
２０１８年度（２０１８年１月１日から２０１８年１２月３１日）
医療機関等・医療担当者等に対する支払い

アボットバスキュラージャパン株式会社



–
公開情報は、アボットバスキュラージャパン株式会社が所属する団体の透明性ガイドライン及び当社グループ
の指針に従って作成されております。

– 期間は、２０１８年１月より同年１２月までの１２か月です。（会社の決算数値に基づいております。）

– 金額は、円単位で消費税を含んでおりません。

–
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。

– 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。

– 情報等の利用によって発生する直接または間接の損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません。

– 本ウェブサイトに掲載されたデータは、掲載後に変更が生じることがありますので、予めご了承ください。

– 個人情報の取扱いについては、弊社のプライバシーポリシーをご覧ください。

注記事項



金額
研究開発費等 (*1)

A1 共同研究費 ¥0
A2 委託研究費 2017年度までの契約に基づく支払 ¥297,698,100

2018年度以降の新規契約に基づく支払 ¥70,000
A3 臨床試験費 2017年度までの契約に基づく支払 ¥278,958,442

2018年度以降の新規契約に基づく支払 ¥0
A4 製造販売後臨床試験費 2017年度までの契約に基づく支払 ¥63,498,056

2018年度以降の新規契約に基づく支払 ¥23,464,999
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 2017年度までの契約に基づく支払 ¥1,525,185

2018年度以降の新規契約に基づく支払 ¥3,503,010
A7. その他研究開発関連費用 ¥74,381

学術研究助成費　(*1)
B1 奨学寄附金 ¥76,500,000
B2 一般寄附金 ¥33,700,000
B3 学会寄附金 ¥69,490,000
B4 学会共催費 ¥216,547,697

原稿執筆料等 (*2)
C1 講師謝礼 ¥260,212,733
C2 原稿執筆料 ¥4,228,966
C3 コンサルティング等業務委託費 ¥16,218,576

情報提供関連費 年間件数
D1 講演会費 ¥419,871,726 910
D2 説明会費 ¥31,928,394 774
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 ¥19,747,601

その他の費用
E その他の費用 ¥135,049,401

総額 ¥1,952,287,267

 (*1) - 提供先毎の年間支払総額・金額は別紙 (その他研究開発関連費以外)
 (*2) - 支払先名は別紙

医療機関・医療関係者等への資金提供



A2.委託研究費 (2018年度以降の新規契約に基づく支払)

施設名 金額
国立大学法人徳島大学 ¥70,000

研究開発費等



A4.製造販売後臨床試験費 (2018年度以降の新規契約に基づく支払)

施設名 金額
愛媛県立中央病院 ¥286,000

旭川医科大学病院 ¥143,000

医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 ¥1,018,000

医療法人社団誠馨会新東京病院 ¥947,778

医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 ¥1,092,000

一般財団法人厚生会仙台厚生病院 ¥921,370

一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 ¥3,373,038

岩手医科大学付属病院 ¥645,000

京都府立医科大学附属病院 ¥429,000

九州大学病院 ¥28,600

慶應義塾大学病院 ¥360,000

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 ¥1,456,000

国立研究開発法人国立循環器病研究センター ¥2,213,851

社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 ¥300,000

社会福祉法人三井記念病院 ¥20,000

聖マリアンナ医科大学病院 ¥2,385,000

大阪大学医学部附属病院　 ¥2,145,000

地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院 ¥8,600

鳥取大学医学部附属病院 ¥715,000

帝京大学医学部附属病院 ¥1,250,071

東京女子医科大学病院 ¥480,960

東京大学医学部附属病院 ¥715,000

日本赤十字社徳島赤十字病院 ¥235,657

富山大学附属病院 ¥1,324,074

豊橋ハートセンター ¥400,000

北海道大学病院 ¥572,000

研究開発費等



A6.製造販売後調査費 (2018年度以降の新規契約に基づく支払)

施設名 施設内組織名 役職 氏名 件数 金額
いわき市立総合磐城協立病院 - - - 1 ¥10,000

茨城県厚生連茨城西南医療センター病院 - - - 1 ¥200,000

学校法人関西医科大学 - - - 1 ¥50,000

国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 - - - 1 ¥10,000

国保直営総合病院君津中央病院 - - - 1 ¥120,000

社会福祉法人恩賜財団済生会福岡健済生会福岡総合病院 - - - 1 ¥200,000

春日井市民病院 - - - 1 ¥50,000

新宮市立医療センター - - - 1 ¥110,000

青森県立中央病院 - - - 1 ¥10,000

社会医療法人愛仁会高槻病院 循環器内科 安部　博昭 1 ¥206,242

社会医療法人製鉄記念室蘭病院　　 循環器内科 岡崎　雄介 1 ¥51,560

社会医療法人渡邉高記念会西宮渡辺・心臓血管センター 循環器内科 岩村　世晴 1 ¥206,242

東京大学医学部附属病院 循環器内科 菊池　宏信 1 ¥30,936

長崎大学病院 循環器内科 古賀　聖士 1 ¥206,242

東京慈恵会医科大学附属病院 循環器内科 小川　崇之 1 ¥103,120

医療法人住友別子病院 循環器内科 松尾　直朗 1 ¥206,242

宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 循環器内科 松本　大典 1 ¥185,617

大阪市立大学医学部附属病院 循環器内科 水谷　一輝 1 ¥206,242

社会医療法人新潟勤労者医療協会下越病院 循環器内科 太田　雄輔 1 ¥134,056

彦根市立病院 循環器科 主任部長 中野　顯 1 ¥206,242

帝京大学ちば総合医療センター 循環器内科 天木　幹博 1 ¥123,744

東邦大学医療センター大森病院 循環器内科 天野　英夫 1 ¥72,184

国民健康保険小松市民病院 循環器内科 東方　利徳 1 ¥41,248

公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循環器内科 桃原　哲也 1 ¥92,808

社会医療法人製鉄記念室蘭病院　　 循環器内科 飛澤　利之 1 ¥51,560

社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 循環器センター - 木谷　俊介 1 ¥154,681

