
A. 研究費開発費等

総額 68,482,293
コード 項目 年間の総額

A1 特定臨床研究費 13,373,263            
A2 倫理指針に基づく研究費 43,000,000
A3 臨床以外の研究費 10,000,000
A4 臨床試験費（治験費） 0
A5 製造販売後臨床試験費 0
A6 不具合・感染症症例報告費 0
A7 製造販売後調査費 2,109,030
A8 その他研究開発関連費用 0



A1 特定臨床研究費 総額 13,373,263¥       
件数 2

施設名 所属 研究責任医師名
1 974,203

地方独立行政法人神戸市民病院機構
神戸市立医療センター中央市民病院 呼吸器内科 富井啓介 － ー
一般財団法人厚生会仙台厚生病院 呼吸器内科 木村雄一郎 － ー
医療法人鉄蕉会亀田総合病院 呼吸器内科 中島啓 － ー
医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 呼吸器内科 濱口眞成 － ー
愛媛県立中央病院 呼吸器内科 中西徳彦 － ー
大垣市民病院 呼吸器内科 進藤丈 － ー
学校法人聖路加国際大学 呼吸器内科 西村直樹 － ー
株式会社麻生飯塚病院 呼吸器内科 飛野和則 － ー

公立陶生病院組合公立陶生病院
呼吸器・
アレルギー疾患内科 近藤康博 － ー

国立大学法人広島大学 救急集中治療医学 大下慎一郎 － ー
国家公務員共済組合連合会KKR高松病院 呼吸器内科 森由弘 － ー
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
栃木県済生会宇都宮病院 呼吸器センター 仲地一郎 － ー
独立行政法人国立病院機構姫路医療センター 呼吸器内科 河村哲治 － ー
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 門脇徹 － ー
日本赤十字社長野赤十字病院 呼吸器内科 倉石博 － ー
広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 救急・集中治療科 櫻谷正明 － ー
松阪市民病院 呼吸器センター 畑地治 － ー
山口大学医学部附属病院 先進救急医療センター 鶴田良介 － ー

施設名 所属 研究責任医師名
1 12,399,060

医療法人澄心会岐阜ハートセンター 循環器内科 松尾仁司 － ー
東京医科大学八王子医療センター 循環器内科 田中信大 － ー
和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 田中篤 － ー
東京医科大学病院 循環器内科 山下淳 － ー
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
済生会横浜市東部病院 循環器内科 山脇理弘 － ー
筑波メディカルセンター病院 循環器内科 仁科秀崇 － ー
一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 藏満　昭一 － ー
一般財団法人厚生会仙台厚生病院 循環器内科 堀江　　和紀 － ー
特定医療法人財団竹政会福山循環器病院 循環器内科 菊田　　雄悦 － ー

契約件数 金額（税込み）

jRCTs052180236 地方独立行政法人 神戸市民病院機構

	jRCTs072200027 医療法人澄心会　岐阜ハートセンター

臨床研究識別番号 資金の提供先
研究実施医療機関

臨床研究識別番号 資金の提供先
研究実施医療機関

契約件数 金額（税込み）



A2 倫理指針に基づく研究費 総額 43,000,000¥   
件数 6

施設名（施設内組織名記載） 個人の所属 役職 氏名 契約件数 金額（税込み）
国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究
部

国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部
画像診断解析学 特任講師 尾田済太郎 1 2,000,000

国立大学法人神戸大学大学院医学研究科
国立大学法人神戸大学大学院医学研究科
血管内治療センター 講師 祖父江慶太郎 1 6,000,000

国立循環器病研究センター予防医学・疫学情報部国立循環器病研究センター 予防医学・疫学情報部　部長 西村邦宏 1 26,000,000

国立大学法人九州大学大学院医学研究院
国立大学法人九州大学大学院医学研究院
臨床放射線科学分野 准教授 西江昭弘 1 4,000,000

国立大学法人九州大学大学院医学研究院
国立大学法人九州大学大学院医学研究院
臨床放射線科学分野 准教授 樋渡昭雄 1 2,000,000

東海国立大学機構名古屋大学
PHILIPS包括ケア協同研究部門 名古屋大学医学部附属病院・消化器外科１ 病院講師 上原圭 1 3,000,000

A3 臨床以外の研究費 総額 ¥10,000,000
件数 1

施設名（施設内組織名記載） 個人の所属 役職 氏名 契約件数 金額（税込み）
国立大学法人大阪大学
慢性心不全総合治療学共同研究部門 国立大学法人大阪大学大学院医学研究科 教授 澤芳樹 1 10,000,000

A7 製造販売後調査費 総額 2,109,030¥     
件数 3

施設名（施設内組織名記載） 個人の所属 役職 氏名 契約件数 金額（税込み）
一般社団法人Japan Endovascular
Treatment 一般社団法人Japan Endovascular Treatment 代表理事 中村正人 1 2,032,030
日本赤十字社武蔵野赤十字病院 武蔵野赤十字病院 院長 泉並木 1 22,000
株式会社未来医療センター
医療法人沖縄徳洲会千葉西総合病院

株式会社未来医療センター
医療法人沖縄徳洲会千葉西総合病院

代表取締役社長
院長

歌田直人
三角和雄 1 55,000



B. 学術研究助成費

B1　奨学寄附金 総額 116,630,000
件数 21

コード 施設名 件数 金額（税込み）

B1　 鹿児島大学医学部歯学部付属病院　臨床技術部 1 30,000
B1　 学校法人岩手医科大学　睡眠医療学科 1 10,000,000

B1　
学校法人慶応義塾大学医学部　呼吸器内科
慶應義塾在宅医療テクノロジー推進寄附講座Ⅱ 1 10,000,000

B1　 学校法人昭和大学医学部内科学講座　循環器内科学部門 1 2,000,000
B1　 学校法人東京医科大学　睡眠学講座 1 15,000,000
B1　 学校法人東京慈恵会医科大学　内科学講座 1 300,000
B1　 学校法人東邦大学　内科学講座　神経内科学分野 1 500,000
B1　 九州大学病院　睡眠時無呼吸センター 1 3,000,000
B1　 熊本大学医学部附属病院　高度医療開発センター　心血管治療先端医療寄附講座 1 15,000,000
B1　 公立大学法人福島県立医科大学　循環器内科学講座 1 5,000,000
B1　 国立大学法人福井大学　循環器内科講座 1 300,000

B1　
国立大学法人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 1 10,000,000

B1　 国立大学法人京都大学　呼吸管理睡眠制御学講座 1 20,000,000
B1　 国立大学法人京都大学大学院医学研究科　脳卒中学講座 2 2,000,000
B1　 国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部　画像診断解析学講座 1 10,000,000

B1　
国立大学法人東京医科歯科大学医学科・大学院医歯学総合研究科（医学系）
呼吸・睡眠制御学講座　睡眠制御学講座 1 2,000,000

B1　 国立大学法人北海道大学医学院・医学研究院・医学部　先端画像診断開発学分野 1 10,000,000
B1　 国立大学法人山梨大学医学部　内科学講座第3教室 1 500,000
B1 国立大学法人山梨大学　麻酔科学講座 1 500,000
B1 順天堂大学医学部附属練馬病院　呼吸器内科 1 500,000

B2 一般寄附金
総額 4,160,000
件数 6

コード 施設名 件数 金額（税込み）

B2 SOSやまがたコンソーシアム 1 1,000,000
B2 岡山呼吸器疾患研究会 1 30,000
B2 金沢医科大学後援会協力会費 1 30,000
B2 熊本循環器市民フォーラム 1 100,000
B2 公益財団法人沖中記念成人病研究所 1 2,000,000
B2 公益財団法人日本脳神経財団 1 1,000,000

