
「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 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

奨学寄附⾦ 総額 172,475,148 円

施設名 件数 ⾦額

京都⼤学　呼吸管理睡眠制御学講座 1 15,000,000 円

東京医科⼤学　睡眠学講座 1 15,000,000 円

順天堂⼤学　⼼⾎管睡眠呼吸医学講座 1 10,000,000 円

岩⼿医科⼤学　睡眠医療学 1 10,000,000 円

⽇本⼤学　睡眠学講座 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

九州⼤学　睡眠時無呼吸センター 1 7,000,000 円

福島県⽴医科⼤学　循環器内科学⼼臓病先進治療学講座 1 10,000,000 円

順天堂⼤学  循環器内科 1 15,000,000 円

東京医科⻭科⼤学　睡眠制御学講座 1 2,000,000 円

熊本⼤学　⼼不全先進医療共同研究講座 1 5,000,000 円

沖中記念成⼈病研究所 1 1,500,000 円

横浜市⽴⼤学　医学部　呼吸器病学教室 1 500,000 円

新潟⼤学　医学部第⼆内科 1 500,000 円

神経研究所 1 1,000,000 円

⿅児島⼤学医学部⻭学部付属病院　奨学寄附⾦（臨床技術部） 1 30,000 円

16 112,530,000 円



⼀般寄附⾦

学会/セミナー名 件数 ⾦額

埼⽟県筋ジストロフィー協会 1 30,000 円

NPO法⼈愛知県COPDﾈｯﾄﾜｰｸ 1 100,000 円

⼤阪⼩児呼吸器談話会 1 100,000 円

第24回近畿臨床⼯学会 1 100,000 円

ミオパチー（筋疾患）の会オリーブ　難病医療講演会 1 100,000 円

臨床⼯学技⼠体動イベント 1 10,000 円

かごしま⾼岡病院　市⺠公開講座 1 100,000 円

メディカルサポート愛知 1 500,000 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 1,300,000 円

⽇本ステッピング協会 1 100,000 円

第57回臨床呼吸機能講習会 1 150,000 円

11 2,590,000 円



学会等寄附⾦

学会/セミナー名 件数 ⾦額

北海道呼吸管理研究会 1 50,000 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

NPO⽇本⼼不全ネットワーク第1回⼼不全都⺠公開セミナー 1 100,000 円

第4回CCHS医療カンファレンス 1 20,000 円

ステッピング協会特別講演会 1 100,000 円

Sleep Surgery研究会サテライトシンポジウム 1 50,000 円

岐⾩県病院協会医学会 1 10,000 円

福井呼吸ケアカンファレンス 1 150,000 円

第19回「呼吸の⽇」記念市⺠公開講座 1 100,000 円

第14回神経難病における⾳楽療法を考える会 1 20,000 円

平成29年度岡⼭呼吸器疾患研究会 1 20,000 円

第1回岡⼭県呼吸ケアシステム学会 1 40,000 円

⽇本医⼯学治療学会第33回学術⼤会 1 20,000 円

START（四国動脈硬化疾患治療技術研究会） 1 150,000 円

第21回⽇本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 1 50,000 円

第7回呼吸療法セミナー 1 30,000 円

⽇本難病医療ネットワーク学会 1 20,000 円

社団法⼈⽇本呼吸器学会 1 100,000 円

⽇本呼吸療法医学会 1 100,000 円

神経難病リハビリテーション研究会 1 100,000 円



⽇本呼吸ケア･リハビリテーション学会 1 50,000 円

⽇本ポリソムノグラファー研究会 1 50,000 円

神⼾在宅呼吸ケア勉強会 1 100,000 円

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

第17回愛媛SAS研究会 1 50,000 円

第18回愛媛SAS研究会 1 50,000 円

第6回⽇本PSG研究会九州・沖縄⽀部例会 1 20,000 円

27 1,640,000 円



学会等共催費

学会/セミナー名 件数 ⾦額

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

第11回⼼不全陽圧治療研究会 1 5,334,291 円

第81回⽇本循環器学会学術集会　共催セミナー 1 4,005,840 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54回⽇本リハビリテーション医学会学術集会　共催セミナー 1 2,127,499 円

