
2019年度分（2019年4月~2020年3月）医療機関等及び医療担当者に対する支払い
コニカミノルタ株式会社

【A.研究費開発費等】（消費税別）

●年間総額

総額

4,844,277

20,910,961

6,526,582

0

0

0

200,000

500,562

32,982,382

項目

　　特定臨床研究費

　　倫理指針に基づく研究費

　　臨床以外の研究費

　　臨床試験費（治験費）

　　製造販売後臨床試験費

　　不具合・感染症症例報告費

　　製造販売後調査費

　　その他研究開発関連費用

合計額（円）

● 特定臨床研究費

施設名 所属
研究責任

医師名

国立大学法人滋賀医科大学 ー ー ー 1件 1,388,889

滋賀医科大学医学部附属病院 放射線科 園田明永 ー (1,262,626)

国立大学法人滋賀医科大学 ー ー ー 1件 694,445

滋賀医科大学医学部附属病院 呼吸器外科 花岡淳 ー (631,314)

学校法人 東海大学 ー ー ー 1件 1,851,852

東海大学医学部付属八王子病院 画像診断科 長谷部光泉 ー (1,610,306)

国立大学法人滋賀医科大学 ー ー ー 1件 909,091

滋賀医科大学医学部附属病院 救急・集中治療部 宮武秀光 ー (818,182)

jRCTs052180013

jRCTs052180103

jRCTs052190062

実施医療機関

jRCTs052180045

臨床研究ID 資金提供先 件数 金額（円）

● 倫理指針に基づく研究費

提供先施設等の名称 件数 金額（円） 備考

学校法人　東海大学 2件 1,388,889

国立研究開発法人　産業技術総合研究所 1件 272,728

国立大学法人東京大学 1件 454,545

国立大学法人広島大学 1件 15,141,600 超音波測定器

千葉大学医学部附属病院 1件 2,727,273

横浜市立大学附属病院 1件 925,926 呼吸センサー百万円相当

● 製造販売後 調査費

提供先施設等の名称 件数 金額（円） 備考

日本大学医学部附属板橋病院 1件 200,000 JM-105生産品

● 臨床以外の研究費

年間の件数 年間の総額（円）

8件 6,526,582

　　　　国立大学法人　東北大学

　　　　国立大学法人　京都大学

　　　　昭和大学

提供先施設等の名称

　　　　茨城県立医療大学

　　　　学校法人　新潟総合学園　新潟医療福祉大学

　　　　国立大学法人　弘前大学

　　　　鈴鹿医療科学大学



【B.学術研究助成費】（奨学寄附金、一般寄附金、学会等寄附金：非課税、学会共催費：消費税別）

●年間総額

項目 件数 総額

　　奨学寄附金 7件 5,500,000

　　一般寄附金 2件 120,000

　　学会等寄附金 ー 2,500,000

　　学会等共催費 ー 9,441,718

17,561,718合計額（円）

● 奨学寄附金

施設名、団体名等 件数 金額（円） 備考

京都府立医科大学放射線技師国際交流事業 1件 400,000 包括

熊本大学医学部附属病院中央放射線部 1件 100,000

国立大学法人　北海道大学 1件 1,000,000

昭和大学医学部乳腺外科教室 1件 1,000,000

東京医科歯科大学　腫瘍放射線治療学分野 1件 1,000,000

東京女子医科大学　河田町キャンパス教育環境整備 1件 1,000,000

名古屋大学ASUISHIﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1件 1,000,000 包括

