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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

1 \300,000

1 \500,000

1 \2,000,000

一般寄附金

件数 金額

1 \100,000

1 \100,000

1 \100,000

2 \1,300,000

学会寄附金

金額

\50,000

\100,000

\30,000

\30,000

\50,000

\50,000

\50,000

\50,000

\30,000

\50,000

\30,000

\50,000

学会共催費

金額

\454,545

\136,364

\181,818

\200,000

\150,000

\400,000

\363,636

\1,000,000

\20,727

※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 \240,000

一般寄附金 \1,600,000

(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 \2,800,000

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

学会名等

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

学会寄附金 \570,000

学会共催費 \2,907,090

第192回日本医学放射線学会九州地方会　第56回日本核医学会九州地方会

特定非営利活動法人日本血管映像化研究機構

施設名等

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

国立大学法人大分大学医学部臨床医臨床工学ｾﾝﾀｰ

施設名等

公益社団法人日本透析医会

国立大学法人信州大学医学部附属病院

特定非営利活動法人中日本PCI研究会

新潟県脳血管内治療ｾﾐﾅｰ

第33回日本脳神経血管内治療学会九州地方会

特定非営利活動法人日本冠疾患学会

第47回日本低温医学会総会・第21回RFA凍結療法研究会

中国四国ライブIN倉敷

第4回ｽﾄﾗｸﾁｬｰｸﾗﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝfocusASD/PFO

日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会第43回東海北陸地方会

公益財団法人いばらぎ腎臓財団

TECC2020

第1回南大阪ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞｾﾐﾅ

第15回日本ｸﾘｱﾗﾝｽｷﾞｬｯﾌﾟ研究会学術集会

第18回NPO法人日本脳神経血管内治療学会関東地方会学術集会

第3回神奈川県臨床工学会

ARIA2020 in silico

Bay area Complex PCI & Imagine Conference 2020

第65回日本透析医学会学術集会・総会

第27回熊本県臨床工学会

学会名等

日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会第43回東海北陸地方会

(学会共催の金額は消費税抜)

医療機関等に対する金銭の支払い状況(2020年度：2020年4月～2021年3月）



C. 原稿執筆料等

　　業務の委託に関する費用

(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 1 111,370\     

循環器内科 稲永 慶太 1 55,685\       
循環器内科部長 越田 亮司 2 144,781\     

循環器内科 主任部長 塩出 宣雄 1 111,370\     
心臓内科 部長 横井 宏和 4 356,384\     

循環器内科 医長 岡 俊治 1 33,411\       
心血管カテーテル治療科部長 岡田尚之 2 222,740\     

循環器内科 医長 下地 顕一郎 1 111,370\     
院長 下池 英明 1 111,370\     

循環器内科 加治屋 崇 1 55,685\       
循環器内科 医長 加藤 大雅 2 111,370\     

心臓血管センター長・科長 加藤 隆一 2 167,055\     
講師 河村 洋太 1 111,370\     

医務局循環器内科部長 外池 範正 1 55,685\       
循環器内科 部長 関口 誠 1 55,685\       

循環器内科 副医長 岸 幹夫 1 33,411\       
医長 岩間 眞 2 66,822\       

循環器内科医長 岩崎 正道 1 111,370\     
循環器内科統括部長 岩城 卓 1 111,370\     

副院長 岩渕 薫 2 222,740\     
准教授 吉町 文暢 2 222,740\     

循環器内科 診療医員 吉田 律 1 33,411\       
第一循環器副部長 吉田路加 3 256,151\     
循環器内科部長 及川 裕二 2 222,740\     
循環器内科部長 近江 晃樹 1 55,685\       
循環器内科 部長 櫛引 基 1 55,685\       
循環器内科 部長 栗山 根廣 1 33,411\       

循環器内科副科長 講師 栗田 泰郎 1 33,411\       
心臓・血管内科学 講師 桑野 孝志 1 55,685\       

副院長 古谷 純吾 1 55,685\       
循環器内科 主任医療部長 高川 芳勅 1 55,685\       

循環器内科 副部長 高村 武志 1 33,411\       
副院長 高島 弘行 2 167,055\     

循環器内科 副部長・准教授 根石 陽二 1 33,411\       
循環器内科 部長 坂元 敦 2 111,370\     
循環器内科 講師 坂田 憲治 1 55,685\       
循環器内科 医長 山浦 誠 2 89,096\       

副院長 山下武廣 1 111,370\     
副院長 山崎 誠治 2 111,370\     

循環器内科 医師 山崎 拓人 1 33,411\       
循環器内科 主任部長 山本 義人 2 222,740\     

助教 山本 裕貞 1 55,685\       
心臓・血管内科 助教 山路 和伯 1 55,685\       

循環器内科 部長 山﨑 正雄 1 55,685\       
循環器内科 診療部長 緒方 信彦 3 334,110\     

医員 小河原 崚 1 33,411\       
循環器センター長 小松 宜夫 1 55,685\       

中央検査部 小林 大樹 1 55,685\       
心臓血管センター内科部長 小林 智子 1 77,959\       

循環器内科 副部長 松浦 広英 1 55,685\       
循環器内科 主任医長 上山 力 2 111,370\     
循環器内科 病棟医長 畳 陽祐 1 33,411\       

