
「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  1,500,000 円
委託研究費 0 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 200,951,241 円
施設名 件数 ⾦額
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 7,000,000 円
慶應義塾在宅医療テクノロジー推進寄附講座 1 10,000,000 円
滋賀医科⼤学 睡眠⾏動医学講座 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 2,200,000 円
東京医科⼤学 睡眠学寄附講座 1 15,000,000 円
日本⼤学医学部睡眠学講座 1 10,000,000 円
沖中記念成⼈病研究所 1 1,000,000 円
愛媛⼤学 睡眠学講座 1 1,000,000 円
新潟⼤学 医学部 呼吸器・感染症内科 1 500,000 円
⾦沢医科⼤学 呼吸器内科学 1 50,000 円
⾦沢⼤学 臓器機能制御学教室 1 800,000 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 1,000,000 円
昭和⼤学 呼吸器アレルギー内科学 1 500,000 円
国⽴成育医療研究センター 1 1,000,000 円

18 92,050,000 円
⼀般寄付⾦
学会/セミナー名 件数 ⾦額
神経難病リハビリテーション研究会 1 100,000 円
日本ポリソムノグラファー研究会 1 50,000 円
財団法⼈日本訪問看護振興財団 1 50,000 円
NPO J-BREATH 1 240,000 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
社団法⼈日本臨床⼯学技⼠会 1 30,000 円
北海道臨床⼯学技⼠会 1 30,000 円
⼭形県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円
岩⼿県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円
⻘森県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円
公益社団法⼈ 秋⽥県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円
千葉県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円
神奈川県臨床⼯学医師会 1 30,000 円
静岡県臨床⼯学技⼠会 1 10,000 円
三重県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円
三重ALS協会 1 10,000 円
⻑野県臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円
近畿⼈⼯呼吸器安全セミナー 1 50,000 円
⼀般社団法⼈ ⼤阪府臨床⼯学技⼠会 1 20,000 円
NPO 和歌⼭⼈⼯呼吸安全推進機構 1 60,000 円
岡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
⼤分県臨床⼯学技⼠会 1 30,000 円
⿅児島県臨床⼯学技⼠会 1 30,000 円
宮崎県臨床⼯学技⼠会 1 10,000 円

27 1,070,000 円
学会等寄附⾦
学会/セミナー名 件数 ⾦額
第24回日本ポリソムノグラファー研究会 全国⼤会 1 50,000 円
バクバクの会 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 1,500,000 円
NPO新潟睡眠を考える会 1 30,000 円
第15回日本ALS協会 埼玉県支部総会 1 20,000 円



埼玉県筋ジストロフィー協会 1 40,000 円
日本ポリソムノグラファー研究会関東支部例会 1 40,000 円
肺癌診断会 1 150,000 円
平成28年度 日本循環器学会コメディカルセミナー 1 540,000 円
第70回日本交通医学会総会 1 30,000 円
福井呼吸ケアカンファレンス 1 250,000 円
第13回神経難病における⾳楽療法を考える会 1 20,000 円
諏訪地区NPPVトレーニング 1 85,415 円
⼭梨県呼吸ケア・リハビリテーション研究会 1 30,000 円
松本協⽴呼吸ケア勉強会 1 160,000 円
第10回日本てんかん学会中国・四国地方会 1 20,000 円
岡⼭呼吸器疾患研究会 1 20,000 円
第11回日本クリアランスギャップ研究会学術集会 1 5,000 円
START（四国動脈硬化疾患治療技術研究会） 1 200,000 円
第6回呼吸療法セミナー 1 20,000 円
⿅児島⼤学医学部⻭学部付属病院 臨床技術部 1 30,000 円
かごしま⾼岡病院 市⺠公開講座 1 100,000 円
熊本循環器学会 1 5,000,000 円