⽇本睡眠学会第42回定期学術集会　共催セミナー 1 1,911,355 円

⽇本睡眠学会第42回定期学術集会　共催セミナー 1 3,177,436 円

第8回沖縄PSGセミナー 1 320,784 円

第10回睡眠障害セミナー 1 400,000 円

第57回臨床呼吸機能講習会　呼吸管理実践コース　イブニングセミナー 1 1,122,360 円

第43回⽇本重症⼼⾝障害学会学術集会 1 1,261,750 円

第13回神経難病の包括的呼吸ケア・ワークショップ 1 2,908,006 円

第45回⽇本救急医学会総会・学術集会 1 2,671,450 円

第27回⽇本呼吸ケア･リハビリテーション学会　共催セミナー 1 1,936,424 円

第18回臨床CPAP研究会 1 1,697,380 円

第17回急性期NPPV研究会 1 4,766,401 円

第27回⽇本呼吸ケア･リハビリテーション学会　第4回呼吸ケアスキルアップセミナー 1 200,000 円

第3回筋ジストロフィー医療研究会　ランチョンセミナー 1 721,840 円

第2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 1 30,000 円

第2回徳洲会睡眠循環研究会 1 122,706 円



第5回北海道睡眠呼吸障害セミナー 1 751,568 円

北海道呼吸管理研究会「⼈⼯呼吸セミナー」 1 20,000 円

函館循環器睡眠呼吸障害フォーラム 1 348,962 円

第8回北海道呼吸療法セミナー 1 53,000 円

いわて呼吸療法セミナー 1 20,000 円

第5回⻘森県睡眠CPAPセミナー 1 663,668 円

いびきと眠りの公開講座 2017 1 300,000 円

北上循環器カンファレンス 1 78,418 円

南東北呼吸療法セミナー 1 76,233 円

⼭形循環器陽圧セミナー 1 297,760 円

第3回宮城循環器陽圧呼吸療法カンファレンス 1 414,586 円

第6回南東北睡眠呼吸障害セミナー 1 622,684 円

第7回福島循環器陽圧治療研究会 1 637,509 円

NPO新潟睡眠を考える会 1 30,000 円

新潟睡眠呼吸障害研究会 1 122,593 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） 1 135,818 円

第3回⽇⽴地区睡眠フォーラム 1 702,674 円

茨城県検診研究会 1 73,348 円

第16回城北睡眠障害研究会 1 619,362 円

東邦⼤学医療センター　⼤森病院　眼科SAS講演会 1 362,350 円

第3回Acute Cardiopulmonry Care Meeting 1 573,845 円

第17回城北睡眠障害研究会 1 621,208 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 1 600,000 円

