
「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　 15,300,000 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 120,000 円



B. 学術研究助成費 総額 177,143,475 円

奨学寄附金

施設名 件数 ⾦額

九州大学大学院医学研究院 臨床放射線科学分野 分子イメージング診断学講座

（寄附講座）
1 15,000,000 円

京都大学大学院医学研究科 脳神経外科学教室 1 2,000,000 円

熊本大学大学院生命科学研究部 画像診断解析学寄附講座（寄附講座） 1 20,000,000 円

名古屋大学医学部 医療技術部放射線部門 1 100,000 円

4 37,100,000 円

一般寄附金

学会/セミナー名 件数 ⾦額

NPO法人 日本血管映像化研究機構 1 200,000 円

公益財団法人 国際科学振興財団 1 1,000,000 円

社会医療法人社団十全会 心臓病センター榊原病院 第7回市民公開心臓病教室 1 50,000 円

成人血管病研究振興財団 1 250,000 円

学校法人 東京医科大学（創立100周年記念事業） 1 2,000,000 円

特定非営利活動法人 Train Medical Trainers PCI Institute 1 2,000,000 円

日本動脈硬化学会 第8回市民公開講座 1 43,200 円

第9回宮崎循環器市民講座 1 20,000 円

8 5,563,200 円



学会等寄附金

学会/セミナー名 件数 ⾦額

第8回会津心臓病・心血管疾患研究会 1 100,000 円

Asia Kurashiki Intervention Conference 2017 1 400,000 円

岩手リアルワールドライブ 2017 1 100,000 円

ACE Club 研究会 1 100,000 円

Kamakura Live 1 300,000 円

KIC Live Demonstration 2017 1 250,000 円

KIC Workshop 2017 1 300,000 円

第10回 QCIC （九州CTOインターベンションカンファレンス） 1 80,000 円

第11回 QCIC （九州CTOインターベンションカンファレンス） 1 80,000 円

第26回九州トランスラディアル研究会 1 100,000 円

第6回 Critical Limb Ischemia Network in aiCHi 1 50,000 円

第7回 Critical Limb Ischemia Network in aiCHi 1 50,000 円

K-VIC 1 100,000 円

埼玉心血管カテーテル治療研究会 1 60,000 円

C5 研究会 1 50,000 円

JES 2017 1 1,200,000 円

 第11回 Japan Peripheral Revascularixation研究会 1 300,000 円

四国血管内イメージング研究会 1 100,000 円

Japan Endovascular Symposium 2017 1 1,200,000 円

心移植サポート 1 50,000 円

Chugoku Shikoku Live in Kurashiki 2017 1 2,500,000 円

中国地区心血管インターベンション研究会 1 2,760,000 円

東海ライブ研究会 1 100,000 円

東京冠動脈治療研究会 1 50,000 円



学会/セミナー名 件数 ⾦額

第7回東京 Comedical Imaging and Modality Conference 1 50,000 円

第8回東京 Comedical Imaging and Modality Conference 1 40,000 円

東北Cardiovascular Intervention 研究会 1 400,000 円

第17回東北ペリフェラルインターベンションカンファレンス 1 95,000 円

一般社団法人 日本心血管インターベンション治療学会 1 3,000,000 円

日本心血管インターベンション治療学会 近畿地方会 1 600,000 円

第6回日本PSG研究会九州・沖縄支部例会 1 20,000 円

脳血管治療技術と機器研究会 1 100,000 円

濃尾ペリフェラルインターベンション研究会 1 20,000 円

ハートの日 in Gifu 1 50,000 円

ハートの日 in Nagoya 1 50,000 円

ハートの日 金沢 1 50,000 円

ハートの日 豊橋 1 50,000 円

バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会 1 100,000 円

第33回 Picasso ビデオライブ 1 150,000 円

兵庫ライブデモンストレーション 1 150,000 円

福井心血管インターベンション勉強会 1 300,000 円

Peripheral CTO Seminar 1 160,000 円

北陸PTCA教育ライブ研究会 1 500,000 円

北陸VAIVT研究会 1 100,000 円

水戸日立インターベンション研究会 1 50,000 円

42 16,315,000 円



学会等共催費

学会/セミナー名 件数 ⾦額

IVR学会 スポンサードセミナー 1 1,305,000 円

ADATARA Live Demonstration 2017 1 750,000 円

Advanced Medical Imaging研究会 (SAMI2017)

ランチョンセミナー
1 500,000 円

ARIA 2017 ビデオケースディスカッション 1 2,500,000 円

ARIA 2017 ビデオライブ 1 500,000 円

ARIA 2017 ビデオライブ 1 500,000 円

Imaging and Physiology Oriented PCI LIVE Dmonstration Course

in Wakayama 2017 ショートレクチャー
1 300,000 円

第11回 ASCI 2017/第27回心血管画像動態学会

共催セミナー
1 4,634,630 円

ASCI2017 ランチョンセミナー 1 4,629,630 円

The Echo Live 2017 デモンストレーション 1 925,926 円

SCMR2017 スポンサードセミナー 1 555,556 円

第33回 NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会 (JSNET)