23 8,390,415 円
学会等共催費
学会/セミナー名 ⾦額
急性心不全におけるNPPV管理についてのディスカッション 833,887 円
第43回日本集中治療医学会学術集会 出展料・装飾料 1,911,600 円
第43回日本集中治療医学会学術集会 共催セミナー 3,816,698 円
第53回睡眠呼吸障害研究会 162,000 円
第2回慢性呼吸器疾患看護認定看護師交流会 20,000 円
第10回心不全陽圧治療研究会 4,593,504 円
心不全陽圧治療研究会ラウンドミーティング(Dr. Bradley特別講演会) 488,220 円
第80回日本循環器学会学術集会 出展料・装飾料 2,684,660 円
第80回日本循環器学会学術集会 共催セミナー 3,824,001 円
第56回日本呼吸器学会学術講演会 出展料 8,096,112 円
第56回日本呼吸器学会学術講演会 共催セミナー 2,116,533 円
第56回日本顎口腔機能学会学術⼤会 120,000 円
第57回日本神経学会学術⼤会 333,936 円
第89回日本産業衛生学会 251,640 円
第26回日本臨床⼯学会および平成28年度公益社団法⼈日本臨床⼯学技⼠会総会 1,360,368 円
第61回日本透析医学会学術集会・総会 1,149,120 円
日本睡眠学会第41回定期学術集会 出展料・装飾料 4,428,000 円
日本睡眠学会第41回定期学術集会 共催セミナー① Philips海外講師 3,300,000 円
日本睡眠学会第41回定期学術集会 共催セミナー② 日本⼈講師 1,840,676 円
第63回日本不整脈心電学会学術⼤会（旧 第31回日本不整脈学会学術集会）共催セミナー 2,138,713 円
第22回日本心臓リハビリテーション学会学術集会 613,116 円
第38回日本呼吸療法医学会学術総会 出展料 1,080,000 円
第38回日本呼吸療法医学会学術総会 装飾料 1,650,834 円
第18回日本在宅医学会／第21回日本在宅ケア学会学術集会 280,480 円
Dr.Giora Pillar 来日記念講演会 343,125 円
社内講演会 外部講師招聘  132,370 円
第21回日本難病看護学会学術集会 30,000 円
第56回臨床呼吸機能講習会 150,000 円
第56回臨床呼吸機能講習会 共催セミナー 1,088,214 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42回日本重症心身障害学会学術集会 150,000 円
第42回日本重症心身障害学会学術集会 ランチョンセミナー 1,120,380 円
第64回日本心臓病学会学術集会 スポンサードセミナー／ランチョンセミナー 2,470,309 円
第11回神経難病の包括的呼吸ケア・ワークショップ 3,219,626 円
第26回日本呼吸ケア･リハビリテーション学会 出展料 2,292,800 円
第26回日本呼吸ケア･リハビリテーション学会 共催セミナー 3,422,998 円
第75回日本公衆衛生学会総会 250,000 円
第47回日本小児呼吸器学会 400,000 円
第53回日本臨床生理学総会 200,000 円



第3回筋ジストロフィー医療研究会  185,186 円
第4回日本難病医療ネットワーク学会学術集会 280,000 円
第2回MI-Eラウンドテーブルディスカッション 114,000 円
第15回日本睡眠⻭科学会総会・学術集会 ランチョンセミナー 540,000 円
第15回日本睡眠⻭科学会総会・学術集会 展⽰ 60,000 円
第17回臨床CPAP研究会 987,784 円
第16回急性期NPPV研究会 5,504,098 円
検診事業部 展⽰費用 800,000 円
第54回⼈⼯呼吸の安全セミナー 100,000 円
北海道呼吸管理研究会  50,000 円
第1回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 北海道支部学術集会  10,000 円
第2回徳洲会睡眠循環研究会 285,239 円
第3回北海道睡眠呼吸障害セミナー 818,153 円
札幌市⺠フォーラム 「睡眠と健康について」 323,798 円
北海道呼吸管理研究会「⼈⼯呼吸セミナー」 20,000 円
第5回いわて呼吸療法セミナー 20,000 円
日本医療マネジメント学会 10,000 円
第7回日本医療マネジメント学会 岩⼿県支部学術集会 20,000 円
東北臨床⼯学会 50,000 円
第4回⻘森県睡眠CPAPセミナー 746,318 円
第⼀回 ⻄北五地区呼吸療法カンファレンス 175,924 円
いびきと眠りの公開講座 2016 277,778 円
北上循環器カンファレンス （岩⼿医⼤ 非侵襲的陽圧療法カンファレンス) 212,650 円
第29回東北呼吸ケアフォーラム 111,148 円
透析施設NPPVカンファレンス 133,468 円
東北NPPV研究会 743,265 円
第55回日本肺癌学会東北支部学術集会ならびに第42回日本呼吸器内視鏡学会東北支部会 100,000 円
南東北呼吸療法セミナー 222,014 円
第⼆回みやぎ循環器陽圧呼吸療法カンファレンス 456,735 円
第64回日本職業・災害医学会学術⼤会 10,800 円
第5回南東北睡眠呼吸障害研究会 697,694 円
第13回日本循環器看護学会学術集会 162,000 円
第6回福島循環器陽圧治療研究会 704,595 円
第1回日本心臓リハビリテーション学会東北地方会 広告 54,000 円
第6回日本PSG研究会 甲信越支部例会 20,000 円
第7回甲信越臨床⼯学技⼠会学術⼤会 11,112 円
新潟睡眠呼吸障害研究会 100,000 円
心不全陽圧治療カンファレンス 222,901 円
第1回さいたま循環器SASセミナー 811,983 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
PSGスコアリングセミナー 172,876 円
群馬県気道クリアランス研究会 56,017 円
第15回群馬県臨床⼯学技⼠会学術⼤会 30,000 円
栃⽊県臨床⼯学技⼠会主催 呼吸器セミナー 20,000 円
北関東心不全陽圧治療勉強会 第4回 北関東睡眠医療懇話会（栃⽊） 153,561 円
第4回 獨協越⾕医療圏睡眠医療懇話会 107,822 円
埼玉県⽴ 循環器・呼吸器病センターNPPV勉強会 111,370 円
国⽴病院機構茨⽊東病院「退任記念誌広告掲載」 50,000 円
⽔⼾地区睡眠研究会 127,685 円
第2回日⽴地区睡眠フォーラム 700,273 円
PSGスコアリングセミナー 172,874 円
第4回茨城県健診研究会 103,411 円
第14回城北睡眠障害研究会 669,196 円
第2回 Acute  Cardiopulmonry Care Meeting 805,463 円
平成29年度東京⼤学医学部⿇酔学教室 30,000 円
第15回城北睡眠障害研究会 668,858 円
第65回日本アレルギー学会学術⼤会  324,000 円
第24回小児集中治療ワークショップ 250,000 円
2016年度日本心不全学会チーム医療推進委員会 教育セミナー 600,000 円
PSGスコアリングセミナー 172,875 円



