
「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」におけるウェブサイトへの公開項目及び⾦額

A. 研究費開発費等

項目 年間の総額

共同研究費  0 円

委託研究費 18,300,000 円

臨床試験費 0 円

製造販売後臨床試験費  0 円

不具合・感染症症例報告費 0 円

製造販売後調査費 0 円



B. 学術研究助成費

⼀般寄付⾦

施設名 件数 ⾦額

国⽴⼤学法⼈ 九州⼤学⼤学院 1 15,000,000 円

国⽴⼤学法⼈ 熊本⼤学 1 20,000,000 円

名古屋大学 1 100,000 円

学会共催費

学会/セミナー名 ⾦額

第44回神経放射線学会 1,500,000 円

第43回日本血管外科学会学術総会 300,000 円

第43回日本IVR学会 500,000 円

第55回日本核医学会学術総会 3,200,000 円

第10回東京ハートラボ 1,000,000 円

日本心エコー図学会第18回冬期講習会 650,000 円

第15回 麻酔科学ウィンターセミナー 200,000 円

第17回新⽣児呼吸療法モニタリングフォーラム 500,000 円

第26回日本心エコー図学会学術集会 (ASE-JSEジョイントセミナー含む) 3,500,000 円

第27回日本腹部放射線研究会 2,500,000 円

第31回⽇本脳神経⾎管内治療学会学術総会 1,500,000 円

第40回日本超音波検査学会 850,000 円

第43回日本磁気共鳴医学会 2,500,000 円

第42回⽇本集中治療医学会学術集会 3,000,000 円

第43回日本放射線技術学会 秋季学術大会 300,000 円

日本心エコー図学会第12回秋期講習会 350,000 円

日本心エコー図学会第24回夏期講習会 500,000 円

日本超音波医学会第88回学術集会 3,000,000 円

脳⾎管内治療ブラッシュアップセミナー 2015 500,000 円

第74回日本医学放射線学会 3,500,000 円

CVIT 2015 1,500,000 円

アジア神経放射線（AOCNR2015) 1,600,000 円

SCMR2015 600,000 円

第81回日本心臓血管放射線研究会 250,000 円

第4回Advanced CT研究会 800,000 円

The Echo Live大阪 2015 1,000,000 円

第34回日本蘇生学会 800,000 円

第29回日本小児救急医学会学術集会 1,000,000 円

第18回⽇本臨床救急医学会総会・ 学術集会 1,080,000 円

第43回日本救急医学会総会 1,500,000 円

日本放射線腫瘍学会第28回 700,000 円



C. 原稿執筆料等

C-1 講師謝⾦ 総額 8,640,577 円

氏名 施設名 教室・診察科 役職

三木 幸雄 ⼤阪市⽴⼤学⼤学院 医学研究科 放射線医学教室 教授

丹⽻ 徹 東海大学 画像診断学 准教授

藤間 憲幸 北海道⼤学⼤学院 医学専攻病態情報学講座 放射線医学分野放射線診断科 助教

後藤 光範 宮城県⽴がんセンター 診療放射線技術部

船間 芳憲 熊本大学大学院生命科学研究部 先端⽣命医療科学部門医療技術科学講座 医⽤理⼯学 教授

辻岡 勝美 藤田保健衛生大学 医療科学部放射線学科 准教授

宮下 宗治 ⽿⿐咽喉科⿇⽣病院 診療⽀援部

近藤 雅敏 九州大学病院 医療技術部 放射線部門

後藤 隆久 横浜市⽴⼤学⼤学院 医学研究科 生体制御・麻酔科学 教授

大嶽 浩司 昭和大学医学部 麻酔科学講座 主任教授

片岡 大治 国⽴循環器病⽑旧センター病院 脳神経外科 医⻑

中浦 猛 熊本大学大学院生命科学研究部 画像診断・解析学講座 講師

大野 肇 市⽴旭川病院 中央放射線科 技師⻑

竹内 正明 産業医科大学病院 臨床検査・輸⾎部 診療教授

笹木 工 北海道⼤学病院 診療⽀援部 放射線部 主任

真鍋 徳子 北海道⼤学⼤学院 医学専攻病態情報学講座 放射線医学分野放射線診断科 講師

望月 輝一 愛媛大学大学院医学系研究科 放射線医学 教授

片平 和博 熊本中央病院 放射線診断科 部⻑

Roberto M. Lang The University of Chicago Medicine Noninvasive Cardiac Imaging Labora

