
A.研究費開発費等 金額 件数
・共同研究費 51,561 1件

・委託研究費　 2,651,020 2件

・臨床試験費 0 0件

・製造販売後臨床試験費 0 0件

・副作用・感染症症例報告書 0 0件

・製造販売後調査費 5,403,297 9件

B.学術研究助成費
・奨学寄附金 6,709,000 20件

・一般寄附金 930,000 3件

・学会寄附金 5,336,170 29件

・学会共催費 13,826,275 24件

C.原稿執筆料等
・講師謝礼金 4,318,723 39件

・原稿執筆料、監修料 103,122 2件

・コンサルティング等業務委託費 19,170,000 18件

D.情報提供関連費
・講演会費 4,840,836
・説明会費 3,592,493
・医学、薬学関連文献等提供費 0

E.その他の費用
・接待等費用 11,405,030



A.研究費開発費等
・共同研究費

施設名 金額

杏林大学 51,561
合計 51,561

・委託研究費　（臨床）
施設名 金額

愛知医科大学 472,223
和歌山県立医科大学 2,178,797

合計 2,651,020

・製造販売後調査費
施設名 金額

東京蒲田病院 960,000
アルメイダ病院 1,260,000
三豊総合病院 290,000
海老名総合病院 190,000
紀南病院 113,000
福山循環器病院 140,000
佼成病院 144,000
香川労災病院 510,000
新東京病院 1,555,556
所沢ハートセンター 240,741

合計 5,403,297



B.学術研究助成費
・奨学寄附金

病院名 金額
学校法人昭和大学 300,000
国立大学法人群馬大学 300,000
東北大学心臓血管外科 500,000
神戸大学消化器内科学奨学寄付 300,000
宮崎大学　消化器内科学講 300,000
日本医科大学千葉北総病院消化器内科 489,000
獨協医科大学 300,000
順天堂大学　消化器内科 500,000
富山大学 300,000
近畿大学医学部臨床医学講座 170,000
杏林大学医学部 外科学 消化器一般外科 50,000
埼玉医科大学 200,000
福岡大学 300,000
福井大学奨学寄附金 第二内科 300,000
杏林大学医学部第三内科学 300,000
学校法人昭和大学 奨学寄付金消化器内科 300,000
東京大学病院消化器内科 300,000
名古屋大医学部大学院医学系研究科 500,000
獨協医科大閉塞性黄疸内視鏡治療研究 500,000
東北大学 第三内科教室 500,000