神奈川県臨床⼯学技⼠会主催 第14回⼈⼯呼吸器セミナー 110,000 円
神経難病の包括的呼吸ケア・ハンズオン神奈川2016 576,679 円
呼吸療法セミナーin湘南 100,000 円
第8回太⽥睡眠科学センター遠隔睡眠フォーラム製品説明会 50,000 円
支店内カンファレンス (聖マリアンナ医科⼤学病院 呼吸器内科先生 招聘) 55,685 円
神奈川在宅呼吸管理を考える会（仮） 43,111 円
Sleep Surgery サテライトシンポジウム 50,000 円
PSGスコアリングセミナー 172,873 円
第17回中部臨床⼯学技⼠会 50,000 円
あいち小児在宅医療実技講習会 50,000 円
第23回日本PSG研究会東海支部例会 20,000 円
第24回日本PSG研究会東海支部例会 20,000 円
第7回東海呼吸ケア・リハビリテーション研究会 279,667 円
第6回いちのみやNPPVセミナー 222,073 円
東海神経筋疾患懇話会（第9回） 241,548 円
東海神経筋疾患懇話会（第10回） 284,711 円
東海小児呼吸管理懇話会（第2回） 145,590 円
日本心臓リハビリテーション学会 第2回東海支部地方会機器展⽰ 157,500 円
平成28年度 あいち小児在宅医療実技講習会 50,000 円
愛知県臨床⼯学技⼠会 呼吸療法セミナー 20,000 円
愛知県臨床⼯学技⼠会 職業体感セミナー 10,000 円
京都府臨床⼯学技⼠会 第13回⼈⼯呼吸器安全セミナー 30,000 円
第9回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会北陸支部学術集会 50,000 円
第10回⽯川県呼吸療法セミナー 20,000 円
京都市 呼吸器内科ミニカンファレンス 246,323 円
第88回日本呼吸器学会近畿地方会 150,000 円
第6回京都心臓リハビリテーションカンファレンス 248,970 円
第7回北陸PSGセミナー 103,677 円
「Meet The Expert」 ⾦沢市内 循環器医向けのミニカンファレンス 269,407 円
第5回北陸PSG研究会 30,000 円
第1回⼭梨県睡眠医療カンファレンス 581,746 円
⻑野県臨床⼯学技師会「第13回⼈⼯呼吸器安全対策セミナー」 30,000 円
第6回⻑野県臨床⼯学会 20,000 円
第3回⼭梨県循環器陽圧治療カンファレンス 781,450 円
第32回甲信救急集中治療セミナー 25,000 円
⼭梨呼吸療法セミナー 20,000 円
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会甲信越支部学術集会 469,038 円
第221回日本呼吸器学会関東地方会 広告 64,800 円
第7回日本PSG研究会 甲信越支部例会 20,000 円
第16回信州SAS研究会 55,031 円
第37回⻑野県看護協会研究学会 展⽰ 20,000 円
⼤阪警察病院 MEカンファレンス 93,265 円
第2回MI-Eによる気道クリアランス研究会 (第2回⼤阪カフアシスト研究会） 345,497 円
ISMSJ学術集会 1,493,170 円
ISMSJ学術集会 150,000 円
日本集中治療医学会近畿地方会 200,000 円
関⻄医⼤枚方 河北地区SAS懇話会 425,475 円
新PSG睡眠塾 80,000 円
第32回日本臨床口腔外科医学研修会 50,000 円
近畿中央胸部疾患センター NPPVカンファレンス 204,231 円
第4回 和泉地区 循環器と睡眠呼吸障害に関する懇話会 160,561 円
泉州呼吸ケアセミナー 715,395 円
第1回堺市医療連携CPAPフォーラム 131,403 円
天理市⽴メディカルセンター 支店カンファ 43,411 円
第23回近畿臨床⼯学会 92,593 円
神⼾呼吸ケア地域連携懇話会 328,006 円
第12回平成医療福祉グループ学会  100,000 円
呼吸ケア・リハビリテーション学会 近畿支部集会 320,000 円
理学療法講習会「呼吸理学療法の理論と実際」 30,000 円
第10回小児在宅医療実技講習会 85,000 円



