
企業・団体

11%

個人

89%

寄付件数 個人・法人別内訳

企業・団体 個人

“がんにならない、がんに負けない、がんと生きる社会”

皆様との協働で一日も早く

寄付金のご報告 2016年度

■当センタ－は独立行政法人化以降、主要財源である運営費交付金が削減に転じ
る一方、寄付金を皆様からお預かりできるようになりました。がん克服という最
終目標を一日でも早く達成し、一人でも多くの患者さんを救うために、皆様から
のご寄付が大きな支えになります。

■当センタ－の2016年度寄付金額・件数合計は下記の通りとなりました。皆様
の当センタ－に対するご理解とご支援に、厚く御礼申し上げます。

■お預りしたご寄付は、当センタ－が重点的に取り組むプロジェクト、または
がん研究・がん医療推進のため（裏面ご参照) 大事に使わせていただきます。

がん研究・がん

医療, 74,020 

Endeavor 

, 3,567 

NEXT , 

17,572 

患者サポ－ト研

究開発センター, 

14,670 

SCRUM－

Japan , 

2,496 

寄付金額 目的別内訳

（単位 千円）

がん研究・がん

医療, 390 
Endeavor 

, 31 

NEXT , 

106 

患者サポ－ト研

究開発セン

ター, 26 

SCRUM－

Japan , 

17 

寄付件数 目的別内訳

（単位 件）

寄付金額・件数

２０１６年度

¥112,324,486

570

企業・団体

30%

個人

70%

寄付金額 個人・法人別内訳

企業・団体 個人


Designated Donation March 1

						”がんにならない、がんに負けない、がんと生きる社会”　をめざして マ イ シャカイ



						プロジェクト		リ－ダ－		がん患者さんへの貢献 カンジャ コウケン		進捗および成果 シンチョク セイカ		募集開始～累計(2017/3/31現在) ボシュウ カイシ ルイケイ ゲンザイ

														寄付金額　　　　　　 キンガク		件数 ケンスウ

						患者サポ－ト研究開発センタ－ カンジャ ケンキュウ カイハツ		荒井理事長補佐/西田院長/朴副院長 アライ リジチョウ ホサ ニシダ インチョウ ボク フク インチョウ		従来型医療では満たされない、がん患者さんのニーズにお応えする		2016年9月中央病院8Fに開設。皆様のご寄付は開設費用の一部に充当されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WEBサイト：http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/support/ ネン ゲツ チュウオウ ビョウイン カイセツ ミナサマ キフ カイセツ ヒヨウ イチブ ジュウトウ		¥30,133,000		35

						
Ｎext (正式名称：次世代外科内視鏡治療開発センター支援） チリョウ カイハツ シエン		大津院長/小西副院長 オオツ		がん治療の既存の枠組みを超えた次世代型治療の実現を目指す チリョウ キソン		2017年 ネン		¥7,560,000		51

						 
Endeavor*
		間野所長/落合副所長 アイダ ノ ショチョウ オチアイ フク ショチョウ		がん研究の新領域開拓とがん医療の革新を目指す  *：Exploring a New Frontier in cancer research and Developing an Innovation in Cancer Therapy with Patients, Social and Industry Leaders ケンキュウ シン リョウイキ カイタク イリョウ カクシン メザ				¥1,610,000

						SCRUM-Japan		大津院長 オオツ		遺伝子解析にもとづき一人ひとりの患者さんに最適な医療を届ける ヒトリ イリョウ				¥3,950,000		9

						上記の他、がん医療・がん研究のための寄付 ジョウキ ホカ イリョウ ケンキュウ キフ

								希少がんセンタ－の壁改修工事？ カベ		松岡先生　内富先生のプロジェクト マツオカ センセイ ウチ トミ センセイ





						患者サポ－ト研究開発センタ－ カンジャ ケンキュウ カイハツ		Ｎext (正式名称：次世代外科内視鏡治療開発センター支援）		Endeavor*		SCRUM-Japan		がん医療・がん研究（プロジェクト寄付以外） イリョウ ケンキュウ キフ イガイ

						従来型医療では満たされない、がん患者さんのニーズにお応えする ジュウライ		がん治療の既存の枠組みを超えた次世代型治療の実現を目指す		がん研究の新領域開拓とがん医療の革新を目指す  		遺伝子解析にもとづき一人ひとりの患者さんに最適な医療を届ける

						2016年9月中央病院8Fに開設。寄付金は開設費用の一部として充当されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 キン ジュウトウ

						　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/support/

						リ－ダ－：荒井理事長補佐/西田院長/朴副院長

										*：Exploring a New Frontier in cancer research and Developing an Innovation in Cancer Therapy with Patients, Social and Industry Leaders





Designated Donation March 2

						”がんにならない、がんに負けない、がんと生きる社会”　をめざして マ イ シャカイ



						プロジェクト		リ－ダ－		がん患者さんへの貢献 カンジャ コウケン		進捗および成果 シンチョク セイカ



				A		患者サポ－ト研究開発センタ－ カンジャ ケンキュウ カイハツ		荒井理事長補佐/西田院長/朴副院長 アライ リジチョウ ホサ ニシダ インチョウ ボク フク インチョウ		従来型医療では満たされない、がん患者さんのニーズにお応えする		2016年9月中央病院8Fに開設。皆様のご寄付は開設費用の一部に充当されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WEBサイト　http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/support/ ネン ゲツ チュウオウ ビョウイン カイセツ ミナサマ キフ カイセツ ヒヨウ イチブ ジュウトウ

				B		
Ｎext (正式名称：次世代外科内視鏡治療開発センター支援） チリョウ カイハツ シエン		大津院長/小西副院長 オオツ		がん治療の既存の枠組みを超えた次世代型治療の実現を目指す チリョウ キソン		2017年3月竣工。 ネン ゲツ シュンコウ

				C		 
Endeavor*
		間野所長/落合副所長 アイダ ノ ショチョウ オチアイ フク ショチョウ		がん研究の新領域開拓とがん医療の革新を目指す  *：Exploring a New Frontier in cancer research and Developing an Innovation in Cancer Therapy with Patients, Social and Industry Leaders ケンキュウ シン リョウイキ カイタク イリョウ カクシン メザ		2017年３月竣工。 ネン ゲツ シュンコウ

				D		SCRUM-Japan		大津院長 オオツ		遺伝子解析にもとづき一人ひとりの患者さんに最適な医療を届ける ヒトリ イリョウ		WEBサイト　http://epoc.ncc.go.jp/scrum/

