

大阪国際がんセンター 福田　弘武

　　ＡＩ診断 消化管内科医師

大阪大学大学院医学系研究科 梁川　雅弘

　　診断：現状と将来 放射線統合医学講座放射線医学教室講師

視聴数 回

第８９回　ＷＥＢ発信期間：１１月１３日から２７日まで

演題 収録会場 収録日

大阪国際がんセンター１階講堂

大阪国際がんセンター 中西　克之

　　‐有用性と限界‐ 放射線診断科主任部長

２　がん遺伝子パネル検査 大阪国際がんセンター 杉本　直俊

　　：できないこととできること 腫瘍内科・遺伝子診断部副部長

３　がんの統合医療 大阪がん循環器予防センター所長 伊藤　壽記

　　‐予防から補完戦略まで‐ 日本統合医療学会理事長

視聴数 回

第９０回　ＷＥＢ発信期間：　２月１７日から　３月　３日まで

演題 収録会場 収録日

大阪国際がんセンター１階講堂

１　肝がんの成因の動向とその管理 大阪国際がんセンター 中畑　輔

肝胆膵内科副部長

２　肝がんの内視鏡治療 大阪国際がんセンター 大川　和良

肝胆膵内科主任部長

３　肝がんの外科治療 大阪国際がんセンター 和田　浩志

　　‐低侵襲化と根治化 消化器外科副部長

視聴数 回１６８

１　全身ＭＲＩを用いたスクリーニング

３６４

脂肪肝、肝炎、肝がんに対
する治療の進歩

令和　３年　２月１０日
（水曜日）

　　‐ウィルス性肝炎から脂肪性肝炎まで‐

　‐穿刺局所療法、肝動脈化学塞栓療法、全身薬物療法‐

１　未来の病理診断

２　内視鏡を用いた食道がんや胃がんの

３　胸部腫瘍におけるＡＩを用いた画像

１１０

新しい時代の予防医学・人
間ドック

令和　２年１１月１０日
（火曜日）

抗血管新生治療研
究会

中山　貴寛
大阪国際がんセン
ター

薬物療法により臨床的完全奏効が得られたHR陰性

HER2陽性原発乳癌に対する非切除療法の有用性に

関する単群検証的試験（JCOG1806）

４　令和　２年度成人病公開講座

がん治療におけるＡＩの応
用とその将来

令和　２年　９月　９日
（水曜日）

免疫療法バイオ
マーカー研究会

熊谷　隔
大阪国際がんセン
ター

肺癌患者において腫瘍細胞・免疫細胞及びスト

ローマ細胞の遺伝子発現プロファイルから治療感
受性に与える影響を解析する研究

大阪悪性リンパ腫
治療研究会

石川　淳
大阪国際がんセン
ター

メルファラン(Mel)を用いた造血幹細胞移植前処

置後の化学療法による悪心・嘔吐予防におけるオ

ランザピンの有用性を探索する前向き観察研究
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　コロナ禍のため「がん予防キャンペーン大阪２０２０」ははＷＥＢ発信により行った。

（大阪成人病予防協会は「がん予防キャンペーン大阪」実行委員会メンバー）

がん予防キャンペーン大阪２０２０　ＷＥＢ発信期間：１０月１０日から１１月２５日まで

演題 収録会場 収録日

ドーンセンター

１　みんなで知ろう！検診のこと 大阪がん循環器病予防センター 和田　公子

副所長兼乳腺検診部長

２　これからの乳がん診療 近畿大学病院 菰池　佳史

外科教授

３　子宮頸がんの予防と治療 大阪国際がんセンター 上浦　祥司

婦人科主任部長

視聴数 回

５　２０２０成人病Vol.６０通巻No.３００題名執筆者

　⑴　巻頭特集　　

　　（題名）　新型コロナウイルス感染症（Ｃｏⅴｉｄ‐１９）の治療から

　　（執筆者）大阪国際がんセンター呼吸器内科　主任部長　熊谷　融

　　（題名）　新型コロナウイルス感染症（Ｃｏⅴｉｄ‐１９）と社会との関係のこれまでと

　　　　　　　これからを展望する

　　（執筆者）関西大学社会安全学部　教授　高取毛　敏雄

　⑵　特集　医療における人口知能（Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ）

　　　　の活用はどこまで？！

　⑵‐１（題名）　Ａ.Ｉ.による内視鏡診断支援

　　　　（執筆者）大阪国際がんセンター消化管内科　副院長補佐　石原　立

　⑵‐２（題名）　放射線診断のＡ.Ｉ.応用

　　　　（執筆者）大阪国際がんセンター放射線診断・ＩＶＲ科　主任部長　中西　克之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　診療放射線技師　白井　信教

　⑵‐３（題名）　病理診断におけるＡ.Ｉ. 

