
「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 3,088,800 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

奨学寄付⾦ 総額 207,306,659 円

施設名 件数 ⾦額

愛媛大学 睡眠学講座 1 2,000,000 円

沖中記念成⼈病研究所 1 1,500,000 円

岩⼿医科⼤学 睡眠医療学 1 10,000,000 円

京都⼤学 呼吸管理睡眠制御学講座 1 15,000,000 円

九州大学 睡眠時無呼吸センター 1 10,000,000 円

慶応義塾大学 睡眠医学研究寄附講座Ⅱ 1 10,000,000 円

滋賀医科大学 精神医学講座 1 5,000,000 円

順天堂大学 心血管睡眠呼吸医学講座 1 10,000,000 円

東京医科⻭科⼤学 睡眠制御学講座 1 2,000,000 円

東京医科大学 睡眠学講座 1 16,000,000 円

日本大学 睡眠学講座 1 10,000,000 円

福島県⽴医科⼤学 循環器・⾎液内科学講座 1 5,000,000 円

ADVENT研究支援 1 10,000,000 円

国⽴循環器センター ⼼臓⾎管内部門 不整脈科 1 500,000 円

大阪大学 心臓血管外科 1 2,000,000 円

横浜市⽴⼤学 医学部 呼吸器病学教室 1 500,000 円

⾦沢医科⼤学 循環器科 1 300,000 円

獨協医科大学 看護学部 1 300,000 円

18 110,100,000 円

⼀般寄付⾦

学会/セミナー名 件数 ⾦額

かごしま⾼岡病院 市⺠公開講座 1 100,000 円

⻑野県臨床⼯学⼠会賛助会員 1 20,000 円

財団法人日本訪問看護振興財団 1 50,000 円

富⼭県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円

福岡県臨床⼯学技⼠会 1 30,000 円

佐賀県臨床⼯学技⼠会 1 30,000 円

⻑崎県臨床⼯学技⼠会 1 30,000 円

⼤分県臨床⼯学技⼠会 1 30,000 円

熊本県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円

宮崎県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円

⿅児島県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円

社団法⼈⽇本循環器管理研究協議会 1 50,000 円

NPO J-BREATH 1 100,000 円

社団法⼈⽇本臨床⼯学技⼠会 1 30,000 円

社）⻑野県理学療法⼠会 1 20,000 円

愛媛県臨床⼯学技⼠会 1 10,000 円

日本ALS協会愛媛支部 1 10,000 円

⾹川県臨床⼯学技⼠会 1 10,000 円

徳島県臨床⼯学技⼠会 1 10,000 円

⾼知県臨床⼯学技⼠会 1 10,000 円

（社）岡⼭臨床検査技師会 1 20,000 円

岡⼭県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円

島根県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円

⿃取県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円

広島県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円

⼭⼝県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円

東海RST協⼒会 1 30,000 円

愛知県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円

三重県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円

三重ALS協会 1 10,000 円

千葉県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円

茨城県臨床⼯学技⼠会 1 30,000 円

静岡県臨床⼯学技⼠会 1 10,000 円

神奈川県臨床⼯学技⼠会 1 30,000 円

宮城県臨床⼯学技⼠会 1 30,000 円

⼭形県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円

東北⼤学医療推進協議会 1 50,000 円



北海道臨床⼯学技⼠会 1 30,000 円

埼⽟県臨床検査技師会 1 20,000 円

群⾺県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円

日本ALS協会埼玉支部 1 5,000 円

栃⽊県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円

社団法⼈ 新潟県理学療法⼠会 1 30,000 円

⻘森県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円

秋⽥県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円

岩⼿県臨床⼯学技師会 1 50,000 円

岩⼿県医療局 臨床⼯学技師会 1 30,000 円

47 1,255,000 円

学会寄付⾦

学会/セミナー名 件数 ⾦額

第13回愛媛SAS研究会 1 100,000 円

第11回⽇本ポリソムノグラフィー研究会 中四国⽀部例会 1 20,000 円

第5回呼吸療法セミナー 1 20,000 円

埼⽟県臨床⼯学技⼠会主催「第14回臨床⼯学実技セミナー」 1 50,000 円

第15回信州SAS研究会 1 69,111 円

埼⽟県筋ジストロフィー協会 平成27年度療育キャンプ 1 50,000 円

第13回⽇本ポリソムノグラファー研究会 関東⽀部例会 1 20,000 円

第143回⽇本神経学会 東海北陸地⽅会 1 20,000 円

第10回日本リハビリテーション医学会専門医会学術集会 1 20,000 円

北海道呼吸管理研究会 1 50,000 円

⽇本⼼臓財団・フィリップス⼼不全陽圧治療研究奨励賞 1 1,383,160 円

和歌山セミナー(NPO) ワークショップ 1 60,000 円

第34回関東甲信越ブロック理学療法⼠学会 1 10,000 円

神⼾在宅呼吸ケア研究会 1 100,000 円

日本ポリソムノグラファー研究会 1 50,000 円

⽇本呼吸療法医学会 1 50,000 円

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 1 50,000 円

社団法人日本呼吸器学会 1 100,000 円

東北救急医学会  1 30,000 円

19 2,252,271 円

学会共催費

学会/セミナー名 ⾦額

⽇本集中治療学会中四国地⽅会 ランチョンセミナー 1,252,254 円

伊⾖保健医療センター 市⺠公開講座『SASにおける企業リスク』 100,000 円

第12回城北睡眠障害研究会 687,335 円

第2回徳洲会睡眠循環研究会 325,894 円

第2回広島NPPVセミナー 229,200 円

第1回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会関東地方会 100,000 円

第1回さいたま循環器SASセミナー 659,307 円

埼⽟県臨床⼯学技⼠会主催「⼈⼯呼吸器安全対策セミナー」 30,000 円

呉⼼不全・陽圧呼吸セミナー 39,330 円

第42回⽇本集中治療医学会学術集会 2,045,120 円

第5回福島循環器陽圧治療研究会 531,816 円

第52回睡眠呼吸障害研究会 162,000 円

第7回神奈川県神経難病の呼吸ケアを学ぶセミナー 609,499 円

第7回東海筋疾患懇話会 143,304 円

第2回晴和病院公開シンポジウム「日中の眠気の原因と対応」 754,292 円

⼼不全陽圧治療研究会ラウンドミーティング 890,744 円

回復期リハビリテーション病棟協会 第25回 研究⼤会 100,000 円

第9回⼼不全陽圧治療研究会 5,051,758 円

神奈川県臨床⼯学技⼠会主催 第13回⼈⼯呼吸器セミナー 80,000 円

第152回 日本呼吸器内視鏡学会 関東支部会 216,000 円

第100回⽇本呼吸器学会 東北地⽅会 226,800 円

KCC-2015 100,000 円

Arrythmia Summit in Oita 233,869 円

徳島人工呼吸セミナー 50,000 円

東京医科⼤学呼吸器内科「Jerome A. Dempsey, Ph.D.来⽇記念学術講演会」 43,814 円

第8回⼩児在宅医療実技講習会  50,000 円

第5回呼吸療法セミナー 30,000 円



第28回東北呼吸ケアフォーラム 200,000 円

第29回⽇本医学会総会 睡眠学会 市⺠公開講座 500,000 円

新潟呼吸管理研究会 534,698 円

第21回⽇本PSG研究会東海⽀部例会 20,000 円

第55回日本呼吸器学会学術講演会 7,674,986 円

「急性期NPPV研究会の今後について」会議 164,140 円

第88回⽇本内分泌学会学術集会 151,950 円

第79回日本循環器学会学術集会 3,167,420 円

⽇本在宅医学会 展⽰・広告・ランチョンセミナー 1,133,998 円

⽀店カンファレンス（聖隷浜松病院） 124,946 円

北九州睡眠検査勉強会 30,000 円

第88回日本産業衛生学会 236,196 円

Acute Cardiopulmonary Care Meeting 786,799 円

四国支店カンファレンス 174,071 円

第2回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会中四国支部会学術集会 ランチョンセミナー 357,720 円