				E		がん研究・がん医療（上記ジェクト以外の寄付） ケンキュウ イリョウ ジョウキ イガイ キフ						希少がんセンタ－壁改修工事費用、がん支持療法研究 キショウ カベ カイシュウ コウジ ヒヨウ シジ リョウホウ ケンキュウ





graph2 COPY

















				寄付金額・件数 キフ キンガク ケンスウ

				２０１６年度 ネンド

				¥112,324,486

				570









graph Mar2017 COPY





						年度 ネンド		000円（左軸） エン ヒダリ ジク		件数（右軸） ケンスウ ミギ ジク

						2010		17,379		46

						2011		25,049		67

						2012		15,588		55

						2013		51,105		70

						2014		15,624		57

						2015		65,461		286

						2016		112,324		570		172%		199%









































						年度 ネンド		000円（左軸） エン ヒダリ ジク		件数（右軸） ケンスウ ミギ ジク				年度 ネンド		000円（左軸） エン ヒダリ ジク

						2010		17,379		46				2010		17,379		46

						2011		25,049		67				2011		42,428		113

						2012		15,588		55				2012		58,016		168

						2013		51,105		70				2013		109,121		238

						2014		15,624		57				2014		124,745		295

						2015		65,461		286				2015		190,206		581

						2016		112,324		570				2016		302,530		1151

















































						FY2015		FY2016

				中央病院（使途非特定） チュウオウ ビョウイン シト アラ トクテイ		23,432		56,179		32,747

				東病院（使途非特定） ヒガシ ビョウイン シト アラ トクテイ		8,744		9,155

				一般 (使途非特定) イッパン シト アラ トクテイ		10,812		8,686

				Endeavor（Project）		1,500		3,567

				NEXT （Project)		1,610		17,572		15,962

				患者サポ－ト（Project） カンジャ		15,963		14,670

				SCRUM－Japan （Project）		3,400		2,496

								112,324

						FY2015		FY2016

				中央病院（使途非特定） チュウオウ ビョウイン シト アラ トクテイ		203		307		104

				東病院（使途非特定） ヒガシ ビョウイン シト アラ トクテイ		37		37

				一般 (使途非特定) イッパン シト アラ トクテイ		19		46

				Endeavor（Project）		2		31

				NEXT （Project)		7		106		99

				患者サポ－ト（Project） カンジャ		12		26

				SCRUM－Japan （Project）		6		17

								570

						FY2016												FY2016





				がん研究・がん医療 ケンキュウ イリョウ		390										がん研究・がん医療		74,020

				Endeavor 		31										Endeavor 		3,567

				NEXT 		106										NEXT 		17,572

				患者サポ－ト研究開発センター カンジャ ケンキュウ カイハツ		26										患者サポ－ト研究開発センター		14,670

				SCRUM－Japan 		17										SCRUM－Japan 		2,496





												390

												31

												106

												26

												17

												570











												74020

												3567

												17572

												14670

												2496

												112325

				寄付者の内訳 キフ シャ ウチワケ

						FY2016　寄付件数 キフ ケンスウ						FY2016　寄付金額 キフ キンガク

				企業・団体 キギョウ ダンタイ		61				企業・団体 キギョウ ダンタイ		33,210

				個人 コジン		509				個人 コジン		79,115

						570						112,324



寄付金額　件数推移 



000円（左軸）	[値]



[値]





2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	17379	25049	15588	51105	15624	65461	112324.486	件数（右軸）	[値]







2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	46	67	55	70	57	286	570	年度













寄付件数　目的別内訳　

（2016年度  単位 件）





がん研究・がん医療	Endeavor 	NEXT 	患者サポ－ト研究開発センター	SCRUM－Japan 	390	31	106	26	17	

寄付金額　目的別内訳

（2016年度　 単位 千円）





がん研究・がん医療	Endeavor 	NEXT 	患者サポ－ト研究開発センター	SCRUM－Japan 	74019.735000000001	3567	17571.64	14670	2496	

FY2015 VS FY2016  寄付金額（000円）  



FY2015	中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト（Project）	SCRUM－Japan （Project）	23431.84	8743.7099999999991	10812.11	1500	1610	15963	3400	FY2016	中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト（Project）	SCRUM－Japan （Project）	56179.110999999997	9155	8685.7350000000006	3567	17571.64	14670	2496	







FY2015 VS FY2016  寄付件数



FY2015	中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト（Project）	SCRUM－Japan （Project）	203	37	19	2	7	12	6	FY2016	中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト（Project）	SCRUM－Japan （Project）	307	37	46	31	106	26	17	







寄付金額　受入開始以来　累計



000円（左軸）	

[値]





2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	17379	42428	58016	109121	124745	190205.66	302530.14600000001	







寄付件数  個人・法人別内訳

2016年度　　　



FY2016　寄付件数	

企業・団体	個人	61	509	



寄付金額　個人・法人別内訳　 

2016年度



FY2016　寄付金額	

企業・団体	個人	33209.623	79114.863000000012	



注　2013年の大幅増加は大口寄付（1件　3000万円）による


主な増収寄与
中央病院￥3274万
NEXT    ￥1596万
 



graph2 Mar 











								NA





						寄付金額・件数 キフ キンガク ケンスウ

				2016年度 ネンド		¥112,324,486

						570









graph Mar2017 original





						年度 ネンド		000円（左軸） エン ヒダリ ジク		件数（右軸） ケンスウ ミギ ジク

						2010		17,379		46

						2011		25,049		67

						2012		15,588		55

						2013		51,105		70

						2014		15,624		57

						2015		65,461		286

						2016		112,324		570		172%		199%









































						年度 ネンド		000円（左軸） エン ヒダリ ジク		件数（右軸） ケンスウ ミギ ジク				年度 ネンド		000円（左軸） エン ヒダリ ジク

						2010		17,379		46				2010		17,379		46

						2011		25,049		67				2011		42,428		113

						2012		15,588		55				2012		58,016		168

						2013		51,105		70				2013		109,121		238

						2014		15,624		57				2014		124,745		295

						2015		65,461		286				2015		190,206		581

						2016		112,324		570				2016		302,530		1151

















































						FY2015		FY2016

				中央病院（使途非特定） チュウオウ ビョウイン シト アラ トクテイ		23,432		56,179		32,747

				東病院（使途非特定） ヒガシ ビョウイン シト アラ トクテイ		8,744		9,155

				一般 (使途非特定) イッパン シト アラ トクテイ		10,812		8,686

				Endeavor（Project）		1,500		3,567

				NEXT （Project)		1,610		17,572		15,962

				患者サポ－ト（Project） カンジャ		15,963		14,670

				SCRUM－Japan （Project）		3,400		2,496

								112,324

						FY2015		FY2016

				中央病院（使途非特定） チュウオウ ビョウイン シト アラ トクテイ		203		307		104

				東病院（使途非特定） ヒガシ ビョウイン シト アラ トクテイ		37		37

				一般 (使途非特定) イッパン シト アラ トクテイ		19		46

				Endeavor（Project）		2		31

				NEXT （Project)		7		106		99

				患者サポ－ト（Project） カンジャ		12		26

				SCRUM－Japan （Project）		6		17

								570

						FY2016												FY2016

				中央病院（使途非特定） チュウオウ ビョウイン シト アラ トクテイ		307										中央病院（使途非特定）		56,179

				東病院（使途非特定） ヒガシ ビョウイン シト アラ トクテイ		37										東病院（使途非特定）		9,155

				一般 (使途非特定) イッパン シト アラ トクテイ		46										一般 (使途非特定)		8,686

				Endeavor（Project）		31										Endeavor（Project）		3,567

				NEXT （Project)		106										NEXT （Project)		17,572

				患者サポ－ト研究開発センター（Project） カンジャ ケンキュウ カイハツ		26										患者サポ－ト研究開発センター（Project）		14,670