B3  学会等寄附金
総額 6,310,000

コード 学会/セミナー名 件数 金額(税込み）
B3 3rd Big Data Machine Learning in Healthcare in Japan(Datathon Japan 2020) - 200,000
B3 JES2020 - 500,000
B3 Japanese Bifurcation Club 2020 - 100,000
B3 第15回 Peripheral CTO Seminar - 100,000
B3 第23回CV-NET研修会 - 10,000
B3 第27回鎌倉ライブデモンストレーション - 400,000
B3 第39回公開講演会「心移植について考えよう2020」 - 50,000
B3 第53回東京冠動脈治療研究会 - 50,000
B3 第61回京滋奈良Interventional Cardiology研究会 - 50,000
B3 第62回京滋奈良 Interventional Cardiology 研究会 - 50,000
B3 第6回リードマネジメント研究会 - 300,000
B3 中国四国ライブin倉敷2020 - 400,000
B3 東京・春・音楽祭2020スポンサー - 4,070,000
B3 南九州ME研究会　第10回呼吸療法セミナー - 30,000



B4　学会等共催費
総額 67,353,014

コード 学会/セミナー名 件数 金額（税込み）

B4 ARIA 2020 in Silico　Physiologyフォーカスライブ - 440,000
B4 ARIA 2020 in Silico　EVTフォーカスライブ - 440,000
B4 ARIA 2020 in Silico　共催セミナー - 440,000
B4 一般社団法人日本心エコー図学会 第31回学術集会　共催セミナー - 1,100,000
B4 一般社団法人 日本心エコー図学会 企業向け教育プログラム (初級コース)参加費 - 105,000
B4 いびきと眠りの公開講座2020in盛岡 - 300,000
B4 いびきと眠りの公開講座2019 - 300,000
B4 The Echo Live 2020　WEBデモンストレーション - 400,000
B4 エコール48　2020年度共催費 - 20,000
B4 SCMR Japan WG Seminar 2020　共催セミナー - 600,000
B4 近畿心血管治療ジョイントライブ2020（KCJL）EVTフォーカスライブ - 820,000
B4 近畿心血管治療ジョイントライブ2020（KCJL）ミニレクチャー - 275,000
B4 近畿心血管治療ジョイントライブ2020（KCJL）ランチョンセミナー - 955,000
B4 最先端CT研究会2020　共催セミナー - 330,000
B4 SAMI2020　共催セミナー - 550,000
B4 Japan Endovascular Treatment Conference (JET)　2020  フォーカスライブ - 405,000
B4 Japan Endovascular Treatment Conference 2020 (JET2020)　ランチョンセミナー - 660,000
B4 SPIRIT LIVE DEMONSTRATION 2020　ブレイクタイムセッション - 400,000

B4
SLENDER CLUB JAPAN Live Demonstration＆Annual Meeting 2020 in KOBE
ミニレクチャー・ペリフェラルミニレクチャー - 300,000

B4 第10回豊橋ライブデモンストレーションコース　イブニングセミナー - 600,000
B4 第11回Hybrid Neurosurgery研究会　ランチョンセミナー - 300,000
B4 第123回日本小児科学会学術集会　ランチョンセミナー - 1,430,000
B4 第124 回日本小児科学会学術集会　ランチョンセミナー - 1,320,000
B4 第13回新PSG睡眠塾 - 80,000
B4 第13回BodyDWI研究会　共催費 - 55,000
B4 第14回SCCT研究会　ランチョンセミナー - 500,000
B4 第14回北九州循環器と睡眠の研究会 - 60,000
B4 第14回名古屋心エコーセミナー　共催セミナー - 110,000
B4 第14回日本PSG研究会　近畿支部例会 - 20,000
B4 第16回北九州下関睡眠呼吸障害研究会 - 144,086
B4 第1回Sendai / New Tokyo / Kamata Live　アフタヌーンセミナー - 600,000
B4 第1回日本フットケア・足病医学会年次学術集会　JET合同企画セッション - 200,000
B4 第20回日本術中画像情報学会　スイーツセミナー - 1,320,000
B4 第22回新生児呼吸療法モニタリングフォーラム　スポンサードセミナー - 700,000
B4 第22回　香川睡眠呼吸障害研究会 - 45,580
B4 第23回日本臨床脳神経外科学会　共催セミナー - 440,000
B4 第2回日本フットケア・足病医学会 関西地方会学術集会　Live Demonstration - 1,000,000
B4 第30回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 - 1,210,000
B4 第30回日本心臓核医学医学会総会　モーニングレクチャー - 14,951
B4 第30回日本心臓核医学会総会・学術大会　モーニングレクチャー - 792,000
B4 第30回日本臨床工学会 - 660,000
B4 第31回 西日本コメディカルカテーテルミーティング  デバイスレクチャー - 50,000
B4 第34回日本腹部放射線学会　共催セミナー - 1,650,000
B4 第36回NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会　ランチョンセミナー - 2,200,000
B4 第38 回 PICASSO Seminar in NAGOYA　ミニレクチャー - 600,000
B4 第38回日本麻酔・集中治療テクノロジー学会　ランチョンセミナー - 1,000,000
B4 第42回日本呼吸療法医学会学術集会 - 1,980,000
B4 第43回日本てんかん外科学会　特別企画 - 1,100,000
B4 第45回日本超音波検査学会学術集会　企業セミナー - 440,000
B4 第47回日本集中治療医学会学術集会　教育セミナー - 1,650,000
B4 第47回日本集中治療医学会学術集会 - 1,650,000
B4 第48回日本救急医学会総会・学術集会　ランチョンセミナー - 1,980,000
B4 第48回日本血管外科学会学術総会　共催セミナー - 1,320,000
B4 第48回日本歯科麻酔学会総会・学術集会　イブニングセミナー - 500,000
B4 第48回日本磁気共鳴医学会大会　共催セミナー - 924,000



コード 学会/セミナー名 件数 金額（税込み）

B4 第49回日本IVR学会総会　ランチョンセミナー - 732,438
B4 第50回公益社団法人日本口腔インプラント学会記念学術大会　共催セミナー - 330,000
B4 第54回日本成人病（生活習慣病）学会学術集会　ランチョンセミナー - 1,320,000
B4 第56回日本医学放射線学科　秋季臨床大会　共催セミナー - 1,320,000
B4 第56回日本小児循環器学会総会・学術集会　ランチョンセミナー - 1,100,000
B4 第56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　ショートレクチャ ー - 400,000
B4 第5回国際磁気共鳴医学会・日本チャプター学術集会（ISMRM）Goldスポンサー共催費 - 100,000
B4 第60回日本核医学会　学術総会 ランチョンセミナー - 1,320,000
B4 第60回日本核医学会　学術総会 Work in Progress - 385,000
B4 第60回日本呼吸器学会学術講演会　ランチョンセミナー - 1,320,000
B4 第79回日本医学放射線学会総会　ランチョンセミナー - 1,650,000
B4 第7回日本てんかんセンター評議会総会 (JEPICA)　シンポジウム - 300,000
B4 第8回CPAP治療研究会 - 18,572
B4 第92回日本心臓血管放射線研究会　スポンサードセミナー - 350,000
B4 第9回神戸免疫組織診断セミナー（いむーのセミナー）　シルバースポンサー - 300,000
B4 第23回日本臨床救急医学会総会・学術集会　ランチョンセミナー - 1,430,000
B4 中国四国ライブin倉敷2020　共催ライブ - 700,000
B4 東京ハートラボ2019　ビデオ共催 - 800,000
B4 東京ハートラボ2.0 　2020年11月オンラインセミナー　共催費 - 220,000
B4 Tokyo Physiology 2020 By FRIENDS Live　共催ライブ - 1,800,000
B4 東北Physiology研修会（TOP研修会） - 300,000
B4 浪岡地区健康まちづくり発表会　あおもりヘルステックコンソーシアム始動 - 275,400
B4 日本医用画像管理学会　共催セミナー - 20,000
B4 日本集中治療医学会第４回関東甲信越支部学術集会　ランチョンセミナー - 770,000
B4 日本集中治療医学会第４回関西支部学術集会　教育セミナー - 880,000
B4 日本心エコー図学会第29回夏期講習会　企業セッション - 275,000
B4 日本心エコー図学会第17回秋期講習会　共催セッション - 264,000
B4 日本心エコー図学会第25回冬期講習会　共催セッション - 440,000

