
2021年度
A.研究費開発費等

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）
および企業が 独自に行う調査等の費用が含まれます。

金額（円）
A1.特定臨床研究費

0
A2.倫理指針に基づく研究費

0
A3.臨床以外の研究費

0
A4. 臨床試験費（治験費）

施設 件数 金額（円）
社会医療法人 大道会 森之宮病院 2 227,802
東京慈恵会医科大学附属病院 1 26,730
東邦大学医療センター 大橋病院 1 202,492
東北大学ナレッジキャスト株式会社 1 1,260,000
東北大学病院 3 700,000

合計 8 2,417,024
A5.製造販売後臨床試験費

0
A6.不具合・感染症症例報告費

0
A7.製造販売後調査費

0
A8.その他研究開発関連費用

0

B.学術研究助成費
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ます。

金額（円）
B1.奨学寄附金

施設 件数 金額（円）
国立大学法人　信州大学医学部循環器内科学教室　血管内治療学講座 1 3,000,000

合計 1 3,000,000
B2.一般寄附金

0
B3.学会寄附金

団体 件数 金額（円）
Nara Endovascular eXperience and Technology symposium (NEXT) 2020 1 700,000
第1回 Integrate Imaging Center Live 1 50,000
第2回 日本フットケア・足病医学会 関西地方会学術集会 1 200,000
第49回 日本IVR学会総会 1 200,000

合計 4 1,150,000
B4.学会共催費

団体 件数 金額（円）
Complex Cardiovascular Therapeutics (CCT) 2021 1 600,000
Nara Endovascular eXperience and Technology symposium (NEXT) 2020 1 272,727
The 15th Seminar of Peripheral CTO for Cardiologists 1 363,636
The 38th Live Demonstration in KOKURA (KOKURA LIVE 2021) 1 960,000
Tokyo Endovascular Challenging Conference (TECC) 2019 1 350,000
TOkyo Percutaneous cardiovascular Intervention Conference (TOPIC) 2021 1 400,000
近畿心血管治療ジョイントライブ (KCJL2021) 2 654,545
神奈川PTA研究会 第32回 学術集会 1 4,546
第129回 日本循環器学会近畿地方会 1 35,000
第12回 Japan Endovascular Treatment Conference (JET) 2020 6 4,627,273
第14回 中日本ライブデモンストレーション 1 27,273
第15回 Japan Endovascular Symposium (JES 2020) 1 1,363,636
第26回 日本血管内治療学会総会 1 318,182
第27回 日本血管内治療学会学術総会 1 90,909
第28回 東海ライブ研究会 1 1,500,000
第29回 日本心血管インターベンション治療学会 (CVIT2020) 1 2,000,000
第2回 日本フットケア・足病医学会 関西地方会学術集会 1 272,727
第31回 西日本コメディカルカテーテルミーティング 1 18,182
第35回 日本心血管インターベンション治療学会 近畿地方会 1 50,000
第36回 NPO法人日本脳神経血管内治療学会学術総会（JSNET2020) 1 1,400,000
第3回 横浜ライブデモンストレーション 1 90,909
第3回 経橈骨動脈脳血管内治療研究会研究会 (TRN研究会) 1 27,273



第48回 日本血管外科学会学術総会 2 1,290,909
第49回 日本血管外科学会学術総会 (JSVS2021) 1 1,400,000
第49回 日本心血管インターベンション治療学会 東北地方会 1 45,455
第51回 日本心血管インターベンション治療学会 北海道地方会 1 36,364
第52回 日本心血管インターベンション治療学会 北海道地方会 1 36,364
第56回 日本心血管インターベンション治療学会 関東甲信越地方会 1 727,273
第5回 神奈川脳血栓回収療法セミナー (KSNET2021) 1 54,545
第5回フットケア祭 in 和歌山 1 20,000
第60回 近畿脳神経血管内手術法ワークショップ 1 45,455
第69回 関西IVR研究会 1 54,545
兵庫ライブデモンストレーション 2021 1 90,909

合計 40 19,228,637

C.原稿執筆料等
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ます。
なお、医療関係者の情報は、年度内の最終の業務依頼当時に締結した業務委託契約書の署名欄の記載を原則としています。

金額（円）
C1.講師謝金

施設・団体/役職 氏名 件数 金額（円）
IMSグループ 医療法人財団 明理会 春日部中央総合病院 循環器科 心臓病センター センター長 兼 下肢
救済センター センター長

安藤 弘 4 344,234

医療法人社団 心愛会 TOWN訪問診療所城南 院長 宇都宮 誠 1 101,245
社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念病院 循環器内科 副院長 兼 循環器内科 部長 浦澤 一史 1 101,245
医療法人 澄心会 豊橋ハートセンター 循環器内科 部長 越田 亮司 2 202,490
洛和会音羽病院 心臓内科 副部長 加藤 拓 2 121,495
公立学校共済組合 九州中央病院 血管外科 医長 岩佐 憲臣 1 50,623
大垣市民病院 循環器内科 吉岡 直輝 1 30,374
金沢大学附属病院 循環器内科 助教 吉田 昌平 1 50,623
IMSグループ 医療法人財団 明理会 春日部中央総合病院 循環器科 下肢救済センター 副センター長 金子 喜仁 1 30,374
南東北グループ 医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院 血管外科 部長 金子 健二郎 2 202,490
富山大学医学部 脳神経外科 准教授 桑山 直也 1 101,245
地方独立行政法人 下関市立市民病院 臨床工学部 原田 拓也 1 20,249
岡山大学病院 循環器内科 助教／教育医長 戸田 洋伸 2 101,246
独立行政法人 労働者健康安全機構 大阪労災病院 フットケア外来 血管診療技師 溝端 美貴 1 30,374
山形大学医学部附属病院 第一内科 循環器内科 特任講師 (先進心血管治療学講座) 高橋 大 1 50,623
地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 医長 今村 博敏 1 101,245
公益財団法人 宮城厚生協会 坂総合病院 循環器科 医長 佐々木 伸也 1 70,872
地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 副院長 兼 脳
神経外科部長