				SCRUM－Japan （Project）		17										SCRUM－Japan （Project）		2,496















				寄付者の内訳 キフ シャ ウチワケ

						FY2016　寄付件数 キフ ケンスウ						FY2016　寄付金額 キフ キンガク

				企業・団体 キギョウ ダンタイ		61				企業・団体 キギョウ ダンタイ		33,210

				個人 コジン		509				個人 コジン		79,115

						570						112,324



寄付金額　件数推移 



000円（左軸）	[値]



[値]





2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	17379	25049	15588	51105	15624	65461	112324.486	件数（右軸）	[値]







2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	46	67	55	70	57	286	570	年度













寄付件数　目的別内訳　

（FY2016  単位 件）





中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト研究開発センター（Project）	SCRUM－Japan （Project）	307	37	46	31	106	26	17	

寄付金額　目的別内訳

（FY2016　 単位 000円）





中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト研究開発センター（Project）	SCRUM－Japan （Project）	56179.110999999997	9155	8685.7350000000006	3567	17571.64	14670	2496	

FY2015 VS FY2016  寄付金額（000円）  



FY2015	中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト（Project）	SCRUM－Japan （Project）	23431.84	8743.7099999999991	10812.11	1500	1610	15963	3400	FY2016	中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト（Project）	SCRUM－Japan （Project）	56179.110999999997	9155	8685.7350000000006	3567	17571.64	14670	2496	







FY2015 VS FY2016  寄付件数



FY2015	中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト（Project）	SCRUM－Japan （Project）	203	37	19	2	7	12	6	FY2016	中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト（Project）	SCRUM－Japan （Project）	307	37	46	31	106	26	17	







寄付金額　受入開始以来　累計



000円（左軸）	

[値]





2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	17379	42428	58016	109121	124745	190205.66	302530.14600000001	







寄付件数 　個人・法人別内訳　FY2016　　　



FY2016　寄付件数	

企業・団体	個人	61	509	



寄付金額　個人・法人別内訳　 FY2016



FY2016　寄付金額	

企業・団体	個人	33209.623	79114.863000000012	



注　2013年の大幅増加は大口寄付（1件　3000万円）による


主な増収寄与
中央病院￥3274万
NEXT    ￥1596万
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寄付金額 件数

患者サポ－ト研究開発センタ－

2016年9月中央病院8Fに開設し(写真)、運用を開始いたしました。患者さんのQOLを重視したチーム医療を実践するために、アメニ
ティーを意識した従来の病院とは異なる空間にて、医師だけではなく、看護師、臨床心理士、薬剤師、管理栄養士など多職種による
支援プログラムや患者教室を提供しています。これまでにいただいた寄付金の一部は開設に伴う改修工事及び備品整備費用に充当さ
せていただきました。今後は、同センタ－運用および研究（主に患者サポ－ト研究）に使わせていただきます。

患者サポ－ト研究開発センタ－ＷＥＢサイト：
荒井理事長補佐/西田院長/朴副院長 http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/support/

ＮEXT

2017年3月東病院のがん患者さんが、最先端の医療機器や医療技術を用いたがん診断、低侵襲治療が提供されることによる次世代型
医療を享受できるよう、「次世代外科・内視鏡治療開発センター（NEXT）」を整備し、5月から運用を開始しました。①現在利用し
うる最先端の医療技術の提供　②次世代に望まれる臨床ニーズの高い医療機器や技術の開発　③新規開発により生み出された新医療
を速やかに臨床現場に届ける　④次世代のがん医療のリーダーたる医療者の育成を推進してまいります。寄付金は、ＮＥＸＴに必要
な施設整備、医療機器、研究機器、教育機器、その他整備に使わせていただきます（写真右　内視鏡センタ－　写真左　手術室）。
プレスリリ－ス「東病院　次世代外科・内視鏡治療開発センター（NEXT）開設」：

大津院長/小西副院長 http://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/press_release_20170601.html

 
ENDEAVOR

2017年3月末新しい研究棟が竣工しました（写真右　外観　写真左　大会議室）。この新棟を拠点に、広く社会に開かれたがん研究
所として、企業や他の医療機関との協働のもと、一日も早い、日本発の新しいがん医療の実現をめざしてまいります。寄付金はこの
新拠点の基盤整備に使われます。2017年9月に披露講演会を開催、寄付者の方々もお招きする予定です。(ENDEAVOR：Exploring a
New Frontier in cancer research and developing an Innovation in Cancer Therapy with Patients, Social and Industry
Leaders)

国立がん研究センタ－研究所　WEBサイト：
間野所長/落合副所長 http://www.nccri.ncc.go.jp/

SCRUM-Japan

日本のがん患者さんの遺伝子異常に合った治療薬や診断薬の開発をアカデミアと臨床現場、産業界が一体となって目指しています。
2017年3月現在200を超える医療機関と10数社の製薬会社が参画。大規模な遺伝子異常のスクリーニングにより、希少頻度の遺伝子
異常をもつがん患者さんを見つけ出し、遺伝子解析の結果に基づいた有効な治療薬を届け、複数の遺伝子異常が同時に検出できるマ
ルチプレックス診断薬の臨床応用を行うことを目的としています。寄付金は、研究者・支援スタッフの拡充、検体の保管、データ
ベース構築・セキュリティ環境維持などの基盤整備、肺がん、消化器以外のがんへの解析対象拡大を目的とした研究のために使わせ
ていただきます。
SCRUM-Japan WEBサイト：

大津院長 http://epoc.ncc.go.jp/scrum/

従来型医療では満たされない、
がん患者さんのニーズにお応え
する

¥30,633,000 38

”がんにならない、がんに負けない、がんと生きる社会”　をめざして

プロジェクト がん患者さんへの貢献
募集開始～累計(2017/3/31)

進捗および成果

がん治療の既存の枠組を超えた
次世代型治療の実現を目指す

¥19,181,640 113

がん研究の新領域開拓とがん医
療の革新を目指す

¥5,067,000 33

上記プロジェクト寄付以外の寄付金は、当センターにおける医療機器の購入、医療スタッフの育成及び院内環境の整備等、がん研
究・がん医療のために使われます。2016年度は、多くの皆様からご関心をお寄せいただいた希少がん分野の治験、臨床・基礎研究及
び人材育成にも使わせていただきました.（写真右　希少がんセンタ－ 　写真左　即時適応型放射線治療システム「MRIdian」）

遺伝子解析にもとづき一人ひと
りの患者さんに最適な医療を届
ける

¥5,896,000 23

がん研究・がん医療
（上記プロジェクト寄付以外）

お問い合わせ（寄付募集担当）
築地 TEL：03-3547-5201（内線2359  2240）
E-mail：ncckifu@ncc.go.jpcckifu@ncc.go.jp

柏 TEL：04-7133-1111（内線2343  2413）
E-mail：kifu@east.ncc.go.jpckifu@ncc.go.jpがん研究センタ－ 寄付

mailto:ncckifu@ncc.go.jp
mailto:ckifu@ncc.go.jp

Designated Donation May  (7)

						”がんにならない、がんに負けない、がんと生きる社会”　をめざして マ イ シャカイ



						プロジェクト		がん患者さんへの貢献 カンジャ コウケン		募集開始～累計(2017/3/31) ボシュウ カイシ ルイケイ				進捗および成果 シンチョク セイカ