第6回血液浄化心不全治療研究会 ASVセミナー 700,000 円
岡⼭県臨床⼯学技⼠会 呼吸療法セミナー 10,000 円
⿃取臨⼯会 20,000 円
周防訪問リハビリテーション研究会 64,963 円
第3回広島NPPVセミナー 644,560 円
ミオパチー（筋疾患）の会オリーブ 難病医療講演会 61,310 円
第4回神経難病ミニカンファレンス 45,000 円
⼭口睡眠時無呼吸症候群（SAS)研究会学術講演会 100,000 円
徳島⼈⼯呼吸セミナー 50,000 円
徳島⼈⼯呼吸セミナー 展⽰・広告 50,000 円
急性肺障害セミナー 世話⼈会 42,114 円
第15回愛媛SAS研究会 50,000 円
第16回愛媛SAS研究会 50,000 円
第14回日本PSG研究会 中四国支部例会 20,000 円
第18回 香川睡眠呼吸障害研究会 47,175 円
毎日新聞（⽯原消化器内科クリニック）広告費 21,600 円
福岡県臨床⼯学技⼠会「第20回呼吸療法セミナー」 30,000 円
福岡県臨床⼯学技⼠会「第21回・第22回呼吸療法セミナー」 55,000 円
第24回福岡県臨床⼯学会 25,000 円
第53回日本小児外科学会学術集会／第24回アジア小児外科学会 広告 60,000 円
第3回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 九州・沖縄地方会 100,000 円
日本小児看護学会 第26回学術集会 130,000 円
K-LEAD 200,466 円
北九州市⺠公開講座 544,486 円
第13回北九州下関睡眠呼吸障害研究会 150,000 円
第10回北九州循環器と睡眠の研究会 60,000 円
第5回日本PSG研究会 九州沖縄支部例会 20,000 円
北九州睡眠検査技師勉強会（年四回） 120,000 円
第11回九州臨床⼯学会 機械展⽰ 88,000 円
熊本小児在宅⼈⼯呼吸療法セミナー 50,000 円
第23回⿅児島県臨床⼯学技⼠会 25,000 円
第6回呼吸療法セミナー 30,000 円
⿅児島小児HMV懇話会記念講演会 567,277 円
かごしま⾼岡病院カンファレンス 243,145 円