B4
日本心血管インターベンション治療学会（CVIT）第43回東海北陸地方会
スポンサードシンポジウム共催セミナー - 700,000

B4 日本心血管インターベンション治療学会（CVIT）第43回東海北陸地方会　コーヒーブレイクセミナー - 500,000
B4 日本超音波医学会第93回学術集会　共催セミナー - 2,508,000
B4 日本不整脈心電学会　夏季EP Web講演会　スポンサードセミナー - 880,000
B4 日本麻酔科学会第67回学術集会　WEB開催共催費 - 900,000
B4 日本臨床麻酔学会第40回大会　共催セミナー - 2,200,000
B4 脳血管内治療ブラッシュアップセミナー2020（BSNET）　ライブセミナー - 500,000
B4 BHQコンソーシアム　参加費 - 220,000
B4 The 1st Philips CT Build out Cup　共催セミナー - 96,340
B4 第10回福島循環器陽圧治療研究会 - 692,647
B4 Bay area Complex PCI & Imaging Conference 2020  guide session及びCTO session - 800,000
B4 PCI Optimization by Physiology And Imaging 2020 (POPAI) 　共催ライブ - 720,000
B4 令和元年度医療機器セミナー - 30,000



C.原稿執筆料等

C1　講師謝金 総額 35,824,271
コード 名前 部門 役職 件数 金額（税込み）

C1 相原 英明 公益財団法人筑波メディカルセンター 筑波メディカルセンター病院 循環器内科 診療科長 1 77,959

C1 青木 俊樹 市立大町総合病院 脳神経外科 副院長
兼脳神経外科部長 1 77,959

C1 赤川 拓 JA秋田厚生連 由利組合総合病院 臨床工学技士 1 55,685
C1 赤木 禎治 岡山大学病院 成人先天性心疾患センター センター長 1 111,370
C1 赤路 和則 公益財団法人　 脳血管研究所付属美原記念病院 脳神経外科 部長 1 55,685
C1 明石 定子 学校法人 昭和大学医学部 乳腺外科 教授 1 111,370
C1 浅野 拓 聖路加国際病院 心血管センター 医幹 1 77,959
C1 浅輪 浩一郎 社会医療法人弘道会 守口生野記念病院 循環器内科 部長 1 55,685
C1 足利 貴志 日本赤十字社 武蔵野赤十字病院 循環器科 副院長/部長 1 111,370
C1 足立 太一 独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター 循環器内科 医長 1 22,274
C1 阿部 七郎 学校法人獨協学園 獨協医科大学 内科学 教授 1 55,685
C1 天野 哲也 学校法人 愛知医科大学医学部 循環器内科 教授 1 111,370
C1 荒木 英盛 名鉄病院 泌尿器科 部長 1 55,685
C1 有竹 清夏 公立大学法人 埼玉県立大学 健康開発学科検査技術科学専 准教授 1 38,979
C1 安藤 弘 医療法人財団明理会 春日部中央総合病院 心臓病センター センター長 1 111,370
C1 飯島 尋子 兵庫医科大学病院 肝・胆・膵内科 診療部長 1 111,370
C1 伊苅 裕二 東海大学医学部付属病院 循環器内科 診療科部長 1 111,370
C1 池崎 弘之 医療法人社団康幸会 かわぐち心臓呼吸器病院 副院長 2 189,329
C1 石井 一成 学校法人 近畿大学医学部 放射線医学教室放射線診断学 主任教授 1 111,370
C1 石井 宣大 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 臨床工学部 技師長 1 55,685
C1 石垣 景子 	学校法人 東京女子医科大学医学部 医学科小児科学 准教授 1 55,685
C1 石津 智子 国立大学法人 筑波大学医学医療系 循環器内科 准教授 1 77,959

C1 石原 昭三 社会医療法人同仁会　 耳原総合病院 循環器内科 循環器センター長/
副病院長 2 167,055

C1 石見 成史 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター 1 55,685
C1 泉 久美子 日本赤十字社 岐阜赤十字病院 腎臓内科 1 77,959
C1 出雲 昌樹 学校法人 聖マリアンナ医科大学　 循環器内科 主任医長 2 155,918
C1 磯谷 彰宏 一般財団法人紫川会 小倉記念病院 循環器内科 部長 3 334,110
C1 伊藤 智雄 神戸大学医学部付属病院 病理診断科 教授 1 111,370
C1 井上 政則 学校法人 慶應義塾大学医学部 放射線科学教室 専任講師 1 55,685
C1 井上 雄一 医療法人社団絹和会 睡眠総合ケアクリニック代々木 理事長 1 111,370

施設名



コード 名前 部門 役職 件数 金額（税込み）
C1 井上 隆治 広島大学病院 看護部 看護師 1 22,274
C1 今井 克彦 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター中国がんセンター 心臓血管外科 科長 2 222,740

C1 今井 拓 組合立 諏訪中央病院 循環器内科 統括診療部長
兼循環器内科部長 1 77,959

C1 今井 文博 医療法人財団同仁会　 一里山・今井病院 院長 1 111,370
C1 今村 博敏 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 医長 1 55,685
C1 伊與田 義信 津みなみクリニック 院長 1 77,959
C1 岩崎 正道 兵庫県立淡路医療センター 循環器内科 医長 1 77,959
C1 岩崎 祐介 医療法人友愛会　 松本病院 循環器内科 部長 3 189,329
C1 岩根 正樹 山口県立総合医療センター 中央検査部 1 55,685
C1 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 1 33,411
C1 植野 啓介 八尾市立病院 循環器内科 医長 1 33,411
C1 牛丸 俊平 洛和会音羽病院 心臓内科 医長 1 55,685
C1 内野 滋彦 東京慈恵会医科大学附属病院 集中治療部 准教授 1 111,370
C1 宇都宮 裕人 広島大学病院 循環器内科 診療講師 1 77,959
C1 梅本 紀夫 一宮市立市民病院 循環器内科 医長 1 77,959
C1 枝川 義邦 早稲田大学リサーチイノベーションセンター 教授 2 222,740
C1 大久保 宗則 医療法人澄心会 岐阜ハートセンター 医局長 1 55,685
C1 太田 賢一 医療法人社団一成会 たちばな台病院 循環器内科 副院長 2 222,740
C1 太田 光彦 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 循環器センター内科 医長/心エコー室長 2 155,918
C1 太田 悠太郎 洛和会音羽病院 心臓内科 医員 1 77,959
C1 太田垣 宗光 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 助教 1 22,274