										寄付金額　　　　　　 キンガク		件数 ケンスウ

						患者サポ－ト研究開発センタ－ カンジャ ケンキュウ カイハツ		従来型医療では満たされない、がん患者さんのニーズにお応えする		¥30,633,000		38		2016年9月中央病院8Fに開設し(写真)、運用を開始いたしました。患者さんのQOLを重視したチーム医療を実践するために、アメニティーを意識した従来の病院とは異なる空間にて、医師だけではなく、看護師、臨床心理士、薬剤師、管理栄養士など多職種による支援プログラムや患者教室を提供しています。これまでにいただいた寄付金の一部は開設に伴う改修工事及び備品整備費用に充当させていただきました。今後は、同センタ－運用および研究（主に患者サポ－ト研究）に使わせていただきます。　                                                                                                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

患者サポ－ト研究開発センタ－ＷＥＢサイト：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

						荒井理事長補佐/西田院長/朴副院長								http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/support/

						
ＮEXT		がん治療の既存の枠組を超えた次世代型治療の実現を目指す チリョウ キソン		¥19,181,640		113		2017年3月東病院のがん患者さんが、最先端の医療機器や医療技術を用いたがん診断、低侵襲治療が提供されることによる次世代型医療を享受できるよう、「次世代外科・内視鏡治療開発センター（NEXT）」を整備し、5月から運用を開始しました。①現在利用しうる最先端の医療技術の提供　②次世代に望まれる臨床ニーズの高い医療機器や技術の開発　③新規開発により生み出された新医療を速やかに臨床現場に届ける　④次世代のがん医療のリーダーたる医療者の育成を推進してまいります。寄付金は、ＮＥＸＴに必要な施設整備、医療機器、研究機器、教育機器、その他整備に使わせていただきます（写真右　内視鏡センタ－　写真左　手術室）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
プレスリリ－ス「東病院　次世代外科・内視鏡治療開発センター（NEXT）開設」：　 キフ シャシン ミギ ナイシキョウ シャシン ヒダリ シュジュツシツ

						大津院長/小西副院長								http://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/press_release_20170601.html

						 
ENDEAVOR
		がん研究の新領域開拓とがん医療の革新を目指す  ケンキュウ シン リョウイキ カイタク イリョウ カクシン メザ		¥5,067,000		33		2017年3月末新しい研究棟が竣工しました（写真右　外観　写真左　大会議室）。この新棟を拠点に、広く社会に開かれたがん研究所として、企業や他の医療機関との協働のもと、一日も早い、日本発の新しいがん医療の実現をめざしてまいります。寄付金はこの新拠点の基盤整備に使われます。2017年9月に披露講演会を開催、寄付者の方々もお招きする予定です。(ENDEAVOR：Exploring a New Frontier in cancer research and developing an Innovation in Cancer Therapy with Patients, Social and Industry Leaders)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国立がん研究センタ－研究所　WEBサイト：　　 シン ケンキュウ ムネ シャシン ミギ ガイカン シャシン ヒダリ オオ カイギシツ シン ムネ キョテン ヒロ シャカイ ヒラ ケンキュウショ キギョウ ホカ イリョウ キカン キョウドウ イチニチ ハヤ ニホン ハツ アタラ イリョウ ジツゲン キョテン ツカ ヒロウ カイサイ キフ シャ カタガタ マネ ヨテイ コクリツ ケンキュウ ケンキュウショ

						間野所長/落合副所長								http://www.nccri.ncc.go.jp/

						SCRUM-Japan		遺伝子解析にもとづき一人ひとりの患者さんに最適な医療を届ける ヒトリ イリョウ		¥5,896,000		23		日本のがん患者さんの遺伝子異常に合った治療薬や診断薬の開発をアカデミアと臨床現場、産業界が一体となって目指しています。2017年3月現在200を超える医療機関と10数社の製薬会社が参画。大規模な遺伝子異常のスクリーニングにより、希少頻度の遺伝子異常をもつがん患者さんを見つけ出し、遺伝子解析の結果に基づいた有効な治療薬を届け、複数の遺伝子異常が同時に検出できるマルチプレックス診断薬の臨床応用を行うことを目的としています。寄付金は、研究者・支援スタッフの拡充、検体の保管、データベース構築・セキュリティ環境維持などの基盤整備、肺がん、消化器以外のがんへの解析対象拡大を目的とした研究のために使わせていただきます。                                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          SCRUM-Japan WEBサイト： ネン ゲツ ゲンザイ オコナ モクテキ キフキン

						大津院長								http://epoc.ncc.go.jp/scrum/

						がん研究・がん医療                        （上記プロジェクト寄付以外） ケンキュウ イリョウ ジョウキ キフ イガイ								上記プロジェクト寄付以外の寄付金は、当センターにおける医療機器の購入、医療スタッフの育成及び院内環境の整備等、がん研究・がん医療のために使われます。2016年度は、多くの皆様からご関心をお寄せいただいた希少がん分野の治験、臨床・基礎研究及び人材育成にも使わせていただきました.（写真右　希少がんセンタ－ 　写真左　即時適応型放射線治療システム「MRIdian」）









http://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/press_release_20170601.htmlhttp://www.nccri.ncc.go.jp/http://epoc.ncc.go.jp/scrum/http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/support/

Designated Donation May  (6)

						”がんにならない、がんに負けない、がんと生きる社会”　をめざして マ イ シャカイ



						プロジェクト		がん患者さんへの貢献 カンジャ コウケン		募集開始～累計(2017/3/31) ボシュウ カイシ ルイケイ				進捗および成果 シンチョク セイカ

										寄付金額　　　　　　 キンガク		件数 ケンスウ

						患者サポ－ト研究開発センタ－ カンジャ ケンキュウ カイハツ		従来型医療では満たされない、がん患者さんのニーズにお応えする		¥30,633,000		38		2016年9月中央病院8Fに開設し(写真)、運用を開始いたしました。患者さんのQOLを重視したチーム医療を実践するために、アメニティーを意識した従来の病院とは異なる空間にて、医師だけではなく、看護師、臨床心理士、薬剤師、管理栄養士など多職種による支援プログラムや患者教室を提供しています。これまでにいただいた寄付金の一部は開設に伴う改修工事及び備品整備費用に充当させていただきました。今後は、同センタ－運用および研究（主に患者サポ－ト研究）に使わせていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　患者サポ－ト研究開発センタ－　WEBサイト　http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/support/
 シャシン カンジャ ケンキュウ カイハツ				http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/support/