小倉ライブ（The32th Live Demonstration in KOKURA） 337,751 円

第56回日本神経学会学術大会 335,340 円

湘南鎌倉総合病院 腎臓内科セミナー 346,860 円

第25回⽇本臨床⼯学会および平成27年度公益社団法⼈⽇本臨床⼯学技⼠会総会 398,260 円

第6回日本訪問リハビリテーション協会 共催セミナー 733,354 円

⽇本ALS協会 平成27年度総会 40,000 円

北九州市⺠講座 SASを⾒直そう 544,415 円

国⽴病院機構松江医療センター 肺疾患懇話会特別医療講演会 607,189 円

第8回基礎から学ぶ人工呼吸セミナー 30,000 円

河北循環器呼吸ケア研究会 108,000 円

第3回⻘森睡眠CPAPセミナー 712,939 円

第14回日本ALS協会 埼玉県支部総会 20,000 円

第12回⽇本PSG研究会 中四国⽀部例会 20,000 円

第12回静岡県臨床⼯学会 20,000 円

第9回奈良SAS・⽣活習慣病研究会 914,662 円

第62回日本小児保健協会学術集会 162,000 円

第2回東北NPPVセミナー 835,111 円

第77回⽿⿐咽喉科臨床学会総会・学術講演会 54,000 円

第13回城北睡眠障害研究会 686,820 円

第60回日本透析医学会学術集会・総会  982,800 円

第6回北陸PSGセミナー 94,883 円

静岡市清水医師会ME＆ITフェア 32,400 円

福岡県臨床⼯学技⼠会「第19回呼吸療法セミナー」 295,500 円

日本睡眠学会第39回定期学術集会 6,439,459 円

第60回⽇本集中治療医学会 近畿地⽅会  108,000 円

千葉⼩児⻭科睡眠呼吸障害研究会 30,000 円

耳原総合病院における循環器カンファレンス 184,140 円

京滋北陸⽀店カンファレンス 84,305 円

第3回⽇本呼吸ケア・リハビリテーション学会東北⽀部会学術集会 100,000 円

第14回群⾺県臨床⼯学技⼠会学術⼤会 30,000 円

在宅の呼吸療法セミナー（ミオパチーの会オリーブ 難病医療講演会） 57,570 円

日本小児循環器学会総会 ランチョンセミナー 2,189,324 円

第6回睡眠呼吸フォーラム 50,000 円

第37回⽇本呼吸療法医学会学術総会 2,811,060 円

第21回日本心臓リハビリテーション学会 ランチョンセミナー 2,395,263 円

⽇本在宅医療学会学術集会  344,493 円

呼吸療法セミナーin湘南 100,000 円

南東北⽀店 社内研修会 104,284 円

第20回日本難病看護学会学術集会 30,000 円

第28回全国有床診療所連絡協議会総会茨⽊⼤会 30,000 円

⼭梨呼吸療法セミナー 20,000 円

第30回⽇本不整脈学会学術⼤会 ランチョンセミナー 2,050,454 円

睡眠呼吸障害と生活習慣病（かごしま高岡病院カンファレンス） 340,235 円

ISMSJ学術集会  1,631,374 円

軽井沢キッズケアラボシンポジウム 50,000 円

旭川NPPVセミナー 543,398 円

第3回北海道睡眠呼吸障害セミナー 956,253 円



第一回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会近畿支部学術集会 ランチョンセミナー 400,000 円