C1 大西 俊成 医療法人渡辺医学会 桜橋渡辺病院 循環器内科 心臓血管センター心不全科長
兼内科医長 2 155,918

C1 大森 寛行 医療法人澄心会 岐阜ハートセンター 循環器内科 医長 1 77,959
C1 岡井 巌 学校法人 順天堂大学医学部 循環器内科学講座 助教 1 77,959
C1 岡崎 真也 学校法人 順天堂大学医学部付属順天堂医院 循環器内科 准教授 1 111,370
C1 緒方 健二 公益財団法人宮崎市郡医師会病院 宮崎市郡医師会病院心臓病センター 循環器内科 副部長 1 111,370
C1 岡田 隆 京都市立病院 循環器内科 部長 1 55,685
C1 岡西 徹 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷浜松病院 小児神経科 主任医長 1 77,959
C1 荻野 伊知朗 横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター 放射線治療科 准教授 1 111,370
C1 奥村 浩隆 昭和大学病院 脳神経外科 助教 1 111,370
C1 小田 強 島根県立中央病院 循環器科 医療局長 1 55,685
C1 尾辻 秀章 鹿児島市立病院 循環器内科 科長 1 55,685
C1 尾野 英俊 社会医療法人医仁会　 中村記念病院 放射線科 部長 1 111,370

施設名



コード 名前 部門 役職 件数 金額（税込み）
C1 小野 容明 横浜呼吸器クリニック　睡眠呼吸障害センター 院長 1 111,370
C1 覚知 泰志 洛和会音羽記念病院 腎臓内科 副部長 1 77,959
C1 葛西 隆敏 順天堂大学医学部付属順天堂医院 循環器内科 准教授 2 155,918
C1 笠原 武 日本赤十字社 京都第二赤十字病院 循環器内科 1 55,685
C1 片岡 一明 医療法人新生会 総合病院 高の原中央病院 循環器内科 部長 1 111,370
C1 片岡 亨 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 循環器内科 院長 1 111,370
C1 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 15 1,058,014
C1 片山 正輝 東京歯科大学市川総合病院 脳神経外科 准教授/医長 1 55,685
C1 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 1 111,370
C1 加藤 駿一 日本赤十字社 さいたま赤十字病院 循環器内科 1 33,411
C1 加藤 拓 洛和会音羽病院 心臓内科 副部長 1 55,685
C1 加藤 典 医療法人社団北欧会　 弘岡歯科医院　 歯科衛生士 1 33,411
C1 華藤 芳輝 学校法人 順天堂大学医学部 循環器内科学講座 助教 1 77,959
C1 鹿戸 将史 山形大学医学部付属病院 放射線診断科 科長・教授 1 55,685
C1 河合 努 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 心臓内科 診療主任 1 55,685
C1 川内 覚 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 放射線部 1 33,411
C1 川上 理 埼玉医科大学総合医療センター 泌尿器科 教授/診療部長 4 222,740
C1 川﨑 大三 社会医療法人大道会 森之宮病院 循環器内科 部長 4 445,480
C1 川﨑 美代子 一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 1 33,411
C1 川瀬 世史明 医療法人澄心会 岐阜ハートセンター 循環器内科 部長 3 334,110
C1 川畑 測久 独立行政法人国立病院機構 九州グループ 総括長 1 55,685
C1 川部 直人 学校法人藤田学園 藤田医科大学医学部 消化器内科学 准教授 1 77,959
C1 菊田 雄悦 特定医療法人財団竹政会 福山循環器病院 循環器内科 病棟医長 8 668,220
C1 木田 勝博 国立大学法人 岡山大学大学院 保健学研究科保健学専攻 准教授 1 33,411
C1 北井 豪 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市医療センター中央市民病院 1 77,959
C1 木下 光博 日本赤十字社 徳島赤十字病院 放射線科 副部長 1 55,685
C1 久我 修二 国立大学法人 大分大学　 小児科学講座 医局員 2 222,740
C1 日下部 行宏 社会福祉法人　聖隷福祉事業団 理事 1 111,370
C1 草川 功 聖路加国際病院 小児科　 医長 1 111,370
C1 楠山 貴教 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院 循環器内科 主任部長 1 55,685

C1 工藤 與亮 国立大学法人 北海道大学大学院医学研究院　 放射線科学分野
画像診断学教室 教授 2 222,740

C1 工藤 敏文 東京医科歯科大学医学部付属病院 末梢血管外科 科長 1 77,959
C1 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 1 55,685

C1 蔵満 昭一 一般財団法人紫川会 小倉記念病院 循環器内科 副部長 3 167,055

施設名



コード 名前 部門 役職 件数 金額（税込み）

C1 黒田 英克 学校法人 岩手医科大学医学部　 内科学講座
消化器内科肝臓分野 特任准教授 2 155,918

C1 小出 正洋 社会医療法人岡本病院（財団） 京都岡本記念病院 循環器内科 部長 1 77,959
C1 上月 周 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会中津病院 循環器内科 2 133,644
C1 虎口 大介 筑波大学附属病院 放射線部 1 33,411
C1 五島 聡 国立大学法人 浜松医科大学　 放射線診断学・核医学講座 教授 2 222,740
C1 小谷 透 昭和大学病院　 集中治療科 診療科長 4 445,480

C1 児玉 隆秀 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 循環器センター内科
/心臓・血管カテーテルセンター 部長/センター長 1 55,685

C1 後藤 由香 聖マリアンナ医科大学附属研究所 B&I 先端医療センター附属クリニック 診療放射線技師 1 33,411
C1 小林 志津江 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 看護部 1 22,274
C1 小林 泰之 学校法人 聖マリアンナ医科大学 先端生体画像情報研究講座 特任教授 1 111,370
C1 小林 勇太 社会医療法人 恵祐会札幌病院 放射線治療科 1 77,959
C1 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 院長 1 77,959
C1 小山 崇 社会医療法人中信勤労者医療協会 松本協立病院 循環器内科 副院長/循環器内科診療部長　 1 111,370
C1 小山 望 医療法人社団 豊智会 経営企画室室長 1 55,685
C1 齋藤 聡男 大阪市立総合医療センター 循環器内科 医長 1 55,685
C1 齊藤 利雄 独立行政法人国立病院機構 大阪刀根山医療センター 小児神経内科 部長 1 55,685
C1 齋藤 伸治 公立大学法人 名古屋市立大学医学研究科 新生児・小児医学分野 教授 1 22,274
C1 齋藤 竜太 国立大学法人東海大学大学機構 名古屋大学大学院医学研究科・医学部医学科 脳神経科学 教授 2 222,740
C1 佐伯 達矢 独立行政法人国立病院機構 山口宇部医療センター 看護部 1 33,411

C1 坂井 信幸 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 主席副院長
兼脳神経外科部長 1 111,370

C1 阪井 裕一 埼玉医科大学総合医療センター 小児科 客員教授 1 111,370
C1 榊原 淳太 千葉大学医学部附属病院 乳腺外科 助教 1 77,959
C1 佐久間 理吏 学校法人獨協学園 獨協医科大学 内科学 准教授 1 22,274
C1 佐倉 伸一 国立大学法人 島根大学医学部 手術部 部長/教授 1 111,370
C1 櫻間 教文 医療法人創和会 重井医学研究所附属病院 外科・消化器外科 外科部長 1 77,959
C1 佐々木 伸也 公益財団法人宮城厚生協会　 坂総合病院 循環器科 医長 2 222,740
C1 佐田 誠 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター病院 感染対策室 医長/呼吸器科医長 1 77,959
C1 佐藤 和彦 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 主任 1 33,411
C1 佐藤 匡也 公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 循環器科 1 33,411
C1 佐藤 允之 筑波大学医学医療系 脳神経外科 講師 1 55,685
C1 佐野 勝廣 学校法人 順天堂大学医学部 放射線診断学講座 准教授 1 111,370
C1 塩野 泰紹 和歌山県立医科大学付属病院 循環器内科 講師 3 267,288

