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2018年度の公開情報

・ なお、「講師謝礼・原稿執筆料等・コンサルティング等業務委託費」についての個別の支払件数および総額に関しては、当社所定の開示請求手続による請求に基づき、個別に開示してお
ります。

＜お問合せ先＞電子メール：　jpn-sunshine@cookmedical.com

・ 本データの明細及び詳細についてのご提供、並びに加工データのご提供は行いませんので、ご了承ください。

・ 支払先の開示が必要となる項目につきましては、支払先の合意をいただき開示しております。

・公開情報は、日本医療機器産業連合会の透明性ガイドライン及び当社の指針に従って作成しております。

・期間は、2018年1月より同年12月までの12か月です。

・金額は、円単位で消費税を含んでおります。

・個人への支払に関する項目の金額は、報酬に伴う源泉税分を、支払先への送金金額に加えた金額となっております。



医療機関等への資金提供に関する情報

研究開発費等 年間件数 総額（円）

A1 共同研究費 -                  -                               

A2 委託研究費 1 688,840                         

A3 臨床試験費 11 27,783,268                    

A4 製造販売後臨床試験費 -                  -                               

A5 副作用・感染症症例報告費/不具合・感染症症例報告費 -                  -                               

A6 製造販売後調査費 4 226,496                         

合計： 16 合計： 28,698,604                    

学術研究助成費　(*1) 年間件数 総額（円）

B1 奨学寄附金 -                  -                               

B2 一般寄附金 -                  -                               

B3 学会寄附金 -                  -                               

B4 学会共催費 51 50,798,600                    

合計： 51 50,798,600                    

原稿執筆料等 (*2) 年間件数 総額（円）

C1 講師謝礼 347 25,670,163                    

C2 原稿執筆料 3 198,792                         

C3 コンサルティング等業務委託費 169 35,092,563                    

合計： 519 60,961,518                    

情報提供関連費 年間件数 総額（円）

D1 講演会費 78 61,093,900                    

D2 説明会費 154 3,472,149                      

D3 医学・薬学関連文献等提供費/医療工学関連文献等提供費 -                  -                               

合計： 232 64,566,049                    

その他の費用 総額（円）

E 接遇等費用 18,002,944                    
合計： 18,002,944                    

(*1) - 提供先毎の年間支払総額・金額は別紙

(*2) - 支払先名は別紙



研究開発費等

A2 委託研究費

施設名 件数 金額（円）

国立大学法人　筑波大学 1 688,840                           



研究開発費等

A3 臨床試験費

施設名 件数 金額（円）

慶應義塾大学病院 1 4,300,140                      

社会医療法人　大道会　森之宮病院 5 988,000                         

東京慈恵会医科大学附属病院 5 22,495,128                    



研究開発費等

A6 製造販売後調査費

施設名 件数 金額（円）

市立函館病院 3 216,000                         