第3回南⼤阪 循環器若⼿Dr.⼼不全の会 266,433 円

第55回臨床呼吸機能講習会 1,572,174 円

⽇本睡眠学会教育委員会主催 睡眠医療・技術セミナー／⽣涯教育セミナー 100,000 円

第9回北九州循環器と睡眠の研究会 60,000 円

第5回⽇本在宅⼩児医療⽀援研究会 32,400 円

第14回愛媛SAS研究会 50,000 円

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会甲信越支部 第1回学術集会 50,000 円

いびきと眠りの公開講座2015 300,000 円

第9回PSGスコアリングセミナー 517,544 円

誠敬会クリニック吉野⻭科診療所セミナー 70,000 円

医科⻭科SAS懇話会 38,016 円

集中ケア講習会 30,000 円

理学療法講習会「呼吸理学療法の理論と実際」 30,000 円

第2回泉州呼吸ケアセミナー 651,366 円

第6回甲信越臨床⼯学技⼠会学術⼤会 40,000 円

第41回日本重症心身障害学会学術集会 264,000 円

東海呼吸ケア・リハビリテーション研究会 181,198 円

第63回日本心臓病学会学術集会 ランチョンセミナー 4,220,965 円

第237回日本循環器学会 関東甲信越地方会 教育セッション 1,047,987 円

第22回⽇本PSG研究会東海⽀部例会 20,000 円

旭川医科大学 精神医学講座 院内カンファレンス 89,100 円

新潟睡眠呼吸障害研究会 100,000 円

第9回⽯川県呼吸療法セミナー 20,000 円

第4回関⻄医科⼤学附属枚⽅病院 SAS診療における地域連携懇話会 293,606 円

第3回山口睡眠時無呼吸症候群（SAS）研究会学術講演会 50,000 円

第11回神経難病の包括的呼吸ケア・ワークショップ 3,090,831 円

第101回⽇本呼吸器学会東北地⽅会 54,000 円

第一回獨協医科大学越谷病院 循環器内科 睡眠呼吸障害院内カンファレンス 269,170 円

第25回日本呼吸ケア･リハビリテーション学会 4,882,465 円

第3回和泉地区 循環器と睡眠呼吸障害に関する懇話会 194,748 円

第48回日本小児呼吸器学会・第26回日本小児呼吸器外科研究会 170,800 円

第2回筋ジストロフィー医療研究会  240,000 円

第2回⼭梨県循環器領域陽圧治療カンファレンス 672,696 円

第5回いちのみやNPPV研究会 196,017 円

第19回⽇本⼼不全学会学術集会 ランチョンセミナー 2,180,636 円

第5回京都大学睡眠障害研究会 228,835 円

栃⽊県臨床⼯学技⼠会主催「第6回呼吸器基礎セミナー」 20,000 円

福岡県臨床⼯学会 30,000 円

社内講演会(九州大学) 82,959 円

⽇本⼼臓リハビリテーション学会 第1回北陸⽀部地⽅会セミナー 100,000 円

第52回⽇本臨床⽣理学会総会 174,948 円

札幌市⺠フォーラム 「第7回睡眠と健康について」 322,135 円

支店カンファレンス（横浜） 95,685 円

⼼不全陽圧治療カンファレンス 331,908 円

第12回PSG勉強会 49,000 円

第3回茨城県健診研究会 102,988 円

第8回東海筋疾患懇話会 274,550 円

伊⾖保健医療センター 院内カンファレンス 346,860 円

第4回南東北睡眠呼吸障害研究会 645,449 円

第22回近畿臨床⼯学会 50,000 円

第10回PSGスコアリングセミナー 251,843 円

第3回⼤阪⻄南NPPVカンファレンス 611,419 円

北九州下関睡眠呼吸障害研究会 150,000 円

第⼀回みやぎ循環器陽圧呼吸療法カンファレンス 378,642 円

四国支店カンファレンス 172,619 円

第3回⽇本難病医療ネットワーク学会学術集会 216,000 円

第72回日本循環器心身医学会総会 162,000 円

第3回獨協越⾕医療圏睡眠医療懇話会 125,134 円

第3回PHILIPS Healthcare Solutions Seminar－⼈⼯呼吸管理と⽣体情報モニタリング－ 118,781 円

第23回日本ポリソムノグラファー研究会 全国大会 30,000 円

トータルライフ医療学術集会 抄録集 50,000 円



第14回⽇本睡眠⻭科学会 定期学術集会 27,500 円

第27回⿅児島⼩児在宅ケア・⼈⼯呼吸療法研究会 記念講演会 596,475 円

信州⼤学⼼不全NPPVセミナー 261,753 円

東海⼩児呼吸管理懇話会 203,200 円

第16回臨床CPAP研究会 1,153,749 円

北関東⼼不全陽圧治療勉強会 第3回 北関東睡眠医療懇話会 208,098 円

第44回四国理学療法⼠学会 30,000 円

第15回熊本⼩児在宅ケア・⼈⼯呼吸療法研究会総会 50,000 円

第2回香川呼吸ケアセミナー 30,000 円

第15回急性期NPPV研究会 3,813,541 円

第8回新PSG睡眠塾 70,000 円

第1回宮城県⼩児在宅医療実技講習会 50,000 円

福井呼吸ケアネットワーク 131,460 円

第52回（名古屋）人工呼吸の安全セミナー 120,000 円

⿅児島県看護セミナー 30,000 円

南東北呼吸療法セミナー 176,590 円

ミニカンファレンス 77,959 円

北九州睡眠検査勉強会 90,000 円

⻑野県臨床⼯学技師会 20,000 円

93,699,388 円



C. 原稿執筆料等

C-1 講師謝⾦（座⻑謝⾦、○○謝⾦含む） 総額 16,405,669 円

氏名 施設名 教室・診察科 役職

阿部 司 愛知医科大学病院 リハビリテーション部

鮎川 勝彦 飯塚病院 特任副院⻑

安⻫ 俊久 国⽴循環器病研究センター 心臓血管内科 部⻑

安達 哲也 東北医科薬科⼤学 若林病院 呼吸器内科 部⻑

安藤 眞一 九州大学病院 睡眠時無呼吸センター センター⻑／特任教授

伊佐 浩紀 日本大学医学部附属板橋病院 臨床検査部

伊藤 さやか 公⽴陶⽣病院 臨床⼯学部

井上 雄一 東京医科⼤学／医療法⼈絹和会 睡眠額講座 教授／理事⻑

井本 久紀 医療法⼈社団恵友会 霧ヶ丘つだ病院 看護部

磯村 大地 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 循環器科

一ノ瀬 正和 東北⼤学⼤学院 医学系研究科・医学部　呼吸器内科学分野 教授

稲毛 稔 公⽴置賜総合病院 内科（呼吸器）
診療部⻑（内科系三）（兼）科

⻑

瓜生 伸一 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 箱根病院 神経筋・難病医療センター 臨床⼯学室