施設名



コード 名前 部門 役職 件数 金額（税込み）
C1 柴田 剛徳 公益財団法人宮崎市郡医師会病院 宮崎市郡医師会病院心臓病センター 循環器内科 副院長兼心臓病センター長 1 111,370
C1 渋川 周平 東海大学医学部付属病院 診療放射線技術科 診療放射線技師 1 55,685
C1 嶋津 孝幸 医療法人同仁会　 京都九条病院 循環器内科 部長 1 55,685
C1 清水 健吾 清水内科クリニック 院長 1 77,959

C1 清水 泰輔 埼玉医科大学総合医療センター 腎・高血圧内科学
/血液浄化センター 講師/診療副部長 1 77,959

C1 清水 俊夫 東京都立神経病院	 脳神経内科 部長 1 77,959
C1 清水 紀宏 砂川市立病院 循環器内科 部長 1 33,411
C1 清水 智幸 東京国際クリニック歯科 歯科院長 1 55,685
C1 下地 顕一郎 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 済生会宇都宮病院 循環器内科 医長 1 77,959
C1 下畑 享良 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学大学院医学系研究科 脳神経内科学分野 教授 1 111,370
C1 庄司 圭佑 公立大学法人 京都府立医科大学大学院医学研究科 循環器内科学・腎臓内科学 1 77,959
C1 庄島 正明 埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科 教授/脳血管センター長 1 55,685
C1 庄田 守男 東京女子医科大学病院 循環器内科 特任教授 1 111,370
C1 白井 伸一 一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 循環器内科 部長 4 389,795
C1 陣崎 雅弘 学校法人 慶応義塾大学医学部・医学研究科 放射線科学（診断）教室 教授 1 111,370
C1 新谷 嘉章 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 循環器内科 医長 1 77,959

C1 進藤 直久 新座志木中央総合病院 循環器内科 ＣＣＵ部長
兼循環器内科部長 1 77,959

C1 末松 義弘 医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院 心臓血管外科 副院長 1 77,959
C1 杉原 充 福岡大学病院 循環器内科 講師 1 111,370
C1 鈴木 健之 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 東京都済生会中央病院 循環器内科 1 77,959
C1 須永 大介 社会医療法人 北海道循環器病院 循環器内科 カテーテル室副室長 1 33,411
C1 住永 有梨 昭和大学病院 看護部 看護師 1 33,411

C1 住吉 晃典 医療法人渡辺医学会 桜橋渡辺病院 循環器内科
心臓・血管センター末梢血管
科長
兼フットケアセンター医長

1 100,233

C1 瀬尾 由広 公立大学法人 名古屋市立大学大学院医学研究科 循環器内科学 教授 1 77,959
C1 関口 幸夫 独立行政法人国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 循環器内科 2 222,740
C1 関根 鉄朗 日本医科大学武蔵小杉病院 放射線科 講師/医局長 1 55,685
C1 瀬良 誠 福井県立病院 救命救急センター 医長 1 77,959
C1 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 部長 1 111,370
C1 曽我 芳光 一般財団法人紫川会 小倉記念病院　 循環器内科 部長 1 111,370
C1 曽我部 功二 社会医療法人岡本病院（財団） 京都岡本記念病院 循環器内科 医長 1 89,096
C1 田岡 征高 学校法人川崎学園 川崎医科大学総合医療センター 内科 1 77,959
C1 髙岡 俊夫 医療法人聖心会 かごしま高岡病院 内科・呼吸器内科 院長 1 55,685

施設名



コード 名前 部門 役職 件数 金額（税込み）
C1 高島 浩明 学校法人 愛知医科大学 内科学講座 教授 2 167,055
C1 髙橋 和久 学校法人 順天堂大学医学部 呼吸器内科 教授 1 111,370
C1 高橋 哲 社会医療法人愛仁会 高槻病院　 イメージングリサーチセンター センター長 1 44,548
C1 髙橋 潤 東北大学病院 循環器内科 副科長 2 111,370
C1 高橋 信幸 医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院 放射線科 1 111,370
C1 高橋 昌 国立大学法人 新潟大学大学院医歯学総合研究科 特任教授 1 111,370
C1 髙原 太郎 学校法人 東海大学 工学部医用生体工学 教授 2 167,055
C1 滝村 英幸 南東北グループ医療法人財団健貢会 総合東京病院 心臓血管センター 医長 3 300,699
C1 竹石 恭知 公立大学法人 福島県立医科大学医学部 環器内科学講座 主任教授/医学部長 1 111,370
C1 武田 聡 東京慈恵会医科大学 救急医学講座 教授 1 111,370
C1 田中 宣暁 医療法人渡辺医学会 桜橋渡辺病院 循環器内科 心臓・血管センター不整脈科長 4 311,836
C1 田中 信大 東京医科大学八王子医療センター 循環器内科 診療科長 3 334,110

C1 田中 秀和 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 講師/診療課長補佐 1 77,959

C1 田中 秀治 学校法人 国士舘大学大学院 救急システム研究科 研究科長 1 111,370
C1 田中 美千裕 亀田総合病院 脳血管内治療科 主任部長 1 33,411
C1 田邊 一明 国立大学法人 島根大学医学部 内科学講座 教授 1 55,685
C1 種村 正 公益財団法人　 心臓血管研究所付属病院 臨床検査室 室長 1 55,685
C1 田畑 和宏 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 病理学 講師 1 111,370
C1 田端 千里 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 循環器センター 1 55,685
C1 田原 良雄 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター病院 冠疾患科 医長 1 111,370

C1 田村 彰 社会医療法人財団 天心堂 へつぎ診療所 循環器内科
・睡眠時無呼吸センター センター長 1 77,959

C1 田村 浩 順天堂大学医学部附属練馬病院 循環器内科 助教 1 77,959
C1 田山 信至 国立病院機構　 熊本医療センター 循環器内科 部長 1 77,959

C1 千葉 伸太郎 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 耳鼻咽喉科・気管食道科 所長/部長 1 111,370

C1 蝶名林 直彦 医療法人社団 聖カタリナ病院 院長 1 111,370

C1 陳 和夫 学校法人 日本大学医学部 内科学系睡眠学分野
睡眠医学・呼吸管理学講座 教授 1 111,370

C1 築地 純子 下関市立豊田中央病院 看護部 1 33,411
C1 辻本 紘史 医療法人社団蘇生会 蘇生会総合病院 1 55,685
C1 津田 卓眞 一般社団法人日本海員掖済会 名古屋掖済会病院 循環器内科 医長 1 77,959
C1 津田 泰利 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 循環器センター長 1 77,959

C1 土金 悦夫 医療法人澄心会 豊橋ハートセンター 循環器内科 部長 1 89,096

施設名



コード 名前 部門 役職 件数 金額（税込み）
C1 土橋 俊男 日本医科大学付属病院 放射線科 1 77,959
C1 土屋 一洋 JR東京総合病院 放射線科 部長 3 300,699
C1 都築 豊徳 愛知医科大学病院 病理診断科 教授 1 44,548
C1 椿本 恵則 日本赤十字社 京都第二赤十字病院 循環器内科 副部長 1 111,370