近畿大学医学部 1 10,496                           



学術研究助成費

B4 学会共催費

学会名称 金額（円）

ICA2018モーニングセミナー 2,000,000                                   

第59回日本脈管学会総会ランチョンセミナー 1,200,000                                   

第54回日本胆道学会学術集会ランチョンセミナー 1,296,000                                   

第48回日本心臓血管外科学会学術総会ランチョンセミナー 1,620,000                                   

第49回日本心臓血管外科学会学術総会ランチョンセミナー 1,620,000                                   

第95回日本消化器内視鏡学会総会ランチョンセミナー 2,160,000                                   

第41回日本呼吸器内視鏡学会学術集会ランチョンセミナー 1,620,000                                   

第46回日本血管外科学会学術総会パネルディスカッション 648,000                                      

第46回日本血管外科学会学術総会シンポジウム 648,000                                      

第4回JSVSワークショップ　ハンズオンセミナー 100,000                                      

第2回 JSVSステントグラフトワークショップ 150,000                                      

第46回日本血管外科学会学術総会ランチョンセミナー 2,160,000                                   

第10回日本下肢救済・足病学会学術集会ランチョンセミナー 1,080,000                                   

第10回日本下肢救済・足病学会学術集会 300,000                                      

第47回日本IVR学会総会ランチョンセミナー 1,404,000                                   

第3回Tokyo International Endoscopy Live 2018 800,000                                      

第1回東京メトロポリタン国際内視鏡ライブ 1,000,000                                   

 第7回　信州デバイスワークショップ 300,000                                      

LEVEL5 370,000                                      

第1回横浜ライブショートレクチャー 40,000                                       

第2回横浜ライブ 150,000                                      

第65回日本不整脈心電学会学術大会 1,944,000                                   

第65回日本不整脈心電学会学術大会ランチョンセミナー 1,620,000                                   

第26回日本消化器関連学会週間ブレックファーストセミナー 1,500,000                                   



学会名称 金額（円）

第4回リード・マネージメント研究会 350,000                                      

The 35th Live Demonstration in KOKURA 756,000                                      

山口胆膵臓疾患研究会 250,000                                      

第49回日本膵臓学会大会ランチョンセミナー 1,836,000                                   

第38回日本静脈学会総会 864,000                                      