循環器内科 医員 森川 喬生 1 55,685\       
臨床工学部 部長 人見 泰正 1 55,685\       

医学部講師 水谷 一輝 2 144,781\     
循環器内科・心臓内科 医長 菅家 鉄平 1 55,685\       

循環器内科 准教授 菅野 晃靖 1 111,370\     
循環器内科 主任部長 西田 育功 1 111,370\     

副院長・循環器内科 部長 西野 雅巳 1 111,370\     
循環器内科 副部長 石原 隆行 1 33,411\       
心血管内治療部長 石黒 久晶 1 33,411\       

施設名

講師謝金 \10,453,533

原稿執筆料 \612,537

　　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

項目 年間の総額

飯塚病院

コンサルティング等業務委託費 \5,717,435

済生会横浜市東部

済生会宇都宮病院
高橋内科クリニック
天陽会中央病院
福井県立病院

岐阜医療センター

豊橋ハートセンター
広島市民病院

音羽病院

東大和病院

呉医療センター
聖隷浜松病院

東海大八王子病院
君津中央病院

深谷赤十字病院
心臓血管研究所病院

花岡青洲記念病院

心臓血管研究所付属病院
日本海総合病院

青森県立中央病院
宮崎市郡医師会病院

三重大学医学部附属病院
福岡大学病院

東海大八王子病院
東京慈恵医科大学附属柏病院

名古屋第二赤十字病院

兵庫県立淡路医療センター
横浜栄共済病院
大崎市民病院

金沢大学附属病院
木澤記念病院

北海道大野記念病院

小樽市立病院
伊勢赤十字病院
市立長浜病院

川崎医科大学附属病院
イムス冨士見総合病院

札幌東徳洲会病院
イムス冨士見総合病院
いわき市医療センター

関西ろうさい病院
太田西ノ内病院

帝京大学附属病院
久留米大学附属病院

京都桂病院

ＮＴＴ関東病院
上尾中央総合病院

太田西ノ内病院

福岡赤十字病院
県立多治見病院
豊田厚生病院

榊原病院
桃仁会病院

大阪労災病院
関西ろうさい病院

近畿大学病院
花岡青洲記念病院

横浜市立大学附属病院
高井病院

一宮市立市民病院



役職 氏名 件数 金額
循環器内科分野・講師 石田 大 1 55,685\       

循環器内科 部長 川瀬 世史明 1 33,411\       
副院長 心臓血管センター長 川﨑 友裕 3 267,288\     

循環器内科 講師 全 完 1 \111,370
副院長 足利貴志 8 \857,549

循環器内科 医長 村里 嘉信 1 \111,370
循環器内科主任部長 太田 羊 1 \111,370

循環器内科 医長 滝村 英幸 2 \167,055
主任 谷川 浩太郎 1 \55,685

循環器内科 副部長 丹 道直 1 \55,685
循環器内科 副部長 旦 一宏 1 \55,685

心血管カテーテル治療科部長 池本 智一 1 \55,685
循環器内科 医長 竹之内 豪 1 \33,411

副院長 中野 顯 1 \55,685
循環器内科 副部長 仲間 達也 1 \111,370

医師 長岡 秀樹 1 \55,685
臨床講師 田中 俊樹 1 \33,411

循環器科部長 田中 穣 3 \278,425
循環器内科 医師 田中 裕紀 1 \33,411
循環器内科 部長 田中 裕之 1 \33,411

循環器内科 准教授 田邉 康宏 1 \33,411
循環器内科 主任部長 土井尻 達紀 1 \33,411

循環器内科医長 藤田 雅樹 1 \33,411
副院長 日比野 剛 2 \167,055

循環器内科 統括診療部長 八巻 多 4 \445,480
3 \330,000

循環器内科 北園 和成 1 \55,685
循環器内科 部長 木下順久 2 \222,740
循環器内科 部長 鈴木 頼快 3 \178,192

講師 棗田 誠 1 \33,411
循環器内科部長 濱嵜 裕司 1 \55,685

原稿執筆料

役職 氏名 件数 金額
医員 中村 伸一 1 \111,370

臨床工学部 部長 人見 泰正 1 \55,685
循環器科部長 田中 穣 1 \167,056

副院長 足利 貴志 1 \167,056
循環器内科 部長 木下 順久 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

理事長 板野 哲 1 \445,483
循環器内科 講師 川上 崇史 1 \490,032
Research Fellow 池岡 邦泰 4 \445,480

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
27 \626,792
263 \1,935,581

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
\3,538,768

(金額は消費税抜)

施設名

豊橋ハートセンター

湘南鎌倉総合病院

University Hospitals Cleveland Medical Center

久留米中央病院
慶応義塾大学医学部

宮崎市郡医師会病院

九州医療センター
板橋中央病院

項目
接遇等費用

高瀬クリニック
岐阜大学附属病院

説明会費

湘南鎌倉総合病院
北光記念病院
倉敷中央病院

東海大学付属病院

武蔵野赤十字病院

項目
講演会費

豊橋ハートセンター

聖マリアンナ医科大学病院

国際医療福祉大学

施設名

(金額は消費税抜)

岩手医科大学附属病院
岐阜ハートセンター

新古賀病院

おおたかの森病院

岐阜県立多治見病院
名寄市立総合病院

兵庫県立姫路循環器病ｾﾝﾀｰ
天陽会中央病院

大和成和病院
江戸川病院

総合東京病院
あさおクリニック

熊本赤十字病院

名古屋ハートセンター

時計台記念病院
一宮西病院

京都府立医科大学
武蔵野赤十字病院

札幌東徳洲会病院
彦根市立病院

東京ベイ・浦安市川医療センター

熊本総合病院
桃仁会病院

施設名


