
2020年度分（2020年4月~2021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

8,095,455

20,778,364

20,644,567

0

0

0

0

0

49,518,386

● 特定臨床研究費

研究責任 件数 金額（円）

医師名

国立大学法人 滋賀医科大学 ー ー 1件 275,000

ー 滋賀医科大学医学部附属病院 放射線科 園田　明永 ー (247,500)

国立大学法人 滋賀医科大学 ー ー 1件 275,000

ー 滋賀医科大学医学部附属病院 呼吸器外科 花岡　淳 ー (247,500)

学校法人 東海大学 ー ー 1件 1,818,182

ー 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 (1,581,028)

国立大学法人 千葉大学 ー ー 2件 5,727,273

ー 千葉大学医学部附属病院 呼吸器内科 坂尾誠一郎 ー (4,405,596)

● 倫理指針に基づく研究費

　学校法人 東海大学 1件 909,091

　国立大学法人 金沢大学 1件 3,000,000

　国立大学法人 九州大学 2件 1,727,273

　国立大学法人 広島大学 1件 15,142,000

● 臨床以外の研究費

13件 22,644,567

　大塚ブレストケアクリニック

　京都工場保健会

　慶應義塾大学

　国立研究開発法人　国立がん研究センター

　国立大学法人 東北大学

　国立大学法人 弘前大学

　国立大学法人 熊本大学

　鈴鹿医療科学大学

　昭和大学 医学部

　たけべ乳腺外科クリニック

【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、学会等共催費：消費税別）

● 年間総額

項目 件数 総額

　　奨学寄附金 2件 2,000,000

　　一般寄附金 2件 1,020,000

　　学会等寄附金 ー 800,000

　　学会等共催費 ー 10,800,000

14,620,000

● 奨学寄附金

　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

● 一般寄附金

　公益財団法人 結核予防会 1件 1,000,000

　一般財団法人 大阪府結核予防会 1件 20,000

● 学会等寄附金

　第16回前期臨床医のための放射線診断セミナー ー 300,000

　先進整形外科エコー研究会 ー 200,000

　認定NPO法人 乳房健康研究会 ー 200,000

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

jRCTs052180103

jRCTs032200102

備考

ー

ー

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）

jRCTs052180013

jRCTs052180045

施設名

実施医療機関

所属

　　製造販売後臨床試験費

提供先施設等の名称 件数 金額（円）

ー

　　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）

臨床研究ID 資金提供先

ー

施設名、団体名等

合計額（円）

件数 金額（円）

件数 金額（円）

件数

年間の件数 年間の総額（円）

提供先施設等の名称

金額（円）施設名、団体名等

施設名、団体名等



● 学会等共催費

　先進整形外科エコー研究会 ー 200,000

　第24回日本透析アクセス医学会学術集会・総会 ー 1,000,000

　第30回日本乳癌検診学会学術総会 ー 600,000

　第35回日本整形外科学会基礎学術集会 ー 2,000,000

　第72回日本産科婦人科学会学術講演会 ー 2,000,000

　第93回日本整形外科学会学術総会 ー 2,700,000

　日本超音波医学会第93回学術集会 ー 800,000

　The Fleischner Society Endorsed Educational Seminar ー 1,500,000