永島 信浩 社会医療法⼈⽣⻑会 阪南市⺠病院 臨床⼯学室 室⻑

横山 俊樹 公⽴陶⽣病院 呼吸器・アレルギー疾患内科 部⻑

岡部 慎一 岡部クリニック 院⻑

加藤 雅彦 鳥取大学医学部 病態情報内科学分野 准教授

加藤 元一 市⽴岸和⽥市⺠病院 呼吸器内科 センター⻑

加藤 沙耶香 名古屋市⽴⼤学⼤学院医学研究科 新生児・小児医学分野 環境労働衛生学分野 特任助教

加藤 博史 ⻄神⼾医療センター 臨床⼯学室 副室⻑

夏目 淳 名古屋大学大学院医学系研究科 障害児（者）医療学寄附講座 教授

家田 大輔 名古屋市⽴⼤学⼤学院医学研究科 新生児・小児医学分野

河瀬 吉雄 和泉市⽴病院 循環器内科 副院⻑

河内 理咲 関⻄医科⼤学附属枚⽅病院 ⽿⿐咽喉科・頭頸部外科学教室 病院助教

河野 洋二 ⾼松市⺠病院 呼吸器内科 医⻑

花山 耕三 川崎医科大学 リハビリテーション医学教室 教授

海塚 安郎 社会医療法⼈ 製鉄記念⼋幡病院 救急・集中治療部 部⻑

笠原 良雄 東京都⽴神経病院 リハビリテーション科 主任

葛⻄ 隆敏 順天堂大学 循環器内科・循環呼吸睡眠医学講座 准教授

苅尾 七臣 自治医科大学 循環器内科学講座 主任教授

丸橋 学 医療法⼈錦秀会 阪和記念病院 臨床⼯学部門

岸本 卓⺒ 独⽴⾏政法⼈労働者健康福祉機構  岡⼭ろうさい病院 副院⻑

岩本 匡史 地⽅独⽴⾏政法⼈ りんくう総合医療センター 臨床⼯学科 学術主査

喜多 良成 大阪府済生会泉尾病院 ＭＥ科

寄本 恵輔 国⽴研究開発法⼈ 国⽴精神・神経医療研究センター病院 リハビリテーション部

⻲井 有⼦ 市⽴岸和⽥市⺠病院 救命救急センター 師⻑

義久 精臣 公⽴⼤学法⼈ 福島県⽴医科⼤学 循環器・⾎液内科学講座／⼼臓病先進治療学講座 准教授

菊地 豊 公益財団法⼈ 脳⾎管研究所美原記念病院 リハビリテーション科

吉田 啓子 社会医療法⼈⽣⻑会 府中病院 循環器内科 副医⻑

久保 貴嗣 独⽴⾏政法⼈地域医療機能 推進機構 中京病院 リハビリテーションセンター

久保 俊彦 日本赤十字社 松山赤十字病院 循環器内科 部⻑

久留 聡 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 鈴⿅病院 神経内科 臨床研究部⻑

宮下 武彦 東北医科薬科⼤学病院 循環器内科

宮城 芳江 信州大学医学部附属病院 看護部

宮内 崇 山口大学医学部附属病院 先進救急医療センター 助教

宮本 雅之 獨協医科大学／獨協医科大学病院
看護学部 看護医科学（病態治療）領域／睡眠医療セン

ター
教授

⽟⽥ 良樹 国⽴国際医療研究センター国府台病院（退職） リハビリテーション科

琴岡 憲彦 佐賀大学医学部 循環器内科 准教授

近藤 康博 公⽴陶⽣病院 呼吸器・アレルギー疾患内科 主任部⻑

⾦⼦ 伸吾 済⽣会⻄条病院 循環器科 医⻑

熊谷 俊幸 くま在宅クリニック／中部⼤学⽣命健康科学部 院⻑

後藤 洋輔 公⽴陶⽣病院 呼吸器・アレルギー疾患内科

江口 典孝 大阪府済生会泉尾病院 内科 部⻑

高間 典明 群馬大学医学部附属病院／群馬大学大学院医学系研究科 循環器内科／臓器病態内科学 助教

⾼橋 牧郎 鶴岡協⽴病院 副院⻑

高田 佳史 東京医科大学循環器内科学分野 循環器内科 准教授

高畑 淳子 弘前大学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉科 講師

⿊﨑 幸⼦ ⼀般財団法⼈太⽥綜合病院附属 太⽥⻄ノ内病院 臨床検査部⽣理検査科 総合睡眠医療センター

佐藤 暢一 東邦⼤学医療センター⼤森病院 麻酔科 准教授

佐藤 直樹 日本医科大学武蔵小杉病院 循環器内科 教授

財津 昭憲 社会医療法⼈ 雪の聖⺟会 聖マリア病院 集中治療科

三浦 清邦 豊田市こども発達センター センター⻑

三浦 哲嗣 札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 教授

三浦 利彦 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 ⼋雲病院 理学療法室
理学療法室⻑兼臨床研究部筋疾

患研究室⻑

三島 和夫 国⽴研究開発法⼈ 国⽴精神・神経医療研究センター 精神保健研究所・精神⽣理研究部 部⻑

山下 智子 社会医療法⼈⽣⻑会 府中病院 循環器内科 副医⻑

山口 泰彦 北海道⼤学⼤学院⻭学研究科 ⼝腔機能学講座冠橋義⻭補綴学教室 教授

山城 義広 医療法⼈社団輔仁会 嬉野が丘サマリヤ⼈病院 内科

山内 基雄 奈良県⽴医科⼤学 内科学第二講座 講師(医局⻑)