99,440,826 円



C. 原稿執筆料等

C-1 講師謝⾦（座⻑謝⾦、○○謝⾦含む） 総額 16,179,359 円
氏名 施設名 教室・診察科 役職
阿部 弘 医療法⼈弘淳会 あべ⻭科医院 院⻑
阿部 達哉 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 神経内科 診療部⻑
阿部 直樹 つがる⻄北五広域連合 つがる総合病院 循環器・呼吸器・腎臓内科 科⻑
鮎瀬 卓郎 国⽴⼤学法⼈⻑崎⼤学／⻑崎⼤学病院 ⻭科⿇酔学 ⼤学院医⻭薬学総合研究科 教授／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 真也 ⼀宮⻄病院 小児科 副部⻑
安達 太郎 昭和⼤学病院 循環器内科学部門 講師
安⽥ 聡 国⽴循環器病研究センター 心臓血管内科 副院⻑／部門⻑
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 特定機能病院 日本⼤学医学部附属板橋病院 臨床検査部
伊藤 雄⼆ 社会医療法⼈⼤雄会 総合⼤雄会病院 呼吸器内科 診療部⻑
磯野 史朗 千葉⼤学医学部附属病院 ⿇酔・疼痛・緩和医療科 教授（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
永井 利幸 国⽴循環器病研究センター（未在籍） 心臓血管内科
永⽥ ⼀真 地方独⽴⾏政法⼈神⼾市⺠病院機構 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 呼吸器内科 副医⻑
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
悦喜 豊 株式会社日⽴製作所 日⽴総合病院 循環器内科 主任医⻑
遠藤 寿子 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 新潟病院 神経内科
横井 宏佳 医療法⼈社団⾼邦会 福岡⼭王病院／国際医療福祉⼤学 循環器センター センター⻑／教授
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
岡部 正明 医療法⼈⽴川メディカルセンター ⽴川綜合病院 循環器・脳血管センター 循環器内科 院⻑
岡本 明子 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 近畿中央胸部疾患センター MEセンター
荻野 美恵子 国際医療福祉⼤学 医学部 医学教育統括センター 教授
加藤 俊光 吉野内科・神経内科医院 リハビリテーション科
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
外⽊ 守雄 日本⼤学⻭学部 口腔外科学講座 口腔外科学分野 教授
葛⻄ 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
鎌⽥ 元喜 名古屋記念病院 臨床⼯学部
岸 ⼀馬 国家公務員共済組合連合会 ⻁の門病院 呼吸器センター内科 部⻑
岩崎 陽⼀ 東京医科⼤学循環器内科学分野／東京医科⼤学病院 先進的心不全治療医学講座／循環器内科
岩⽥ 敏之 社会福祉法⼈京都社会事業財団 京都桂病院 呼吸器センター・呼吸器内科 副部⻑
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
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科
義久 精臣 公⽴⼤学法⼈ 福島県⽴医科⼤学 循環器内科学講座／心臓病先進治療学講座 特任教授
菊池 忠 社会福祉法⼈恩賜財団 済生会熊本病院 救急総合診療センター 医⻑
吉廣 尚⼤ 広島県厚生農業協同組合連合会 JA広島総合病院 薬剤部
久留 聡 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 鈴⿅病院 病院⻑
及川 まなみ 岡部クリニック
宮下 武彦 学校法⼈ 東北医科薬科⼤学 内科学第⼀（循環器内科） 講師

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

宮本 康⼆ 国⽴循環器病研究センター病院（未在籍） 心臓血管内科部門 不整脈科
弓野 ⼤ 医療法⼈社団ゆみの ゆみのハートクリニック 院⻑
玉⽥ 良樹 学校法⼈薫英学園  ⼤阪⼈間科学⼤学 ⼈間科学部理学療法学科 助教
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
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
⾼良 史司 医療法⼈HSR 名嘉村クリニック 睡眠呼吸センター
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 技師次⻑
今井 尚志 医療法⼈徳洲会 ALSケアセンター センター⻑
今永 知俊 ⼤⼿町いまながクリニック 院⻑

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
副院⻑／循環器科科⻑／臨床研
修担当科⻑

佐藤 直樹 日本医科⼤学武蔵小杉病院 循環器内科 教授
佐藤 壽伸 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 仙台病院 腎センター内科 統括診療部⻑
斎藤 修平 ⼤垣市⺠病院 看護部 集中治療室
細川 敬輔 岩⼿医科⼤学医学部 睡眠医療学科 助教
細野 美穂子 春日井市⺠病院 看護局
坂本 菊男 坂本クリニック⽿⿐咽喉科 院⻑
阪上 学 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 ⾦沢医療センター 循環器科 部⻑
三浦 哲嗣 北海道公⽴⼤学法⼈ 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／臨床研究部筋疾
患研究室⻑

⼭口 紗輝 東海⼤学医学部付属⼤磯病院 リハビリテーション科
⼭内 基雄 奈良県⽴医科⼤学 内科学第⼆講座 准教授
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
⼭本 良也 東海⼤学医学部付属⼋王子病院 循環器内科 助教
⼭縣 優子 医療法⼈財団健康睡眠会 やまがた呼吸器内科クリニック 院⻑
志馬 伸朗 広島⼤学⼤学院 医⻭薬保健学研究院／広島⼤学病院 応用生命科学部門救急医学／救急科 教授
室原 豊明 名古屋⼤学⼤学院医学系研究科 循環器内科学 教授
篠崎 正博 医療法⼈徳洲会 岸和⽥徳洲会病院 救命救急センター 救命救急センター⻑
芝﨑 伸彦 医療法⼈社団⻘葉会 狭⼭神経内科病院 リハビリテーション科
守⼭ 宏⼀ 龍ケ崎済生会総合健診センター
春⽥ 良雄 公⽴陶生病院 臨床⼯学部 副技師⻑
春⽊ 伸彦 学校法⼈ 産業医科⼤学若松病院 循環器内科 診療科⻑／准教授
緒方 賢⼀ 特定医療法⼈敬愛会 新⽥原聖⺟病院 院⻑
小⼭ 昌利 公⽴陶生病院 臨床⼯学部 主任
小⼭ 崇 国⽴⼤学法⼈秋⽥⼤学⼤学院医学系研究科・医学部 機能展開医学系 循環器内科学・呼吸器内科学講座 助教
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
小川  智也 公⽴陶生病院 中央リハビリテーション部 室⻑
小川 浩正 東北⼤学⼤学院医学系研究科 産業医学分野／呼吸器内科 准教授
小⾕ 泰子 医療法⼈美和会 平成⻭科クリニック 院⻑

