
医療機関等との透明性ガイドライン
支出公開について

Ａ．研究費開発費等

開示項目 表記方法
共同研究費 年間の総額
委託研究費 年間の総額
臨床試験費 年間の総額
製造販売後臨床試験費 年間の総額
不具合・感染症症例報告費 年間の総額
製造販売後調査費 年間の総額

2018年の実績金額（税抜き円）

開示項目 2018年実績

共同研究費 0
委託研究費 5,996,130
臨床試験費 16,624,212
製造販売後臨床試験費 0
不具合・感染症症例報告費 0
製造販売後調査費 2,001,196
合計 24,621,538

公的規制のもとで実施される各種試験、報告、調査等（臨床試験、治験、製造販売後臨床試験、不具合・
感染症症例報告、製造販売後調査等）及び企業が独自に行う調査等の費用が含まれる。
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Ｂ．学術研究助成費

開示項目 表記方法
奨学寄附金 ○○大学○○教室：○○件○○円
一般寄附金 ○○大学(○○財団)：○○件○○円
学会寄附金 第○回○○学会(○○地方会・○○研究会)：○○円
学会共催費 第○回○○学会 ○○セミナー：○○円

2018年の実績金額（税抜き円）

開示項目 2018年実績
奨学寄附金 学校法人 帝京大学 410,000

学校法人東京女子医科大学 500,000
東海大学 300,000
獨協医科大学 400,000
学校法人日本医科大学 300,000
学校法人 埼玉医科大学総合医療ｾﾝﾀｰ 300,000

一般寄附金 一般社団法人日本ALS協会 10,000
公益財団法人 日本心臓血圧研究振興会 300,000
国立大学法人 熊本大学 400,000
琉球大学大学院医学研究科 胸部心臓血管外科学講座 200,000
京都府立医科大学 3,000,000
公益財団法人艮陵医学振興会 200,000
国立大学法人 長崎大学 1,000,000
国立大学法人名古屋大学 700,000
ﾊｰﾄの日実行委員会(ﾊｰﾄの日豊橋) 20,000
ﾊｰﾄの日in GIFU実行委員会 20,000
国立大学法人宮崎大学 300,000
日本冠動脈外科学会 300,000
国立大学法人富山大学 300,000
国立大学法人 大阪大学 1,500,000
国立循環器病研究ｾﾝﾀｰ 300,000
独立行政法人国立病院機構 九州医療ｾﾝﾀｰ 200,000
学校法人 北里研究所 300,000
和歌山県立医科大学 300,000

学会寄附金 Bay area Complex PCI2018 30,000
CCT 2018 寄付金/ﾊｰﾄｾﾝﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 1,500,000
CVIT第41回東海北陸地方会 20,000
SLENDER CLUB JAPAN Live Demo 300,000
TAKE ABI 2018 市民啓発 50,000
熊本循環器市民ﾌｫｰﾗﾑ寄附 30,000
第22回日本ｱｸｾｽ研究会学術集会 250,000
第23回ﾊﾞｽｷｭﾗｰｱｸｾｽｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ 50,000
第26回日本血管外科学会関東甲信越地方会 50,000
第28回日本経皮的心肺補助研究会 200,000
第2回HNKハートの会 50,000
第35回小倉ライブ 50,000
第3回日本低侵襲心臓手術学会学術集会 300,000
第4回江東区豊洲心血管ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 300,000
第6回九州ｱｸｾｽﾗｲﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ研究会 50,000
第71回日本胸部外科学会 913,600
第7回Destination Therapy(DT)研究会 30,000
第9回日本経ｶﾃｰﾃﾙ心臓弁治療学会 200,000
JATEC鹿児島ｺｰｽ 30,000