第120回日本循環器学会北海道地方会 500,000                                      

第61回関西胸部外科学会学術集会 972,000                                      

第71回日本胸部外科学会定期学術集会ランチョンセミナー 1,620,000                                   

札幌ライブショートセミナー 500,000                                      

第13回Japan Endovascular Symposiumランチョンセミナー 3,000,000                                   

Sapporo Live Demonstration Course 2018 900,000                                      

近畿心血管治療ジョイントライブ2018 808,600                                      

第17回　彩の国　Endovascular Surgery 研究会 800,000                                      

TOPIC 2018スペシャルレクチャー 486,000                                      

第1回TECCセミナー 216,000                                      

NEXT2018ライブデモンストレーション 1,050,000                                   

JET2018コーヒーブレークセミナー 540,000                                      

JET2018ランチョンセミナー 1,620,000                                   

JET2018モーニングセミナー 1,080,000                                   

JET2019 Focus Live 1,620,000                                   

JET2019 Venous Session 1,200,000                                   

Endovascular Asia2018イブニングセミナー 500,000                                      

第52回CVIT関東甲信越 800,000                                      

第27回CVITコーヒーブレークセミナー 1,620,000                                   

第27回CVITハンズオンセミナー 540,000                                      

ARIA2018 Focus Live 540,000                                      

ARIA2018ランチョンセミナー 100,000                                      



原稿執筆料等

C1 講師謝礼

氏名（敬称略） 施設名 診療科/教室名 役職名

阿部　和男 山形県立中央病院 心臓血管外科

青柳　力夫 福岡大学病院 泌尿器科 助教

朝倉　利久 埼玉医科大学国際医療センター 心臓血管外科

天野　裕久 獨協医科大学病院 心臓・血管内科 医局長

荒川　和清 済生会宇都宮病院 放射線科 医長

安齋　均 太田記念病院 循環器内科 部長

安藤　弘 春日部中央総合病院 循環器科 統括部長

飯田　修 関西労災病院 循環器内科 副部長

伊佐山　浩通 順天堂大学医学部附属順天堂医院　 消化器内科 教授

石田　昇平 名古屋大学医学部附属病院 泌尿器科 助教

石田　祐介 久留米大学 医学部　内科学講座　消化器内科部門 助教

石戸　則孝 倉敷成人病センター 泌尿器科 部長兼尿路結石センター長

伊島　正志 太田記念病院 消化器内科 部長

石渡　裕俊 静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科 医長

和泉　裕一 名寄市立総合病院 心臓血管外科 院長

市岡　滋 埼玉医科大学病院 形成外科・美容外科 教授、診療部長

市川　智彦 千葉大学医学部附属病院 泌尿器科 教授

市橋　敬 一宮西病院 循環器内科 医長

市橋　成夫 奈良県立医科大学 放射線科

糸井　隆夫 東京医科大学病院  臨床医学系 消化器内科学分野 主任教授

