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A. 研究費開発費等
　　大学や研究機関等と共同で実施する基礎及び臨床の研究に関する費用

B. 学術研究助成費

　　開催費用の支援としての学会寄附金、学会共催費

(学会共催費の金額は消費税抜)

奨学寄附金

件数 金額
3 \600,000
1 \300,000
1 \500,000
1 \2,000,000

一般寄附金

件数 金額
1 \100,000
2 \3,000,000

学会寄附金

金額
\60,000
\30,000
\50,000
\10,000

\100,000
\30,000

\100,000
\100,000
\30,000
\20,000
\20,000
\20,000
\50,000

\100,000

医療機関等に対する金銭の支払い状況(2019年度：2019年4月～2020年3月）

※B.C項目については、当社内の集計順に表記しています。

項目 年間の総額
その他研究開発関連費用 \2,669,545

一般寄附金 \3,100,000

(金額は消費税抜)

　　学術研究の振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、及び学会等の会合

項目 年間の総額
奨学寄附金 \3,400,000

学会名等
北海道透析看護認定看護師会

学会寄附金 \1,320,000
学会共催費 \20,969,673

国立大学法人大分大学医学部臨床医工学ｾﾝﾀｰ

施設名等
特定非営利活動法人中日本PCI研究会
特定非営利活動法人ﾃｨｰ･ｱｰﾙ･ｱｲ国際ﾈｯﾄﾜｰｸ

施設名等
学校法人聖マリアンナ医科大学
国立大学法人大分大学医学部臨床医学系放射線医学講座
学校法人昭和大学横浜市北部病院

第20回ﾊｰﾄの日
ShimabaraTransradial Interventional Conference2019

Japanese Society of Interventional Radiology,CNS,H&N and Spine
脳神経血管内治療琉球セミナー

公益社団法人日本透析医会 
第68回日本農村医学会学術総会
第11回ハートの日 IN NAGOYA
第11回ﾊｰﾄの日 in GIFU

関東臨床工学技士協議会
U-TECH Annual Meeting 2019
第23回北関東PTA研究会
第10回日本経ｶﾃｰﾃﾙ心臓弁治療学会学術集会

ｱﾃﾚｸﾄﾐｰﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟｺｰｽ2019



金額
\50,000
\50,000
\50,000
\50,000
\20,000
\20,000
\20,000
\50,000
\30,000
\20,000
\50,000
\30,000

\100,000
\10,000
\20,000
\30,000

学会共催費

金額
\1,250,000
\1,962,963

\462,963
\138,889
\324,074
\200,000
\500,000
\370,370
\500,000
\900,000
\277,778

\4,629,630
\46,296

\370,370
\92,593
\92,593

\2,493,817
\520,000
\450,000
\363,636

\1,500,000
\589,091
\200,000
\100,000
\90,909

\272,727
\101,000
\771,364
\385,685
\454,545

\7,700
\272,727
\200,000
\77,953

学会名等

第10回福岡県透析医学会
第31回日本脳神経血管内治療学会九州地方会

第30回日本脳神経血管内治療学会九州地方会

第39回日本ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ学会学術集会
第２回災害対策ｾﾐﾅｰ
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会
LEMT JAPAN 2019

公益財団法人いばらぎ腎臓財団
新潟脳血管内治療ｴｷｽﾊﾟｰﾄ養成ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
第64回日本生殖医学会学術講演会･総会
第50回徳島透析療法研究会

ADATARALiveDemonstration2019
第27回東京都臨床工学会の機器･企業展示

Japanese Society of Interventional Radiology,CNS,H&N and Spine
第26回日本腹膜透析医学会学術集会･総会

第46回日本血液浄化技術学会
KCJL2019
第2回横浜ﾗｲﾌﾞﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ
一般社団法人広島県臨床工学技士会

第10回中四国臨床工学会 寄付金
第30回東北ｱﾌｪﾚｼｽ研究会
第13回熊本循環器市民ﾌｫｰﾗﾑ

学会名等

CVIT2019 ｺｰﾋｰﾌﾞﾚｲｸｾﾐﾅｰ
第６回最新のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽと経験に基づいた血管内治療研究会

第39回神経放射線ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
SLENDER CLUB JAPAN 2019

一般社団法人広島県臨床工学技士会
BayareaComplexPCI&ImagingＣonference2019
第5回那須塩原ﾗｲﾌﾞﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ
KCJL2019 ﾌｧｲｱｰｻｲﾄﾞｾｯｼｮﾝ

第64回日本透析医学会学術集会･総会
第36回小倉ﾗｲﾌﾞ 共催費
ｽﾚﾝﾀﾞｰｸﾗﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ2019
第9回豊橋ﾗｲﾌﾞﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ

第35回NPO法人日本脳神経血管内治療学会ｱﾌﾀﾇｰﾝｾﾐﾅｰ
第1回Sendai/NewTkyo/Kamata Live

第33回日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会近畿地方会
CVIT東海北陸地方会

日本ﾒﾃﾞｨｶﾙ工学研究会
伊勢志摩ﾗｲﾌﾞ2019
I-HDF研究会
ARIA2019 ｺｰﾋｰﾌﾞﾚｲｸｾﾐﾅｰ

第35回NPO法人日本脳神経血管内治療学会
一般社団法人ARIA事務局 ARIAﾌｫｰｶｽﾗｲﾌﾞ
第4回I-HDF研究会 ｽｲｰﾂｾﾐﾅｰ
CCT2019 ﾌｧｲﾔｰｻｲﾄﾞｾｯｼｮﾝ

第33回日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会
いわき心血管治療研究会ﾗｲﾌﾞﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ2020
第30回日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会九州･沖縄地方会
第34回日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会近畿地方会