山内 祥江 大竹内科呼吸器科医院

山本 剛 日本医科大学付属病院 循環器内科学  ⼼臓⾎管集中治療科 講師

山木 健市 ⼀宮⻄病院 呼吸器内科 副院⻑

山野 泰彦 公⽴陶⽣病院 呼吸器・アレルギー疾患内科 医⻑

市川 毅 東海大学医学部付属大磯病院 リハビリテーションセンター

芝﨑 伸彦 狭山神経内科病院 リハビリテーション科

手塚 純一 社会医療法⼈財団⽯⼼会 川崎幸病院 リハビリテーション科 科⻑

春原 伸⾏ 社会医療法⼈社団カレスサッポロ 時計台記念病院 総合診療センター

春⽥ 良雄 公⽴陶⽣病院 臨床⼯学部 副技師⻑

緒方 健一 おがた小児科・内科医院 理事⻑

⼩宮 良太 東海大学医学部付属大磯病院 リハビリテーションセンター

小荒井 晃 東北⼤学⼤学院 医学系研究科 呼吸器内科分野 院内講師

⼩⼭ 昌利 公⽴陶⽣病院 臨床⼯学部 主任

小山 富生 ⼤垣市⺠病院 臨床⼯学技術科

小松 しのぶ ミント訪問看護ステーション 看護師 所⻑

小松 真一 Re Smile 理学療法⼠ 代表理事

小森 哲夫 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 箱根病院 神経筋・難病医療センター 院⻑

⼩⻄ ⼀樹 特定医療法⼈ 盛岡つなぎ温泉病院 理事⻑

小川 浩正 東北⼤学⼤学院 医学系研究科 産業医学分野 准教授

小幡 裕明 新潟南病院 内科

小八重 秀彦 やまびこ医療福祉センター

小野寺 睦雄 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 病態情報医学講座救急集中治療医学 助教

⼩林 千穂 下越病院 看護部



⼩林 庸⼦ 国⽴研究開発法⼈ 国⽴精神・神経医療研究センター病院 リハビリテーション科 医⻑

小和瀬 晋弥 独⽴⾏政法⼈労働者健康福祉機構 横浜労災病院 不整脈科 副部⻑

庄司 香津子 東京医科大学病院 中央検査部 ⽣理機能検査室

松本 政実 ⼀宮市⽴市⺠病院 呼吸器内科 部⻑

松本 武志 佐久総合病院 佐久医療センター リハビリテーション科

上出 直人 北⾥⼤学医療衛⽣学部 リハビリテーション学科 専任講師

上森 栄和 済⽣会奈良病院 睡眠呼吸障害センター センター⻑

上田 和幸 京都大学医学部附属病院 検査部

色川 桂輔 豊橋ハートセンター 臨床⼯学部門 技⼠⻑

新井 徹 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 近畿中央胸部疾患センター 呼吸器内科
難治性肺疾患研究部部⻑/ 呼吸