小島 英嗣 小牧市⺠病院 呼吸器内科
副院⻑／呼吸器内科部⻑／地域
連携室⻑



小野  薫 公⽴陶生病院 地域医療部在宅医療室
小林 主献 北⾥⼤学病院 リハビリテーション部
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部 医⻑
小澤 克良 市⽴甲府病院 呼吸器内科
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
松元 ⼀郎 KKR⾼松病院 心臓血管病センター 循環器内科 副部⻑
松⼭ 正植 公⽴陶生病院 看護部
松⽥ 千春 公益財団法⼈東京都医学総合研究所 難病ケア看護プロジェクト
松尾 雅文 神⼾学院⼤学 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 教授
松本 政実 ⼀宮市⽴市⺠病院 呼吸器内科 部⻑
松本 武志 JA⻑野厚生連 佐久総合病院 リハビリテーション部
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
上野 勝 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 ⾼岡ふしき病院 検査部 臨床検査技師⻑
新垣 紀子 社会医療法⼈敬愛会 ちばなクリニック 内科 医⻑

神津 玲 ⻑崎⼤学⼤学院 医⻭薬学総合研究科
医療科学専攻 リハビリテーション科学講座 内部障害
系理学療法学分野

教授

仁多 寅彦 聖路加国際病院 呼吸器内科 副医⻑
⽔野 公輔 北⾥⼤学病院 リハビリテーション部 主任
⽔野 美穂子 社会医療法⼈宏潤会 ⼤同病院 小児科 副院⻑
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
清⽔ 香野⾳ 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 リハビリテーション科
清⽔ 渉 日本医科⼤学付属病院 循環器内科 部⻑
清野 精彦 日本医科⼤学千葉北総病院 院⻑
⻄原 正⼈ 宗教法⼈在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 小児科 部⻑
⻄根 広樹 聖マリアンナ医科⼤学 呼吸器内科 講師
⻄村 尚志 社会福祉法⼈京都社会事業財団 京都桂病院 呼吸器センター・呼吸器内科 部⻑
⻄島 嗣生 岩⼿医科⼤学医学部 睡眠医療学科 准教授
⻘⽊ 康弘 プラーナクリニック 院⻑

⻘⽊ 俊樹 市⽴⼤町総合病院 脳神経外科
副院⻑／診療部⻑／脳神経外科
部⻑

⽯原 英樹 医療法⼈徳洲会 ⼋尾徳洲会総合病院 呼吸器内科 部⻑
⽯原 嗣郎 日本医科⼤学武蔵小杉病院 循環器内科 助教
千崎 香 天理市⽴メディカルセンター
千住 秀明 公益財団法⼈結核予防会 複⼗字病院／⻑崎⼤学 呼吸ケアリハビリセンター 部⻑／名誉教授

千葉 伸太郎 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 所⻑

川地 成樹 医療法⼈社団誠広会 岐⾩中央病院 看護部 看護師⻑

川名 ふさ江
順天堂⼤学⼤学院医学研究科 心血管睡眠呼吸医学講座／医療法⼈社団ゆみの ゆみの
ハートクリニック／日本睡眠総合検診協会

浅川 孝司 吉野内科・神経内科医院 リハビリテーション科 主任
⾜⽴ 秀喜 医療法⼈啓喜会 あだち内科クリニック 院⻑
村井 久純 ⾦沢⼤学附属病院 循環器内科 助教
村瀬 公彦 京都⼤学⼤学院医学研究科 呼吸管理睡眠制御学 助教
太⽥ 修司 ⻘森県⽴中央病院 ⽿⿐咽喉科・頭頸部外科 部⻑
⼤⼾ 恵介 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 リハビリテーション科
沢登 貴雄 市⽴甲府病院 循環器内科 診療部⻑
⾠⺒ 秀爾 三菱京都病院（退職） 呼吸器・アレルギー科 医⻑
丹野 雅也 北海道公⽴⼤学法⼈ 札幌医科⼤学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 講師
竹⽯ 恭知 公⽴⼤学法⼈ 福島県⽴医科⼤学 循環器・内科学講座 主任教授
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
竹内 伸太郎 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 ⼋雲病院 臨床研究部筋疾患研究員 看護部
竹本 潔 社会福祉法⼈愛徳福祉会 ⼤阪発達総合療育センター 小児科 部⻑
中⼭ 優季 公益財団法⼈東京都医学総合研究所 難病ケア看護プロジェクト
中村 敬哉 京都市⽴病院 呼吸器内科 副部⻑
中村 正⼈ ⾦沢医科⼤学病院 医療技術部 臨床検査技術部門 副技師⻑
中⽥ 圭 北海道公⽴⼤学法⼈ 札幌医科⼤学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座
中島 亨 杏林⼤学医学部付属病院 精神神経科 准教授
中島 光裕 広島県訪問看護ステーションあすか
中島 孝 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 新潟病院 院⻑
中嶋 寛 ⻑崎みなとメディカルセンター 心臓血管内科 主任診療部⻑／医局⻑