						荒井理事長補佐/西田院長/朴副院長

						
Ｎext (次世代外科内視鏡治療開発センター支援） チリョウ カイハツ シエン		がん治療の既存の枠組を超えた次世代型治療の実現を目指す チリョウ キソン		¥19,181,640		113		2017年3月東病院のがん患者さんが、最先端の医療機器や医療技術を用いたがん診断、低侵襲治療が提供されることによる次世代型医療を享受できるよう、「次世代外科・内視鏡治療開発センター（NEXT）」を整備し、5月から運用を開始しました。①現在利用しうる最先端の医療技術の提供　②次世代に望まれる臨床ニーズの高い医療機器や技術の開発　③新規開発により生み出された新医療を速やかに臨床現場に届ける　④次世代のがん医療のリーダーたる医療者の育成を推進してまいります。寄付金は、ＮＥＸＴに必要な施設整備、医療機器、研究機器、教育機器、その他整備に使わせていただきます（写真右　内視鏡センタ－　写真左　手術室）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プレスリリ－ス「東病院　次世代外科・内視鏡治療開発センター（NEXT）開設」　http://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/press_release_20170601.html
 キフ シャシン ミギ ナイシキョウ シャシン ヒダリ シュジュツシツ

						大津院長/小西副院長

						 
Endeavor
		がん研究の新領域開拓とがん医療の革新を目指す  ケンキュウ シン リョウイキ カイタク イリョウ カクシン メザ		¥5,067,000		33		2017年3月末新しい研究棟が竣工しました（写真右　外観　写真左　大会議室）。この新棟を拠点に、広く社会に開かれたがん研究所として、企業や他の医療機関との協働のもと、一日も早い、日本発の新しいがん医療の実現をめざしてまいります。寄付金はこの新拠点の基盤整備に使われます。2017年9月に披露講演会を開催、寄付者の方々もお招きする予定です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立がん研究センタ－研究所　WEBサイト　http://www.nccri.ncc.go.jp/　 シン ケンキュウ ムネ シャシン ミギ ガイカン シャシン ヒダリ オオ カイギシツ シン ムネ キョテン ヒロ シャカイ ヒラ ケンキュウショ キギョウ ホカ イリョウ キカン キョウドウ イチニチ ハヤ ニホン ハツ アタラ イリョウ ジツゲン キョテン ツカ ヒロウ カイサイ キフ シャ カタガタ マネ ヨテイ コクリツ ケンキュウ ケンキュウショ

						間野所長/落合副所長

						SCRUM-Japan		遺伝子解析にもとづき一人ひとりの患者さんに最適な医療を届ける ヒトリ イリョウ		¥5,896,000		23		日本のがん患者さんの遺伝子異常に合った治療薬や診断薬の開発を、アカデミアと臨床現場、産業界が一体となって　目指しています。2017年3月現在200を超える医療機関と10数社の製薬会社が参画。大規模な遺伝子異常のスクリーニングにより、希少頻度の遺伝子異常をもつがん患者さんを見つけ出し、遺伝子解析の結果に基づいた有効な治療薬を届け、複数の遺伝子異常が同時に検出できるマルチプレックス診断薬の臨床応用を行うことを目的としています。寄付金は、研究者・支援スタッフの拡充、検体の保管、データベース構築・セキュリティ環境維持などの基盤整備、肺がん、消化器以外のがんへの解析対象拡大を目的とした研究のために使わせていただきます。   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SCRUM-Japan WEBサイト　http://epoc.ncc.go.jp/scrum/
 ネン ゲツ ゲンザイ オコナ モクテキ キフキン

						大津院長

						がん研究・がん医療                        （上記プロジェクト寄付以外） ケンキュウ イリョウ ジョウキ キフ イガイ								上記プロジェクト寄付以外の寄付金は、当センターにおける医療機器の購入、医療スタッフの育成及び院内環境の整備等、がん研究・がん医療のために使われます。2016年度は、多くの皆様からご関心をお寄せいただいた希少がん分野の治験、臨床・基礎研究及び人材育成にも使わせていただきました（写真右　希少がんセンタ－ 　写真左　即時適応型放射線治療システム「MRIdian」）。

 ジョウキ キフ イガイ キフキン トウ ケンキュウ イリョウ ツカ ネンド オオ ミナサマ カンシン ヨ ブンヤ ツカ シャシン ミギ キショウ









http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/support/

Designated Donation May  (5)

						”がんにならない、がんに負けない、がんと生きる社会”　をめざして マ イ シャカイ



						プロジェクト		がん患者さんへの貢献 カンジャ コウケン		募集開始～累計(2017/3/31) ボシュウ カイシ ルイケイ				進捗および成果 シンチョク セイカ

										寄付金額　　　　　　 キンガク		件数 ケンスウ

						患者サポ－ト研究開発センタ－ カンジャ ケンキュウ カイハツ		従来型医療では満たされない、がん患者さんのニーズにお応えする		¥30,633,000		38		2016年9月中央病院8Fに開設し(写真)、運用を開始いたしました。患者さんのQOLを重視したチーム医療を実践するために、アメニティーを意識した従来の病院とは異なる空間にて、医師だけではなく、看護師、臨床心理士、薬剤師、管理栄養士など多職種による支援プログラムや患者教室を提供しています。これまでにいただいた寄付金の一部は開設に伴う改修工事及び備品整備費用に充当させていただきました。今後は、同センタ－運用および研究（主に患者サポ－ト研究）に使わせていただきます。　                                                                                                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

患者サポ－ト研究開発センタ－ＷＥＢサイト：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

						荒井理事長補佐/西田院長/朴副院長								http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/support/

						
Ｎext 		がん治療の既存の枠組を超えた次世代型治療の実現を目指す チリョウ キソン		¥19,181,640		113		2017年3月東病院のがん患者さんが、最先端の医療機器や医療技術を用いたがん診断、低侵襲治療が提供されることによる次世代型医療を享受できるよう、「次世代外科・内視鏡治療開発センター（NEXT）」を整備し、5月から運用を開始しました。①現在利用しうる最先端の医療技術の提供　②次世代に望まれる臨床ニーズの高い医療機器や技術の開発　③新規開発により生み出された新医療を速やかに臨床現場に届ける　④次世代のがん医療のリーダーたる医療者の育成を推進してまいります。寄付金は、ＮＥＸＴに必要な施設整備、医療機器、研究機器、教育機器、その他整備に使わせていただきます（写真右　内視鏡センタ－　写真左　手術室）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
プレスリリ－ス「東病院　次世代外科・内視鏡治療開発センター（NEXT）開設」：　 キフ シャシン ミギ ナイシキョウ シャシン ヒダリ シュジュツシツ

						大津院長/小西副院長								http://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/press_release_20170601.html

						 
Endeavor
		がん研究の新領域開拓とがん医療の革新を目指す  ケンキュウ シン リョウイキ カイタク イリョウ カクシン メザ		¥5,067,000		33		2017年3月末新しい研究棟が竣工しました（写真右　外観　写真左　大会議室）。この新棟を拠点に、広く社会に開かれたがん研究所として、企業や他の医療機関との協働のもと、一日も早い、日本発の新しいがん医療の実現をめざしてまいります。寄付金はこの新拠点の基盤整備に使われます。2017年9月に披露講演会を開催、寄付者の方々もお招きする予定です。ENDEAVOR：Exploring a New Frontier in cancer research and developing an Innovation in Cancer Therapy with Patients, Social and Industry Leaders　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国立がん研究センタ－研究所　WEBサイト：　　 シン ケンキュウ ムネ シャシン ミギ ガイカン シャシン ヒダリ オオ カイギシツ シン ムネ キョテン ヒロ シャカイ ヒラ ケンキュウショ キギョウ ホカ イリョウ キカン キョウドウ イチニチ ハヤ ニホン ハツ アタラ イリョウ ジツゲン キョテン ツカ ヒロウ カイサイ キフ シャ カタガタ マネ ヨテイ コクリツ ケンキュウ ケンキュウショ