多摩地区　⽿⿐科SAS　情報交換会 1 185,184 円

神経難病の包括的呼吸ケア・ハンズオン神奈川2016 1 649,307 円

第16回呼吸療法セミナーin湘南 1 100,000 円

第1回神奈川東部呼吸ケア研究会 1 149,203 円

静岡県開催・神経難病ハンズオンセミナー 1 354,370 円

第８回東海呼吸ケア・リハビリテーション研究会 1 80,000 円

第7回いちのみやNPPV研究会 1 200,796 円

東海神経筋疾患懇話会（第11回） 1 190,231 円

東海神経筋疾患懇話会（第12回） 1 291,530 円

東海⼩児呼吸管理懇話会（第3回） 1 113,946 円

三重北勢SASセミナー 1 408,560 円

第3回CPAP治療研究会（藤⽥保健衛⽣⼤学） 1 66,911 円

第2回CPAP治療研究会（藤⽥保健衛⽣⼤学） 1 48,659 円

京都府臨床⼯学技⼠会　第14回⼈⼯呼吸器安全セミナー 1 30,000 円

第7回京都⼼臓リハビリテーションカンファレンス 1 246,621 円

南加賀地区呼吸療法研修会 1 121,330 円

第8回北陸PSGセミナー 1 85,320 円

第6回京都⼤学睡眠障害研究会 1 149,490 円

第17回信州SAS研究会 1 49,755 円

信州在宅⼈⼯呼吸療法セミナー 1 313,998 円

⼤阪警察病院　MEカンファレンス 1 50,116 円



河北循環器呼吸ケア研究会 1 150,000 円

ISMSJ学術集会 1 1,659,690 円

第6回　河北地区SAS懇話会 1 339,516 円

パラメディカルのための奈良SAS・睡眠勉強会 1 100,000 円

第7回⾎液浄化⼼不全治療研究会　ASVセミナー 1 150,000 円

岡⼭県臨床⼯学技⼠会　呼吸療法セミナー 1 20,000 円

⼭⼝県周南地区訪問リハビリテーション研究会 1 50,000 円

第3回広島NPPVセミナー 1 664,591 円

第4回神経難病ミニカンファレンス 1 42,000 円

第19回⾹川睡眠呼吸障害研究会 1 81,070 円

⾹川急性肺障害セミナー 1 713,123 円

北九州下関睡眠呼吸障害研究会 1 120,000 円

北九州市⺠公開講座 1 543,164 円

第11回北九州循環器と睡眠の研究会 1 60,000 円

北九州睡眠検査技師勉強会（年四回） 1 120,000 円

K-LEAD 1 267,648 円

⼤分睡眠呼吸障害研究会（へつぎ病院ミニカンファレンス） 1 206,548 円

第35回⿅児島⼩児在宅ケア・⼈⼯呼吸療法研究会記念講演会 1 538,026 円

かごしま⾼岡病院カンファレンス 1 293,395 円

第7回呼吸療法セミナー ランチョンセミナー 1 370,000 円

太⽥睡眠医療遠隔フォーラム 1 46,297 円

85 55,715,148 円



C-1 講師謝⾦ 総額 14,776,505円

⽒名 施設名 教室・診察科 役職

⻘⽊　正志 東北⼤学⼤学院医学系研究科 神経内科学分野 教授

浅川　孝司 吉野内科・神経内科医院 リハビリテーション科

熱⽥　直樹 名古屋⼤学医学部附属病院 神経内科 講師

阿部　弘 医療法⼈弘淳会　あべ⻭科医院 院⻑

阿部　昌彦 北海道⽴　⽻幌病院 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 診療部⻑

荒⽥　晋⼆ JA広島総合病院 臨床⼯学科

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

⾝体リハビリテーション部
⾝体リハビリテーション科

有澤　⽇出和 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 理学療法⼠⻑

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

井坂　直樹 医療法⼈博仁会　村瀬病院 院⻑

⽯垣　泰則 医療法⼈社団泰平会　コーラルクリニック 理事⻑
院⻑