ランチョンセミナー
1 1,200,000 円

第2回 MI-Eラウンドテーブルディスカッション 1 482,513 円

Endovascular Asia 2017 ランチョンセミナー 1 500,000 円

第4回 CaRP Conference 1 30,000 円

第6回 QEC ランチョンセミナー 1 320,000 円

近畿心血管治療ジョイントライブ(KCJL) KCJL2017 ランチョンセミナー 1 1,236,000 円

平成28年度近畿地域放射線技師会 学術大会 ランチョンセミナー 1 175,400 円

第8回京滋奈良カテラボカンファレンス 1 100,000 円

第10回京滋奈良カテラボカンファレンス 1 100,000 円

第3回呼吸機能イメージング研究会 サマーセミナー 1 869,400 円

最新のエビデンスと経験に基づいた血管内治療研究会 1 250,000 円

第5回最先端放射線医学セミナー 1 1,255,400 円

サッポロライブデモンストレーションコース 2017

PCI スポンサーセッション
1 1,800,000 円



学会/セミナー名 件数 ⾦額

サッポロライブデモンストレーションコース 2017

PPI ライブ スポンサーセッション
1 1,000,000 円

サッポロライブデモンストレーションコース 2017

ランチョンセミナー
1 600,000 円

CCT 2017 コーヒーブレイクセミナー 1 750,000 円

CCT 2017 ランチョンセミナー① 1 1,500,000 円

CCT 2017 ランチョンセミナー② 1 1,400,000 円

第18回 CTO Club 1 1,000,000 円

次世代インターベンショニストの会 第3回那須塩原ライブデモンストレーション

ショートレクチャー
1 100,000 円

Japan Endovascular Treatment Conference 2017 (JET2017)

コーヒーブレイクセミナー
1 500,000 円

Japan Endovascular Treatment Conference 2017 (JET2017)

ランチョンセミナー
1 1,000,000 円

第11回心不全陽圧治療研究会 1 5,334,291 円

SPIRIT LIVE 2018 1 1,500,000 円

Slender Club Japan Live Demonstration and Annual meeting 2017

in TOKYO　教育セミナー
1 600,000 円

Slender Club Japan Live Demonstration and Annual meeting 2017

in TOKYO　コーヒーブレイクセミナー
1 500,000 円

第7回 Sendai/New Tokyo LIVE 1 500,000 円

The 22nd Society for the study of Vascular Intervention Treatment (VAIVT) 1 100,000 円