坂井 信幸 1 50,623

社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 福岡県済生会 八幡総合病院 血管外科 主任部長 三井 信介 1 101,245
松山赤十字病院 血管外科 部長 山岡 輝年 5 506,225
独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター 循環器内科 山根 治野 1 20,249
名古屋大学医学部附属病院 血管外科 講師 児玉 章朗 3 151,869
神戸大学医学部附属病院 形成外科 教授 寺師 浩人 1 101,245
佐久市立国保 浅間総合病院 循環器内科 部長 篠崎 法彦 1 101,245
特定医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺病院 循環器内科 フットケアセンター医長 住吉 晃典 2 121,495
社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 大阪府済生会 大阪府済生会中津病院 循環器内科 上月 周 2 101,246
医療法人 鉄蕉会 亀田総合病院 循環器内科 部長 植島 大輔 1 50,623
地方独立行政法人 下関市立市民病院 循環器内科 医長 辛島 詠士 1 50,623
福岡大学病院 循環器内科 診療准教授 杉原 充 1 101,245
社会医療法人財団 中村病院 循環器内科 部長 正村 克彦 1 101,245
地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 血管外科 医長 赤木 大輔 1 50,623
独立行政法人 国立病院機構 岩国医療センター 循環器内科 川本 健治 1 30,374
社会医療法人 大道会 森之宮病院 循環器内科 部長 川﨑 大三 7 759,339
一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 循環器内科 部長 曽我 芳光 12 1,214,940
総合病院 国保旭中央病院 循環器内科 医長 早川 直樹 4 323,985
東京慈恵会医科大学 血管外科 診療部長・教授 大木 隆生 1 101,245
特定医療法人財団 竹政会 福山循環器病院 循環器内科 医長 谷口 将人 1 30,374
社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念病院 循環器内科 副部長 丹 通直 4 202,492
市立札幌病院 循環器内科 副医長 檀浦 裕 1 50,623
公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科 副部長 仲間 達也 11 1,032,700
医療法人社団 青泉会 下北沢病院 血管外科 副院長 長﨑 和仁 2 121,495
神戸大学 大学院医学研究科 形成外科学分野 足病医学部門 特命教授 辻 依子 2 151,868
日本赤十字社 京都第二赤十字病院 循環器内科 医長 椿本 恵則 1 50,623
医療法人社団 公仁会 大和成和病院 循環器内科 主任部長 兼 心臓カテーテル室 室長 土井尻 達紀 1 70,872
社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 心臓血管外科 島袋 伸洋 1 50,623
国立大学法人 旭川医科大学 外科学講座血管・呼吸・腫瘍病態外科学分野 教授 東 信良 1 101,245
福岡大学筑紫病院 脳神経外科 教授 東 登志夫 1 101,245
東京医科大学 茨城医療センター 循環器内科 科長・准教授 東谷 迪昭 1 101,245



医療法人 徳洲会 岸和田徳洲会病院 循環器内科 部長 藤原 昌彦 3 303,735
社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 東京都済生会 東京都済生会中央病院 心臓血管外科 副医長 藤村 直樹 1 70,872
独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター 脳神経外科 科長 藤中 俊之 1 101,245
独立行政法人 労働者健康安全機構 関西労災病院 循環器内科 畑 陽介 2 80,997
独立行政法人 労働者健康安全機構 関西労災病院 循環器内科 第三循環器内科部長 飯田 修 4 404,980
医療法人 沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 循環器科 医長 飛田 一樹 1 50,623
新潟大学医歯学総合病院 循環器内科 准教授 尾崎 和幸 1 20,249
国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 循環器内科 医長 菱刈 景一 1 50,623
医療法人社団 杏会 池袋血管外科クリニック 血管外科 服部 努 1 50,623
社会医療法人 大道会 森之宮病院 循環器内科 福永 匡史 1 50,623
医療法人 澄心会 豊橋ハートセンター 循環器内科 部長 平野 敬典 4 354,358
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 血管外科 科長 墨 誠 2 101,246
一般財団法人 厚生会 仙台厚生病院 循環器内科 主任医長 堀江 和紀 1 50,623
独立行政法人 国立病院機構 北海道医療センター 循環器内科 医長 明上 卓也 1 50,623
社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 神奈川県済生会 横浜市東部病院 循環器内科 医長 毛利 晋輔 1 101,245
信州大学医学部附属病院 形成外科 教授 杠 俊介 1 50,623

（施設等への支払い） 社会医療法人 社団 カレス
サッポロ 時計台記念病院

1 250,000

合計 125 9,959,424
C2.原稿執筆料・監修料

0
C3.コンサルティング等業務委託費

0

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、説明会等の費用が含まれます。

件数 金額（円）
D1.講演会費

38 4,100,612
D2.説明会費

28 575,662
D3.医学・医療工学関連文献等提供費

－ 9,350

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ます。

金額（円）
接遇等費用

合計 713,244
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