学会共催費 第10回日本Acute Care Surgery学会学術集会共催ｾﾐﾅｰ 1,003,815
第10回日本下肢救済･足病学会学術集会 850,000
第23回日本冠動脈外科学会学術大会共催ｾﾐﾅｰ 1,300,000
第27回日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会ｾﾐﾅｰ 2,412,860
第40回日本呼吸療法医学界学術集会共催ｾﾐﾅｰ 842,480
第40回日本手術医学会総会 500,000
第44回日本体外循環技術医学会大会共催ｾﾐﾅｰ 500,000
第46回日本血管外科学会ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ 1,331,660
第49回日本心臓血管外科学会 ﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ 249,074
第62関西胸部外科学会学術集会ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ 850,000
第63回日本透析医学会学術集会企業ｾﾐﾅｰ 1,000,000
第82回日本循環器学会学術集会ﾌｧｲｱｻｲﾄﾞｾﾐﾅｰ 1,880,377

医療技術の学術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、および学会等の会合開
催を支援するための学会寄附金、学会共催費が含まれる。



長野県臨床工学技士会主催医療機器ｾﾐﾅｰ 27,778
合計 28,711,644
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Ｃ．原稿執筆料等

開示項目 表記方法
講師謝金 ○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長)：○○件○○円
原稿執筆料・監修料 ○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長)：○○件○○円
コンサルティング等業務委託費 ○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長)：○○件○○円

2018年の実績金額（税抜き円）

講師謝金 総額　7,104,430円
原稿執筆料・監修料 総額　   644,165円
コンサルティング等業務委託費 総額  2,189,444円

開示項目 2018年実績
・ 講師謝金 SANDEEP NATHAN

田上 隆
石原 邦洋
高木 靖
久志本 成樹
Anthony L. Estrera
内野 博之
河口 廉
渋谷 慎太郎
松隂 崇
中村 智宏
久木田 和丘
塩瀬　明
宮田 昭
矢坂 正弘
江口 大彦
松居 喜郎
秦 広樹
櫻井 馨
安部 隆三
加藤 隆一
太田 敬
相川 潔
坂口 元一
池田 潔
坂口 太一
椎谷 紀彦
坂倉 建一
田村 大和
笹嶋 唯博
福 康志
山田 芳嗣
山本 剛
上田 高士
國分 利規
冨重 明弘
小倉 崇以
吉田 靖
開 正宏
遠藤 雄介
添田 信
石倉 宏恭
富永 圭一
安達 一眞
福原 之博
中村 雅則
鈴木 雄太
中村 圭佑
廣瀬 徹
宮本 聡
杉原 克彦
谷岡 怜
福澄 洋一

自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演や原稿執筆、コンサルティング等業務委託に
関する費用が含まれる。



大平 順之
後藤 武
吉永 修平
堤 善充
清水 重光
伊藤 朋晃
中村 有希
中田 正悟
古谷 一貴
山中 英樹
永田 和之
福田 勇司
瀬尾 憲由
三上 嘉浩
森田 慎太朗
冨木 一磨

・ 原稿執筆料・監修料 横山 斉
下村 英紀
吉本 公洋
宮本 伸二
野口 智永

・ コンサルティング等業務委託費 竹田 晋浩
和田 秀一
高梨 秀一郎
飯田 泰功
上野 正裕
山本 啓介
上田 高士
澤 芳樹
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Ｄ．情報提供関連費

開示項目 表記方法
講演会費 年間の件数・総額
説明会費 年間の件数・総額
医学・医療工学関連文献等提供費 年間の総額

2018年の実績金額（税抜き円）

開示項目 2018年実績
講演会費 年間の件数・総額 5,202,030
説明会費 221件 5,508,234
医学・医療工学関連文献等提供費 年間の総額 0
合計 10,710,264

医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用の為に必要な講演会、模擬実技指導、説明会等
の費用が含まれる。



医療機関等との透明性ガイドライン
支出公開について

Ｅ．その他の費用
社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれる。

開示項目 表記方法
接遇等費用 年間の総額

2018年の実績金額（税抜き円）

開示項目 2018年実績

接遇等費用 8,367,578
合計 8,367,578