伊藤　栄作 東京慈恵会医科大学附属柏病院 血管外科 助教

伊藤　啓 仙台市医療センター仙台オープン病院 消化器内科 主任部長

伊東　啓行 済生会福岡病院 血管外科 部長

井上　貴昭 関西医科大学付属病院 泌尿器科 講師

井上　政則 慶應義塾大学病院 放射線診断科 助教

今井　聡士 兵庫県立尼崎総合医療センター 泌尿器科 医長

伊元　裕樹 福岡和白病院 循環器内科

岩佐　憲臣 松山赤十字病院 血管外科 副部長

岩崎　祐介 大阪急性期・総合医療センター 心臓内科 医長

岩下　祐司 鹿児島市立病院　 消化器内科　 医長

岩本　秀安 野崎東病院 泌尿器科 診療部長

上田　秀樹 千葉大学医学部附属病院 心臓血管外科

上原　裕規 浦添総合病院 循環器内科 主任部長

牛尾　純 自治医科大学 消化器内科 講師

内田　孝之 飯塚病院 心臓血管外科 循環器ｾﾝﾀｰ長

内田　徹郎 山形大学医学部附属病院 第二外科

内山　英俊 土浦協同病院 血管外科 科長



氏名（敬称略） 施設名 診療科/教室名 役職名

宇都宮　誠 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科

江島　和久 高木病院 泌尿器科 部長

小穴　修平 岩手医科大学附属病院 消化管内科 講師

大岩　祐一郎 東京腎泌尿器センター大和病院 泌尿器科 医長

大浦　紀彦 杏林大学医学部 形成外科 教授

大木　隆生 東京慈恵会医科大学附属病院 血管外科 診療部長

大谷　則史 札幌禎心会病院 心臓血管外科    心臓血管センター低侵襲治療センターセンター長

緒方　健二 宮崎市郡医師会病院 循環器内科 医長

岡田　真介 行徳総合病院 泌尿器科 医長

緒方　英之 千葉大学医学部附属病院 形成外科

岡村　髙雄 岡村病院 血管外科・心臓血管外科 理事長・院長

岡本　慎 関西労災病院 循環器内科 大動脈末梢血管治療チーム主任

荻野　秀光 成田冨里徳洲会病院 院長

荻原　義人 三重大学医学部附属病院 循環器内科 助教（科内講師）

小倉　健 大阪医科大学 第二内科

小澤　優道 JA広島総合病院 心臓血管外科 部長

鬼塚　誠二 久留米大学病院 心臓血管外科 医局長

小畑　貴司 金沢医科大学氷見市民病院 胸部心臓血管外科 診療科長

尾原　秀明 慶応義塾大学 外科 血管班 准教授

加地　修一郎 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科 医長

一美　貴弘 今村総合病院 泌尿器科 主任部長

潟沼　朗生 手稲渓仁会病院 消化器病センター 副部長

片山　桂次郎 広島大学病院 心臓血管外科

加藤　憲幸 三重大学医学部附属病院 放射線診断科

加藤　雅明 森之宮病院 心臓血管センター 心臓血管外科部長

加藤　祐司 坂泌尿器科病院 泌尿器科 診療部長・泌尿器科長

金子　完 一宮西病院 心臓血管外科 部長

川口　聡 Medibank　

川﨑　大三 森之宮病院 循環器内科 部長

河本　博文 川崎医科大学 総合内科学２ 教授

菊池　守 下北沢病院 形成外科 院長

北野　雅之 和歌山県立医科大学附属病院 内科学第二講座 教授

木下　幹雄 TOWN訪問診療所 形成外科 院長

木村　文昭 釧路孝仁会記念病院 心臓血管外科 部長

木山　宏 埼玉石心会病院 心臓血管外科 副院長

熊谷　紀一郎 東北大学病院 心臓血管外科

栗本　典昭 島根大学医学部 内科学講座 呼吸器・臨床腫瘍学

栗本　義彦 手稲渓仁会病院 心臓血管外科 大動脈血管内治療センター長

小泉　淳 東海大学医学部付属病院 画像診断科

上月　周 大阪府済生会中津病院 循環器内科

木暮　宏史 東京大学医学部附属病院 消化器内科 助教



氏名（敬称略） 施設名 診療科/教室名 役職名

小谷　真介 ベルランド総合病院 心臓血管外科 医長

後藤　芳章 岐阜県総合医療センター 循環器内科 医長

小林　豊 宇治徳洲会病院 心臓血管外科 部長

小松　宣夫 太田西ノ内病院 循環器内科 循環器センター次長

薦岡　成年 岸和田徳洲会病院 心臓血管外科 副部長

古森　公浩 名古屋大学医学部附属病院 血管外科 科長、教授

金剛寺　謙 杏林大学医学部付属病院 第二内科学 (循環器内科) 講師

齋木　佳克 東北大学病院 心臓血管外科 科長

坂野　比呂志 名古屋大学医学部附属病院 血管外科

匂坂　正信 杏林大学医学部付属病院 形成外科

佐々木　隆 がん研有明病院 肝胆膵内科 副医長

佐藤　圭 三重大学医学部附属病院 循環器内科 助教

佐藤　精一 大分岡病院 形成外科 部長

塩見　英之 神戸大学医学部附属病院　 消化器内科分野 助教

篠崎　法彦 東海大学医学部付属病院 循環器内科 准教授

柴田　豪 市立函館病院 心臓血管外科 医長