● 一般寄附金

施設名、団体名等 件数 金額（円） 備考

一般社団法人Quality of Life Foundation 1件 100,000

一般財団法人大阪府結核予防会 1件 20,000

● 学会等寄附金

施設名、団体名等 件数 金額（円） 備考

第48回断層映像研究会 1件 1,500,000

第39回日本画像医学会 1件 1,000,000

● 学会等共催費

施設名、団体名等 件数 金額（円） 備考

第30回日本心血管画像動態学会 ー 1,100,000

第78回日本医学放射線学会総会 ー 1,500,000

第46回日本血液浄化技術学会 ー 125,000

第92回日本整形外科学会学術総会 ー 2,700,000

第27回東京都臨床工学会 ー 90,000

第29回日本乳癌検診学会学術総会 ー 700,000

平成31年日本赤十字社診療放射技師学術総会 ー 138,889

第4回Advanced Medical Imaging研究会 ー 500,000

第35回日本診療放射線技師学術大会 ー 805,000

第40回日本妊娠高血圧学会学術集会 ー 462,963

第31回日本整形外科超音波学会 ー 1,000,000

地域医療研究会全国大会in東京2019 ー 92,593

第9回東北放射線医療技術学術大会 ー 45,455

第8回POC超音波研究会 ー 181,818



【C.原稿執筆料等】（消費税込み、源泉徴収税込み)