【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 110件 6,748,720

 原稿執筆料・監修料 14件 1,619,025

コンサルテイング等業務委託費 44件 9,606,336

17,974,081

● 講師謝金

ー 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院 ー 1件 50,000

石川　真士 日本医科大学付属病院　麻酔科ペインクリニック 准教授 1件 33,411

今西　宣晶 慶應義塾大学　医学部解剖学教室 准教授 1件 33,411

岩倉　菜穂子 東京女子医科大学　整形外科 助教 1件 22,274

岩﨑　博 和歌山県立医科大学　整形外科 准教授 3件 133,644

大内　基史 聖隷横浜病院 副院長 1件 111,370

岡田　洋和 岡田整形外科 院長 1件 55,685

小川  眞広 日本大学病院　消化器内科超音波検査室 室長 1件 111,370

小澤　浩司 東北医科薬科大学　整形外科 教授 1件 111,370

乙藤　徳人 高橋内科クリニック　医療技術部 1件 33,411

面谷　透 船橋整形外科病院　整形外科　 5件 267,288

加藤　昌代 安藤整形外科 理事長 1件 22,274

河端　将司 相模原協同病院 3件 167,055

橘田　綾菜 東京女子医科大学　八千代医療センター　整形外科 助教 3件 122,507

工藤　翔二 公益財団法人 結核予防会 理事長 1件 111,370

工藤　慎太郎 森ノ宮医療大学インクルーシブ医科学研究所 准教授 1件 55,685

桑平　一郎 東海大学　医学部　呼吸器内科 特任教授 1件 80,000

見目　智紀 北里大学医学部　整形外科 診療講師 1件 55,685

小林　明裕 国立病院機構横浜医療センター　整形外科 2件 89,096

小林　裕明 鹿児島大学　医学部　産科婦人科教室 教授 1件 111,370

齊藤　正佳 名古屋スポーツクリニックリ　ハビリテーション科 2件 111,370

酒井　瑛平 長岡赤十字病院 3件 111,370

佐倉　伸一 島根大学医学部付属病院　手術部 教授 1件 33,411

笹原　潤 帝京大学スポーツ医科学センター 准教授 9件 579,124

佐志　隆士 AIC八重洲クリニック 遠隔読影医 1件 33,411

下池　英明 高橋内科クリニック 院長 1件 55,685

下﨑　研吾 石川県済生会　金沢病院　整形外科 医長 1件 66,822

住吉　一浩 医療法人 乳腺ケア泉州クリニック 院長 1件 111,370

関　順彦 帝京大学医学部　内科学講座腫瘍内科 教授 1件 111,370

関谷　隆夫 藤田医科大学　産婦人科 臨床教授 1件 111,370

高田　知史 獨協医科大学　整形外科 助教 1件 55,685

高橋　周 東あおば整形外科 院長 1件 33,411

武井　健児 ぐんまスポーツ整形外科 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 1件 111,370

都竹　伸哉 横浜市立大学　整形外科 3件 144,781

中川　宏樹 名古谷スポーツクリニック　リハビリテーション科 1件 55,685

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 7件 378,658

中瀬　順介 金沢大学附属病院　整形外科 助教 1件 66,822

中本　達夫 関西医科大学　麻酔科学講座 教授 1件 111,370

名越　充 名越整形外科 院長 1件 55,685

根井　雅 帝京大学　医学部整形外科学講座 助手 2件 89,096

朴　基彦 医療法人社団　ぱくペインクリニック 理事長 3件 133,644

橋口　直史 マツダ病院　整形外科 2件 111,370

長谷川　潤一 聖マリアンナ医科大学　産婦人科 准教授 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 1件 111,370