合計 6,709,000

・一般寄附金

病院名 金額
第5回　LEVEL 100,000
新東京循環器研究会 820,000
鳥取生協病院 20,000

合計 940,000

・学会寄附金

病院名 金額

和歌山消化器内視鏡ライブ 100,000

第5回大阪VAIVT研究会 30,000

六本木ｲﾝﾀ-ﾍﾞﾝｼｮﾝ研究会　寄附 20,000

第3回JETSハンズオンセミナ－ 200,000

BPS研究会 250,000

CoMedicalカンファレンス 20,000

ShimabaraTransradialInternationalConf 50,000

長野市民健康セミナー 356,170

仙台内視鏡治療ライブセミナ－ 200,000

第19回ハートの日 30,000

第10回ハートの日 60,000

第2回ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ不整脈研究会 20,000



第5回京都ﾊｰﾄの日 30,000

第49回東京冠動脈治療研究会 20,000

第6回KIBC 50,000

第13回PeripheralCTOSeminar 60,000

第10回倉敷ゆかりの循環器研究会 10,000

第23回東播消化管カンファレンス 300,000

Bilio-PancreaticStenting研究会 250,000

東北GIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ仙台ﾗｲﾌ 300,000

東北Physiology研修会2018 200,000

第8回日本下肢救済・足病学会九州沖縄地方会 20,000

第8回関西消化器内視鏡ﾗｲﾌﾞｺｰｽ 100,000

第25回鎌倉ﾗｲﾌﾞﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚ-ｼｮﾝｺ-ｽ 100,000

第9回中四国YESClubMeeting 10,000

第50回東京冠動脈治療研究会 20,000

KCC2019　開催費協賛金 300,000

第45回超音波ドプラ新技術研究会 30,000

T-CAP胆膵内視鏡治療研究会 2,200,000

合計 5,336,170

・学会共催費

病院名 金額

ADATARA Live 231,482

スレンダ－クラブジヤパン 324,075

KCJL2018 63,426

第95回日本消化器内視鏡学会総会 666,451

豊橋ライブ 740,741

CVIT2018 626,782

日本胆道学会学術集会 1,000,000

第15回拡大内視鏡研究会 19,090

第4回POPAI 共催費 1,388,889

第53回日本心血管ｲﾝﾀ-ﾍﾞﾝｼｮﾝ治療学会関東甲信越 740,741

第54回胆道学会学術集会 493,615

第53回関東甲信越CVIT/TOKYOLIVE2018 9,860

第4回PCI 46,889

CCT2018 2,440,906

第5回CaRPConference 27,778

ARIA2018 437,720

第13回京滋奈良ｶﾃﾗﾎﾞｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 92,593

FRIENDS Live2019 3,219,649



BeyondAngiographyJapanXXIV 370,371

WCCMinKYOTO2019 138,889

GCCinKURE 46,297

第101回日本消化器内視鏡学会近畿支部例会 共催費 555,556

第101回日本消化器内視鏡学会近畿支部例会 134,475

第57回日本体外循環技術医学会北陸地方会 10,000

合計 13,826,275



・講師謝礼金

病院名 診療科 役職名 氏名
東京臨海病院 消化器内科 医長 今野朗

順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科 准教授 立之英明

順天堂大学医学部附属浦安医院 消化器内科 准教授 坂本直人

康生会武田病院 循環器内科 部長 木下法之

岐阜ﾊ-ﾄｾﾝﾀ- 循環器内科 院長 松尾仁司

帝京大学医学部附属溝口病院 消化器内科 科長 安田一朗

順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科 教授 伊佐山浩通

川崎医科大学総合医療センター 内科 教授 河本博文

慶応義塾大学 循環器内科 専任講師 香坂俊

土浦協同病院 循環器内科 副院長 角田恒和

国立がん研究ｾﾝﾀｰ中央病院 肝胆膵内科長 医長 肱岡範

東京大学病院 消化器内科学 助教 木暮宏史

岐阜大学病院 消化器内科 助教 岩下拓司

土浦協同病院 循環器内科 星野昌弘

東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 教授 中村正人

東京医科大学八王子医療センター 循環器内科 診療科長 田中信大

岐阜ﾊ-ﾄｾﾝﾀ- 循環器内科 部長  川瀬世史明

愛媛大学病院 循環器内科 特任講師 上谷晃由

西宮渡辺心臓脳・血管センター 循環器内科 病院長 民田浩一

獨協医科大学病院 消化器内科 主任教授 入澤篤志

済生会横浜市南部病院 消化器内科 副部長 石井寛裕

北播磨総合医療センター 循環器内科 部長 山田愼一郎

名古屋大学医学部附属病院 循環器内科 助教 田中哲人

和歌山県立医科大学 循環器内科 講師 塩野泰紹

北光記念病院 循環器内科 部長 野崎洋一

千葉西総合病院 循環器内科 院長 三角和雄

国立がん研究ｾﾝﾀｰ 内視鏡科 検診センター長 松田尚久

がん研有明病院 病理部 部長 河内洋

順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科 医員 髙﨑祐介

杏林大学 一般外科 准教授 鈴木裕

 自治医科大学 一般消化器・外科 教授 力山敏樹

昭和大学藤が丘病院 消化器内科 教授 長濱正亞

岐阜市民病院 消化器内科 部長医 向井強

関西医科大学附属病院 循環器内科 講師 藤井健一

製鉄記念広畑病院 循環器内科 部長 高橋八大

康生会武田病院 循環器内科 山崎敬史

宇治徳洲会病院 心臓血管外科 医長 中島貫太

高井病院 循環器内科 上田博
広島ﾊ-ﾄｾﾝﾀ- 循環器内科 部長 松田理

合計 4,318,723

・原稿執筆料、監修料

病院名 氏名
京都府立医大 吉田直久

川崎医科大学 河本　博文

合計 103,122

・コンサルティング等業務委託費

病院名 氏名
摂南総合病院 林照剛
摂南総合病院 中谷秀隆
摂南総合病院 藤井厚史

都城市郡医師会病院 熊谷治士
浦添総合病院 上原裕規
和白病院 芹川威



東宝塚さとう病院 大辻悟
川崎病院 高田昌紀
川崎病院 西堀祥晴
大山病院 小林良幸

東京西徳洲会病院 堂前洋
池上病院 坂田芳人

湘南藤沢徳洲会病院 田中慎司
帝京大学病院 上妻謙
庄内余目病院 菊池正
たちばな台病院 太田賢一
湖東記念病院 馬淵博
湖東記念病院 武田輝規

合計 19,170,000
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