(学会共催の金額は消費税抜)



C. 原稿執筆料等

　　業務の委託に関する費用

件数 年間の総額
89 \7,044,453
1 \111,370

33 \6,218,602
123 13,374,425

(金額は消費税込、源泉税込)

講師謝金

役職 氏名 件数 金額
心臓血管センター長 伊藤 良明 2 \111,370

副院長 柴田 剛徳 9 \779,590
副院長 山﨑 誠治 3 \222,740

循環器科部長 田中 穣 1 \55,685
放射線医学教室　主任教授　 安陪等思 1 \55,685

循環器科部長 足利 貴志 16 \1,670,551
総長 齋藤 滋 2 \167,055

心臓血管センター内科部長 小林 智子 1 \55,685
循環器科部長 村上 正人 2 \150,000

循環器センター　医長 丹 通直 1 \55,685
松田 政二 1 \111,370

院長 高橋 玲比古 1 \55,685
副院長 矢野 邦夫 1 \222,741

荒井 尚 1 \55,685
循環器内科主任部長 塩出 宣雄 1 \55,685
放射線医学教室 講師 田上 秀一 1 \55,685
心臓血管センター・内科　副部長 舩津 篤史 2 \117,701

腎臓内科副部長 鎌田 正 3 \245,015
血液技術センター室室長 木村 剛 2 \245,015

循環器内科講師 河村 洋太 1 \111,370
副院長 浅野 博 1 \55,685

臨床工学部部長 人見 泰正 1 \55,685
臨床工学部課長 木船 和弥 1 \55,685

城間 久美絵 1 \55,685
平山 遼一 2 \167,055

循環器内科科長 緒方 信彦 1 \55,685
Research Fellow 池岡 邦泰 1 \111,370

循環器内科　主任部長 西田 育功 1 \111,370
循環器内科 准教授 村松 崇 1 \55,685

副院長 下村 英紀 1 \111,370
診療部長 梶山 博司 1 \50,000

循環器内科部長 坂本 裕樹 1 \55,685
循環器内科 北川  勝英 1 \55,685

副院長 竹林 秀雄 2 \167,055
循環器内科教授 上妻 謙 1 \55,685

副院長兼腎臓血管センター長 山下 武廣 1 \55,685
神経内科特任准教授 岩田 智則 1 \55,685

脳神経外科講師 花岡 吉亀 1 \55,685
脳神経外科診療教授 小山 淳一 1 \111,370

循環器内科 滝村 英幸 1 \55,685
心血管カテーテル治療科部長 岡田 尚之 1 \55,685

施設名

原稿執筆料

項目
講師謝金

　　自社医療機器の適正使用等に関する情報等を提供するための講演や原稿執筆、コンサルティング等の

久留米大学医学部

コンサルティング等業務委託費
総計

札幌東徳洲会病院
湘南鎌倉総合病院

済生会横浜市東部病院
宮崎市郡医師会病院

中島土谷クリニック

武蔵野赤十字病院

湘南鎌倉総合病院
時計台記念病院

湘南鎌倉総合病院
京都桂病院

京都桂病院

高橋病院

広島市民病院
久留米大学医学部

浜松医療センター
関越会 関越腎クリニック

東葛クリニック病院

京都市立病院

熊本赤十字病院

札幌白石記念病院
東海大学医学部付属八王子病院

公立陶生病院
桃仁会病院

University Hospitals Cleveland Medical Center

高井病院

福山循環器病院

高橋内科クリニック
上尾中央総合病院

藤田医科大学病院

静岡県立総合病院
金沢医科大学病院

福岡徳洲会病院
川島クリニック

総合東京病院

帝京大学医学部付属病院　

信州大学 医学部・医学系研究科 

信州大学 医学部・医学系研究科 

北海道大野記念病院
東海大学医学部内科学系

聖隷浜松病院



役職 氏名 件数 金額
循環器内科 池本 智一 3 \222,740

循環器内科部長 工藤 隆志 1 \55,685
循環器内科 岡本 直高 1 \55,685

循環器内科科長 櫻井 将之 1 \111,370
副院長 森本 章 1 \111,370

循環器内科部長 高谷 具史 1 \55,685
循環器内科 川上 崇史 1 \55,685

循環器内科部長 山田 愼一郎 1 \55,685
心臓血管センター長 加藤 隆一 1 \111,370

原稿執筆料

役職 氏名 件数 金額
付属動物病院教授 三浦 直樹 1 \111,370

コンサルティング等業務委託費

役職 氏名 件数 金額
副院長 柴田 剛徳 12 \1,336,440
学長 大友 邦 12 \3,000,000

循環器内科　副科長 増田 尚己 1 \55,685
理事長 板野 哲 1 \445,483

放射線科　講師 米虫 敦 1 \334,112
循環器内科 講師 川上 崇史 1 \490,032
Research Fellow 池岡 邦泰 5 \556,850

D. 情報提供関連費
　　医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、
　　説明会等の費用

件数 年間の総額
69 \2,478,078
705 \5,394,845

E. その他費用
　　社会的儀礼としての接遇等の費用

年間の総額
\14,246,512

施設名

施設名

施設名

医療法人愛仁会井上病院
兵庫県立姫路循環器病センター

熊本赤十字病院
福岡徳洲会病院
大阪労災病院

おおたかの森病院

慶応義塾大学医学部
北播磨総合医療センター

関西医科大学総合医療センター

東大和病院

鹿児島大学 共同獣医学部

慶応義塾大学医学部

宮崎市郡医師会病院
国際医療福祉大学
上尾中央総合病院
久留米中央病院

項目
接遇等費用

(金額は消費税抜)

University Hospitals Cleveland Medical Center

(金額は消費税抜)

項目
講演会費
説明会費