C1 鶴田 和太郎 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 脳卒中センター
/脳神経血管内治療科 部長 2 144,781

C1 寺井 英伸 医療法人社団浅ノ川　心臓血管センター  金沢循環器病院 循環器内科 部長 1 55,685
C1 土井 英樹 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 循環器内科 部長 1 77,959
C1 東條 泰典 独立行政法人国立病院機構 高松医療センター 呼吸器内科 統括診療部長 1 77,959
C1 栂尾 理 九州大学大学院医学研究院 臨床放射線科学分野 准教授 1 77,959
C1 富田 泰史 国立大学法人 弘前大学大学院医学研究科 循環器腎臓内科学講座 教授 1 111,370
C1 内藤 大督 京都市立病院 循環器内科 医長 1 77,959

C1 中浦 猛 国立大学法人 熊本大学大学院生命科学研究部 総合医薬化学部門
生命情報分析医学分野 特任講師 1 111,370

C1 長澤 みよえ 医療法人社団康幸会 かわぐち心臓呼吸器病院 看護部 部長 1 77,959
C1 中瀬 裕之 公立大学法人 奈良県立医科大学 脳神経外科 教授 1 111,370
C1 永関 慶重 医療法人斐水会 ながせき頭痛クリニック 院長 1 55,685
C1 名方 剛 社会医療法人大道会 森之宮病院 循環器内科 2 111,370
C1 中田 円仁 地方独立行政法人  那覇市立病院 循環器内科 医長 1 55,685
C1 中塚 誠之 学校法人 慶応義塾大学医学部 放射線診断科 専任講師 1 55,685
C1 長沼 亨 医療法人社団誠馨会　 新東京病院 心臓内科 部長 1 77,959
C1 中野 顯 彦根市立病院 循環器内科 副院長 1 55,685
C1 中野 雅嗣 南東北グループ医療法人財団健貢会 総合東京病院 心臓血管センター 部長 1 111,370
C1 中坊 亜由美 国立大学法人 新潟大学大学院医歯学総合研究科 循環器内科学 医員 1 77,959
C1 仲間 達也 東京ベイ市川浦安医療センター 循環器内科 副部長 1 77,959
C1 中村 淳 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 心臓内科 医員 2 133,644
C1 中本 敬 国立大学法人 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科科学 特任助教 1 77,959
C1 中山 秀章 医療法人社団絹和会 睡眠総合ケアクリニック代々木 睡眠学講座 副院長 3 300,699
C1 七里 守 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会榊原記念病院 循環器内科 主任部長 1 77,959
C1 浪打 成人 公益財団法人 仙台医療センター 仙台オープン病院 循環器内科 主任部長 1 55,685
C1 成松 隆弘 豊後大野市民病院 泌尿器科 1 77,959
C1 新谷 好正 小樽市立病院 脳神経外科 副院長 1 111,370
C1 新山 一秀 新山診療所 院長 1 77,959
C1 西庵 邦彦 社会医療法人大道会 森之宮病院 循環器内科 2 89,096
C1 西田 修 学校法人藤田学園 藤田医科大学医学部 麻酔・周術期管理医学講座 主任教授 1 111,370
C1 仁科 秀崇 公益財団法人筑波メディカルセンター 筑波メディカルセンター病院 循環器内科 診療部長 4 412,069

施設名



コード 名前 部門 役職 件数 金額（税込み）
C1 西野 節 獨協医科大学病院 心臓・血管外科/循環器内科 学内講師 1 33,411
C1 西原 広史 慶応義塾大学病院　 腫瘍センター 教授 1 111,370
C1 野口 恭平 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 横浜市東部病院 臨床工学部 1 22,274
C1 野島 洋樹 のじまホームクリニック 院長 1 55,685
C1 野元 陽太 市立柏原病院 循環器内科 医長 1 33,411
C1 長谷川 隆一 獨協医科大学埼玉医療センター 集中治療科 学内教授 1 111,370
C1 服部 文子 公立大学法人 名古屋市立大学大学院医学研究科・医学部 新生児・小児医学分野 講師 1 22,274
C1 波東 大地 京都府立医科大学附属北部医療センター 循環器内科 副医長 1 77,959
C1 濵田 祐介 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 放射線部 1 55,685
C1 早川 直樹 地方独立行政法人　 総合病院国保旭中央病院 循環器内科 医長 2 189,329
C1 林 央 公立大学法人 大阪市立大学大学院 循環器内科学 1 55,685
C1 林田 健太郎 学校法人 慶應義塾大学 循環器内科 特任准教授　 2 222,740
C1 東岡 大輔 公立大学法人 和歌山県立医科大学 循環器内科 1 55,685
C1 Vitor Mendes Pereira Toronto Western Hospital 1 102,345
C1 兵庫 匡幸 日本赤十字社 京都第一赤十字病院 循環器内科 副部長 1 55,685
C1 平澤 純 公立陶生病院 中央リハビリテーション部 1 55,685

C1 平田 健司 国立大学法人 北海道大学大学院医学研究院　 放射線科学分野
画像診断学教室 准教授 1 111,370

C1 弘岡 秀明 医療法人社団北欧会 弘岡歯科医院 院長・理事長 1 55,685
C1 廣岡 芳樹 藤田医科大学病院 消化器内科 教授 1 111,370
C1 廣瀬 保次郎 名古屋市立大学病院 中央放射線部 1 33,411
C1 福倉 良彦 国立大学法人 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 放射線診断治療学 准教授 1 55,685
C1 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 放射線診断治療学 准教授 1 111,370
C1 福嶋 敬宜 自治医科大学附属病院 病理診断部 教授 1 111,370
C1 福田 優子 兵庫県立がんセンター 循環器内科 医長 3 233,877
C1 福永 匡史 社会医療法人大道会 森之宮病院 循環器内科 3 189,329
C1 福原 怜 兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科 医長 2 133,644
C1 藤井 洋之 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 循環器内科 部長 1 111,370
C1 藤井 正美 山口県立総合医療センター 脳神経外科 外科系主任部長/診療部長 1 111,370
C1 藤岡 泰博 医療法人社団CMC コールメディカルクリニック広島 理事長/院長 1 111,370
C1 藤田 博 日本赤十字社 京都第二赤十字病院 循環器内科 部長 1 111,370
C1 藤原 香織 長野県立木曽病院　 薬剤部 1 55,685
C1 藤原 昌彦 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 循環器内科 部長 1 111,370
C1 舟山 直宏 社会医療法人 北海道循環器病院 循環器内科 診療部長 2 155,918
C1 船山 大 自治医科大学附属病院 環器内科学部門 准教授 1 77,959

施設名



コード 名前 部門 役職 件数 金額（税込み）
C1 寳金 清博 国立大学法人 北海道大学大学院保健科学研究院 高次脳機能創発分野  特任教授 1 111,370
C1 細木 信吾 社会医療法人仁生会 細木病院 副院長/ハートセンター 1 111,370
C1 細見 興太 医療法人橘会 東住吉森本病院 循環器内科 1 33,411
C1 堀田 祐紀 医療法人社団浅ノ川心臓血管センター 金沢循環器病院 循環器内科 副院長 1 111,370
C1 金沢循環器病院 循環器内科 副院長 1 111,370
C1 本田 恵一 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 放射線科 主任放射線技師 1 55,685
C1 正村 克彦 社会医療法人財団 中村病院 循環器内科 部長 1 111,370