島谷　昌明 関西医科大学附属病院 消化器肝臓内科 准教授

島本　健 倉敷中央病院 心臓血管外科 部長

志水　秀行 慶應義塾大学病院 心臓血管外科 部長

下村　英紀 福岡徳洲会病院 - 副院長

庄田　守男 東京女子医科大学病院 循環器内科 臨床教授

杉原　充 福岡大学病院 循環器内科

杉村　浩之 獨協医科大学日光医療センター 循環器内科 診療科長

杉山　政則 杏林大学医学部付属病院 消化器・一般外科 教授

鈴木　健之 東京都済生会中央病院 循環器科 副医長

墨　誠 埼玉県立　循環器・呼吸器病センター 血管外科 科長

諏訪　兼敏 京都府立医科大学 大学院医学研究科 消化器内科学教室

関根　郁夫 筑波大学付属病院 臨床腫瘍 教授

全　完 京都府立医科大学附属病院 循環器内科 講師

高木　忠之 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 消化器内科 講師

高橋　昌一 星総合病院 心臓血管外科 心臓病センター所長　兼　副診療部長　兼　心臓血管外科部長

高橋　大 山形大学医学部附属病院 集中治療部

滝村　英幸 総合東京病院 心臓血管センター 医長

竹中　完 近畿大学医学部 消化器内科 講師

田崎　淳一 京都大学医学部附属病院 循環器内科

田中　厚寿 医療法人社団 益昌会 たなか益田クリニック 循環器・心臓血管外科

田中　克典 防衛医科大学校病院 心臓・血管外科 講師

田邉　康宏 聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科 副部長

谷川　高士 松阪中央総合病院 循環器内科 副院長・センター長

田村　吉高 熊本大学医学部附属病院 放射線科 助教

土田　幸平 獨協医科大学病院 消化器内科　 講師



氏名（敬称略） 施設名 診療科/教室名 役職名

土屋　貴愛 東京医科大学 臨床医学系　消化器内科学分野 講師

椿本　恵則 京都第二赤十字病院 循環器内科 医長

出口　順夫 埼玉医科大学総合医療センター 血管外科 准教授、診療副科長・外来医長・病棟医長

寺部　雄太 東京西徳洲会病院 形成外科

土肥　静之 順天堂大学医学部附属順天堂医院 心臓血管外科

土井尻　達紀 大和成和病院 循環器内科 循環器内科副部長・心臓カテーテル室 室長

遠田　譲 メディカルスキャニング

戸谷　直樹 東京慈恵会医科大学附属柏病院 血管外科 外科医長　准教授

内藤　誠二 原三信病院 泌尿器科 名誉院長

中澤　龍斗 聖マリアンナ医科大学病院 腎泌尿器外科 講師

名方　剛 森之宮病院 循環器内科

永野　貴昭 琉球大学病院 心臓血管外科 講師

中野　雅嗣 総合東京病院 循環器内科 部長

仲間　達也 宮崎市郡医師会病院 循環器内科 医長

中間　楽平 済生会宇都宮病院 放射線科

中村　正人 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 教授、診療部長

中山　大輔 杏林大学医学部付属病院 形成外科

波里　陽介 国立病院機構 静岡医療センター 心臓血管外科

南都　伸介 西宮市立中央病院 循環器内科/心臓血管センター  病院事業管理者兼循環器内科顧問

西巻　博 聖マリアンナ医科大学病院 心臓血管外科 病院教授

橋詰　賢一 済生会宇都宮病院 心臓血管外科 主任診療科長

橋元　慎一 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 消化器疾患・生活習慣病学　 講師

長谷　聡一郎 川崎幸病院  川崎大動脈センター血管内治療科

長谷川　孝高 産業医科大学若松病院 泌尿器科

長谷部　光泉 東海大学医学部付属八王子病院 画像診断科 教授

濵本　周造 名古屋市立大学医学部付属病院 泌尿器科 講師

林　可奈子 慶應義塾大学病院 心臓血管外科

萬代　晃一朗 京都第二赤十字病院 消化器内科 医長

伴野　辰雄 済衆館病院 放射線科

東浦　渉 沖縄県立中部病院 放射線科

平野　敬典 済生会横浜市東部病院 循環器内科 部長

福永　匡史 森之宮病院 循環器内科

藤澤　正人 神戸大学医学部附属病院 泌尿器科 教授

藤村　直樹 東京都済生会中央病院 心臓血管外科 副医長

藤本　鋭貴 徳島大学病院 心臓血管外科

星野　祐二 福岡山王病院 血管外科 部長

細野　邦広 横浜市立大学附属病院 肝胆膵消化器病学 助教

本郷　哲央 大分大学医学部附属病院 放射線科 講師

本多　正徳 済生会宇都宮病院 放射線科 副院長(兼)診療部長

眞﨑　拓朗 原三信病院 泌尿器科 医長

松崎　純一 大口東総合病院 泌尿器科 部長



氏名（敬称略） 施設名 診療科/教室名 役職名

松田　耕一郎 富山県立中央病院 内科 部長

松田　均 国立循環器病研究センター 心臓血管外科（血管外科） 部長