　　　　（執筆者）大阪国際がんセンター病理・細胞診断科　部長　本間　圭一郎

　⑶　トピックス

　⑶‐１（題名）　咽喉頭がんにおける低侵襲な治療を目出して

　　　　　　　　　‐微小な表在性咽喉頭がんに対する内視鏡的切除術‐

　　　　（執筆者）大阪国際がんセンター

　　　　　　　　　頭頸部外科（耳鼻咽喉科）　主任部長　藤井　隆

　⑷　成人病相談Ｑ＆A

　⑷‐１（題名）　歯科受診における新型コロナウイルス感染症の影響

　　　　（執筆者）大阪国際がんセンター歯科　部長　石橋　美樹

　⑷‐２（題名）　新型コロナウイルス感染対策における看護部との協働

　　　　（執筆者）大阪国際がんセンター看護部　感染管理認定看護師　金沢陽子

　⑷‐３（題名）　前立腺がんの重粒子線治療を受けるには

　　　　（執筆者）大阪重粒子線センター　センター長　茶谷　正史

　⑸　随筆

　⑸‐１（題名）　新型コロナウイルス感染予防治療についての提案

　　　　（執筆者）大阪国際がんセンター顧問　厚生会第一病院名誉院長　正岡　徹

　⑸‐２（題名）　森ノ宮物語　

　　　　　　　　　‐わたしの成人病センター（特定機能病院あれこれ）その２‐

　　　　（執筆者）公益財団法人大阪成人病予防協会　監事　田中　寛

増えている子宮がん・乳がん！

大切な検診と適切な治療
令和　２年１０月　３日
（土曜日）

　　‐守りましよう、あなたの命、家族の笑顔‐

１,１２８

新型コロナウイルス感染症（Ｃｏｖｉｄ‐１９）への罹患が怖くて歯科受診に踏み切れません。

歯科診療の際の新型コロナウイルス（Ｃｏｖｉｄ‐１９）感染症への対応はどうなっているので

しょうか。
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　⑸‐３（題名）　新型コロナウイルス感染症（Ｃｏⅴｉｄ‐１９）禍の職場＋α

　　　　（執筆者）公益財団法人大阪成人病予防協会　松村　卓

　⑹　協会だより（令和　元年度事業報告書）

　⑺　編集後記

1
開設３周年を迎えての記念冊子作り 大阪市

2
佐藤愛子 大阪市

3
みんなで考えるアスベスト疾患

4
がんと仕事‐私の場合　～ライフステージ別の課題に取り組むには～ 大阪市

（注）　がん患者会１・３・５の会　口腔・咽頭がん患者会については支援決定後、コロナ禍

　　　による事業実施困難のため辞退

７　令和　２年度会費収入一覧表

 

（円） （円）

　　寄付額（円）（円）

1

2

3

4

（寄付者一覧表）

（敬称略） 　　寄付額（円）　　寄付額（円）

1 幡本　武二 ４７回目　累計　470,000円
2 田中　寛
3 岡松　計仁
4 岩永　剛
5 湊　真理子
6 今岡　真義 １０回目　累計　500,000円
7 上田　敏 １７回目　累計　760,000円
8 多田　敬 　６回目　累計　410,000円
9 松村　卓 　２回目　累計　 60,000円
10 匿名 　３回目　累計　 30,000円
11 石原　立
12 松房　史郎 　９回目　累計　270,000円
13 中野　雅美 　２回目　累計1,600,000円