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 神⼾⼤学⼤学院保険学研究科 地域保健学領域 教授

⽯橋　賢⼀ 社会医療法⼈杏嶺会　⼀宮⻄病院 リハビリテーション科

稲元　未来 国⽴研究開発法⼈　国⽴成育医療研究センター 看護部 集中ケア認定看護師
副看護師⻑

井上　雄⼀ 東京医科⼤学
医療法⼈社団絹和会 睡眠学講座 教授

理事⻑

C. 原稿執筆料等



岩⽥　真理⼦ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構　鈴⿅病院 看護部

⽒家　良⼈ 函館市病院局 函館市公営企業管理者
病院局⻑

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

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

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

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

太⽥　浩平 広島⼤学病院 救急集中治療医学 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

⼤槻　学 ⼤槻スリープクリニック 院⻑

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

岡⽥　泰昌 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構　村⼭医療センター 内科 医⻑

緒⽅　健⼀ 医療法⼈おがた会　おがた⼩児科・内科 理事⻑

岡部　慎⼀ 岡部クリニック 院⻑

荻野　美恵⼦ 学校法⼈　国際医療福祉⼤学 医学部　医学教育統括センター 教授

奥村　貴裕 名古屋⼤学医学部附属病院 重症⼼不全治療センター
循環器内科 講師

⻤塚　健 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構　九州病院 循環器科

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

⽚平　美明 公⽴刈⽥綜合病院 循環器科 院⻑補佐

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 理学療法⼠



加藤　俊光 吉野内科・神経内科医院 リハビリテーション科

加藤　聡之 刈⾕豊⽥総合病院 呼吸器・アレルギー内科 部⻑

川⽥　誠⼀ 医療法⼈武⽥会　⾼知鏡川病院 睡眠医療センター センター⻑

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

河野　洋⼆ ⾼松市⺠病院 呼吸器内科 医⻑

川前  ⾦幸 ⼭形⼤学医学部 ⿇酔科学講座 主任教授

貫野　彩⼦ 医療法⼈社団こうかん会　　⽇本鋼管病院 ⽿⿐咽喉科

北井　珠樹 ハートフルクリニック北井内科 院⻑

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

⽊村　弘 ⽇本医科⼤学⼤学院医学研究科 肺循環・呼吸不全先端医学講座 教授

⽊村　穣 関⻄医科⼤学 健康科学 教授

清野　精彦 ⽇本医科⼤学千葉北総病院 院⻑

⼯藤　翔⼆ 公益財団法⼈結核予防会 理事⻑

熊⾕　俊幸 くま在宅クリニック 院⻑

熊⾕　直⼈ 三重⼤学 循環器内科地域連携学講座 講師

⿊崎　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

桑畑　直史 まるベリー⽿⿐科 院⻑

神津　玲 国⽴⼤学法⼈　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

⼩賀　徹 京都⼤学⼤学院医学研究科 呼吸器内科学 特定准教授

⼩⾦澤　敦 ⿅教湯三才⼭リハビリテーションセンター　三才⼭病院 リハビリテーション科 理学療法⼠



⼩島　理恵 医療法⼈武⽥会　⾼知鏡川病院 睡眠医療センター

⼩橋　保夫 医療法⼈清須呼吸器疾患研究会　はるひ呼吸器病院 呼吸器内科