第46回断層映像研究会 イブニングセミナー 1 500,000 円

第71回千葉撮影技術研究会 1 50,000 円

中部放射線医療技術学術大会 ランチョンセミナー 1 150,000 円

東海ライブ研究会 CPCA (Complex Peripheral Angioplasty Conferenc) 2017

モーニングレクチャー
1 600,000 円

東海ライブ研究会 第7回豊橋ライブデモンストレーションコース ランチョンセミナー 1 2,500,000 円

第10回東京CTテクノロジーセミナー 1 70,000 円

第12回東京ハートラボ ビデオライブ 1 740,741 円

第12回東京ハートラボ ランチョンセミナー 1 250,000 円

第21回東北心血管イメージング研究会 ランチョンセミナー 1 42,900 円

TOPIC 2017 フォーカスライブ 1 3,500,000 円



学会/セミナー名 件数 ⾦額

TOPIC 2017 ランチョンセミナー 1 1,750,000 円

名古屋心エコーセミナー　 1 100,000 円

西日本コメディカルカテーテルミーティング 共催セミナー 1 400,000 円

第21回日本アクセス研究会 学術集会・総会 スポンサードセミナー 1 1,140,741 円

第53回日本医学放射線学会 秋季臨床大会 ランチョンセミナー 1 1,960,800 円

第76回日本医学放射線学会 総会 ランチョンセミナー① 1 2,000,000 円

第76回日本医学放射線学会 総会 ランチョンセミナー② 1 1,500,000 円

第36回日本画像医学会 ランチョンセミナー 1 925,926 円

第37回日本画像医学会 ランチョンセミナー 1 1,000,000 円

第36回日本画像学会 ランチョンセミナー 1 590,537 円

第45回日本血管外科学会学術総会 コーヒーブレイクセミナー 1 1,500,000 円

第3回日本血管外科学会血管内治療ワークショップ 1 100,000 円

第57回日本呼吸器学会 学術講演会 共催セミナー 1 1,971,132 円

第121回日本産科麻酔学会 共催セミナー 1 200,000 円

日本CT技術学会 第5回学術大会 ランチョンセミナー 1 250,000 円

第45回日本磁気共鳴医学会大会 ランチョンセミナー① 1 1,700,000 円

第45回日本磁気共鳴医学会大会 ランチョンセミナー② 1 1,300,000 円

第81回日本循環器学会 学術集会 ファイアーサイドセミナー 1 2,100,000 円

第81回日本循環器学会 学術集会 モーニングレクチャー 1 1,500,000 円

第120回日本小児科学会学術集会 ランチョンセミナー 1 1,205,000 円

日本小児循環器学会 第9回教育セミナー 1 300,000 円

第53回日本小児放射線学会 共催セミナー 1 375,371 円

日本心エコー図学会 第26回夏期講習会 企業セッション 1 300,000 円

日本心エコー図学会 第28回学術集会 ランチョンセミナー　 1 2,037,037 円

日本心エコー図学会 第28回学術集会 ジョイントセッション 1 1,388,889 円



学会/セミナー名 件数 ⾦額

日本心エコー図学会 第14回秋期講習会 企業セッション 1 200,000 円

日本心エコー図学会 第28回冬季講習会 ランチョンセミナー　 1 650,000 円

第46回日本神経放射線学会 アフタヌーンセミナー 1 2,000,000 円

日本心血管インターベンション治療学会 関東甲信越地方会 1 500,000 円

第50回日本心血管インターベンション治療学会 関東甲信越地方会

アフタヌーンセミナー
1 400,000 円

第51回日本心血管インターベンション治療学会 関東甲信越地方会 1 800,000 円

第26回日本心血管インターベンション治療学会 学術集会(CVIT2017)

コーヒーブレイクセミナー①
1 1,000,000 円

第26回日本心血管インターベンション治療学会 学術集会(CVIT2017)

コーヒーブレイクセミナー②
1 1,000,000 円

第24回日本心血管インターベンション治療学会 中国・四国地方会(CVIT)

コーヒーブレイクセミナー
1 800,000 円

第38回日本心血管インターベンション治療学会 東海北陸地方会

共催セミナー
1 300,000 円

第38回日本心血管インターベンション治療学会 東海北陸地方会

イブニングセミナー
1 400,000 円

第25回日本心血管インターベンション治療学会九州・沖縄地方会

ミニレクチャー
1 400,000 円

第44回日本心血管インターベンション治療学会北海道地方会

コーヒーブレイクセミナー
1 165,120 円

第26回日本心血管インターベンション治療学会 学術集会 (CVIT2017)

ランチョンセミナー①
1 2,500,000 円

第26回日本心血管インターベンション治療学会 学術集会 (CVIT2017)

ランチョンセミナー②
1 2,500,000 円

第63回日本新生児成育学会・学術集会　 1 1,080,000 円

第84回日本心臓血管放射線研究会 ランチョンセミナー 1 366,132 円

第33回日本診療放射線技師学術大会/第24回東アジア学術大会

ランチョンセミナー
1 650,000 円

日本超音波医学会 第90回学術集会 ランチョンセミナー② 1 1,500,000 円

日本超音波医学会 第90回学術集会 ランチョンセミナー①　 1 1,500,000 円

日本超音波医学会 第44回関西地方会① 1 540,000 円

日本超音波医学会 第44回関西地方会② 1 202,444 円

第42回日本超音波検査学会 ランチョンセミナー①　 1 700,000 円

第42回日本超音波検査学会 ランチョンセミナー② 1 700,000 円

第62回日本透析医学会 学術集会・総会 スイーツセミナー 1 1,000,000 円



学会/セミナー名 件数 ⾦額

第40回日本脳神経CI学会 総会 ランチョンセミナー 1 1,000,000 円

第31回日本腹部放射線学会 ランチョンセミナー 1 1,620,000 円

日本ペインクリニック学会第51回大会 1 2,005,000 円

第45回日本放射線技術学会 秋季学術大会 1 300,000 円

日本放射線腫瘍学会 第30回学術大会 アフタヌーンセミナー 1 1,400,000 円

日本臨床麻酔学会第37回 ランチョンセミナー 1 1,944,000 円

脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2017 BSNET ライブセミナー 1 467,963 円

脳神経血管内治療学会 アフターヌーンセミナー 1 1,800,000 円

Hybrid Neurosurgery 研究会 ランチョンセミナー 1 300,000 円

第6回 Hybrid Neurosurgery研究会 ランチョンセミナー 1 305,400 円

PCI Optimization by Physiology and Imaging 2017

共催シンポ レクチャー
1 400,000 円

第3回 PCI Optimization by Physiology and Imaging (POPAI)