器科医⻑

新田 憲市 信州大学医学部 救命集中治療医学教室 助教

新藤 哲 医療法⼈ならの杜 たんぽぽクリニック 副院⻑

森 泰清 大阪府済生会泉尾病院 腎臓内科 部⻑

森安 恵実 北⾥⼤学病院 看護部

神⼾ 幸司 ⼩牧市⺠病院 臨床⼯学科 技師⻑

仁多 寅彦 聖路加国際病院 呼吸器センター 副医⻑

須賀 幾 医療法⼈須賀医院 副院⻑

水野 貴仁 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 中京病院 臨床⼯学部

水野 公輔 北⾥⼤学東病院 リハビリテーション部

水野 美穂子 社会医療法⼈宏潤会⼤同病院 小児科 副院⻑

杉  薫 東邦⼤学医療センター⼤橋病院（退職） 循環器内科 院⻑

菅原 知沙 ⼭梨厚⽣病院 循環器内科

瀬崎 学 新潟県⽴新発⽥病院 リハビリテーション科

成井 浩司 国家公務員共済組合連合会 ⻁の門病院 睡眠呼吸器科 部⻑

星 邦彦 東北医科薬科⼤学病院 麻酔科 科⻑ / 集中治療部 部⻑

星野 美香 藤田保健衛生大学病院 リハビリテーション部

清野 精彦 ⽇本医科⼤学千葉北総病院 院⻑

⻄⼭ 裕善 社会医療法⼈同仁会 ⽿原総合病院 循環器センター

⻄⼭ 和利 北⾥⼤学医学部 神経内科学 主任教授

⻄村 直樹 聖路加国際病院 呼吸器センター 医⻑

⻄尾 学 医療法⼈社団⽯鎚会 ⽥辺中央病院 心臓血管センター（循環器内科） 部⻑

⻄分 和也 岡崎市⺠病院 臨床⼯学技⼠

⻘⽊ 俊樹 市⽴⼤町総合病院 副院⻑ 兼 脳神経外科部⻑

石橋 敏幸 ⼀般財団法⼈ ⼤原記念財団 ⼤原綜合病院 循環器内科 副院⻑

石原 英樹 八尾徳洲会総合病院 呼吸器内科 部⻑

石川 悠加 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 ⼋雲病院 小児科 診療部⻑

石川 朗 神⼾⼤学⼤学院保健学研究科地域保健学領域 教授

赤柴 恒人 医療法⼈社団博翔会 志⽊呼吸器科クリニック 院⻑

千⽥ 龍⼆ 獨協医科大学越谷病院 循環器内科 助教

川口 哲 国⽴⼤学法⼈ 旭川医科⼤学 循環・呼吸・神経病態内科学分野

川名 ふさ江 ゆみのハートクリニック

浅井 光俊 東⼤阪市⽴総合病院 循環器内科 参事部⻑

浅川 孝司 吉野内科・神経内科医院 リハビリテーション科

祖父江 元 名古屋大学大学院医学系研究科 脳とこころの研究センター 総合研究推進室 ディレクター・特任教授

⾜⽴ 秀喜 あだち内科クリニック 院⻑

村田 桃代 医療法⼈⼤和会 国分寺さくらクリニック 副院⻑

多賀 収 社会医療法⼈財団慈泉会 相澤病院 呼吸器内科
呼吸器/呼吸器内視鏡センター

⻑ / 呼吸器内科統括医⻑

太田 修司 ⻘森県⽴中央病院 ⽿⿐咽喉科・頭頸部外科 部⻑

大井 元晴 互恵会大阪回生病院 睡眠医療センター センター⻑

大岡 久司 関⻄医科⼤学附属枚⽅病院 ⽿⿐咽喉科・頭頸部外科学教室

大岡 孝史 医療法⼈社団康⼈会 適寿訪問看護ステーション

⼤家 ⾠彦 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 ⼤分医療センター 循環器内科 部⻑

大竹 和久 大竹内科呼吸器科医院 院⻑

⼤平 徹郎 国⽴病院機構 ⻄新潟中央病院 副院⻑

瀧島 勳 市⽴甲府病院 循環器内科 医⻑

沢登 貴雄 市⽴甲府病院 循環器内科 部⻑

巽 浩⼀郎 千葉⼤学⼤学院医学研究院 呼吸器内科学講座 教授

谷口 真基 社会医療法⼈⽣⻑会 阪南市⺠病院 リハビリテーション科 リーダー

谷口 博之 公⽴陶⽣病院 呼吸器・アレルギー疾患内科 部⻑

谷池 雅子 大阪大学大学院 医学系研究科 連合小児発達学研究科 教授

丹野 雅也 札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 講師

鍛冶 優子 平⿅総合病院 看護部

竹石 恭知 福島県⽴医科⼤学 循環器・血液内科学講座 主任教授

竹島 泰弘 兵庫医科大学 小児科学教室 主任教授

中山 秀章 東京医科大学 呼吸器内科 准教授

中川 聡 国⽴研究開発法⼈ 国⽴成育医療研究センター ⼿術集中治療部 集中治療科 医⻑