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

⾝体リハビリテーション部
⾝体リハビリテーション科 医⻑

菰⽥　茂樹 稲沢市⺠病院

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

⼩⼭　昌利 公⽴陶⽣病院 臨床⼯学部

近藤　康博 公⽴陶⽣病院 呼吸器・アレルギー疾患内科 副院⻑

近藤　清彦 社会医療法⼈財団慈泉会　相澤病院/相澤東病院 脳卒中・脳神経センター 顧問
診療部⻑

齋藤　修平 ⼤垣市⺠病院 看護部

⿑藤　修 東京都⽴⼩児総合医療センター 救命・集中治療部　集中治療科 医⻑

板井　純治 広島⼤学病院 集中治療部 助教

坂本　哲也 帝京⼤学医学部附属病院／帝京⼤学医学部 救急医学講座 病院⻑
主任教授

坂本　隆史 九州⼤学病院 循環器内科 助教

櫻井　英俊 京都⼤学 iPS研究所 臨床応⽤研究部⾨ 准教授

櫻井　滋 岩⼿医科⼤学附属病院
岩⼿医科⼤学医学部

睡眠医療科
睡眠医療学科 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

笹尾　健⼀郎 東京都済⽣会中央病院 救急診療科 副医⻑

篠邉　⿓⼆郎 愛知医科⼤学病院
愛知医科⼤学

睡眠科
睡眠医療センター 特任教授

佐藤　崇 株式会社⽇⽴製作所　⽇⽴総合病院 臨床⼯学科

佐藤　直樹 ⽇本医科⼤学武蔵⼩杉病院 循環器内科 教授・集中治療室室⻑



佐藤　由起男 JAとりで総合医療センター 健康管理センター

塩⾒　利明 愛知医科⼤学病院
愛知医科⼤学

睡眠科
睡眠医療センター

教授
部⻑

柴　友明 東邦⼤学医療センター　⼤森病院
柴眼科 眼科 准教授

診療医

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

柴原　幸恵 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

志⾺　伸朗 広島⼤学⼤学院医⻭薬保健学研究科 救急集中治療医学 教授

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　俊夫 東京都⽴神経病院 脳神経内科 部⻑

庄⼦　拓良 国⽴研究開発法⼈
国⽴国際医療研究センター国府台病院 リハビリテーション科

城宝　秀司 国⽴⼤学法⼈　富⼭⼤学附属病院
富⼭⼤学第⼆内科

第⼆内科診療部⾨
循環器内科

講師
診療准教授
医局⻑

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

新⾕　朋⼦ とも⽿⿐科クリニック 院⻑

鈴⽊　康之 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 部⻑

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

髙岡　俊夫 医療法⼈聖⼼会　かごしま⾼岡病院 院⻑

⾼⽊　俊輔 医療法⼈社団輔仁会　嬉が丘サマリヤ⼈病院 てんかん外来 てんかん専⾨医

髙場　章宏 JA広島総合病院 救急・集中治療科

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

髙橋　敏　 医療法⼈整友会　弘前記念病院 理事⻑

⾼間　典明 群⾺⼤学⼤学院医学系研究科 内科学講座循環器内科分野 病院講師



⾼良　史司 医療法⼈社団輔仁会　嬉が丘サマリヤ⼈病院 睡眠検査室

武井　泰彦 稲城市⽴病院 ⽿⿐咽喉科 部⻑

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

⽵内　宗之 地⽅独⽴⾏政法⼈ ⼤阪府⽴病院機構
⼤阪⺟⼦医療センター 集中治療科 主任部⻑

武知　由佳⼦ いきいきクリニック 院⻑

⽥中　恵⼦ JA広島総合病院 臨床⼯学科

⽥中　俊⼀ 医療法⼈みなとみらい みなとみらいクリニック 理事⻑

⽥中　総⼀郎 医療法⼈財団はるたか会
あおぞら診療所ほっこり仙台 院⻑

⽥中　弥⽣ 駒沢⼥⼦⼤学 ⼈間健康学部　健康栄養学科 教授