						間野所長/落合副所長								http://www.nccri.ncc.go.jp/

						SCRUM-Japan		遺伝子解析にもとづき一人ひとりの患者さんに最適な医療を届ける ヒトリ イリョウ		¥5,896,000		23		日本のがん患者さんの遺伝子異常に合った治療薬や診断薬の開発を、アカデミアと臨床現場、産業界が一体となって　目指しています。2017年3月現在200を超える医療機関と10数社の製薬会社が参画。大規模な遺伝子異常のスクリーニングにより、希少頻度の遺伝子異常をもつがん患者さんを見つけ出し、遺伝子解析の結果に基づいた有効な治療薬を届け、複数の遺伝子異常が同時に検出できるマルチプレックス診断薬の臨床応用を行うことを目的としています。寄付金は、研究者・支援スタッフの拡充、検体の保管、データベース構築・セキュリティ環境維持などの基盤整備、肺がん、消化器以外のがんへの解析対象拡大を目的とした研究のために使わせていただきます。   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SCRUM-Japan WEBサイト： ネン ゲツ ゲンザイ オコナ モクテキ キフキン

						大津院長								http://epoc.ncc.go.jp/scrum/

						がん研究・がん医療                        （上記プロジェクト寄付以外） ケンキュウ イリョウ ジョウキ キフ イガイ								上記プロジェクト寄付以外の寄付金は、当センターにおける医療機器の購入、医療スタッフの育成及び院内環境の整備等、がん研究・がん医療のために使われます。2016年度は、多くの皆様からご関心をお寄せいただいた希少がん分野の治験、臨床・基礎研究及び人材育成にも使わせていただきました（写真右　希少がんセンタ－  写真左 即時適応型放射線治療システム「MRIdian」)

 ジョウキ キフ イガイ キフキン トウ ケンキュウ イリョウ ツカ ネンド オオ ミナサマ カンシン ヨ ブンヤ ツカ シャシン ミギ キショウ









http://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/press_release_20170601.htmlhttp://www.nccri.ncc.go.jp/http://epoc.ncc.go.jp/scrum/http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/support/

Designated Donation May  (3)

						”がんにならない、がんに負けない、がんと生きる社会”　をめざして マ イ シャカイ



						プロジェクト		がん患者さんへの貢献 カンジャ コウケン		募集開始～累計(2017/3/31) ボシュウ カイシ ルイケイ				進捗および成果 シンチョク セイカ								寄付金使途実績　項目・金額 キフキン シト ジッセキ コウモク キンガク				確認事項  Mail to Drs (担当者)　　ＣＣ　hasegawa bucho & dr fujiwara カクニン ジコウ タントウシャ

										寄付金額　　　　　　 キンガク		件数 ケンスウ

						患者サポ－ト研究開発センタ－ カンジャ ケンキュウ カイハツ		従来型医療では満たされない、がん患者さんのニーズにお応えする		¥30,633,000		38		2016年9月中央病院8Fに開設し(写真)、運用を開始いたしました。患者さんのQOLを重視したチーム医療を実践するために、アメニティーを意識した従来の病院とは異なる空間にて、医師だけではなく、看護師、臨床心理士、薬剤師、管理栄養士など多職種による支援プログラムや患者教室を提供しています。これまでにいただいた寄付金の一部は開設に伴う改修工事及び備品整備費用に充当させていただきました。今後は、同センタ－運用および研究（主に患者サポ－ト研究）に使わせていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WEBサイト　http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/support/
 シャシン												1.金額の報告　2.HP　REnewal　Proposal　3.MTG with FUKUCHI san and Dr Boku キンガク ホウコク

						荒井理事長補佐/西田院長/朴副院長

						
Ｎext (次世代外科内視鏡治療開発センター支援） チリョウ カイハツ シエン		がん治療の既存の枠組を超えた次世代型治療の実現を目指す チリョウ キソン		¥19,181,640		113		現在　200を超える医療機関と10数社の製薬会社が参画し、アカデミアと臨床現場、産業界が一体となって、日本のがん患者さんの遺伝子異常に合った治療薬や診断薬の開発を目指しています。大規模な遺伝子異常のスクリーニングにより、希少頻度の遺伝子異常をもつがん患者さんを見つけ出し遺伝子解析の結果に基づいた有効な治療薬を届けること、複数の遺伝子異常が同時に検出できるマルチプレックス診断薬を臨床応用することを目的としています。寄付金は、研究者・支援スタッフの拡充、検体の保管、データベース構築・セキュリティ環境維持などの基盤整備、肺がん、消化器以外のがんへの解析対象拡大を目的とした研究のために使わせていただきます。   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WEBサイト　http://epoc.ncc.go.jp/scrum/
 ゲンザイ キフキン												1.FY2016会議開催費用(?17万円)　　FY2017　配分宮下部長検討中　　2.OUTPUT カイギ カイサイ ヒヨウ マンエン ハイブン ミヤシタ ブチョウ ケントウ ナカ

						大津院長/小西副院長

						 
Endeavor
		がん研究の新領域開拓とがん医療の革新を目指す  ケンキュウ シン リョウイキ カイタク イリョウ カクシン メザ		¥5,067,000		33		2017年3月末新しい研究棟が竣工しました（写真左　外観　写真右　大会議室）。この新棟を拠点に、広く社会に開かれたがん研究所として、企業や他の医療機関との協働のもと、一日も早い、日本発の新しいがん医療の実現をめざしてまいります。寄付金はこの新拠点の基盤整備に使われます。                                   2017年9月に披露講演会を開催、寄付者の方々もお招きする予定です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WEBサイト　http://www.nccri.ncc.go.jp/　 シン ケンキュウ ムネ シャシン ヒダリ ガイカン シャシン ミギ オオ カイギシツ シン ムネ キョテン ヒロ シャカイ ヒラ ケンキュウショ キギョウ ホカ イリョウ キカン キョウドウ イチニチ ハヤ ニホン ハツ アタラ イリョウ ジツゲン キョテン ツカ ヒロウ カイサイ キフ シャ カタガタ マネ ヨテイ												1.寄付担当案（予定）に対する了承　2.写真 キフ タントウ アン ヨテイ タイ リョウショウ シャシン

						間野所長/落合副所長

						SCRUM-Japan		遺伝子解析にもとづき一人ひとりの患者さんに最適な医療を届ける ヒトリ イリョウ		¥5,896,000		23		2017年3月に東病院にがん患者さんが、最先端の医療機器や医療技術を用いたがん診断、低侵襲治療が提供されることによる次世代型医療を享受できるよう、新たに「次世代外科・内視鏡治療開発センター（NEXT）」を整備し、5月から運用を開始しました。NEXTでは　①現在利用しうる最先端の医療技術を提供すること　②次世代に望まれる臨床ニーズの高い医療機器や技術を開発すること　③新規開発により生み出された新医療を速やかに臨床現場に届けること　④次世代のがん医療のリーダーたる医療者育成を推進してまいります。寄附金は、ＮＥＸＴに必要な施設整備、医療機器、研究機器、教育機器、その他整備のために使わせていただきます（写真右　内視鏡センタ－　写真左　手術室）。　　　　　WEBサイト　http://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/press_release_20170601.html
 シャシン ミギ ナイシキョウ シャシン ヒダリ シュジュツシツ												1.FY2016会議開催費用？　　FY2017　配分予定の記載　　 カイギ カイサイ ヒヨウ ハイブン ヨテイ キサイ