共催ライブ
1 1,000,000 円

第32回 PICASSO Seminar in Nagoya ビデオライブ 1 550,000 円

第32回 PICASSO Seminar in Nagoya ミニレクチャー 1 300,000 円

第33回 Picasso ビデオライブ 1 850,000 円

BEYOND ANGIOGRAPHY JAPAN XXⅡ イブニングセミナー 1 500,000 円

FRIENDS Live 2017 テーマライブ 1 1,000,000 円

第14回麻酔科学サマーセミナー 1 560,556 円

YUDA LIVE Demonstration ミニレクチャー 1 200,000 円

The 34th Live Demonstration in KOKURA EVTセッション 1 600,000 円

The 34th Live Demonstration in KOKURA ティータイムセミナー 1 1,000,000 円

120 117,759,435 円



C. 原稿執筆料等

C-1. 講師謝金 総額 32,639,521円

氏名

(敬称略)
施設名 所属 役職

赤阪　隆史 和歌山県立医科大学 循環器内科 教授

赤羽　恵一
国立研究開発法人

量子科学技術研究開発機構

放射線医学総合研究所

計測・線量評価部
チームリーダー

秋田　雄三 大阪府済生会泉尾病院 循環器内科 部長

阿部　修 東京大学大学院
医学系研究科

放射線医学講座
教授

阿部　香代子 東京女子医科大学
画像診断学

核医学講座
講師

阿部　修司 大阪母子医療センター 放射線科 副技師長

阿部　幸雄 大阪市立総合医療センター 循環器内科 副部長

粟井　和夫 広島大学大学院
医歯薬保健学研究科

医学講座
教授

安齋　均 太田記念病院 循環器内科 主任部長

安藤　献児 小倉記念病院 循環器内科
診療部長

主任部長

安東　治郎 東京大学医学部附属病院 循環器内科 講師

安藤　弘 春日部中央総合病院 循環器科 統括部長

飯島　尋子 兵庫医科大学病院 肝・胆・膵内科 教授

飯田　聖一郎 聖路加国際病院 放射線治療部

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

生口　俊浩 岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科

放射線医学
講師

池本　智一 熊本赤十字病院 循環器内科 　

石原　昭三 耳原総合病院
循環器センター

循環器内科

泉　久美子 岐阜赤十字病院 循環器内科部 　

出雲　昌樹 聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科 講師

板橋　家頭夫 昭和大学医学部 小児科学教室 主任教授

市川　智章 埼玉医科大学国際医療センター 画像診断科
教授

診療部長

伊東　克能 山口大学医学部附属病院 放射線科 科長・教授

稲垣　裕 草加市立病院 循環器内科 部長

井原　雄一郎 井原歯科クリニック 院長

今井　健二 岐阜大学大学院

医学系研究科

消化器病態学

血液病態学

第一内科

消化器内科・血液内科

臨床教授

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

今村　華奈子 熊本大学医学部附属病院 中央検査部



氏名

(敬称略)
施設名 所属 役職

岩倉　克臣 桜橋渡辺病院 心臓・血管センター
センター長

兼検査科部長

岩崎　達雄 岡山大学大学院

医歯薬学総合研究科

麻酔・蘇生学講座

小児麻酔科

教授

岩崎　祐介 大阪急性期・総合医療センター 心臓内科 医長

岩淵　成志 琉球大学医学部附属病院 第三内科
診療教授

准教授

上野　高史 久留米大学病院
循環器病センター

内科
教授

宇都宮　誠 東邦大学医療センター 大橋病院 循環器科

浦澤　一史 時計台記念病院 循環器センター センター長

大浦　大輔 小樽市立病院 放射線室

大久保　宗則 岐阜ハートセンター 循環器内科 部長

大城　克彦
沖縄県立南部医療センター・

こども医療センター
循環器内科

太田　光彦
神戸市立医療センター

中央市民病院

循環器内科

循環器センター
副医長

大嶽　浩司 昭和大学病院 麻酔科
診療科長

教授

大竹　寛雅 神戸大学大学院医学研究科
内科学講座

循環器内科学分野
助教

大西　佳彦 国立循環器病研究センター病院 麻酔科 部長

大沼　秀知 三重大学医学部附属病院 中央検査部

大道　道大 森之宮病院 院長

岡崎　真也 順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科 准教授

岡本　花織 北海道大学病院 ME管理センター 主任

岡山　英樹 愛媛県立中央病院 循環器病センター センター長

小川　亮 明石医療センター 放射線科

小澤　いぶき 東京大学先端科学技術研究センター 特任研究員

小原　崇一郎 埼玉県立小児医療センター 麻酔科 医長