⾕池　雅⼦ ⼤阪⼤学⼤学院 連合⼩児発達学研究科 教授

⾕⼝　奈穂 公⽴陶⽣病院 看護部

⾕野　功典 公⽴⼤学法⼈　福島県⽴医科⼤学 呼吸器内科学講座 准教授

⽟城　仁 医療法⼈はごろも会　仲本病院 院⻑

⽥村　彰 天⼼堂へつぎ病院・診療所 循環器内科・睡眠時無呼吸センター⻑ センター⻑

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

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

辻村　康彦 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

津⽥　徹 医療法⼈恵友会　霧ヶ丘つだ病院 理事⻑
院⻑

永坂　充 ノーザリー訪問看護ステーション

中島　孝 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構　新潟病院 病院⻑



中島　滋夫 中島内科循環器科メンタルクリニック 院⻑

中積　泰⼈ ⾦沢市⽴病院 呼吸器内科 科⻑

中⽥　智彦 名古屋⼤学医学部附属病院 ⼩児科 助教

永⽥　⼀真 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 呼吸器内科 副医⻑

永沼　久夫 公益社団法⼈　北海道勤労者医療協会
勤医協札幌病院 ⽿⿐咽喉科 科⻑

中野　宏⼰ 東京医科⼤学 循環器内科

中村　憲史 社会医療法⼈中央会
尼崎中央病院（2018年3⽉退職）

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

南雲　秀⼦ 東京医療学院⼤学　保健医療学部看護学科 成⼈看護学

南雲　秀⼦ 東京医療学院⼤学　保健医療学部看護学科 成⼈看護学

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

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

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

新⼭　和也 埼⽟医科⼤学国際医療センター 救命救急センター

⻄畑　庸介 聖路加国際病院 ⼼⾎管センター　循環器内科

⻄村　直樹 聖路加国際病院 呼吸器センター　呼吸器内科 医⻑

野⼝　恭平 社会福祉法⼈恩賜財団　済⽣会横浜市東部病院 臨床⼯学部

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

野島　記⼦ 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

野⽥　⼤貴 社会医療法⼈⼤雄会　総合⼤雄会病院



野中　⽔ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構　茨城東病院 呼吸器内科

⻑⾕川　久弥 東京⼥⼦医科⼤学東医療センター 周産期新⽣児診療部・新⽣児科 教授

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

春⽊　伸彦 ⿃取⼤学医学部附属病院 循環器内科（第⼀内科診療科群） 講師

久留　聡 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構　鈴⿅病院 病院⻑

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

平澤　純 公⽴陶⽣病院 リハビリテーション部

深⾒　智⼦ 社会福祉法⼈　京都社会事業財団　京都桂病院 看護部

福井　暁⼦ 東邦⼤学医療センター　⼤森病院 ⼝腔外科 助教

藤嵜　孝次 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構姫路医療センター 医療機器管理室 主任臨床⼯学技師

藤野　裕⼠ ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 医学専攻⽣体統御医学講座
(⿇酔・集中治療医学) 教授