吉田 清 社会医療法⼈社団⼗全会 ⼼臓病センター榊原病院 循環器内科 検査部⻑

渡邊 弘之 東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科 ハートセンター⻑ 

遠田 栄一 国際医療福祉⼤学 成⽥保健医療学部 医学検査学科 准教授

川井 順一 ⻄神⼾医療センター 臨床検査技術部 副技師⻑

⻄⽥ 睦 北海道⼤学病院 超音波センター 副部⻑

森安 史典 医療法⼈順和会⼭王病院、国際医療福祉⼤学 がん局所療法、消化器内科 センター⻑/教授

今井 康晴 東京医科⼤学⼋王⼦医療センター 消化器内科 科⻑

坂田 泰史 大阪大学大学院 医学系研究科 循環器内科学 教授

⼤⻄ 俊成 大阪大学大学院 医学系研究科 循環器内科学 助教

⼭⽥ 龍作 大阪河崎リハビリテーション大学 学⻑

宮山 士朗 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院 画像診断センター 中央放射線診断部⻑

坪川 恒久 東京慈恵会医科大学 麻酔科学講座 教授

高橋 伸二 筑波大学附属病院 麻酔科 准教授

山根 正久 社会医療法⼈財団⽯⼼会 埼⽟⽯⼼会病院 循環器内科 副院⻑

田中 美千裕 ⻲⽥総合病院 脳神経外科 部⻑

佐藤 允之 国家公務員共済組合連合⻁の門病院 脳神経⾎管内治療科

濱田 祐介 国家公務員共済組合連合⻁の門病院 放射線部

坂井 信幸 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 脳心外科 部⻑

⽯⿊ 友也 ⼤阪市⽴総合医療センター 脳神経外科 医⻑

若林 和樹 和歌⼭県⽴医科⼤学附属病院 中央放射線部

今村 博敏 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 脳神経外科 医⻑

池谷 尚人 ⻲⽥総合病院 医療技術部 画像診断室

中前 光弘 奈良県⽴医科⼤学附属病院 中央放射線部 係⻑

松澤 博明 大阪大学医学部付属病院 医療技術部 放射線部門 主任

竹井 泰孝 浜松医科大学附属病院 放射線部

藤本 真一 福井大学医学部附属病院 放射線部

飯⽥ 聖⼀郎 聖路加国際病院 放射線科

平井 隆昌

（元）国⽴がん研究センター中央病院 放射線科

（現）独⽴⾏政法⼈医薬品医療機器総合機構

安全第⼀部 医療機器安全課

杉村 和朗 神⼾⼤学⼤学院 内科系講座放射線医学分野 教授

栂尾 理 九州大学大学院 臨床放射線科学分野

本田 恵一 熊本中央病院 放射線科 主任

坂本 哲也 帝京大学 救急医学講座 主任教授

野々木 宏 静岡県⽴総合病院 院⻑代理

村川 雅洋 福島県⽴医科⼤学 医学部医学科麻酔科学講座 主任教授

讃岐 美智義 広島大学大学院 麻酔蘇生学 講師

北島 美⾹ 熊本大学医学部附属病院 中央放射線部 准教授

米田 哲也 熊本大学大学院生命科学研究部 医療技術科学講座 准教授

竹口 隆也 武蔵野赤十字病院 放射線科 副部⻑

前田 登 ⼤阪府⽴成⼈病センター 放射線診断科

杉原 英治 ⼤阪府⽴急性期・総合医療センター 画像診断科 部⻑

⻑畑 守雄 ⼭形市⽴病院済⽣館 脳・血管放射線 科⻑

芝本 雄太 名古屋市⽴⼤学⼤学院 医学研究科放射線医学分野 主任教授

川上 理 埼⽟医科⼤学総合医療センター 泌尿器科 准教授

高橋 哲 神⼾⼤学医学部付属病院 放射線部 部⻑・特命教授

都築 豊徳 名古屋第二赤十字病院 病理診断科 部⻑

伊藤 博敏 医療法⼈財団 康⽣会 梶井町放射線診断科クリニッ 所⻑

沼尾 昇 がん有明病院 泌尿器科 医⻑

駒井 好信 国⽴がん研究センター東病院 泌尿器・後腹膜腫瘍科

吉⽥ 宗⼀郎 東京医科⻭科⼤学 腎泌尿器外科学 助教

平井 俊範 宮崎大学 医学部病態解析医学講座 放射線医学分野 教授

村上 卓道 近畿大学 医学部 放射医学教室 放射線医学分野 主任教授

山城 尊靖 箕⾯市⽴病院 中央放射線部 主任

森本 規義 公益財団法⼈ ⼤原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病 医療技術部門放射線技術部 MRI室副室⻑

今井 裕 東海大学 副学⻑

水村 直 東邦⼤学医療センター⼤森病院 放射線科 准教授

福澤 圭 国家公務員共済組合連合会 ⻁の門病院 放射線部

國松 聡 東京大学 ⼤学院医学系研究科⽣体物理医学専攻 放射線医学講座 准教授

瀧 靖之 東北⼤学加齢医学研究所 機能画像医学研究分野 教授

岸本 健治 ⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院 中央放射線部 副技師⻑

佐藤 健太郎 神奈川県厚⽣農業協同組合連合会相模原協同病院 臨床⼯学部 臨床⼯学技師

武藤 千秋
社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総

合病院
臨床⼯学科  臨床⼯学技師

上條 秀昭 筑波メディカルセンター 診療技術部臨床⼯学科 副科⻑

山本 靖人 医療法⼈ 公⼈会 姫路中央病院 臨床⼯学科 臨床⼯学技師⻑

尾田 友広
社会医療法⼈ 渡邊⾼記念会 ⻄宮渡辺⼼臓・⾎管セ

ンター
臨床⼯学科  副技師⻑



坪内啓正 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院 放射線技術部

原田 大 昭和大学医学部 ブレストセンター 非常勤講師

前⽥ ⼀郎 聖マリアンナ医科大学病院 病理部 准教授

福岡 順也 ⻑崎⼤学医学部附属病院 病理部 教授

（役職表記は2016年6⽉現在の情報に基づく）



D.情報提供関連費

該当なし



E. その他の費用

項目 年間の総額

接遇等費用 6,481,385 円