中島 逸男 獨協医科大学病院 ⽿⿐咽喉・頭頸部外科 病棟医⻑

中島 孝 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 新潟病院 神経内科 副院⻑

中嶋 寛 ⻑崎みなとメディカルセンター市⺠病院 心臓血管センター心臓血管内科 主任診療部⻑

⻑⾕部 直幸 国⽴⼤学法⼈ 旭川医科⼤学 循環・呼吸・神経病態内科学分野 教授

⻑澤 智 地⽅独⽴⾏政法⼈堺市⽴病院機構 堺市⽴総合医療センター 循環器内科

陳 和夫 京都大学大学院医学研究科 呼吸管理睡眠制御学講座 教授

津田 緩子 九州大学病院 ⼝腔総合診療科 特任助教

津田 徹 医療法⼈社団恵友会 霧ヶ丘つだ病院 理事⻑・院⻑

天野 裕香 ⼀宮⻄病院 看護師

田口 功 獨協医科大学越谷病院 循環器内科 主任教授

田中 秀昌 田中循環器内科 院⻑

⽥中 総⼀郎 医療法⼈財団はるたか会⼦ども在宅クリニック  あおぞら診療所墨⽥ 小児科

田中 太平 名古屋第二赤十字病院 小児科 部⻑

⽥中 ⻯⾺ Intermountain LDS Hospital 呼吸器内科･集中治療治療科

渡邉 雅貴 東京医科大学病院 循環器内科 先進的⼼不全治療医学講座 講師 主席研究員/部門⻑兼任

渡邉 彰 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 愛媛医療センター 呼吸器内科 睡眠センター⻑/内科医⻑

土岐 明子 地⽅独⽴⾏政法⼈⼤阪府⽴病院機構 ⼤阪府⽴急性期・総合医療センター リハビリテーション科 副部⻑

藤岡 智恵 飯塚病院 看護部

藤野 裕士 大阪大学大学院 医学系研究科 ⽣体統御医学講座 ⿇酔・集中治療医学教室 教授

道永 祐希 信州大学医学部附属病院 MEセンター

南 雄⼀郎 東京⼥⼦医科⼤学病院 循環器内科

南雲 秀子 特定医療法⼈沖縄徳洲会 湘南厚⽊病院 看護部

南山 誠 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 鈴⿅病院 神経内科 医⻑

南野 徹 新潟⼤学⼤学院医⻭学総合研究科 循環器内科学 教授

難波 一義 睡眠総合ケアクリニック代々木 検査部 研究・教育課⻑

馬場 泰尚 帝京大学医学部附属溝口病院 神経内科 科⻑

梅谷 健 ⼭梨県⽴中央病院 循環器内科 統括部⻑

八木 朝子 特定医療法⼈愛仁会 太⽥総合病院記念研究所附属診療所 太⽥睡眠科学センター

飛田 渉 東北公済病院 健康医学センター 所⻑

尾崎  孝平 医療法⼈社団顕鐘会 神⼾百年記念病院 ⿇酔集中治療部 ⿇酔科部⻑／⼿術部⻑



百村 伸一 ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター センター⻑

武井 洋⼀郎 睡眠総合ケアクリニック代々木 検査部

武藤 崇史 ⼀宮⻄病院 臨床⼯学技⼠

平澤 純 公⽴陶⽣病院 リハビリテーション部

米田 正樹 公⽴⼋⿅病院 中央リハビリテーション科

片山 望 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 仙台⻄多賀病院 リハビリテーション科

片平 美明 東北医科薬科⼤学病院 循環器内科
副院⻑／科⻑／地域医療連携セ

ンター⻑

北村 陽⼦ 福岡県済生会福岡総合病院 臨床⼯学室

北野 晃祐 医療法⼈財団華林会 村上華林堂病院 リハビリテーション科

牧田 茂 埼⽟医科⼤学国際医療センター 心臓リハビリテーション科 教授

牧野 有高 ⼭梨県⽴中央病院 循環器内科 主任医⻑

堀尾 福雄 JA愛知厚生連江南厚生病院 臨床⼯学技⼠

本間 芳野 睡眠総合ケアクリニック代々木

末永 和榮 東京睡眠医学センター

木村 雅彦 北⾥⼤学 医療衛⽣学部 リハビリテーション学科理学療法学専攻 講師

木村 弘 奈良県⽴医科⼤学 内科学第二講座 教授

木村 穣 関⻄医科⼤学附属枚⽅病院 健康科学センター センター⻑

門脇 徹 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 松江医療センター 呼吸器内科 呼吸器内科医⻑/ 教育研修部⻑