松本　和幸 岡山大学病院 光学医療診療部 助教

松元　祐司 国立がん研究センター中央病院 内視鏡科・呼吸器内科

三浦　崇 長野市民病院 循環器内科 副部長

三角　和雄 千葉西総合病院 院長・心臓病センター長

緑川　博文 総合南東北病院 心臓血管外科

宮﨑　淳 筑波大学付属病院 泌尿器科 准教授

宮下　裕介 長野赤十字病院 第三循環器内科 部長

宮本　伸二 大分大学医学部附属病院 心臓血管外科 教授

向井　俊太郎 東京医科大学 臨床医学系　消化器内科学分野

麦谷　荘一 すずかけセントラル病院 泌尿器科 顧問

孟　真 横浜南共済病院 心臓血管外科 部長

門司　恵介 九州大学医学部付属病院 泌尿器科 助教

元木　学 森之宮病院 心臓血管外科 部長

守﨑　勝悟 福岡徳洲会病院 循環器内科 部長

森下　清文 市立函館病院 心臓血管外科 院長・科長・中央検査部長

屋代　英樹 平塚市民病院 放射線診断科 科部長

安川　覚 京都第二赤十字病院 病理診断科 副部長

安原　清光 伊勢崎市民病院 心臓血管外科 診療部長兼血管内治療センター長

矢野　智則 自治医科大学 消化器内科学部門 講師

矢野　祐依子 福岡大学病院 循環器内科

山岡　輝年 松山赤十字病院 血管外科 部長

山口　秋人 原三信病院 泌尿器科 顧問

山口　雅人 神戸大学医学部附属病院 放射線科

山口　泰広 明石市立市民病院 泌尿器科 副部長

山下　雄太郎 徳島大学病院 形成外科

山田　貴之 高石藤井心臓血管病院 心臓血管センター 心臓血管センター長

山田　典一 桑名東医療センター 循環器内科 副院長

柚木　純二 佐賀大学医学部附属病院 心臓血管外科

由利　康一 自治医科大学附属さいたま医療センター 心臓血管外科 医局長、准教授

横井　宏佳 福岡山王病院 循環器内科 循環器センター長

吉川　公彦 奈良県立医科大学 放射線医学教室 教授

吉鷹　秀範 心臓病センター榊原病院 心臓血管外科 上席副院長

吉武　明弘 埼玉医科大学国際医療センター 心臓血管外科 准教授

良沢　昭銘 埼玉医科大学国際医療センター 消化器内科 教授



原稿執筆料等

C2 原稿執筆料

氏名（敬称略） 施設名 診療科/教室名 役職名

岩崎　祐介 大阪急性期・総合医療センター 心臓内科 医長

薦岡　成年 岸和田徳洲会病院 心臓血管外科 副部長

元井　紀子 国立がん研究センター中央病院 病理・臨床検査科 医長



原稿執筆料等

C3 コンサルティング等業務委託費

氏名（敬称略） 施設名 診療科/教室名 役職名

阿部　和男 山形県立中央病院 心臓血管外科

朝倉　利久 埼玉医科大学国際医療センター 心臓血管外科

東　隆 東京女子医科大学病院 心臓血管外科 助教授

石川　昇 三愛記念病院 心臓血管外科

井上　享三 神戸労災病院 心臓血管外科

今水流　智浩 帝京大学医学部附属病院 心臓血管外科

大谷　則史 札幌禎心会病院 心臓血管外科    心臓血管センター低侵襲治療センターセンター長

岡本　竹司 新潟大学医歯学総合病院 心臓血管外科 講師

鬼塚　誠二 久留米大学病院 心臓血管外科 医局長

小畑　貴司 金沢医科大学氷見市民病院 胸部心臓血管外科 診療科長

加藤　憲幸 三重大学医学部附属病院 放射線診断科

川口　聡 Medibank　

木山　宏 埼玉石心会病院 心臓血管外科 副院長

倉谷　徹 大阪大学医学部附属病院 心臓血管外科

栗本　義彦 手稲渓仁会病院 心臓血管外科 大動脈血管内治療センター長

栗山　充仁 福山市民病院 心臓血管外科

小西　泰介 茨城西南医療センター病院 心臓血管外科

佐藤　真剛 水戸医療センター 心臓血管外科

島崎　太郎 東京医科大学病院 心臓血管外科

志水　秀行 慶應義塾大学病院 心臓血管外科 部長

田中　厚寿 医療法人社団 益昌会 たなか益田クリニック 循環器・心臓血管外科

土肥　静之 順天堂大学医学部附属順天堂医院 心臓血管外科

頓田　央 高井病院 心臓血管外科

仁科　健 奈良県総合医療センター 心臓血管外科

西巻　博 聖マリアンナ医科大学病院 心臓血管外科 病院教授

西村　潤一 済生会 横浜市南部病院 放射線IVR科

橋詰　賢一 済生会宇都宮病院 心臓血管外科 主任診療科長

伴野　辰雄 済衆館病院 放射線科

福井　大祐 信州大学医学部附属病院 心臓血管外科

藤村　直樹 東京都済生会中央病院 心臓血管外科 副医長

藤本　鋭貴 徳島大学病院 心臓血管外科

松村　一 東京医科大学病院 形成外科 教授

森下　清文 市立函館病院 心臓血管外科 院長・科長・中央検査部長



氏名（敬称略） 施設名 診療科/教室名 役職名

安原　清光 伊勢崎市民病院 心臓血管外科 診療部長兼血管内治療センター長

山口　雅人 神戸大学医学部附属病院 放射線科

吉﨑 智也 武蔵野赤十字病院 心臓血管外科