角田　恒和 土浦協同病院 循環器内科 副院長

覚知　泰志 石川県済生会金沢病院 内科 医長

加古　泰一 兵庫医科大学病院 放射線科
助教

病棟医長

葛西　隆敏 順天堂大学医学部附属順天堂医院

睡眠・呼吸障害センター

(循環器内科・心血管睡眠呼吸

医学講座併任）

准教授

梶田　公博 岐阜大学医学部附属病院 放射線部

数野　祥郎 手稲渓仁会病院 循環器内科 医長

片平　和博 熊本中央病院 放射線科 部長

桂　秀樹
東京女子医科大学病院

八千代医療センター

教授

診療科長



氏名

(敬称略)
施設名 所属 役職

賀藤　均 国立成育医療研究センター 病院長

加藤　雅明 森之宮病院
心臓血管センター

心臓血管外科
部長

門田　一繁 倉敷中央病院 循環器内科 主任部長

金尾　祐之 がん研有明病院 婦人科 副部長

金子　海彦 札幌心臓血管クリニック 循環器内科 副部長

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

川上　直哉 岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科

麻酔・蘇生学講座

川上　理 埼玉医科大学総合医療センター 泌尿器科 准教授

川﨑　大三 森之宮病院
心臓血管センター

循環器内科
循環器内科部長

川﨑　友裕
社会医療法人天神会

新古賀病院
心臓血管センター

副院長・心臓血管センター

センター長

川瀬世史明 岐阜ハートセンター 循環器内科 部長

神崎　秀明 国立循環器病研究センター病院 心不全科 医長

木内　恵子 大阪母子医療センター 麻酔科

菊田　雄悦 福山循環器病院 循環器内科 病棟医長

北原　信也
TEAM東京

ノブストラティブデンタルオフィス
院長

北村　尚子 鹿児島大学病院 検査部

吉川　公彦 奈良県立医科大学附属病院
放射線科

脳血管内治療科
教授

城戸　亜耶乃 熊本大学医学部附属病院 中央検査部

木下　順久 豊橋ハートセンター 循環器内科 部長

清末　一路 大分大学医学部付属病院 放射線部 准教授

草川　功 聖路加国際病院 小児科 医長

楠山　貴教 三栄会ツカザキ病院 循環器内科 主任部長

久保　隆史 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科
准教授

外来医長

熊田　卓 大垣市民病院 消化器内科 副院長

蔵満　昭一 小倉記念病院 循環器内科 副部長

黒木　嘉典
医療法人 真栄会

にいむら病院
画像センター 画像センター長

黒嶋　健起
医療法人北晨会

恵み野病院
医長　

黒田　浩佐 岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科

麻酔・蘇生学講座
助教

児玉　由紀 宮崎大学医学部附属病院 総合周産期母子医療センター 准教授

古藤　文香 福岡大学西新病院 医療技術部臨床検査科 係長

五島　聡 岐阜大学医学部附属病院 放射線科 准教授



氏名

(敬称略)
施設名 所属 役職

後藤　康裕 東京女子医科大学病院 放射線腫瘍部

小宮山　恭弘 森ノ宮医療大学 臨床検査学科 教授

國方　徹也 埼玉医科大学 小児科
教授

新生児科診療部長

齋木　夏子 スーパースマイル国際矯正歯科

齋藤　香織 神奈川県立こども医療センター 看護部

齋藤　朋子 神奈川県立こども医療センター 新生児科

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

阪井　裕一 埼玉医科大学総合医療センター 小児科 教授

坂本　賢治 熊本大学大学院
生命科学研究部

循環器内科学

診療講師

医局長

坂本　崇 済生会熊本病院 中央放射線部

﨑田　充 熊本大学医学部附属病院 中央検査部

佐久間　秀之 虎の門病院 放射線部

櫻間　教文 重井医学研究所附属病院 外科・消化器外科

外科部長

ダイアライシスアクセスセンター長

周術期管理センター長

佐々木　康二
医療法人札幌ハートセンター

札幌心臓血管クリニック
診療放射線部 部長

佐々木　伸也 坂総合病院

佐藤　健司 函館五稜郭病院 循環器内科 主任医長

佐藤　豊実 筑波大学医学医療系 産科婦人科学 教授

佐藤　允之 水戸医療センター 脳神経外科

塩野　泰紹 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 助教

篠原　範充 岐阜医療科学大学 保健科学部放射線技術学科 准教授

柴田　剛徳 宮崎市郡医師会病院
副院長

心臓病センター長

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
教授

柴山　謙太郎 東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科 医長

澁谷　裕樹 済生会泉尾病院 循環器内科 　

渋谷　清貴 坂総合病院 循環器科 ICU室長

嶋内　亜希子 亀田京橋クリニック 診療部放射線科 医長