野口 裕幸 CE野口企画

矢嶋 和代 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 鈴⿅病院 地域連携室 神経内科

油布 邦夫 大分大学医学部付属病院 循環器内科 准教授

友田 幸一 関⻄医科⼤学医学部 ⽿⿐咽喉科・頭頸部外科学講座 教授

有薗 信一 聖隷クリストファー⼤学 リハビリテーション学部理学療法学科 教授

有明 陽佑 国⽴研究開発法⼈ 国⽴精神・神経医療研究センター病院 リハビリテーション科

⽴松 加寿⼦ 東海大学医学部付属病院 リハビリテーションセンター

⽴川 良 京都大学大学院医学研究科 呼吸器内科学

林 宏憲 林ハートクリニック 院⻑

林 裕樹 名古屋大学医学部附属病院 臨床⼯学技術部 技師⻑

鈴川 正之 自治医科大学 救急医学教室 教授

鈴⽊ 雅明 帝京⼤学ちば総合医療センター ⽿⿐咽喉科 教授

鈴⽊ 学 国⽴研究開発法⼈ 国⽴国際医療研究センター病院 呼吸器内科

鈴⽊ 剛 愛知医科大学病院 リハビリテーション部

鈴⽊ 聡 公⽴⼤学法⼈ 福島県⽴医科⼤学 循環器・血液内科学講座 助教

和田 篤志 医療法⼈仁友会 北彩都病院 副院⻑

櫻井 滋 岩手医科大学 医学部 睡眠医療学科／附属病院 睡眠医療科 教授

髙岡 俊夫 医療法⼈聖⼼会 かごしま⾼岡病院 副院⻑

髙橋 敏 医療法⼈整友会 弘前記念病院 麻酔科 副院⻑・理事

（役職表記は2016年5⽉現在の

情報に基づく）

C-2 原稿執筆料・監修料 総額 1,277,344 円

氏名 施設名 教室・診察科 役職

岡部 慎一 岡部クリニック 院⻑

河又 典文 芳賀赤十字病院 循環器内科 副部⻑

佐藤 嘉洋 社会福祉法人恩賜財団済生会 北上済生会病院 循環器科
循環器科科⻑兼臨床研修担当科

⻑

三浦 利彦 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 ⼋雲病院 理学療法室
理学療法室⻑兼臨床研究部筋疾

患研究室⻑

⼭洞 善恒 医療法⼈恒信会 こやぎ内科 院⻑

住谷 充弘 ⼤阪市⽴総合医療センター 呼吸器内科 副部⻑

須賀 幾 医療法⼈須賀医院 循環器内科

石川 悠加 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 ⼋雲病院 小児科 診療部⻑

赤司 俊介 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 東京病院 呼吸器内科

大井 元晴 互恵会大阪回生病院 睡眠医療センター センター⻑

中嶋 寛 ⻑崎みなとメディカルセンター市⺠病院 心臓血管センター心臓血管内科 主任診療部⻑

⻑⾕川 隆⼀ 筑波⼤学附属病院⽔⼾地域医療教育センター総合病院 ⽔⼾協同病院 救急・集中治療科 救急・集中治療科准教授

⽩濱 龍太郎 RESM新横浜 睡眠・呼吸メディカルクリニック 院⻑

尾形 英雄 公益財団法人結核予防会 複十字病院 副院⻑

芳野 広和 市⽴ひらかた病院 リハビリテーション科

牧野 有高 ⼭梨県⽴中央病院 循環器内科 主任医⻑

門脇 徹 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 松江医療センター 呼吸器内科 呼吸器内科医⻑/ 教育研修部⻑

櫻井 滋 岩手医科大学 医学部 睡眠医療学科／附属病院 睡眠医療科 教授

（役職表記は2016年5⽉現在の

情報に基づく）

C-3 コンサルティング等業務委託費 総額 2,867,754 円

氏名 施設名 教室・診察科 役職

稲⾒ 徹 ⽇本医科⼤学千葉北総病院 循環器内科 助教

⻄村  匡司 徳島⼤学⼤学院医⻭薬学研究部 救急集中治療医学 教授

竹田  晋浩 医療法⼈社団康幸会 かわぐち⼼臓呼吸器病院 理事⻑・院⻑

（役職表記は2016年5⽉現在の

情報に基づく）



D. 情報提供関連費

項目 年間の総額

講演会費 201,956 円

説明会費 7,420,965 円

医学・薬学関連文献など提供費 0 円



E. その他の費用

項目 年間の総額

接遇等費用 8,349,348 円


