
「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 21,800,000 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（円）

九州大学 1 15,000,000

熊本大学 1 20,000,000

京都大学 1 2,000,000

東京医科大学 1 2,000,000

学会共催費

学会/セミナー名 金額（円）

第45回神経放射線学会 1,000,000

第45回日本IVR学会 1,200,000

第56回日本核医学会学術総会 2,600,000

PET summer seminar 2016 1,800,000

第11回東京ハートラボ 1,000,000

日本心エコー図学会第20回冬期講習会 650,000

第18回新生児呼吸療法モニタリングフォーラム 600,000

第27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) 2,800,000

第28回日本腹部放射線研究会 1,300,000

第32回日本脳神経血管内治療学会学術総会 1,000,000

第41回日本超音波検査学会 400,000

第44回日本磁気共鳴医学会 2,800,000

日本心エコー図学会第13回秋期講習会 400,000

日本心エコー図学会第25回夏期講習会 300,000

日本超音波医学会第89回学術集会 3,500,000

脳血管内治療ブラッシュアップセミナー 2016 500,000

第75回日本医学放射線学会 4,000,000

SCMR2016 600,000

第4回Advanced CT研究会 800,000

The Echo Live大阪 2016 1,000,000

第34回日本蘇生学会 500,000

日本放射線腫瘍学会第29回 2,000,000

SAMI2016 400,000

STROKE2016 1,200,000

第4回SHD心エコー図研修会　 350,000

第32回日本診療放射線技師学術大会 600,000

第4回大阪蘇生アカデミー 150,000

第42回日本体外循環技術医学会大会　 150,000

日本麻酔科学会第63回学術集会　 2,500,000

第27回日本臨床モニタ―学会 600,000

第105回日本病理学会総会 1,200,000

第44回日本放射線技術大会秋季学術大会 1,500,000

SCCT研究会2017 500,000

第7回日本径カテーテル心臓弁治療学会学術集会 1,200,000

 - Structure Club Japan 2016 500,000

CCT2016 600,000



C. 原稿執筆料等

C-1 講師謝金 総額：14,866,126円

氏名 施設名 教室・診察科 役職

Jason Philips フリーランス歯科衛生士 心臓血管外科 教授

Noriah Binti Othman 長崎大学

Ruben Groen 長崎大学病院 長崎病理医育成・診断センター

阿部　香代子 東京女子医科大学 画像診断学・核医学講座 准教授

安藤久美子 兵庫医科大学 放射線医療センター画像診断部 准教授

五十嵐　隆元 地方独立行政法人　総合病院国保旭中央病院 診療技術局放射線科 主幹

出雲　昌樹 聖マリアンナ医科大学 循環器内科 医長

伊藤　友里枝 あいち小児保健医療総合センター 救急科 医長

今井　康晴 東京医科大学 消化器内科 教授

今井　裕 東海大学医学部 専門診断学系画像診断学 教授

今村　華奈子 熊本大学病院 中央検査部

石見　拓 京都大学環境安全保健機構  健康管理部門　健康科学センター 部門長/教授

江成　一二 地方独立行政法人　神奈川県立病院機構　神奈川県立がんセンター　 放射線診断技術科

大嶽　浩司 昭和大学医学部 麻酔科学講座 副院長

大友 邦 国際医療福祉大学 学長

大西俊成 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 特任助教

大場　洋 帝京大学医学部 放射線科 主任教授

大原　未希子 社会福祉法人恩賜財団 済生会 熊本病院 中央検査センター　生理機能検査部

小川　敏英 鳥取大学 医学部  病態解析医学講座　画像診断治療学分野 教授/放射線主任科長

荻野　浩幸 名古屋市立西部医療センター　名古屋陽子線治療センター 陽子線治療科 部長

尾崎　眞 東京女子医科大学 医学部 麻酔科学講座 教授

尾田　友広 公立豊岡病院 臨床工学室

笠井　治昌 名古屋市立大学病院 中央放射線部 治療技術係長

葛西　隆敏 順天堂大学 循環器内科・心血管睡眠呼吸医学講座 准教授

鹿島　由史 医療法人札幌ハートセンター　札幌心臓血管クリニック 副院長

片平 和博 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 放射線診断科 部長

勝木　桂子 大阪大学医学部附属病院　 臨床検査部生理検査部門 主任

加納　秀記 愛知医科大学病院 高度救命救急センター 教授

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 副科長

川口　佳乃 佐世保市綜合医療センター 血液内科

川田　賢治 熊本中央病院 放射線科

菅　博人 名古屋市立大学病院 中央放射線部

北尾 梓 金沢大学附属病院 放射線科 助教

北村　尚子 鹿児島大学病院 臨床技術部　検査部門 主任