島本　健
公益財団法人

大原記念倉敷中央医療機構

心臓病センター

心臓血管外科
部長

清水　淳 榊原記念病院 麻酔科 部長

清水　昭吾 益子病院 循環器科 副院長

清水　速人
公益財団法人

大原記念倉敷中央医療機構
臨床検査技術部

生理検査室

カテーテル室担当室長

下地　顕一郎 済生会宇都宮病院 循環器内科
医長

心臓カテーテルセンター長



氏名

(敬称略)
施設名 所属 役職

申　基喆 明海大学歯学部 教授

新谷　歩 大阪市立大学大学院
医学研究科

医療統計学
教授

新谷　嘉章 久留米大学病院 循環器病センター 　

進藤　直久 新座志木中央総合病院 循環器内科
循環器内科部長

兼CCU部長

新本　弘 防衛医科大学校病院 放射線科 教授

末吉　裕幸 大阪府済生会泉尾病院 循環器内科 　

管家　鉄平
華岡青洲記念

心臓血管クリニック
医長

杉村　和朗 神戸大学大学院

医学研究科

地域社会医学

健康科学講座

総合臨床教育・育成学分野

教授

鈴鹿　裕城 耳原総合病院
循環器センター

循環器内科
部長

瀬口　繁信 名古屋第二赤十字病院 医療技術部放射線科

妹尾　健 関西医科大学 病院循環器内科 部長

全　完 京都府立医科大学附属病院 循環器内科 　

千住　秀明 複十字病院 呼吸リハビリセンター
部長

教授

園延　妙子 白金こどものはいしゃさん 院長

田頭　達 北播磨総合医療センター 循環器内科 主任医長

高瀬　圭 東北大学大学院
医学系研究科

放射線診断学分野
教授

高津　安男
日本赤十字社

大阪赤十字病院
放射線診断科部

高橋　大樹 仙台医療センター 放射線科 撮影透視主任

高橋　護 聖隷三方原病院 放射線科 医長

高橋　保裕 同愛記念病院 循環器科

高山　勝年 医真会八尾総合病院
放射線科

脳血管内治療科
部長

竹内　和幸 長野中央病院 放射線科 主任

竹内　正明 産業医科大学病院
臨床検査

輸血部
部長

田中　千弘 兵庫県こども病院 放射線部

田中　信大
東京医科大学

八王子医療センター
循環器内科 科長

田中　教雄 国立循環器病研究センター 臨床検査部

田中　真喜 誠敬会クリニック 理事長

田中　弥生 駒沢女子大学
人間健康学部

健康栄養学科
教授

谷川　高士 松坂中央総合病院 循環器内科
副院長

心臓血管センター長

田渕　隆 倉敷中央病院 放射線センター



氏名

(敬称略)
施設名 所属 役職

玉井　希 名古屋市立東部医療センター 第二循環器内科 部長

玉川　光春
社会医療法人禎心会

セントラルCIクリニック
院長

民田　浩一
社会医療法人 渡邊高記念会

西宮渡辺心臓・血管センター
循環器内科 センター長

田村　晴俊 山形大学医学部附属病院
第一内科

循環器内科
ICU助教

塚本　毅 関東中央病院 臨床工学科 　

辻田　賢一 熊本大学大学院
生命科学研究部

循環器内科学
教授

辻本　紘史 医仁会武田総合病院 臨床工学科 　

土谷　武嗣 金沢医科大学病院 心血管カテーテル治療科
科長

准教授

都築　豊徳 愛知医科大学病院 病理診断科 教授

鶴田　和太郎 虎の門病院 脳神経血管内治療科 部長

伝法　秀幸 虎の門病院分院 臨床検査部

土井　宏
社会福祉法人康和会

久我山病院
循環器内科

心臓血管センター長

循環器内科医長

遠矢　純一郎
医療社団法人プラタナス

桜新町アーバンクリニック
院長

遠山　和子
J-BREATH

NPO法人日本呼吸器障害者情報センター
理事長

栂尾　理 九州大学大学院
医学研究院

臨床放射線科学分野
助教

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
画像診断センター

豊成　信幸 熊本中央病院 放射線科

中浦　猛 熊本大学大学院
生命科学研究部

画像診断解析学分野
講師

長尾　充展 東京女子医科大学
画像診断学

核医学講座
准教授

長瀬　清 岐阜大学医学部附属病院 麻酔科疼痛治療科 准教授

名方　剛
社会医療法人大道会

森之宮病院

心臓血管センター

循環器内科
　

中林　章
医療法人 愛心会

東宝塚さとう病院
循環器科 　

中原　慧美 熊本中央病院 放射線科

仲間　達也 東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科 医長

中村　茂
社会福祉法人

京都社会事業財団
心臓血管センター

副院長

心臓血管センター所長

中村　伸一 人吉医療センター 循環器科 部長

中村　正人 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 教授・診療部長

中山　雅文 戸田中央総合病院 心臓血管センター内科

成田　政弥 熊本中央病院 放射線科

鳴海　善文 大阪医科大学 放射線医学教室 教授



氏名

(敬称略)
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新谷　好正 小樽市立病院 脳神経外科 主任医療部長