						大津院長

						がん研究・がん医療                        （上記ジェクト以外の寄付） ケンキュウ イリョウ ジョウキ イガイ キフ								上記プロジェクト寄付以外の寄付金は、当センターにおける医療機器の購入、医療スタッフの育成及び院内環境の整備等、がん研究・がん医療のために使われます。2016年度は、多くの皆様からご関心をお寄せいただいた希少がん分野の治験、臨床・基礎研究及び人材育成にも使わせていただきました　　（写真右　希少がんセンタ－ 写真左　即時適応型放射線治療システム「MRIdian」）。

 ジョウキ キフ イガイ キフキン トウ ケンキュウ イリョウ ツカ ネンド オオ ミナサマ カンシン ヨ ブンヤ ツカ シャシン ミギ キショウ











Designated Donation March 1

						”がんにならない、がんに負けない、がんと生きる社会”　をめざして マ イ シャカイ



						プロジェクト		リ－ダ－		がん患者さんへの貢献 カンジャ コウケン		進捗および成果 シンチョク セイカ		募集開始～累計(2017/3/31現在) ボシュウ カイシ ルイケイ ゲンザイ

														寄付金額　　　　　　 キンガク		件数 ケンスウ

						患者サポ－ト研究開発センタ－ カンジャ ケンキュウ カイハツ		荒井理事長補佐/西田院長/朴副院長 アライ リジチョウ ホサ ニシダ インチョウ ボク フク インチョウ		従来型医療では満たされない、がん患者さんのニーズにお応えする		2016年9月中央病院8Fに開設。皆様のご寄付は開設費用の一部に充当されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WEBサイト：http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/support/ ネン ゲツ チュウオウ ビョウイン カイセツ ミナサマ キフ カイセツ ヒヨウ イチブ ジュウトウ		¥30,133,000		35

						
Ｎext (正式名称：次世代外科内視鏡治療開発センター支援） チリョウ カイハツ シエン		大津院長/小西副院長 オオツ		がん治療の既存の枠組みを超えた次世代型治療の実現を目指す チリョウ キソン		2017年 ネン		¥7,560,000		51

						 
Endeavor*
		間野所長/落合副所長 アイダ ノ ショチョウ オチアイ フク ショチョウ		がん研究の新領域開拓とがん医療の革新を目指す  *：Exploring a New Frontier in cancer research and Developing an Innovation in Cancer Therapy with Patients, Social and Industry Leaders ケンキュウ シン リョウイキ カイタク イリョウ カクシン メザ				¥1,610,000

						SCRUM-Japan		大津院長 オオツ		遺伝子解析にもとづき一人ひとりの患者さんに最適な医療を届ける ヒトリ イリョウ				¥3,950,000		9

						上記の他、がん医療・がん研究のための寄付 ジョウキ ホカ イリョウ ケンキュウ キフ

								希少がんセンタ－の壁改修工事？ カベ		松岡先生　内富先生のプロジェクト マツオカ センセイ ウチ トミ センセイ





						患者サポ－ト研究開発センタ－ カンジャ ケンキュウ カイハツ		Ｎext (正式名称：次世代外科内視鏡治療開発センター支援）		Endeavor*		SCRUM-Japan		がん医療・がん研究（プロジェクト寄付以外） イリョウ ケンキュウ キフ イガイ

						従来型医療では満たされない、がん患者さんのニーズにお応えする ジュウライ		がん治療の既存の枠組みを超えた次世代型治療の実現を目指す		がん研究の新領域開拓とがん医療の革新を目指す  		遺伝子解析にもとづき一人ひとりの患者さんに最適な医療を届ける

						2016年9月中央病院8Fに開設。寄付金は開設費用の一部として充当されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 キン ジュウトウ

						　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/support/

						リ－ダ－：荒井理事長補佐/西田院長/朴副院長

										*：Exploring a New Frontier in cancer research and Developing an Innovation in Cancer Therapy with Patients, Social and Industry Leaders
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				寄付金額・件数 キフ キンガク ケンスウ

				２０１６年度 ネンド

				¥112,324,486

				570









graph Mar2017 COPY





						年度 ネンド		000円（左軸） エン ヒダリ ジク		件数（右軸） ケンスウ ミギ ジク

						2010		17,379		46

						2011		25,049		67

						2012		15,588		55

						2013		51,105		70

						2014		15,624		57

						2015		65,461		286

						2016		112,324		570		172%		199%









































						年度 ネンド		000円（左軸） エン ヒダリ ジク		件数（右軸） ケンスウ ミギ ジク				年度 ネンド		000円（左軸） エン ヒダリ ジク

						2010		17,379		46				2010		17,379		46

						2011		25,049		67				2011		42,428		113

						2012		15,588		55				2012		58,016		168

						2013		51,105		70				2013		109,121		238

						2014		15,624		57				2014		124,745		295

						2015		65,461		286				2015		190,206		581

						2016		112,324		570				2016		302,530		1151

















































						FY2015		FY2016

				中央病院（使途非特定） チュウオウ ビョウイン シト アラ トクテイ		23,432		56,179		32,747

				東病院（使途非特定） ヒガシ ビョウイン シト アラ トクテイ		8,744		9,155

				一般 (使途非特定) イッパン シト アラ トクテイ		10,812		8,686

				Endeavor（Project）		1,500		3,567

				NEXT （Project)		1,610		17,572		15,962

				患者サポ－ト（Project） カンジャ		15,963		14,670

				SCRUM－Japan （Project）		3,400		2,496

								112,324

						FY2015		FY2016

				中央病院（使途非特定） チュウオウ ビョウイン シト アラ トクテイ		203		307		104

				東病院（使途非特定） ヒガシ ビョウイン シト アラ トクテイ		37		37

				一般 (使途非特定) イッパン シト アラ トクテイ		19		46

				Endeavor（Project）		2		31

				NEXT （Project)		7		106		99

				患者サポ－ト（Project） カンジャ		12		26

				SCRUM－Japan （Project）		6		17

								570

						FY2016												FY2016





				がん研究・がん医療 ケンキュウ イリョウ		390										がん研究・がん医療		74,020

				Endeavor 		31										Endeavor 		3,567

				NEXT 		106										NEXT 		17,572

				患者サポ－ト研究開発センター カンジャ ケンキュウ カイハツ		26										患者サポ－ト研究開発センター		14,670

				SCRUM－Japan 		17										SCRUM－Japan 		2,496





												390

												31

												106

												26

												17

												570











												74020

												3567

												17572

												14670

												2496

												112325

				寄付者の内訳 キフ シャ ウチワケ

						FY2016　寄付件数 キフ ケンスウ						FY2016　寄付金額 キフ キンガク

				企業・団体 キギョウ ダンタイ		61				企業・団体 キギョウ ダンタイ		33,210

				個人 コジン		509				個人 コジン		79,115

						570						112,324



寄付金額　件数推移 



000円（左軸）	[値]