●年間総額

項目 件数 総額

  講師謝金 221件 19,803,442

  原稿執筆料・監修料 19件 1,389,329

  コンサルテイング等業務委託費 31件 6,431,848

27,624,619合計額（円）

酒井瑛平 新潟県立新発田病院整形外科 1件 55,685

坂巻文雄 東海大学　医学部医学科　内科学系呼吸器内科学領域 教授 2件 222,740

笹川智貴 旭川医科大学病院麻酔科・蘇生科 准教授 1件 55,685

佐々木浩 大阪医科大学産婦人科学教室 講師 1件 77,959

笠原寿郎 金沢大学　呼吸器内科 臨床教授 1件 168,125

笹原潤 帝京大学スポーツ医科学センター 講師 5件 400,932

塩谷清司 聖隷富士病院診療部放射線科 部長 1件 77,959

柴田康之 名古屋大学医学部附属病院手術部 副部長 1件 55,685

島宏彰 札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科 助教 1件 111,370

白石吉彦 隠岐広域連合立隠岐島前病院 院長 11件 1,169,385

陣崎雅弘 慶應義塾大学 医学部 放射線科学 教授 1件 150,350

新堀博展 緩和会横浜クリニック 院長 1件 89,096

菅原一樹 岩手県立千厩病院放射線技術科 主任 1件 30,000

菅谷涼 国民健康保険丸森病院 1件 55,685

菅原正紀 岩手県立千厩病院放射線技術科 技師長 1件 33,411

菅原忠則 奥州病院放射線科 技師長 1件 33,411

杉本勝正 名古屋スポーツクリニック 院長 1件 55,685

鈴木雅博 一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院放射線科 課長 1件 33,411

鈴木興太 浜松医科大学医学部附属病院　麻酔科蘇生課 助教 1件 66,822

鈴木茂樹 木村ペインクリニックリハビリテーション室 室長 1件 44,548

関順彦 帝京大学医学部付属病院 教授 1件 111,370

関谷隆夫 藤田医科大学産婦人科 臨床教授 6件 890,963

芦澤和人 長崎大学医学部臨床腫瘍学分野 教授 1件 191,558

曽根勝真弓 有田市立病院整形外科 1件 55,685

園田明永 滋賀医科大学　放射線医学講座 講師 1件 155,919

高田宗尚 金沢大学　先進総合外科 特任助教 2件 339,680

高橋賢亮 東京勤労者医療会東葛病院救急総合診療科 医長 1件 55,685

高橋宏典 自治医科大学産婦人科 准教授 1件 89,096

高橋周 東あおば整形外科 院長 1件 111,370

高松潔 東京歯科大学市川総合病院産婦人科 教授 1件 111,370

竹井泰孝 川崎医療福祉大学医療技術学部診療放射線技術学科 准教授 1件 11,138

竹田亜由美 公立置賜総合病院放射線部 主任診療放射線技師 1件 33,411

武部晃司 医療法人社団一歩一景会たけべ乳腺外科クリニック 理事長(同意書は院長） 3件 403,172

多田明良 奈良県立医科大学総合画像診断センター 2件 111,370

田中守 慶應義塾大学医学部産婦人科 教授 2件 222,740

田中利恵 金沢大学　医薬保健研究域保険学系 准教授 3件 422,960

谷垣伸治 杏林大学医学部産婦人科 教授 1件 111,370

辻井貴雄 姫路赤十字病院放射線技術部 係長 1件 33,411

都竹伸哉 城東整形外科 医師 1件 55,685

津村弘 大分大学 理事　整形外科教授 1件 197,680

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 科長 1件 33,411

鳥居純 国立がん研究センター中央病院放射線技術部放射線診断技術室 一般撮影主任 1件 55,685

中川英雄 兵庫医科大学病院放射線技術部 副主任 1件 33,411

中島祐子 広島大学大学院医系科学研究科運動器超音波医学 准教授 2件 200,467

中瀬順介 金沢大学付属病院　整形外科 助教 1件 77,960

永瀬智 山形大学医学部産婦人科 教授 1件 111,370

仲西康顕 奈良県立医科大学整形外科 助教 2件 111,370

中本達夫 関西医科大学麻酔科学講座 診療教授 1件 55,685

中山敏男 東京大学医学部附属病院女性診療科産科 助教 1件 77,959

名越充 名越整形外科 院長 1件 55,685

並木宏文  十勝いけだ地域医療センター センター長 2件 111,370

二階堂雄文 福島県立医科大学　呼吸器内科学講座 助教 1件 139,213

西川精宣 大阪市立大学大学院医学研究科麻酔科学 教授 1件 111,370

萩原祐 兵庫医科大学病院放射線技術部 1件 33,411

橋本成修 公益財団法人　天理よろず相談所病院　呼吸器内科 副部長 1件 144,782