人見　泰正 桃仁会病院　臨床工学部 部長 1件 89,096

平田　仁 名古屋大学　予防早期医療創成センター 教授 1件 55,685

平野　雅弥 埼玉医科大学病院　中央放射線部 課長 2件 111,370

平山　遼一 高橋内科クリニック　看護部 1件 33,411

福吉　正樹 名古屋スポーツクリニック 2件 89,096

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 1件 111,370

皆川　洋至 城東整形外科 副院長 3件 278,425

宮田　徹 相模原協同病院 2件 111,370

宮武　和馬 横浜市立大学　整形外科 9件 534,576

宮原　善徳 島根大学医学部附属病院　放射線部 診療放射線技師長 1件 33,411

村上　康一 みはま成田クリニック 院長 1件 111,370

森田　孝子 国立病院機構名古屋医療センター　乳腺科 1件 114,712

安江　章則 埼玉医科大学病院 中央放射線部 係長 2件 111,370

山崎　誘三 九州大学大学院　医学研究院臨床放射線学分野 助教 1件 111,370

金額（円）氏名 施設名、団体名、所属 役職 件数

合計額（円）

施設名、団体名等 件数 金額（円）



山本　敦史 ぐんまスポーツ整形外科 理事長 1件 55,685

我妻　浩二 かつしか江戸川病院　リハビリテーション科 科長 1件 55,685

渡邊　至 横浜南共済病院　麻酔科 部長 1件 33,411

● 原稿執筆料・監修料

ー 医療法人社団愛育会　クリニックママ ー 1件 30,000

ー 国立大学法人滋賀医科大学 放射線医学講座 ー 2件 375,088

橘田　綾菜 東京女子医科大学　八千代医療センター　整形外科 助教 1件 55,685

黒田　大悟 公益財団法人 天理よろず相談所病院　放射線部 1件 33,411

桑田 知之 自治医科大学附属さいたま医療センター　周産期科母体胎児部門 教授 1件 55,685

笹原　潤 帝京大学スポーツ医科学センター 准教授 1件 111,370

都竹　伸哉 つぢくデザイン 1件 556,854

都竹　伸哉 横浜市立大学 整形外科 1件 111,370

人見　泰正 桃仁会病院　臨床工学部 部長 1件 33,411

宮坂　尚幸 東京医科歯科大学大学院　生殖機能協関学 教授 1件 55,685

宮武　和馬 横浜市立大学附属病院　整形外科 1件 111,370

安江　章則 埼玉医科大学病院　中央放射線部 係長 1件 33,411

渡利　英道 北海道大学大学院医学研究院　産婦人科学教室 教授 1件 55,685

● コンサルティング等業務委託費

ー 公益財団法人　天理よろづ相談所病院 ー 1件 2,500,000

阿部　雄志 慶応義塾大学病院 1件 167,056

池村　辰之介 慶応義塾大学病院 1件 167,056

岩渕　雄 慶應義塾大学医学部 放射線診断科 助教 1件 111,370

大竹　史郎 慶応義塾大学病院 1件 167,056

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

斎藤　俊太郎 慶応義塾大学病院 1件 167,056

笹原　潤 帝京大学スポーツ医科学クリニック 院長 1件 33,411

清水　裕介 慶応義塾大学病院 1件 167,056

杉山　和俊 慶応義塾大学病院 1件 167,056

竹下　諒 慶應義塾大学病院 2件 278,426

竹林　駿太 慶應義塾大学病院 助教 1件 111,370

長坂　実咲 慶應義塾大学病院 1件 111,370

成松　英俊 慶応義塾大学病院 1件 167,056

西川　賢 慶応義塾大学病院 1件 167,056

橋本　正弘 慶應義塾大学医学部 医学部放射線科学(診断) 助教 1件 556,855

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 4件 575,034

堀内　康平 慶応義塾大学病院 1件 167,056

松迫　正樹 聖路加国際病院 放射線科 医長 1件 848,646

宮澤　雷太 慶応義塾大学病院 1件 167,056

宮武　和馬 横浜市立大学附属病院　整形外科 3件 144,781

向井　紀代子 慶應義塾大学病院 放射線診断科 1件 111,370

森田　孝子 名古屋医療センター 3件 344,133

八木橋　国博 川崎市立多摩病院 放射線科 部長 1件 841,954

山口　太朗 慶応義塾大学病院 1件 167,056

【D.情報提供関連費】（消費税別）

● 年間総額

件数 総額（円）

33件 2,507,022

28件 211,788

ー 7,271,884

9,990,694

【E.その他費用】（消費税別）

● 年間総額

総額（円）

2,334,229

件数 金額（円）

氏名 施設名、団体名、所属 役職 件数 金額（円）

氏名 施設名、団体名、所属 役職

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

合計額