備　　　考

1 10,000       

1 20,000       

1 30,000       

1 50,000       

1 50,000       

1 100,000      

1 40,000       

1 600,000      

1 50,000       

寄　付　者 件数 寄付額

1 20,000       

1 90,000       

公益目的事業３ 成人病、地域医療活動助成事業 4 73,000       

42 13,063,000   

1 10,000       

1 50,000       

公益目的事業１ 医学研究顕彰・助成事業 13 610,000      

公益目的事業１ 臨床研究助成事業 24

24 

11,880,000   
公益目的事業２ 公開講座機関誌等印刷事業 1 500,000      

48,000 

８　令和　２年度事業別寄附一覧表

計 78 130 1,300,000 計 24 

事　業　名 件数 寄付額 備　　　考

12 24,000 

個人 58 64 640,000 医師会 12 12 24,000 

法人 20 66 660,000 一般 12 

会員 経過措置会員
会員の種類 件数 口数 既納金額 会員の種類 件数 口数 既納金額

がん・難病など多疾患を横断した治療・ケア情報サイトの更な

る情報拡充と、患者団体間のネットワーク構築のためのイベン

ト開催

ＮＰＯ法人がんと共に生きる
会

中皮腫・アスベスト疾患・患
者と家族の会堺対策チーム

古川和子 堺市

どうするBOKS 江川浩司

６　令和　２年度成人病患者団体活動支援一覧表

事業名 団体名 団体の代表者 団体の所在地

特定非営利活動法人つながり
ひろば

笹田友恵
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14 今井　武 　２回目　累計　100,000円
15 アステラス製薬株式会社
16 大阪薬業クラブ
17 井上　良
18 田所　周二 　３回目　累計　400,000円
19 田所　周二 　４回目　累計　500,000円
20 (有）陶器越山　山本久夫 　４回目　累計　400,000円
21 協和キリン株式会社
22 中外製薬株式会社
23 今岡　真義 １０回目　累計　500,000円
24 下田　公博
25 田中　寛
26

27 高橋　征二郎
28 小野薬品工業株式会社
29 小野薬品工業株式会社
30 川辺　愛 　５回目　累計　520,000円
31 今井　武 　３回目　累計　150,000円
32 日本化薬株式会社
33 谷本　千賀子 　５回目　累計　100,000円
34 萩家朋之
35 多田　敬 　６回目　累計　610,000円
36 岩永　剛 　２回目　累計　100,000円
37 山田　光彦
38 田中　寛 　２回目　累計　 60,000円
39 匿名 　４回目　累計　 40,000円
40 服部　恭子
41 奥村　冨美子
42 境田　哲

個人
法人

（円）

1 アストラゼネカ株式会社 Ａ４版表紙裏
2 第一三共株式会社 Ａ４版目次裏全面
3 中外製薬株式会社 Ａ４版０５頁全面
4 サノフィ株式会社 Ａ４版０６頁上半面
5 大日本住友製薬株式会社 Ａ４版０６頁下半面
6 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 Ａ４版１２頁下半面
7 東和薬品株式会社 Ａ４版１６頁下半面
8 アステラス製薬株式会社 Ａ４版２１頁上半面
9 日本イーライリリー株式会社 Ａ４版２１頁下半面
10 協和発酵キリン株式会社 Ａ４版２２頁上半面
11 エーザイ Ａ４版２２頁下半面
12 大阪重粒子線施設管理（株） Ａ４版３０頁全面
13 社会医療法人大道会 Ａ４版４２頁全面
14 株式会社ＴＨ保険コンサルタント Ａ４版６３頁全面
15 株式会社モノマル Ａ４版裏表紙裏全面
16 ブリストル　マイヤーズ　スクイブ Ａ４版裏表紙表全面

1 10,000       

1 50,000       

1 100,000      

1 2,000,000    

1 100,000      

1 200,000      

1 50,000       

1 100,000      

1 10,000       

1 1,000,000    

1 100,000      

1 50,000       

1 300,000      

1 20,000       

1,000,000    

1 3,000        
誓和工具株式会社代表取締役 楠本 正行 1 1,000,000    

1 300,000      

1 1,000,000    

30,000       

20,000       

20,000       

10,000       

10,000       

10,000       

1 500,000      

1 100,000      

1 150,000      

1 100,000      

1 100,000      

1 1,100,000    

1 1,500,000    

1 50,000       

1

20,000       

40,000       

25,000       

35,000       

290,000      

10,000       

10,000       

10,000       

10,000       

10,000       

20,000       

9 7,400,000    
42 13,063,000   

９　令和　２年度機関誌｢成人病｣への広告掲載収入一覧表

広告掲載者 広告料 備　　　考

13,063,000   

33 5,663,000    

1 50,000       

1 900,000      