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 茨城県厚生連総合病院 ⽔⼾協同病院 救急部・集中治療科 准教授

⻑⽥ ⾼典 おさだクリニック 循環器内科 院⻑
⻑澤 美穂 東北⼤学⼤学院医学系研究科 呼吸器内科学分野
陳 和夫 京都⼤学⼤学院医学研究科 呼吸管理睡眠制御学 教授
津⽥ 徹 医療法⼈社団恵友会 霧ヶ丘つだ病院 理事⻑／院⻑
坪井 知正 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 南京都病院 呼吸器科・内科 副院⻑
⽥地 広明 医療法⼈社団 日鉱記念病院 内科
⽥中 太平 日本赤⼗字社 名古屋第⼆赤⼗字病院 第⼀新生児科 部⻑
渡邉 雅貴 東京医科⼤学循環器内科学分野 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
渡邉 健⼆ らららこどもクリニック 院⻑
土岐 明子 地方独⽴⾏政法⼈⼤阪府⽴病院機構 ⼤阪急性期・総合医療センター リハビリテーション科 副部⻑
土畠 智幸 医療法⼈稲生会 生涯医療クリニックさっぽろ 理事⻑／院⻑
藤井 充弘 社会医療法⼈社団順江会 江東病院 呼吸器内科 部⻑
藤本 幸⼠ ⼀般財団法⼈双仁会 ⿊⽯厚生病院 呼吸器内科
藤本 尚 社会医療法⼈生⻑会 阪南市⺠病院 院⻑
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
徳⽑ 健太郎 広島⼤学⼤学院 分子内科学 呼吸器内科
内海 葉⽉ 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 リハビリテーション科
内藤 修 順聖クリニック 院⻑
南雲 秀子 医療法⼈沖縄徳洲会 ⼤和⻘洲病院 看護部 病棟看護師⻑
南條 浩輝 医療法⼈輝優会 かがやきクリニック 院⻑
難波 ⼀義 医療法⼈社団絹和会 睡眠総合ケアクリニック代々⽊ 検査部 研究／教育課⻑
馬﨑 徹 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 神⼾中央病院 循環器内科 医⻑
梅⾕ 健 地方独⽴⾏政法⼈⼭梨県⽴病院機構 ⼭梨県⽴中央病院 循環器内科 統括部⻑
柏崎 潤 旭ヶ丘ジュン⻭科 院⻑
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



