
 

 

独立研究助成金申請 

重要:この文書は原本の参照のみを目的として翻訳されています。申請は www.bausch.com/caring に
おいてオンラインで行い、英語で提出する必要があります。ご質問がある場合は、caring@bausch.com 
までご連絡ください。 
 

申請書作成  

連絡先: 

1. * 名 (ファーストネーム) 

2. * 姓 (ラストネーム) 

3. 職名 

4. * 敬称 (次から 1つ選択:Dr, Mr., Mrs., Ms., Miss) 

5. * 学位 (次から 1つ選択:DO, LPN, MD, PhD, PharmD, RPH, RN, PT, LVN, OT, NP, PA, OD, その他:具体

的にご記入ください) 

6. * メールアドレス 

7. * 主要連絡先電話番号 

8. 上記以外の連絡先電話番号 

9. * 住所 (番地)： 

10. 部門、階数、室番号 

11. * 市町村名: 

12. 州 (州を選択) 

13. 都道府県または地域 

14. * 郵便番号 

15. 国 (国を選択) 

* 必須項目 
 

組織情報: 

1. * 組織名 (正式名称) 



2. * 組織の種類 (次から 1 つ選択:営利目的、非営利) 

3. * 組織の主目的 (次から 1つ選択:地域医療センター、大学病院、医師会、医療あるいは医師組

合、患者支援グループ、支援グループ、民間医療業務または医療グループ病院、その他:具体的

にご記入ください) 

4. * 納税者識別番号 (納税者識別番号をご存知ない場合は、[分からない] を選択してください) 

5. * 貴組織は大規模な親組織の傘下にありますか。(次から 1つ選択:はい、いいえ) 

a. [はい] と回答された場合、親会社・組織の納税者識別番号を入力してください。 

6. * 貴組織もしくはその母体や姉妹組織は、ボシュロム社のプロモーション プログラムを展開ま

たは実行されていますか。(次から 1つ選択:はい、いいえ) 

a. [はい] と回答された場合、貴組織のプロモーション プログラムと教育プログラムとを

分離する規制ポリシーについて説明してください。 

7. * 現在または過去に、貴組織が有罪判決を受けたこと、もしくは、政府出資のヘルスケア プロ

グラムへの参加から排除されたことはありますか。(次から 1つ選択:はい、いいえ) 

a. [はい] と回答された場合、有罪判決または排除の内容や理由、組織の現在の状況につ

いて詳細を記入してください。 

8. * ご存知の範囲で結構ですので、過去 5年間に貴組織がボシュロム社から寄付または慈善寄付

を受けたことがあるかどうかお答えください。(次から 1つ選択:はい、いいえ) 

a. [はい] と回答された場合、ボシュロム出資の助成金または慈善寄付それぞれについ

て、日付、場所、プログラムの詳細、ならびに金額をお答えください。 

9. * あなたは現在 (または過去に)、医療機器会社または医薬品会社のコンサルタントまたは社員

ですか(でしたか)。(次から 1つ選択:はい、いいえ) 

a. [はい] と回答した場合、各企業名および在籍していた日付を記入してください。 

10. * 現在あなたは、この研究活動のために、政府または他の営利団体から財政支援を受けたり依

頼したりしていますか。(次から 1つ選択:はい、いいえ) 

11. [はい] と回答された場合、その政府機関名ならびに営利団体名を挙げてください。 

12. あなたの研究活動に人体実験が含まれる場合は、報告先の独立型審査会または倫理委員会を記

入してください。 

* 必須項目 

 

主要検査官に関する詳細： 
 

1. *主要検査官の名 (ファーストネーム) 



2. *主要検査官の姓 (ラストネーム) 

3. 主要検査官の職名 

4. 主要検査官の敬称 (次から 1つ選択:Dr, Mr., Mrs., Ms., Miss) 

5. 主要検査官の学位 (次から 1つ選択:DO, LPN, MD, PhD, PharmD, RPH, RN, PT, LVN, OT, NP, PA, OD, 

その他:具体的にご記入ください) 

6. * 主要検査官のメールアドレス 

7. * 主要検査官の連絡先電話番号 

8. 主要検査官のその他の連絡先電話番号 

9. * 主要検査官の住所 

10. 主要検査官の部門、階数、室番号 

11. * 主要検査官の所在地の市名 

12. 主要検査官が所在する州 (州を選択) 

13. 主要検査官が所在する都道府県または地域 

14. * 主要検査官の所在地の郵便番号 

15. * 主要検査官の所在国 (国を選択) 

* 必須項目 

 