C1 増田 大作 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター
りんくうウェルネスケア研究センター センター長/循環器内科部長 1 55,685

C1 町田 治彦 東京女子医科大学東医療センター 放射線科 部長 1 111,370
C1 松井 朗裕 医療法人財団明理会 春日部中央総合病院 循環器科 部長 2 155,918
C1 松尾 仁司 医療法人澄心会 岐阜ハートセンター 循環器内科 院長 9 1,002,330
C1 松岡 陽 東京医科歯科大学医学部付属病院　 腎泌尿器科 准教授 2 111,370
C1 松木 理奈 福祉法人恩賜財団大阪府済生会泉尾医  大阪府済生会泉尾病院 循環器内科 医員 1 22,274
C1 松下 裕貴 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 麻酔科 1 22,274
C1 松田 和樹 独立行政法人国立病院機構 山口宇部医療センター 呼吸器内科 1 55,685
C1 松寺 亮 医療法人愛仁会 高槻病院 循環器内科 2 89,096
C1 松永 和人 山口大学医学部附属病院 呼吸器・感染症内科 教授/診療科長 1 111,370
C1 松原 徹夫 医療法人澄心会 豊橋ハートセンター 循環器内科 副院長 1 111,370
C1 松丸 祐司 国立大学法人 筑波大学医学医療系 脳神経外科 脳卒中予防治療学教授 2 222,740
C1 松本 万夫 東松山医師会病院 病院長 1 111,370
C1 松本 康史 一般社団法人広南会 広南病院 血管内脳神経外科 部長 1 111,370
C1 真鍋 徳子 自治医科大学附属さいたま医療センター 放射線科 教授/科長 2 222,740
C1 三浦 崇 地方独立行政法人 長野市民病院 循環器内科 フットケアセンタ―長/副医長 1 111,370

C1 三浦 哲嗣 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 1 111,370

C1 水田 健太郎 国立大学法人 東北大学大学院歯学研究科 歯科口腔麻酔学分野 講師 1 111,370

C1 溝脇 尚志 国立大学法人 京都大学大学院医学研究科 放射線腫瘍学
画像応用治療学 教授 1 44,548

C1 宮田 勝功 滋賀医科大学医学部附属病院 放射線部 2 66,822
C1 宮脇 裕史 香川県立中央病院 呼吸器内科 部長/診療科長 1 77,959
C1 村上 卓道 国立大学法人 神戸大学大学院医学研究科 放射線診断学部門 教授 1 111,370
C1 村椿 真悟 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 循環器内科 医長 1 33,411
C1 室屋 隆浩 長崎大学病院 循環器内科 講師 1 111,370
C1 毛利 晋輔 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　 済生会横浜市東部病院 循環器内科 医長 1 77,959
C1 茂木 孝 医療法人社団至心医療会 臨床呼吸器疾患研究所　呼吸ケアクリニック東京 所長 1 111,370

施設名



コード 名前 部門 役職 件数 金額（税込み）
C1 百村 伸一 社会医療法人 さいたま市民医療センター 病院長 2 222,740
C1 森田 康祐 熊本大学病院 中央放射線部 1 33,411
C1 八鍬 恒芳 東邦大学医療センター大森病院　 臨床生理機能検査部 1 55,685
C1 安田 聡 国立大学法人 東北大学大学院 循環器内科学 教授 1 111,370
C1 柳 善樹 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 臨床検査部 1 33,411
C1 薮崎 哲史 苫小牧市立病院 放射線科 1 111,370
C1 山岡 輝年 日本赤十字社 松山赤十字病院 血管外科 部長 2 222,740
C1 山口 智由 公立大学法人 和歌山県立医科大学　 救急集中治療医学講座 講師/HCU医長 1 33,411
C1 山崎 貴紀 大阪市立大学医学部附属病院 循環器内科 1 77,959
C1 山路 義和 山口大学医学部附属病院 呼吸器・感染症内科 病棟医長/助教 1 77,959
C1 山下 淳 東京医科大学病院 循環器内科 CCU室長 1 77,959
C1 山田 愼一郎 北播磨総合医療センター 循環器内科 部長 2 189,329
C1 山田 貴之 医療法人良秀会 高石藤井心血管病院 心臓血管センター センター長 2 222,740
C1 山中 太 医療法人沖縄徳洲会  湘南鎌倉総合病院 循環器科 部長 1 77,959
C1 山本 真功 医療法人澄心会 岐阜ハートセンター 循環器内科 部長 1 77,959
C1 梁 泰成 社会医療法人同仁会 耳原総合病院 循環器センター循環器内科 医長 1 22,274
C1 横井 宏和 洛和会音羽病院 心臓内科 部長 1 77,959
C1 横井 宏佳 福岡山王病院 循環器内科 病院長 4 412,069
C1 横田 元 国立大学法人 千葉大学大学院医学研究院  画像診断・放射線腫瘍学 助教 1 77,959
C1 横山 俊樹 公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科 部長 2 222,740
C1 吉廻 毅 島根大学医学部附属病院 放射線科 1 111,370
C1 吉田 宗一郎 東京医科歯科大学医学部付属病院　 腎泌尿器科 講師 3 111,370
C1 吉田 学誉 東京警察病院 放射線科 2 89,096
C1 吉田 哲也 経済産業省 1 11,137
C1 吉武 篤史 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 山口県済生会山口総合病院 放射線部 1 55,685
C1 吉野 義一 自治医科大学附属さいたま医療センター 脳血管内治療部 教授/部長 1 55,685
C1 渡邉 望 公益財団法人宮崎市郡医師会病院 宮崎市郡医師会病院 循環器内科・検査科 科長 1 77,959
C1 渡邊 雄介 帝京大学医学部附属病院 循環器内科 准教授 1 55,685
C1 渡邉 智哉 医療法人社団 豊智会 AIC画像検査センター放射線科 1 33,411
C1 割澤 高行 聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 循環器内科 助教/循環器内科医長 8 668,220