長谷川潤一 聖マリアンナ医科大学産婦人科 准教授 1件 89,096

長谷川美樹 新潟県立がんセンター新潟病院乳腺外科 医長 1件 111,370

長谷部光泉 東海大学　医学部医学科　専門診療学系画像診断学領域 教授 1件 122,507

花岡淳 滋賀医科大学　外科学講座 病院教授 1件 178,193

馬場幸太郎 四国こどもとおとなの医療センター放射線科 1件 44,771

林典雄 株式会社運動器機能解剖学研究所 所長 1件 60,000

● 講師謝金　

氏名 施設名、団体名、所属 役職 件数 金額（円） 備考

浅賀亮哉 木村ペインクリニック 1件 44,548

味村和哉 大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学教室 助教 1件 77,959

五十嵐司 留萌市立病院診療技術部診療放射線科 1件 33,411

猪川訓志 仙台整形外科病院放射線部 1件 33,411

市川重司 公立福生病院医療技術部 部長 1件 33,411

市塚清健 昭和大学横浜市北部病院産婦人科 准教授 1件 89,096

伊東克能 山口大学大学院医学系研究科放射線医学講座 教授 1件 111,370

今西宣晶 慶應義塾大学医学部解剖学教室 准教授 3件 189,329

今村和彰 高木病院放射線技術部 1件 55,685

岩﨑博 和歌山県立医科大学整形外科 准教授 2件 111,370

岩瀬明 群馬大学大学院医学系研究科産婦人科学 教授 1件 111,370

上嶋浩順 昭和大学病院麻酔科 講師 2件 197,125

植村和平 国民健康保険上川医療センター 3件 144,781

上山維晋 公益財団法人　天理よろず相談所病院 医員 1件 144,782

内田卓郎 水戸協同病院総合診療科 1件 55,685

江藤芳浩 医療法人慈恵会西田病院放射線部 部長 1件 60,608

遠藤健史 雲南市立病院 2件 111,370

遠藤登喜子 国立病院機構東名古屋病院 1件 111,370

大倉徳幸 金沢大学　呼吸器内科 教授 1件 144,782

大道正英 大阪医科大学産婦人科学教室 教授 1件 111,370

小川将也 島根県立中央病院地域医療科 1件 33,411

奥野祐次 オクノクリニック 総院長 1件 55,685

奥脇透 国立スポーツ科学センター 1件 111,370

織田弘美 埼玉医科大学 病院長 1件 111,370

面谷透 船橋整形外科病院整形外科スポーツ医学関節センター センター長 2件 122,507

梶原将弘 医療法人社団我汝会えにわ病院放射線科 1件 33,411

梶谷光太郎 上野原梶谷整形外科 院長 1件 55,685

片山信仁 亀田総合病院附属幕張クリニック 1件 111,370

加藤京一 昭和大学統括放射線技術部 統括部長 2件 222,740

加藤聖子 九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学 教授 1件 111,370

金西賢治 香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学 教授 1件 111,370

神谷武志 九州大学　大学院医学研究院　臨床放射線科学分野 助教 1件 167,056

亀田高志 群馬大学医学部附属病院周産母子センター 講師 1件 55,685

川田秀道 久留米大学病院画像診断センター 1件 55,685

河端将司 相模原協同病院 2件 111,370

菊田葉生 福島県立医科大学附属病院放射線部 1件 33,411

菊池賢 横浜市立大学附属病院麻酔科 助教 1件 55,685

岸本健斗 医療法人社団圭春会小張総合病院放射線科 1件 33,411

木村正 大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学教室 教授 1件 111,370

木村拓馬 聖隷富士病院診療技術部放射線課 1件 33,411

木村裕明 木村ペインクリニック 院長 1件 66,822

紀陸剛志 埼玉医科大学病院中央放射線部 1件 33,411

工藤翔二 公益財団法人結核予防会 理事長 1件 111,370

栗田準一郎 一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院放射線科 班長 1件 33,411

黒﨑敦子 公益財団法人結核予防会　複十字病院　放射線診療部 部長 1件 111,370

桑田知之 自治医科大学附属さいたま医療センター 教授 1件 111,370

小池正紘 山口大学医学部附属病院放射線部 副診療放射線技師長 1件 33,411

汲田翔 昭和大学病院麻酔科 1件 55,685

後藤英之 名古屋市立大学病院整形外科 1件 111,370

小林明裕 国立病院機構横浜医療センター整形外科 1件 55,685