研究活動に関する詳細： 

1. * 研究名 

ご注意:申請書提出を完了する前に、追加文書を添付することが可能です。可能な場合、下の質

問に対して簡単な説明を記入してください。記入しない場合は、適切な文書を添付してくださ

い。 

2. * 研究助成金が使用される活動について簡単に説明してください。ご注意:申請書提出を完了す

る前に、追加文書を添付することが可能です。 

3. この企画は、ボシュロム社のアーリー・ビジョン研究所の小児白内障対策に関連するものです

か。小児白内障対策の詳しい情報については、www.pediatriccataract.org をご覧ください。(次

から 1つ選択:はい、いいえ) 

4. * 仮説 

5. * 目的 

6. * 提案された研究の背景および意義 



7. * 研究デザイン 

8. * 研究期間 

9. * サンプル数の根拠や検出力分析を含む統計解析計画 

10. * 具体的な薬剤／機器の要件 (薬剤名／機器名、投与量および必要量) 

11. * 項目別予算額 – ご注意:申請書提出を完了する前に、追加文書を添付することが可能です。 

12. * 参考文献 

13. * 論文／学会発表の予定 

14. * 最低資金援助額:研究助成金の請求最低額を米ドルでご記入ください。 

15. * 最高資金援助額:研究助成金の請求最高額を米ドルでご記入ください。(一定の金額をご依頼

の場合、前に入力した最低資金援助額と同額を入力してください)。 

16. ご希望の資金援助額範囲に関して、資金の詳しい予算など、さらに追加情報がありましたらご

記入ください。 

17. * 請求した研究助成金は、価格条件として、あるいは価格引下げの代わりとして行われるもの

ではありません。(すなわち、請求者は、研究助成金請求がいかなるボシュロム製品の価格にも

影響しないことを保証します)(次から 1つ選択:はい、いいえ) 

18. * 請求された研究助成金は、いかなるボシュロム製品の購入にも関係はなく、寄付受領者に対

してボシュロム製品の購入や推薦を求めるものではありません。(次から 1つ選択:はい、いい

え) 

19. * 私の知る限り、本書式に記載された情報は事実であり、独立研究助成金を目的とした合法的

な請求です。(次から 1つ選択:はい、いいえ) 

20. 下の [承認する] をクリックすることにより、独立研究助成金が授与される場合に、ボシュロ

ム社と契約を履行する必要があることを私が理解したことを確認するものとします。([承認す

る] を選択) 

 

申請の承認:  

もう少しで完了しますのでご辛抱ください。ご希望の場合、ロゴを追加して申請書に表示することも

出来ます。また、下のリンクをクリックして次に進む前に、申請書を表示して印刷することも可能で

す。次に進む前に、申請書を見直してご確認いただきますようお願いいたします。申請内容を確認さ

れましたら、[続行] をクリックして次のページに進み、追加文書を添付して申請書を提出するか、ま

たは、このページの下方にある [戻る] ボタンをクリックして修正事項があれば修正してください。 

ロゴのアップロード (オプション) 

(アップロードできるファイル形式: .jpg、.jpeg、.gif、.tif、.tiff。ロゴのサイズは、自動的に 

幅 200 ピクセルに調整されます) 



申請内容を再確認する場合はここをクリックしてください。 
 

提出の完了: 
 
申請書を提出する場合、最後にコメント (カバーシート) を入力し、請求された添付書類をアップロ

ードします。最後に、承認欄にチェックマークを入れてガイドラインを読み理解したことを承認して

から、[提出] をクリックして申請処理を完了します。 

ボシュロム 

教育助成金 

ボシュロムの助成金ならびに慈善寄付プログラムに関するご質問がある場合は、caring@bausch.com ま

でメールでお問い合わせください。 

1. カバーシート:(2000 文字まで)  

2. 添付ファイル:米国組織の場合は、署名済みの W-9 フォームをアップロードしてください。 

3. 添付ファイル:米国組織の場合は、501c3 IRS の最終決定書 (Determination Letter) をアップ

ロードしてください (該当する場合)。 

4. 添付ファイル:米国組織でない場合は、貴組織の慈善事業のステータスを証明する文書をアップ

ロードしてください。 

5. 添付ファイル:主要検査官の履歴書をアップロードしてください。 

6. 添付ファイル:提案する研究プロトコルについて明示した参考文献があればアップロードしてく

ださい。 

7. 添付ファイル:本件の審査対象となる追加文書がありましたら添付してください。 

8. 送信可能なファイル形式:doc, docx, xls, mpp, txt, pdf, jpg, jpeg, ppt, mp3 添付ファイ

ルをすべて含む最大容量は 3MB です。 

ここに提出する申請書の全ての情報が事実であり正確であることを証します。 