城戸　輝仁 愛媛大学 医学部　医学科　器官・形態領域 　放射線医学講座 講師

古島　早苗 長崎大学病院　 検査部

五島　聡 岐阜大学医学部附属病院 放射線部 准教授

小林　功幸 東京医科大学病院 消化器内科 臨床准教授

小松　誠 大阪暁明館病院 循環器内科 心臓血管病センター長

小山　富生 大垣市民病院　 臨床工学技術科 科長

坂元 亨宇 慶應義塾大学医学部 病理学教室 教授

佐藤　健太郎 相模原協同病院 臨床工学室 次長

塩津　弘倫 熊本大学病院 中央検査部

鹿戸　将史 山形大学医学部附属病院 放射線診断科 副科長・准教授

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/副院長 主任教授/総合研修センター長

清水　淳 榊原記念病院 麻酔科 部長

白濱　龍太郎 RESM新横浜 睡眠・呼吸ケアメディカルクリニック 院長

新谷　歩 大阪市立大学医学部附属病院 医療統計学 教授

新谷 好正 小樽市立病院 脳神経外科 医療部長

菅本　美和 ひがし成人・循環器内科クリニック

杉江　愛生 名古屋市立大学大学院医学研究科 放射線医学分野 准教授

杉原　英治 大阪府立急性期・総合医療センター 画像診断科 部長

鈴木　健吾 聖マリアンナ医科大学 循環器内科 准教授

大門　雅夫 東京大学医学部附属病院 循環器内科　検査部

田内　友貴 銀座UCデンタルインプラントセンター 歯科衛生士

高橋　哲 神戸大学医学部附属病院 放射線部 部長

瀧　芳美 公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院 看護部

竹内　正明 産業医科大学病院 臨床検査・輸血部 部長

竹中　克 日本大学医学部附属　板橋病院

田中　真喜 誠敬会クリニック 理事長

田中　秀治 国士舘大学 救急システム研究科 研究科長・教授

田中　博之 東京都立 多摩総合医療センター 循環器内科 部長

田中　美千裕 亀田総合病院 脳神経外科 部長

田村　有人 宏潤会大同病院 救急センター 部長

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

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

辻野　修平 長崎大学　 医学部

土屋　貴裕 名古屋市立大学病院 中央放射線部 診療放射線技師

恒任　章 長崎大学病院　 循環器内科 助教

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

鶴岡　尚志 国家公務員協同組合連合会　三宿病院　 診療技術部

寺田　友昭 昭和大学藤が丘病院　 脳神経外科 教授

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



戸﨑 光宏 相良病院附属ブレストセンター 放射線科 部長

富田　博信 埼玉県済生会川口総合病院 診療放射線部 放射線技術科 技師長

豊成　信幸 熊本中央病院 放射線科

中谷　敏 大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻機能診断科学講座 教授

中谷敏 大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻 教授

中原　慧美 熊本中央病院 放射線科

中前　光弘 奈良県立医科大学附属病院 中央放射線部 係長

長村　義之 国際医療福祉大学　病理診断センター 山王病院 国際医療福祉大学大学院 教授

中山　若樹 北海道大学 脳神経外科 講師

西川　徹 学校法人　藤田学園　藤田保健衛生大学病院　 臨床検査部

丹羽　徹 東海大学 医学部専門診療学系画像診断学 准教授

根岸　徹 群馬県立県民健康科学大学大学院 診療放射線学研究科 准教授

能見　俊浩 イムス葛飾ハートセンター 麻酔科 副院長

野田　誠一郎 熊本中央病院 放射線科

日下部　行宏 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 理事 常務執行役員

平野　透 札幌医科大学附属病院 放射線部 検査第２係 係長

廣瀨　保次郎 名古屋市立大学病院 中央放射線部 技師長

樋渡　昭雄 九州大学病院 放射線部 助教

福岡　順也 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 生命医科学講座 病理学 教授

福田　護 聖マリアンナ医科大学 ブレスト＆イメージングセンター 院長

藤永　裕 萩市民病院 検査科 主任

藤間　憲幸 北海道大学病院 放射線診断科 助教

古畑　升 古畑歯科医院 院長

堀野　由香梨 熊本中央病院 放射線科

本田　恵一 熊本中央病院 放射線科

本堀　真紀 熊本中央病院 放射線科

松澤　等 新潟大学脳研究所 統合脳機能研究センター脳機能解析学分野 准教授

松澤　博明 大阪大学医学部附属病院 医療技術部放射線部門 副技師長

松田　博史 国立精神・神経医療研究センター 脳病態統合イメージングセンター センター長　

松丸　祐司 筑波大学 脳神経外科脳卒中予防・治療学講座 教授

真鍋　徳子 北海道大学大学院医学研究科医学専攻 病態情報学講座　放射線医学分野

馬原　啓太郎 榊原記念病院 循環器内科 医長

丸橋　理沙 フリーランス歯科衛生士

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

溝脇　尚志 京都大学医学部附属病院 放射線治療科 教授