小林裕明 鹿児島大学医学部産婦人科教室 教授 1件 111,370

齋藤昌利 東北大学病院産科 特命教授 1件 89,096

佐伯悠介 川崎医科大学附属病院中央放射線部 1件 33,411



酒井瑛平 新潟県立新発田病院整形外科 1件 55,685

坂巻文雄 東海大学　医学部医学科　内科学系呼吸器内科学領域 教授 2件 222,740

笹川智貴 旭川医科大学病院麻酔科・蘇生科 准教授 1件 55,685

佐々木浩 大阪医科大学産婦人科学教室 講師 1件 77,959

笠原寿郎 金沢大学　呼吸器内科 臨床教授 1件 168,125

笹原潤 帝京大学スポーツ医科学センター 講師 5件 400,932

塩谷清司 聖隷富士病院診療部放射線科 部長 1件 77,959

柴田康之 名古屋大学医学部附属病院手術部 副部長 1件 55,685

島宏彰 札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科 助教 1件 111,370

白石吉彦 隠岐広域連合立隠岐島前病院 院長 11件 1,169,385

陣崎雅弘 慶應義塾大学 医学部 放射線科学 教授 1件 150,350

新堀博展 緩和会横浜クリニック 院長 1件 89,096

菅原一樹 岩手県立千厩病院放射線技術科 主任 1件 30,000

菅谷涼 国民健康保険丸森病院 1件 55,685

菅原正紀 岩手県立千厩病院放射線技術科 技師長 1件 33,411

菅原忠則 奥州病院放射線科 技師長 1件 33,411

杉本勝正 名古屋スポーツクリニック 院長 1件 55,685

鈴木雅博 一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院放射線科 課長 1件 33,411

鈴木興太 浜松医科大学医学部附属病院　麻酔科蘇生課 助教 1件 66,822

鈴木茂樹 木村ペインクリニックリハビリテーション室 室長 1件 44,548

関順彦 帝京大学医学部付属病院 教授 1件 111,370

関谷隆夫 藤田医科大学産婦人科 臨床教授 6件 890,963

芦澤和人 長崎大学医学部臨床腫瘍学分野 教授 1件 191,558

曽根勝真弓 有田市立病院整形外科 1件 55,685

園田明永 滋賀医科大学　放射線医学講座 講師 1件 155,919

高田宗尚 金沢大学　先進総合外科 特任助教 2件 339,680

高橋賢亮 東京勤労者医療会東葛病院救急総合診療科 医長 1件 55,685

高橋宏典 自治医科大学産婦人科 准教授 1件 89,096

高橋周 東あおば整形外科 院長 1件 111,370

高松潔 東京歯科大学市川総合病院産婦人科 教授 1件 111,370

竹井泰孝 川崎医療福祉大学医療技術学部診療放射線技術学科 准教授 1件 11,138

竹田亜由美 公立置賜総合病院放射線部 主任診療放射線技師 1件 33,411

武部晃司 医療法人社団一歩一景会たけべ乳腺外科クリニック 理事長(同意書は院長） 3件 403,172

多田明良 奈良県立医科大学総合画像診断センター 2件 111,370

田中守 慶應義塾大学医学部産婦人科 教授 2件 222,740

田中利恵 金沢大学　医薬保健研究域保険学系 准教授 3件 422,960

谷垣伸治 杏林大学医学部産婦人科 教授 1件 111,370

辻井貴雄 姫路赤十字病院放射線技術部 係長 1件 33,411

都竹伸哉 城東整形外科 医師 1件 55,685

津村弘 大分大学 理事　整形外科教授 1件 197,680

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 科長 1件 33,411

鳥居純 国立がん研究センター中央病院放射線技術部放射線診断技術室 一般撮影主任 1件 55,685

中川英雄 兵庫医科大学病院放射線技術部 副主任 1件 33,411

中島祐子 広島大学大学院医系科学研究科運動器超音波医学 准教授 2件 200,467

中瀬順介 金沢大学付属病院　整形外科 助教 1件 77,960

永瀬智 山形大学医学部産婦人科 教授 1件 111,370

仲西康顕 奈良県立医科大学整形外科 助教 2件 111,370

中本達夫 関西医科大学麻酔科学講座 診療教授 1件 55,685

中山敏男 東京大学医学部附属病院女性診療科産科 助教 1件 77,959

名越充 名越整形外科 院長 1件 55,685

並木宏文  十勝いけだ地域医療センター センター長 2件 111,370

二階堂雄文 福島県立医科大学　呼吸器内科学講座 助教 1件 139,213

西川精宣 大阪市立大学大学院医学研究科麻酔科学 教授 1件 111,370

萩原祐 兵庫医科大学病院放射線技術部 1件 33,411

橋本成修 公益財団法人　天理よろず相談所病院　呼吸器内科 副部長 1件 144,782