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 技師⻑

飯⽥ 有輝 JA愛知厚生連 海南病院 リハビリテーション科
飛⽥ 渉 国家公務員共済組合連合会 東北公済病院 健康医学センター 所⻑
樋口 甚彦 株式会社日⽴製作所 日⽴総合病院 循環器内科 主任医⻑
尾関 沙耶 独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 鈴⿅病院 臨床検査科
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
尾本 和彦 心臓障害児総合医療療育センター ⻭科
菱⼭ 千祐 市⽴甲府病院 呼吸器内科／睡眠センター 科⻑／センター⻑
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
富加⾒ 美智子 医療法⼈社団康明会 統括看護部⻑
布施  公⼀ 医療法⼈⽴川メディカルセンター ⽴川綜合病院 循環器・脳血管センター 循環器内科 医⻑
福家 寛樹 公⽴陶生病院 看護部
平松 哲夫 平松内科・呼吸器内科 小牧ぜんそく睡眠リハビリクリニック 院⻑
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 学校法⼈ 東北医科薬科⼤学 内科学第⼀（循環器内科） 病院教授
北村 拓朗 学校法⼈ 産業医科⼤学若松病院 ⽿⿐咽喉科 准教授
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
牧野 有⾼ 地方独⽴⾏政法⼈⼭梨県⽴病院機構 ⼭梨県⽴中央病院 循環器内科 医⻑
堀越 ⼀孝 医療法⼈徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 リハビリテーション室
⿇生 裕紀 名古屋逓信病院 内科 医⻑
鱒⾒ 進⼀ 公⽴⼤学法⼈ 九州⻭科⼤学 教授
末松 利加 医療法⼈社団恵友会 霧ヶ丘つだ病院
名和 健 株式会社日⽴製作所 日⽴総合病院 呼吸器内科 主任医⻑
網塚 貴介 ⻘森県⽴中央病院 総合周産期⺟子医療センター 副センター⻑／成育科部⻑
⽊村 雅彦 杏林⼤学 保健学部理学療法学科 准教授
⽊村 弘 日本医科⼤学⼤学院医学研究科 肺循環・呼吸不全先端医療寄附講座 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
⽊村 智樹 公⽴陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科 部⻑
⽊⽥ 真紀 和歌⼭県⽴医科⼤学附属病院 救急科（⾼度救命救急センター） 講師
⽊澤 哲也 岩⼿医科⼤学医学部 睡眠医療学科 助教
目崎 ⾼広 医療法⼈凰林会 榊原⽩鳳病院 神経内科 診療顧問
野沢 未央 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 リハビリテーション科
野中 道夫 医療法⼈北祐会 北祐会神経内科病院 運動ニューロン疾患部 主任部⻑
野⽥ 成哉 名古屋⼤学 神経内科
有吉 祐 有吉祐睡眠クリニック 院⻑
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
林 時仲 社会福祉法⼈ 北海道療育園 園⻑
鈴川 正之 ⾃治医科⼤学 救急医学教室 名誉教授
鈴⽊ 慧太郎 医療法⼈徳洲会 岸和⽥徳洲会病院 救命救急センター
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
櫻⾕ 正明 広島県厚生農業協同組合連合会 JA広島総合病院 救急・集中治療科 部⻑
齋藤 伸治 公⽴⼤学法⼈ 名古屋市⽴⼤学⼤学院 医学研究科 新生児・小児学分野 教授
齋藤 武文 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 茨城東病院 院⻑
髙岡 俊夫 医療法⼈聖心会 かごしま⾼岡病院 内科・呼吸器科 院⻑
髙間 典明 群馬⼤学⼤学院医学系研究科 臓器病態内科学 助教
髙橋 宏幸 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 リハビリテーション科 運動療法主任
髙橋 敏 医療法⼈整友会 弘前記念病院 ⿇酔科 理事⻑

（所属先、役職表記は2017年
5⽉現在の情報に基づく）

C-2 原稿執筆料・監修料 総額 2,272,182 円
氏名 施設名 教室・診察科 役職
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
佐藤 直樹 日本医科⼤学武蔵小杉病院 循環器内科 教授
清⽔ 渉 日本医科⼤学付属病院 循環器内科 部⻑
永⽥ ⼀真 地方独⽴⾏政法⼈神⼾市⺠病院機構 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 呼吸器内科 副医⻑
安⽥ 聡 国⽴循環器病研究センター 心臓血管内科 副院⻑／部門⻑
横⼭ 俊樹 公⽴陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科 部⻑
義久 精臣 公⽴⼤学法⼈ 福島県⽴医科⼤学 循環器内科学講座／心臓病先進治療学講座 特任教授
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
甲斐 達也 さくら会病院 内科 部⻑
森⽥ 英 医療法⼈社団 ひまわり内科 院⻑
⼤井 元晴 株式会社互恵会 ⼤阪回生病院 睡眠医療センター センター⻑
中村 琢治 医療法⼈新友会 島原病院 循環器科 部⻑
陳 和夫 京都⼤学⼤学院医学研究科 呼吸管理睡眠制御学 教授
⽥中 小百合 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 奈良医療センター 内科
⽥邉 恭三 たなべ産婦⼈科 院⻑
藤本 由貴 ⾦沢医科⼤学病院 呼吸器内科
藤野 壮真 医療法⼈伯鳳会 赤穂中央病院 臨床⼯学科
⼋⽊ ⼀之 医療法⼈三栄会 ツカザキ病院 副院⻑
平井 英基 医療法⼈徳洲会 宇治徳洲会病院 心臓血管内科 医⻑
牧野 有⾼ 地方独⽴⾏政法⼈⼭梨県⽴病院機構 ⼭梨県⽴中央病院 循環器内科 医⻑
⽊口 ⼤輔 愛媛県⽴中央病院 リハビリテーション科
林 宏憲 林ハートクリニック 院⻑

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 茨城県厚生連総合病院 ⽔⼾協同病院 救急部・集中治療科 准教授

（所属先、役職表記は2017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 4,803,272 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
⾼井 雄⼆郎 東邦⼤学医療センター⼤森病院 呼吸器内科 准教授
⻄村 匡司 徳島⼤学病院 救急集中治療部 教授



⻘⽊ 康弘 プラーナクリニック 院⻑
川原 誠司 医療法⼈社団親樹会 恵泉第⼆クリニック 院⻑
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

（所属先、役職表記は2017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
講演会等会合費 95,051 円
説明会費 8,639,156 円
医学・医療⼯学関連文献等提供費 0 円



E. その他の費用

項目 年間の総額
接遇等費用 6,795,036 円