西川　精宣 大阪市立大学大学院
医学研究科

麻酔科学講座
教授

西川　俊昭 秋田大学大学院
医学系研究科

麻酔蘇生疼痛管理学講座
教授

仁科　秀崇 筑波メディカルセンター病院 循環器内科 診療科長

西脇　公俊 名古屋大学大学院
医学系研究科

麻酔科
教授

丹羽　徹 東海大学
医学科専門診療学系

画像診断学
准教授

野田　誠一郎 熊本中央病院 放射線科

野田　佳史 岐阜大学医学部附属病院 放射線科
臨床講師

助教

朴　幸男 関西医科大学総合医療センター 循環器腎内分泌代謝内科 講師

長谷川　由美子 みなみ野循環器病院 臨床工学部 　

畠中　正光 札幌医科大学医学部 放射線診断学 教授

羽原　真人 豊橋ハートセンター 循環器内科 医長

濱田　祐介 虎の門病院 放射線部

林　丈一朗 明海大学歯学部 歯周学分野 准教授

東　遥
特定非営利活動法人

日本乳がん検診精度管理中央機構

東原　大樹 大阪大学大学院

医学系研究科

放射線統合医学講座

放射線医学教室

助教

樋熊　拓未 聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科 医長

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

平山　富興 須沢歯科・矯正歯科 院長

廣瀬　慎一郎 大阪大学医学部附属病院
医療技術部

放射線部門

廣瀬　崇人 関西医科大学総合医療センター 循環器腎内分泌代謝内科 　

福岡　順也 長崎大学大学院 病理診断科 教授

福倉　良彦 鹿児島大学病院 放射線科
副部門科長

准教授

福澤　圭 虎の門病院 放射線部

福澤　茂 船橋市立医療センター 循環器内科
部長

兼臨床研修部部長

福永　匡史 社会医療法人 大道会 森之宮病院
心臓血管センター

循環器内科
　

福原　怜 兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科 医長

藤井　健一 医療法人愛心会 東宝塚さとう病院 循環器内科 部長

藤田　太輔 大阪医科大学 産婦人科学教室 産科病棟医長

藤田　勉 札幌心臓血管クリニック
理事長

最高経営責任者（CEO）

藤原　昌彦
医療法人徳洲会

岸和田徳洲会
循環器内科 部長



氏名

(敬称略)
施設名 所属 役職

藤本　善英 千葉大学医学部附属病院 循環器内科
講師

副部長

船田　竜一 群馬大学医学部附属病院 循環器内科 助教

船間　芳憲 熊本大学大学院

保健学教育部

先端生命医療科学部門

医療技術科学講座

教授

舟山　直宏 北海道循環器病院 循環器内科 　

不破　相勲 東京都立墨東病院 診療放射線科

保屋野　真 新潟大学大学院

医歯学総合研究科

循環器内科学

先進心肺血管治療学講座

特任助教

堀田　祐紀 金沢循環器病院 循環器内科 副院長

堀野　由香梨 熊本中央病院 放射線科

本江　純子 菊名記念病院 循環器内科 循環器センター長

本田　恵一 熊本中央病院 放射線科 診療放射線技師主任

前里　美和子 聖マリアンナ医科大学附属研究所
ブレスト&イメージング

先端医療センター附属クリニック

牧口　展子
医療法人北晨会

恵み野病院
循環器内科 部長

松尾　あきこ 京都第二赤十字病院 循環器内科 副部長

松岡  陽 東京医科歯科大学院
医歯学総合研究科

腎泌尿器外科学教室
講師

松尾　政之 岐阜大学大学院
医学系研究科

放射線医学
教授

松尾　浩志 八尾徳洲会総合病院 循環器内科 部長

松尾　仁司 岐阜ハートセンター 循環器内科 院長

松澤　博明 大阪大学医学部附属病院 医療技術部

松下　絢介
公立大学法人

横浜市立大学附属

松原　徹夫 豊橋ハートセンター 循環器内科 副院長

松丸　祐司 筑波大学附属病院 脳神経外科 教授

松元　香緒里 熊本大学医学部附属病院 中央検査部

松本　卓弥 聖隷三方原病院 画像診断部

真鍋　徳子 北海道大学病院
放射線科

国際連携教育局
講師

馬原　啓太郎 榊原記念病院 循環器内科 医長

三浦　勝也
公益財団法人

大原記念倉敷中央医療機構
循環器内科 副医長

三原　裕嗣 四日市内科ハートクリニック 院長

宮坂　勝之 聖路加国際大学 周麻酔器看護学 特任教授

宮原　眞敏 医療法人 三重ハートセンター 循環器内科 副院長

宮山　士朗 福井県済生会病院
画像診断センター

放射線科

中央放射線診断部長

放射線科主任部長



氏名

(敬称略)
施設名 所属 役職

村上　堅太 名古屋徳洲会総合病院 ME室 　

村瀬　弘通 函館五稜郭病院 循環器内科 医長　

望月　純二 みなみ野循環器病院 放射線科

森　菜緒子 東北大学大学院
医学系研究科

放射線診断学分野
助教