長谷川潤一 聖マリアンナ医科大学産婦人科 准教授 1件 89,096

長谷川美樹 新潟県立がんセンター新潟病院乳腺外科 医長 1件 111,370

長谷部光泉 東海大学　医学部医学科　専門診療学系画像診断学領域 教授 1件 122,507

花岡淳 滋賀医科大学　外科学講座 病院教授 1件 178,193

馬場幸太郎 四国こどもとおとなの医療センター放射線科 1件 44,771

林典雄 株式会社運動器機能解剖学研究所 所長 1件 60,000



● 原稿執筆料・監修料

氏名 施設名、団体名、所属 役職 件数 金額（円） 備考

味村和哉 大阪大学大学院医学系研究科　産科学婦人科学講座 助教 1件 55,685

今田貴之 日本鋼管福山病院 健康管理科長 1件 51,560

遠藤登喜子 国立病院機構東名古屋病院 1件 51,560

金西賢治 香川大学医学部　母子科学講座　周産期学婦人科学 教授 1件 55,685

工藤翔二 公益財団法人結核予防会 理事長 1件 111,370

黒﨑敦子 公益財団法人結核予防会複十字病院 放射線診療部長 1件 111,370

齋藤　豪 札幌医科大学医学部　産婦人科学講座 教授 1件 55,685

齋藤 昌利 東北大学病院　産科 特命教授 1件 55,685

笹原潤 帝京大学医学部　整形外科学講座　准教授 准教授 2件 161,370

高橋宏典 自治医科大学　産婦人科 准教授 1件 55,685

谷垣伸治 杏林大学医学部　産科学婦人科学教室 教授 1件 55,685

錦成郎 公益財団法人天理よろず相談所病院放射線部 技師長 1件 55,685

長谷部光泉 東海大学　医学部医学科　専門診療学系画像診断学領域 教授 1件 222,742

秦利之 三宅病院 特別顧問 1件 33,411

藤森敬也 福島県立医科大学医学部　産科・婦人科学 教授 1件 55,685

堀切直也 埼玉医科大学病院　中央放射線部 1件 33,411

宮武和馬 横浜市立大学附属病院　整形外科 1件 111,370

由地良太郎 東海大学医学部付属八王子病院診療技術部放射線技術科 1件 55,685

● コンサルティング等業務委託費

氏名 施設名、団体名、所属 役職 件数 金額（円） 備考

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院 聖隷浜松病院 4件 1,046,400

公益財団法人　天理よろづ相談所病院 1件 2,500,000

安達登志樹 新潟医療福祉大学 診療放射線学科 准教授 1件 90,000

伊藤春海 国立大学法人　福井大学医学部 名誉教授 1件 111,370

北村善明 一般財団法人へルスケア人材育成協会 理事長 12件 1,200,000

児玉直樹 新潟医療福祉大学 診療放射線学科 教授 1件 90,000

櫻井典子 新潟医療福祉大学 診療放射線学科 助教 1件 90,000

橋本正弘 慶應義塾大学医学部放射線科（診断） 特任助教 1件 111,371

服部惣一 医療法人鉄蕉改　亀田メディカルセンター　スポーツ医学科 部長代理 8件 1,081,336

東田直樹 慶應義塾大学医学部放射線科（診断） 医師 1件 111,371

梁善光 帝京大学ちば総合医療センター 教授 1件 111,370

東野英利子 つくば国際ブレストクリニック 顧問 1件 111,370

樋田知之 九州大学　大学院医学研究院　臨床放射線科学分野 医員 1件 178,193

肥田野求実 東京慈恵医科大学麻酔科学講座 講師 1件 55,685

平田仁 名古屋大学予防早期医療創成センター 教授 1件 77,959

福吉正樹 名古屋スポーツクリニック 1件 55,685

藤井昭太 千葉大学医学部附属病院放射線部　診療放射線技師 1件 33,411

藤井多久磨 藤田医科大学医学部産婦人科学講座 教授 1件 111,370

藤井知行 東京大学大学院医学系研究科産婦人科学 教授 2件 222,740

藤田廣志 国立大学法人　岐阜大学工学部 特任教授/名誉教授 2件 420,674

藤森敬也 福島県立医科大学医学部産科婦人科学講座 教授 1件 111,370

古屋聡 山梨私立牧丘病院 院長 6件 612,535

堀切直也 埼玉医科大学病院　中央放射線部 1件 33,411

堀田訓久 自治医科大学病院　麻酔科 准教授 1件 55,685

桝田喜正 千葉大学医学部附属病院　放射線部 副部長・診療放射線技師長 1件 55,685

松岡隆 昭和大学医学部産婦人科学講座 准教授 1件 89,096

松原茂樹 自治医科大学産婦人科 教授 1件 111,370

丸山雄一郎 JA長野厚生連浅間南麓こもろ医療センター放射線科 部長・臨床画像センター長 3件 409,265

三浦清徳 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科産科婦人科学分野 教授 2件 222,740