堀　英孝 ⼩牧市⺠病院 看護局

堀　裕⼀ 東邦⼤学医療センター　⼤森病院 眼科 教授
診療部⻑

本郷　⽞ 佐賀⼤学医学部 循環器内科

前村　浩⼆ 国⽴⼤学法⼈　⻑崎⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科 循環器内科学 教授

松井　晃 社会福祉法⼈恩賜財団
⺟⼦愛育会総合⺟⼦保健センター愛育病院 臨床⼯学科 臨床⼯学技⼠⻑

松川　周 公⽴⿊川病院 ⿇酔科

松川　⿓⼀ ⽇本⾚⼗字社　福岡⾚⼗字病院 循環器内科

松本　政実 医療法⼈済衆館　済衆館病院 訪問診療科

松本　正太朗 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



三浦　尊右 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

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
臨床研究部筋疾患研究室⻑

⽔野　公輔 北⾥⼤学病院 リハビリテーションセンター

溝⼝　功⼀ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構　静岡医療センター 副院⻑

道永　祐希 信州⼤学医学部附属病院 MEセンター

宮川　哲夫 昭和⼤学保険医療学部 理学療法学科理学療法治療学 教授

宮崎　慎⼆郎 国家公務員共済組合連合会　KKR⾼松病院 リハビリテーションセンター センター⻑

宮下　武彦 公⽴刈⽥綜合病院 循環器科

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

村川　勇⼀ さぬき市⺠病院 医療技術部リハビリテーション技術科

村⽊　久恵 株式会社互恵会　⼤阪回⽣病院 睡眠医療センター

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

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

森　由弘 国家公務員共済組合連合会　KKR⾼松病院 副院⻑

森槌　康貴 医療法⼈恵友会　霧ヶ丘つだ病院 睡眠呼吸センター 検査課⻑

森本　⼀⽣ ⼤槻スリープクリニック 副院⻑

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

⼭内　基雄 公⽴⼤学法⼈　奈良県⽴医科⼤学 内科学第⼆講座 准教授

⼭内　菜緒 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構　柳井医療センター



⼭賀　聡之 広島⼤学病院 ⾼度救命救急センター 助教

⼭⽊　健市 ⽼⼈保健施設　やすらぎ 施設⻑

⼭﨑　忍 ⿅教湯三才⼭リハビリテーションセンター　三才⼭病院 リハビリテーション科

⼭城　義広 医療法⼈社団輔仁会　嬉が丘サマリヤ⼈病院 院⻑

⼭本　剛 ⽇本医科⼤学付属病院 ⼼臓⾎管集中治療科 講師

⼸野　⼤ 医療法⼈社団ゆみの 理事⻑・最⾼医療責任者

横⼭　俊樹 公⽴陶⽣病院 呼吸器・アレルギー疾患内科 部⻑

横⼭　仁志 聖マリアンナ医科⼤学病院 リハビリテーション部 技術課⻑補佐

吉⽥　雅俊 ⿅教湯三才⼭リハビリテーションセンター　三才⼭病院 看護科

吉⽥　幸 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構　医王病院 看護部

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

吉廣　尚⼤ JA広島総合病院 薬学部

吉嶺　裕之 社会医療法⼈春回会　井上病院 内科・呼吸器科 副院⻑

⽶⽥　正樹 公⽴⼋⿅病院 中央リハビリテーション科

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

⾝体リハビリテーション部
⾝体リハビリテーション科 理学療法主任

和⽥　郁雄 公⽴⼤学法⼈　名古屋市⽴⼤学医学部医学科 医学研究科リハビリテーション医学 教授

和⽥　弘太 東邦⼤学医療センター　⼤森病院 ⽿⿐咽喉科 教授

渡邉　雅貴 東京医科⼤学病院 循環器内科 兼任講師

渡邉　哲 ⼭形⼤学医学部 内科学第⼀講座 講師

渡部　晋⼀ 公益財団法⼈⼤原記念倉敷中央医療機構
倉敷中央病院 総合周産期⺟⼦医療センター 主任部⻑



遠⼭　和⼦ NPO法⼈⽇本呼吸器障害者情報センター 理事⻑

桂　秀樹 東京⼥⼦医科⼤学⼋千代医療センター 呼吸器内科 教授

（所属先、役職表記は2018年5⽉現在の情報に基づく）



総額 1,990,968円

⽒名 施設名 教室・診察科 役職

池⽥　優 駒沢⼥⼦⼤学 ⼈間学部　健康栄養学科 助⼿

井上　優美 清⽔医院 内科循環器科 理事⻑

井上　雄⼀ 東京医科⼤学
医療法⼈社団絹和会 睡眠学講座 教授

理事⻑

井本　久紀 医療法⼈恵友会　霧ヶ丘つだ病院 看護部 外来看護課⻑

⽒家　良⼈ 函館市病院局 函館市公営企業管理者
病院局⻑

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

岡島　義 医療法⼈社団絹和会　睡眠総合ケアクリニック代々⽊

⽚芝　雄⼀ 社会医療法⼈有隣会　東⼤阪病院 呼吸器内科 呼吸器腫瘍内科 部⻑