南　学 筑波大学附属病院　医学医療系　 放射線科 教授

宮下　宗治 社会医療法人 耳鼻咽喉科 麻生病院　 診療支援部

宮田　裕章 慶應義塾大学医学部 医療政策・管理学教室 教授

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 放射線科主任部長

三好　利治 岐阜大学医学部附属病院 放射線科 主任

武藤　千秋 埼玉県済生会川口総合病院 部臨床工学室 技師

森野　智子 静岡県立大学 短期大学部歯科衛生学科 講師

森本　学 神奈川県立がんセンター 消化器内科 部長

山浦　健 福岡大学医学部 麻酔科学教室 教授

山下　康行 熊本大学大学院 生命科学研究部　放射線診断学分野 教授

山田恵 京都府立医科大学 放射線医学講座 教授

山本　一博 鳥取大学 医学部　統合内科医学講座　病態情報内科学分野 教授

山本　信一 東京都立小児総合医療センター 麻酔科 医長

山本　靖人 姫路中央病院 臨床工学室

吉浦　敬 鹿児島大学 放射線診断治療学教室 教授

吉田 宗一郎 東京医科歯科大学 医歯学総合研究科腎泌尿器科学教室 助教

鷲尾　哲郎 明石医療センター 放射線科 部長

阿部　聡子 公益社団法人　栃木県保健衛生事業団　 医療局

伊東　紀揮 ゆみのハートクリニック 看護部長

笠井　治昌 名古屋市立大学病院 中央放射線部 治療技術係長

苅込　有加 亀田総合病院 医療技術部

丸尾　健 公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 循環器内科 部長

岸本　健治 大阪市立大学医学部附属病院 中央放射線部 保健副主幹

吉満　研吾 福岡大学医学部　 放射線医学教室 教授

吉木　正次 社会福祉法人 恩師財団 済生会支部 山口県済生会下関総合病院 中央検査科

宮下 宗治 社会医療法人 耳鼻咽喉科 麻生病院　 診療支援部

古畑 升 医療法人社団梓会 古畑歯科医院 古畑歯科医院　古畑いびき睡眠呼吸障害研究所 院長

五島　聡 岐阜大学医学部附属病院 放射線医学教室 准教授

高橋　大樹 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 放射線科 主任診療放射線技師

高津　安男 日本赤十字社　大阪赤十字病院 放射線診断科 課長

今村 博敏 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 医長

佐久間　秀之 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 放射線部

佐藤　允之 独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター 脳神経外科

坂井　信幸 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 部長

坂田　好美 杏林大学医学部付属病院 循環器内科 准教授

讃岐　美智義 広島大学病院　 麻酔科 講師

小室　あゆみ 山口大学大学院 医学系研究科　器官病態内科学 助教

小池田　沙紀 医療法人 横浜柏堤会　戸塚共立第１病院 放射線科

森松　博史 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 麻酔・蘇生学講座 教授

西垣　亮 藤田保健衛生大学病院 臨床検査部 技師

青木　薫 京都大学

石井　正浩 北里大学 小児科 教授



石井暁 京都大学大学院 医学研究科・医学部脳神経外科学 講師

赤木　禎治 岡山大学医学部・歯学部附属病院 循環器疾患治療部 准教授

泉　知里 天理よろづ相談所病院　 循環器内科・救急診療科

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

側島　久典 埼玉医科大学総合医療センター　 総合周産期母子医療センター新生児科 教授

竹口　友有子 武蔵野赤十字病院　 放射線科

竹内　正明 学校法人　産業医科大学 臨床検査・輸血部 部長

長瀬　清 岐阜大学医学部附属病院　 手術部 副部長

渡辺　弘之 株式会社医プラス

藤澤　政紀 明海大学　歯学部 機能保存回復学講座 歯科補綴学分野 教授

飯田　宏樹 岐阜大学大学院医学系研究科　 麻酔科疼痛治療科 教授

飯田　葉子 名古屋大学医学部附属病院 医療技術部放射線部門

富田　博信 埼玉県済生会川口総合病院 診療放射線部　放射線技術科 技師長

福岡　敏雄 公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院 総合診療科 主任部長/救命救急センター長

福倉　良彦 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院　 放射線部→鹿児島大学大学院　放射線診療治療学教室 准教授

有吉　亨 山口大学医学部付属病院 超音波センター

和泉　雄一 東京医科歯科大学大学院　 医歯学総合研究科　生体支持組織学講座　歯周病学分野 教授

山田  恵 京都府立医科大学大学院 放射線診断治療学講座 教授

安藤  久美子 兵庫医科大学　 放射線医学講座 准教授

大西  俊成 大阪大学大学院 医学系研究科 　循環器内科学 助教

和田　靖明 山口大学医学部付属病院 検査部　 講師

       

（役職表記は2017年5⽉現在の情報に基づく）



D.2016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 7,166,136 円