三浦大介 佐賀県医療センター好生館麻酔科 部長 1件 55,685

三品昌仁 国立病院機構仙台医療センター放射線科 1件 33,411

皆川洋至 城東整形外科 副部長 4件 445,480

宮下進 獨協医科大学病院総合周産期母子医療センター 教授 1件 111,370

宮田徹 相模原協同病院 1件 55,685

宮武秀光 滋賀医科大学医学部附属病院　救急集中治療部 助教 1件 144,782

宮武和馬 横浜市立大学整形外科 6件 478,891

村上誠一 純真学園大学放射線技術学科 1件 55,685

室内健志 総合病院国保旭中央病院麻酔科 医長 1件 55,685

森田孝子 国立病院機構名古屋医療センター乳腺科 1件 111,370

森谷浩史 大原綜合病院 副院長 1件 55,685

安江章則 埼玉医科大学病院中央放射線部 係長 1件 55,685

山崎誘三 九州大学　大学院医学研究院　臨床放射線科学分野 助教 1件 200,467

山城恒雄 琉球大学医学部附属病院 放射線科 講師 1件 66,823

山本祐 自治医科大学地域医療学センター総合診療部門 助教 1件 55,685

由地良太郎 東海大学医学部付属八王子病院　診療技術部　放射線技術科 1件 111,370

湯本正寿 東京女子医科大学八千代医療センター麻酔科 1件 60,212

吉川英樹 九州大学病院医療技術部放射線部門 1件 80,955

吉田敬之 関西医科大学附属病院　麻酔科 助教 1件 55,685

吉田幸洋 順天堂大学医学部付属浦安病院 院長 6件 890,963

吉村友里 自治医科大学附属病院中央放射線部 1件 33,411

渡邊至 横浜南共済病院　麻酔科 部長 1件 55,685

渡部裕之 城東整形外科 理学療法士 2件 89,096

渡會仁 栃木県済生会宇都宮病院診療放射線技術科 1件 33,411



【D.情報提供関連費】（消費税別）

●年間総額

件数

445件

169件

－

【E.その他費用】（消費税別）

●年間総額

総額（円）

11,494,949

総額（円）

42,092,790

2,224,962

9,405,595

53,723,347合計額

項目

  その他費用 接遇等費用

項目

  講演会等会合費

  説明会費

  医学・医療工学関連文献等提供費

● 原稿執筆料・監修料

氏名 施設名、団体名、所属 役職 件数 金額（円） 備考

味村和哉 大阪大学大学院医学系研究科　産科学婦人科学講座 助教 1件 55,685

今田貴之 日本鋼管福山病院 健康管理科長 1件 51,560

遠藤登喜子 国立病院機構東名古屋病院 1件 51,560

金西賢治 香川大学医学部　母子科学講座　周産期学婦人科学 教授 1件 55,685

工藤翔二 公益財団法人結核予防会 理事長 1件 111,370

黒﨑敦子 公益財団法人結核予防会複十字病院 放射線診療部長 1件 111,370

齋藤　豪 札幌医科大学医学部　産婦人科学講座 教授 1件 55,685

齋藤 昌利 東北大学病院　産科 特命教授 1件 55,685

笹原潤 帝京大学医学部　整形外科学講座　准教授 准教授 2件 161,370

高橋宏典 自治医科大学　産婦人科 准教授 1件 55,685

谷垣伸治 杏林大学医学部　産科学婦人科学教室 教授 1件 55,685

錦成郎 公益財団法人天理よろず相談所病院放射線部 技師長 1件 55,685

長谷部光泉 東海大学　医学部医学科　専門診療学系画像診断学領域 教授 1件 222,742

秦利之 三宅病院 特別顧問 1件 33,411

藤森敬也 福島県立医科大学医学部　産科・婦人科学 教授 1件 55,685

堀切直也 埼玉医科大学病院　中央放射線部 1件 33,411

宮武和馬 横浜市立大学附属病院　整形外科 1件 111,370

由地良太郎 東海大学医学部付属八王子病院診療技術部放射線技術科 1件 55,685

● コンサルティング等業務委託費

氏名 施設名、団体名、所属 役職 件数 金額（円） 備考

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院 聖隷浜松病院 4件 1,046,400

公益財団法人　天理よろづ相談所病院 1件 2,500,000

安達登志樹 新潟医療福祉大学 診療放射線学科 准教授 1件 90,000

伊藤春海 国立大学法人　福井大学医学部 名誉教授 1件 111,370

北村善明 一般財団法人へルスケア人材育成協会 理事長 12件 1,200,000

児玉直樹 新潟医療福祉大学 診療放射線学科 教授 1件 90,000

櫻井典子 新潟医療福祉大学 診療放射線学科 助教 1件 90,000

橋本正弘 慶應義塾大学医学部放射線科（診断） 特任助教 1件 111,371

服部惣一 医療法人鉄蕉改　亀田メディカルセンター　スポーツ医学科 部長代理 8件 1,081,336

東田直樹 慶應義塾大学医学部放射線科（診断） 医師 1件 111,371