施設名



C2原稿執筆料・監修料 総額 2,799,702         
コード 名前 部門 役職 件数 金額（税込み）

C2 青木 薫 医療法人社団仁慈会 テクノポートデンタルクリニック 歯科衛生士 1 22,274
C2 池田 潤平 東京慈恵会医科大学附属病院 臨床工学部 1 33,411
C2 伊藤 智雄 神戸大学医学部付属病院 病理診断科 教授 1 111,370
C2 井上 政則 学校法人 慶應義塾大学医学部 放射線科学教室 専任講師 1 55,685
C2 岩城 義規 社会医療法人 平成記念病院 放射線科 1 33,411
C2 岩田 曜 船橋市立医療センター 循環器内科 副部長 1 111,370
C2 魚谷 健祐 兵庫県立淡路医療センター 放射線診断科・放射線治療科 部長 1 33,411
C2 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 睡眠医療センター長 1 111,370
C2 岡井 巌 学校法人 順天堂大学医学部 循環器内科学講座 助教 1 55,685
C2 岡崎 真也 学校法人 順天堂大学医学部付属順天堂医院 循環器内科 准教授 1 111,370
C2 尾田 済太郎 国立大学法人 熊本大学大学院生命科学部研究部 総合医薬化学部門　生命情報分特任助教 1 33,411
C2 華藤 芳輝 学校法人 順天堂大学医学部 循環器内科学講座 助教 1 55,685
C2 川内 覚 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 放射線部 1 22,274
C2 菊田 雄悦 特定医療法人財団竹政会 福山循環器病院 循環器内科 病棟医長 2 189,329
C2 倉治 七重 テクノポートデンタルクリニック 院長 1 22,274
C2 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 1 22,274
C2 澤山 慧 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 放射線部 1 22,274
C2 塩野 泰紹 和歌山県立医科大学付属病院 循環器内科 講師 1 33,411
C2 園田 信成 学校法人 産業医科大学 第2内科学講座 准教授 1 77,959
C2 髙田 尚紀 兵庫県立淡路医療センター 1 33,411
C2 田中 旬 社会福祉法人 三井記念病院 循環器内科 科長 1 33,411
C2 田中 信大 東京医科大学八王子医療センター 循環器内科 診療科長 2 144,781
C2 田中 真喜 医療法人社団誠敬会 誠敬会クリニック 理事長 1 22,274
C2 田村 浩 順天堂大学医学部附属練馬病院 循環器内科 助教 1 55,685
C2 辻田 賢一 国立大学法人 熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学 教授/診療科長 1 111,370
C2 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 副部長 1 55,685
C2 中島 一毅 川崎医科大学総合医療センター 外科 部長 1 30,000
C2 中塚 誠之 学校法人 慶応義塾大学医学部 放射線診断科 専任講師 1 55,685
C2 永山 泰教 熊本大学病院　 画像診断・治療科 助教 1 33,411
C2 西村 幸洋 平成記念病院 放射線科 部長 1 33,411
C2 根本 和征 東京慈恵会医科大学附属病院 1 33,411
C2 花山 耕三 学校法人川崎学園 川崎医科大学 リハビリテーション医学教室 教授 1 55,685
C2 濱口 浩敏 北播磨総合医療センター 脳神経内科 部長 2 63,411
C2 濵田 祐介 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 放射線部 1 22,274

施設名



コード 名前 部門 役職 件数 金額（税込み）
C2 松尾 仁司 医療法人澄心会 岐阜ハートセンター 循環器内科 院長 2 144,781
C2 水野 直和 榊原記念病院 放射線科 1 55,685
C2 宮下 史寛 医療法人昴会 湖東記念病院 心臓血管外科 医長 1 55,685
C2 村椿 真悟 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 循環器内科 医長 1 111,370
C2 毛利 晋輔 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　 済生会横浜市東部病院 循環器内科 医長 1 111,370
C2 茂木 孝 医療法人社団至心医療会 臨床呼吸器疾患研究所　呼吸ケアクリニック東京 所長 2 155,918
C2 山中 太 医療法人沖縄徳洲会  湘南鎌倉総合病院 循環器科 部長 1 111,370
C2 割澤 高行 聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 循環器内科 助教/循環器内科医長 1 111,370

C3  コンサルティング等業務委託費 総額 9,020,901
コード 名前 部門 役職 件数 金額（税込み）

C3  足利 貴志 日本赤十字社 武蔵野赤十字病院 循環器科 副院長/部長 1 556,850
C3  鮎澤 衛 日本大学医学部附属板橋病院 新生児科 科長 1 55,685
C3  安藤 弘 医療法人財団明理会 春日部中央総合病院 心臓病センター センター長 1 27,842
C3  伊藤 実 本町いとう内科クリニック 院長 3 19,000
C3  岩間 義孝 医療法人財団健康睡眠会 日本橋循環器科クリニック 院長 13 16,812
C3  大槻 学 医療法人健眠会 大槻スリープクリニック 院長 1 145,000
C3  緒方 信彦 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 診療部 部長 1 111,370
C3  片岡 亨 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 循環器内科 院長 1 111,370
C3  川﨑 大三 社会医療法人大道会 森之宮病院 循環器内科 部長 1 27,842
C3  合屋 雅彦 東京医科歯科大学医学部附属病院 循環器内科 病院教授 2 222,740
C3  小河 一彦 医療法人相生会 ピーエスクリニック 内科（糖尿病） 診療部長 17 334,500
C3  庄司 好己 医療法人医徳会 真壁病院 院長 1 4,545
C3  庄田 守男 東京女子医科大学病院 循環器内科 特任教授 3 445,480
C3  白濱 龍太郎 医療法人RESM RESM新横浜　睡眠・呼吸メディカルクリニック 院長 4 58,000
C3  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 院長 2 46,500
C3  高井　雄二郎 東邦大学医療センター大森病院 睡眠時呼吸障害センター センター長 9 467,500
C3  飛田 一樹 医療法人沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 循環器科 医長 1 668,220
C3  中野　均 医療法人社団ななかまど会 なかの呼吸器科内科クリニック 院長 1 10,455
C3  中村 正人 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 診療部長 1 253,116
C3  成田 裕司 国立大学法人東海大学大学機構 名古屋大学大学院医学研究科・医学部医学科 心臓外科学 診療教授 1 111,370
C3  西井 伸洋 国立大学法人 岡山大学大学 先端循環器治療学講座 准教授 3 334,110
C3  福三田 宗丈 1 445,483
C3  南口 仁 大阪警察病院 循環器内科 副部長 1 668,220
C3  宮崎 雅樹 医療法人社団M-FOREST みやざきRCクリニック 院長 3 9,545

施設名

施設名



コード 名前 部門 役職 件数 金額（税込み）
C3  村上 英毅 医療法人愛和会 村上内科 理事長/院長 1 58,636
C3  山田 貴之 医療法人良秀会 高石藤井心血管病院 心臓血管センター センター長 3 334,110
C3  由岐 義広 医療法人 遠山病院 院長 1 6,500
C3  医療法人 吉田耳鼻咽喉科医院 あおもり睡眠クリニック 4 98,000
C3  医療法人 おかの医院 12 427,500
C3  医療法人社団北良会 かさい睡眠呼吸器クリニック 4 19,000
C3  かなざわ内科クリニック 5 56,500
C3  こばやし内科クリニック 3 48,000
C3  医療法人花音 とも耳鼻科クリニック 1 11,364
C3  医療法人春陽会 春山医院 1 56,819
C3  ビッグフロント広島内科・呼吸器科 1 10,000
C3  医療法人 康曜会 プラーナクリニック 3 26,364
C3  医療法人社団 ふらの西病院 1 17,727
C3  医療法人 みやいりクリニック 4 72,500
C3  みやた内科クリニック 8 122,728
C3  医療法人京愛会 やすだ耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 2 36,000
C3  医療法人 よしだ睡眠呼吸クリニック 11 555,000
C3  公益財団法人 岡山県健康づくり財団附属病院 1 21,819
C3  医療法人社団親樹会 恵泉第二クリニック 9 1,189,364
C3  医療法人社団 親樹会 恵泉第二クリニック 1 126,000
C3  国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 1 9,240
C3  医療法人社団 誠馨会 新東京クリニック 4 56,500
C3  医療法人社団元照会 大塚病院 1 20,000
C3  医療法人社団北星会 大内医院 8 15,001
C3  長島内科 2 24,000
C3  医療法人社団 三遠メディメイツ 磐田メイツ睡眠クリニック 2 19,500

C3  社会福祉法人恩賜財団済生会
福岡県済生会 福岡総合病院 2 195,902

C3  医療法人恵友会 霧ヶ丘つだ病院 2 210,500
C3  野村クリニック 1 2,272
C3  医療法人眠りとこころのYOUクリニック 有吉祐睡眠クリニック 1 22,500

施設名



D. 情報提供関連費

項目 年間の件数 年間の総額
講演会等会合費 205 76,701,278
説明会費 219 3,955,355
医学・医療工学関連文献等提供費 2 4,331,525



E. その他の費用
項目 年間の総額

接遇等費用 15,350,855
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