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

坂本　奈津美 駒沢⼥⼦⼤学 ⼈間学部　健康栄養学科 助⼿

横井　宏佳 医療法⼈社団⾼邦会　福岡⼭王病院 循環器内科 センター⻑

住友　徹也 公益財団法⼈⼭梨厚⽣会　⼭梨厚⽣病院 ⾎液浄化センター

千住秀明 公益財団法⼈結核予防会 複⼗字病院 呼吸ケアリハビリセンター 部⻑

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

⽥中　弥⽣ 駒沢⼥⼦⼤学 ⼈間学部　健康栄養学科 教授

知花　和⾏ 医療法⼈社団晃陽会　宇都宮第⼀病院 呼吸器内科

中嶋　寛 ⻑崎みなとメディカルセンター市⺠病院 ⼼臓⾎管内科 主任診療部⻑

C-2 原稿執筆料・監修料



永⽥　⼀真 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 呼吸器内科 副医⻑

⻄村　直樹 聖路加国際病院 呼吸器センター　呼吸器内科 医⻑

⻑⾕川　隆⼀ 独協医科⼤学病院 集中治療科 学内教授

⻑⾕川　通⼦ 社会医療法⼈宏潤会　⼤同病院 リハビリテーション科

平松　英樹 特定医療法⼈衆済会　増⼦記念病院 臨床⼯学課 技師⻑

前⽥　さやか 社会医療法⼈明陽会
成⽥記念病院（2018年3⽉退職）

前⽥　智美 国⺠健康保険　⼩松市⺠病院 臨床⼯学科

前⽥　玲 社会医療法⼈恵和会　おびひろ呼吸器内科病院 看護管理部　栄養科 主任

松⽥　能宣 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 ⼼療内科医⻑

松永　紘 公⽴昭和病院

松元　⼀郎 国家公務員共催組合連合会　KKR⾼松病院 ⼼臓⾎管病センター循環器内科 副部⻑

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
臨床研究部筋疾患研究室⻑

宮本　直 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構　東京病院 臨床⼯学科

村上　千恵⼦ ⻘森県⽴中央病院 脳神経内科 副部⻑

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

技師⻑

柳原　万⾥⼦ 医療法⼈社団絹和会　睡眠総合ケアクリニック代々⽊

横⼭　仁志 聖マリアンナ医科⼤学病院 リハビリテーション部 技術課⻑補佐

桂　秀樹 東京⼥⼦医科⼤学⼋千代医療センター 呼吸器内科 教授

（所属先、役職表記は2018年5⽉現在の情報に基づく）



総額 6,572,318円

⽒名 施設名 教室・診察科 役職

伊藤　実 本町いとう内科クリニック 院⻑

今永　知俊 ⼤⼿町いまながクリニック 院⻑

内⼭　伸 医療法⼈社団　康裕会　浅草クリニック 副院⻑

緒⽅　賢⼀ 特定医療法⼈　敬愛会　新⽥原聖⺟病院 院⻑

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

菊地　暢 医療法⼈SMS　ぐっすりーぷクリニック 院⻑

北村　拓朗 産業医科⼤学病院 ⽿⿐咽喉科・頭頸部外科 准教授

近藤　英明 社会福祉法⼈　恩賜財団　済⽣会⻑崎病院 睡眠医療センター センター⻑

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

鈴⽊　⾹奈 医療法⼈すのあ会　⾦沢駅前ぐっすりクリニック 院⻑

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

⽥中　俊⼀ 医療法⼈みなとみらい みなとみらいクリニック 理事⻑

⽥中　春仁 岐⾩メイツ睡眠クリニック 院⻑

新島　邦⾏ 磐⽥メイツ睡眠障害治療クリニック
（2017年12⽉退職）

早川　宗規 医療法⼈　和恵会　はやかわ・すずきクリニック 院⻑

宮崎　雅樹 みやざきRCクリニック 院⻑

⽮⽥　税 ⽮⽥内科循環器科 院⻑

医療法⼈誠馨会　新東京クリニック

C-3 コンサルティング等業務委託費



医療法⼈古川医院

医療法⼈春回会 井上病院

社会医療法⼈　恵和会　おびひろ呼吸器科内科病院

すなおクリニック

医療法⼈斐⽔会　ながせき頭痛クリニック

ばんば⽿⿐咽喉科医院

みやた内科クリニック

医療法⼈社団　新樹会　恵泉第⼆クリニック

医療法⼈清和会 ⻑⽥病院

医療法⼈社団　北星会 ⼤内医院

医療法⼈よしだ睡眠呼吸クリニック

合戦場クリニック

宗⽞医院

やすだ⽿⿐咽喉科アレルギー科クリニック

医療法⼈おかの医院

医療法⼈たちばな会　⻫藤内科医院

医療法⼈慈久会 ⾕病院

医療法⼈春光会なかしま外科内科

医療法⼈北星会 ⼤内医院

岡⼭県健康づくり財団付属病院



岡部クリニック

（所属先、役職表記は2018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 809,925 円
説明会費 5,011,286 円
医学・医療⼯学関連⽂献等提供費 7,010,109 円



E. その他の費⽤
項⽬ 年間の総額
接遇等費⽤ 5,988,159 円
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