[値]





2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	17379	25049	15588	51105	15624	65461	112324.486	件数（右軸）	[値]







2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	46	67	55	70	57	286	570	年度













寄付件数　目的別内訳　

（2016年度  単位 件）





がん研究・がん医療	Endeavor 	NEXT 	患者サポ－ト研究開発センター	SCRUM－Japan 	390	31	106	26	17	

寄付金額　目的別内訳

（2016年度　 単位 千円）





がん研究・がん医療	Endeavor 	NEXT 	患者サポ－ト研究開発センター	SCRUM－Japan 	74019.735000000001	3567	17571.64	14670	2496	

FY2015 VS FY2016  寄付金額（000円）  



FY2015	中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト（Project）	SCRUM－Japan （Project）	23431.84	8743.7099999999991	10812.11	1500	1610	15963	3400	FY2016	中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト（Project）	SCRUM－Japan （Project）	56179.110999999997	9155	8685.7350000000006	3567	17571.64	14670	2496	







FY2015 VS FY2016  寄付件数



FY2015	中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト（Project）	SCRUM－Japan （Project）	203	37	19	2	7	12	6	FY2016	中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト（Project）	SCRUM－Japan （Project）	307	37	46	31	106	26	17	







寄付金額　受入開始以来　累計



000円（左軸）	

[値]





2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	17379	42428	58016	109121	124745	190205.66	302530.14600000001	







寄付件数  個人・法人別内訳　　　



FY2016　寄付件数	

企業・団体	個人	61	509	



寄付金額　個人・法人別内訳　 



FY2016　寄付金額	

企業・団体	個人	33209.623	79114.863000000012	



注　2013年の大幅増加は大口寄付（1件　3000万円）による


主な増収寄与
中央病院￥3274万
NEXT    ￥1596万
 



graph2 Mar 











								NA





						寄付金額・件数 キフ キンガク ケンスウ

				2016年度 ネンド		¥112,324,486

						570









graph Mar2017 original





						年度 ネンド		000円（左軸） エン ヒダリ ジク		件数（右軸） ケンスウ ミギ ジク

						2010		17,379		46

						2011		25,049		67

						2012		15,588		55

						2013		51,105		70

						2014		15,624		57

						2015		65,461		286

						2016		112,324		570		172%		199%









































						年度 ネンド		000円（左軸） エン ヒダリ ジク		件数（右軸） ケンスウ ミギ ジク				年度 ネンド		000円（左軸） エン ヒダリ ジク

						2010		17,379		46				2010		17,379		46

						2011		25,049		67				2011		42,428		113

						2012		15,588		55				2012		58,016		168

						2013		51,105		70				2013		109,121		238

						2014		15,624		57				2014		124,745		295

						2015		65,461		286				2015		190,206		581

						2016		112,324		570				2016		302,530		1151

















































						FY2015		FY2016

				中央病院（使途非特定） チュウオウ ビョウイン シト アラ トクテイ		23,432		56,179		32,747

				東病院（使途非特定） ヒガシ ビョウイン シト アラ トクテイ		8,744		9,155

				一般 (使途非特定) イッパン シト アラ トクテイ		10,812		8,686

				Endeavor（Project）		1,500		3,567

				NEXT （Project)		1,610		17,572		15,962

				患者サポ－ト（Project） カンジャ		15,963		14,670

				SCRUM－Japan （Project）		3,400		2,496

								112,324

						FY2015		FY2016

				中央病院（使途非特定） チュウオウ ビョウイン シト アラ トクテイ		203		307		104

				東病院（使途非特定） ヒガシ ビョウイン シト アラ トクテイ		37		37

				一般 (使途非特定) イッパン シト アラ トクテイ		19		46

				Endeavor（Project）		2		31

				NEXT （Project)		7		106		99

				患者サポ－ト（Project） カンジャ		12		26

				SCRUM－Japan （Project）		6		17

								570

						FY2016												FY2016

				中央病院（使途非特定） チュウオウ ビョウイン シト アラ トクテイ		307										中央病院（使途非特定）		56,179

				東病院（使途非特定） ヒガシ ビョウイン シト アラ トクテイ		37										東病院（使途非特定）		9,155

				一般 (使途非特定) イッパン シト アラ トクテイ		46										一般 (使途非特定)		8,686

				Endeavor（Project）		31										Endeavor（Project）		3,567

				NEXT （Project)		106										NEXT （Project)		17,572

				患者サポ－ト研究開発センター（Project） カンジャ ケンキュウ カイハツ		26										患者サポ－ト研究開発センター（Project）		14,670

				SCRUM－Japan （Project）		17										SCRUM－Japan （Project）		2,496















				寄付者の内訳 キフ シャ ウチワケ

						FY2016　寄付件数 キフ ケンスウ						FY2016　寄付金額 キフ キンガク

				企業・団体 キギョウ ダンタイ		61				企業・団体 キギョウ ダンタイ		33,210

				個人 コジン		509				個人 コジン		79,115

						570						112,324



寄付金額　件数推移 



000円（左軸）	[値]



[値]





2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	17379	25049	15588	51105	15624	65461	112324.486	件数（右軸）	[値]







2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	46	67	55	70	57	286	570	年度













寄付件数　目的別内訳　

（FY2016  単位 件）





中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト研究開発センター（Project）	SCRUM－Japan （Project）	307	37	46	31	106	26	17	

寄付金額　目的別内訳

（FY2016　 単位 000円）





中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト研究開発センター（Project）	SCRUM－Japan （Project）	56179.110999999997	9155	8685.7350000000006	3567	17571.64	14670	2496	

FY2015 VS FY2016  寄付金額（000円）  



FY2015	中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト（Project）	SCRUM－Japan （Project）	23431.84	8743.7099999999991	10812.11	1500	1610	15963	3400	FY2016	中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト（Project）	SCRUM－Japan （Project）	56179.110999999997	9155	8685.7350000000006	3567	17571.64	14670	2496	







FY2015 VS FY2016  寄付件数



FY2015	中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト（Project）	SCRUM－Japan （Project）	203	37	19	2	7	12	6	FY2016	中央病院（使途非特定）	東病院（使途非特定）	一般 (使途非特定)	Endeavor（Project）	NEXT （Project)	患者サポ－ト（Project）	SCRUM－Japan （Project）	307	37	46	31	106	26	17	







寄付金額　受入開始以来　累計



000円（左軸）	

[値]





2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	17379	42428	58016	109121	124745	190205.66	302530.14600000001	







寄付件数 　個人・法人別内訳　FY2016　　　



FY2016　寄付件数	

企業・団体	個人	61	509	



寄付金額　個人・法人別内訳　 FY2016



FY2016　寄付金額	

企業・団体	個人	33209.623	79114.863000000012	



注　2013年の大幅増加は大口寄付（1件　3000万円）による


主な増収寄与
中央病院￥3274万
NEXT    ￥1596万
 



image1.png




	スライド番号 1
	スライド番号 2