森野　智子 静岡県立大学短期大学部 歯科衛生科 講師

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

守屋　文貴 株式会社アクリート・ワークス 代表取締役

屋宜　宣仁 沖縄県立中部病院 循環器内科 医長

矢嶋　純二
公益財団法人

心臓血管研究所付属病院
院長

安本　和正 熊谷総合病院 総合診療科 理事

梁川　範幸 東千葉メディカルセンター 放射線部 診療放射線技師長

山形　紀子 トラスト歯科

山下　淳 東京医科大学病院 循環器内科
講師

CCU室長

山下　康行 熊本大学大学院
生命科学研究部

放射線診断学
教授

山下　侑宏 熊本中央病院 放射線科

山田　聡 北海道大学大学院

医学研究院

内科系部門内科学分野

循環病態内科学教室

講師

山田　慎一郎 北播磨総合医療センター 循環器内科 部長

山田　博胤 徳島大学大学院
医歯薬学研究部

地域循環器内科学分野
特任教授

山田　惠 京都府立医科大学 放射線医学教室 教授

山中　岳 東京医科大学病院 小児科
准教授

外来医長

山本　和宏 大阪医科大学 放射線医学教室
准教授

診療科科長

山本　功二 聖隷三方原病院 事務長

山本　哲史 近森病院 循環器内科 部長

山本　慶彦 神戸大学医学部附属病院 放射線部

山本　義人 いわき市立総合磐城共立病院 循環器内科
主任部長

兼心血管治療センター長

横井　宏佳 福岡山王病院 循環器内科 循環器センター長

横井　良明
医療法人徳洲会

岸和田徳洲会病院
循環器内科 副院長

吉浦　敬 鹿児島大学大学院

医歯学総合研究科

先進治療科学専攻腫瘍学講座

放射線診断治療学分野

教授

吉尾　拓朗 関西医科大学 内科学第二講座 助教

吉田　清志 大阪大学大学院
医学系研究科

器官制御外科学
助教



氏名

(敬称略)
施設名 所属 役職

吉田　宗一郎 東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科

腎泌尿器外科学教室
助教

芳之内　達也 熊本大学医学部附属病院 中央検査部

和田　靖明 山口大学医学部附属病院 検査部
副部長

講師

渡辺　修久 岡山大学病院
医療技術部

検査部門

（所属先、役職表記は2018年6月現在の情報に基づく）



C. 原稿執筆料等

C-2 原稿執筆料・監修料 総額 1,938,202円

氏名

(敬称略)
施設名 所属 役職

赤阪　隆史 和歌山県立医科大学 循環器内科 教授

穐山　雄次 広島大学病院 画像診断部門 主任診療放射線技師

池田(中澤)　優 駒沢女子大学 人間健康学部 健康栄養学科 助手

加藤　雅明 森之宮病院 心臓血管センター 心臓血管外科 部長

楠山　貴教 三栄会ツカザキ病院 循環器内科 主任部長

後藤　園香 戸田中央総合病院 心臓血管センター内科

坂本　奈津美 駒沢女子大学 人間健康学部 健康栄養学科 教員

佐藤　兼也 青森県立中央病院 放射線部 技師長

塩野　泰紹 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 助教

関口　誠 深谷赤十字病院 循環器科 副部長

千住　秀明 複十字病院 呼吸リハビリセンター 部長/教授

園田　信成 産業医科大学 医学部 第二内科学 准教授

園延　妙子 白金こどものはいしゃさん 院長

高山　勝年 医真会八尾総合病院 放射線科・脳血管内治療科 部長

寺島　充康 豊橋ハートセンター 循環器内科 部長

中山　雅文 戸田中央総合病院 心臓血管センター内科

仁科　秀崇 筑波メディカルセンター病院 循環器内科 診療科長

弘岡　秀明 医療法人社団 北欧会 弘岡歯科医院 院長

前田　玲 おびひろ呼吸器科内科病院 管理栄養士

（所属先、役職表記は2018年6月現在の情報に基づく）



C. 原稿執筆料等

C-3 コンサルティング等業務委託費 総額 5,767,052円

氏名

(敬称略)
施設名 所属 役職

奥村　典子  看護師

塩野　泰紹 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 助教

村井　典史 土浦協同病院 循環器内科

割澤　高行 聖マリアンナ医科大学 循環器内科 助教

三角　和雄 社会医療法人木下会　千葉西総合病院 院長

（所属先、役職表記は2018年6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 21,868,318 円

説明会費 46,779,957 円

医学・医療工学関連文献等提供費 8,201,363 円



E. その他の費用

項目 年間の総額

接遇等費用 16,499,169 円