関西医科大学総合医療センター 循環器腎内分泌代謝内科　 助教 野田　哲平 1 ¥206,242

公益社団法人北部地区医師会北部地区医師会病院心臓血管センター 循環器内科 蘆田　欣也 1 ¥206,242

社会医療法人製鉄記念室蘭病院 循環器内科 髙田　明典 1 ¥51,560

研究開発費等



B1 奨学寄附金
施設名 件数 金額
学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院循環器内科 1 ¥2,000,000

学校法人近畿大学医学部奈良病院循環器内科 1 ¥500,000

学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学病院循環器内科 1 ¥500,000

学校法人埼玉医科大学国際医療センター 1 ¥1,000,000

学校法人自治医科大学循環器内科学部門 1 ¥2,000,000

学校法人自治医科大学附属さいたま医療センター循環器内科 1 ¥2,000,000

学校法人順天堂順天堂大学医学部附属静岡病院循環器内科 1 ¥2,000,000

学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院循環器内科 1 ¥3,000,000

学校法人昭和大学藤が丘病院循環器内科 1 ¥2,000,000

学校法人聖マリアンナ医科大学病院循環器内科 1 ¥1,000,000

学校法人川崎学園川崎医科大学附属病院循環器内科 1 ¥3,500,000

学校法人東海大学医学部内科学系循環器内科学（篠崎法彦教授） 1 ¥500,000

学校法人東海大学医学部内科学系循環器内科学（松陰崇准教授） 1 ¥500,000

学校法人日本大学医学部病態病理学系病理学分野 1 ¥300,000

学校法人兵庫医科大学内科学講座循環器内科 1 ¥3,000,000

京都府公立大学法人京都府立医科大学大学院医学研究科循環器内科 1 ¥3,000,000

公立大学法人横浜市立大学市民総合医療センター循環器内科（日比潔准教授） 1 ¥3,000,000

公立大学法人横浜市立大学市民総合医療センター循環器内科（木村一雄教授） 1 ¥300,000

公立大学法人和歌山県立医科大学産官学連携センター循環器画像動態診断学講座 1 ¥10,000,000

国立大学法人愛媛大学大学院循環器・呼吸器・腎高血圧内科学 1 ¥1,000,000

国立大学法人岡山大学循環器内科 1 ¥1,000,000

国立大学法人金沢大学大学院医学研究科循環器病態内科学 1 ¥1,000,000

国立大学法人熊本大学医学部附属病院高度医療開発センター心血管治療先端医療寄附講座 1 ¥6,000,000

国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部循環器内科学分野 1 ¥1,500,000

国立大学法人信州大学医学部循環器内科学教室 1 ¥10,000,000

国立大学法人神戸大学大学院医学研究科・医学部循環器内科 1 ¥4,000,000

国立大学法人東京医科歯科大学医学部付属病院循環器内科 1 ¥6,000,000

国立大学法人浜松医科大学内科学第三講座 1 ¥3,000,000

国立大学法人富山大学大学院医学薬学研究部内科学第二講座 1 ¥1,000,000

国立大学法人琉球大学大学院医学研究科循環器・腎臓・神経内科学講座 1 ¥900,000

北海道公立大学法人札幌医科大学循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 1 ¥1,000,000

学術研究助成費



B2 一般寄附金
施設名・学会名 件数 金額
NPO法人日本血管映像化研究機構 1 ¥3,000,000

ハートの日（心臓血管センター金沢循環器病院） 1 ¥100,000

公益財団法人心臓血管研究所 1 ¥7,000,000

滋賀循環器病市民公開講座 1 ¥800,000

大型血管炎市民公開講座（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会） 1 ¥500,000

第10回ハートの日 in GIFU 1 ¥50,000

第10回ハートの日 IN NAGOYA 1 ¥50,000

第11回熊本循環器市民公開講座 1 ¥200,000

第19回ハートの日（豊橋） 1 ¥50,000

第2回CKD健康セミナー 1 ¥50,000

第2回HNKハートの会 1 ¥1,000,000

第5回京都ハートの日市民公開講座 1 ¥100,000

第8回市民公開心臓病教室（心臓病センター榊原病院） 1 ¥50,000

第9回大和ハートの会 1 ¥500,000

特定非営利活動法人みえ循環器・腎疾患ネットワーク 1 ¥200,000

独立行政法人国立病院機構九州医療センター 1 ¥1,500,000

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 1 ¥3,000,000

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 1 ¥2,000,000

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 1 ¥2,000,000

独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 1 ¥1,500,000

独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 1 ¥5,000,000

日本慢性完全閉塞インターベンション専門家会議 CTO-PCI registry 2018 1 ¥5,000,000

北海道心臓協会市民フォーラム2018 1 ¥50,000

学術研究助成費



B3 学会寄附金
学会名称 金額
2018 神奈川 YES Club ¥200,000

Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement (ARIA) 2018 ¥500,000

CCT 2018 ¥10,000,000

Complex PCI Summit ¥5,000,000

Endovascular Asia 2018 (EndoAsia2018) ¥1,000,000

Functional RevascularIzation Encouraged by optimal Diagnostic Strategy Live (FRIENDS Live) 2018 ¥250,000

Imaging and Physiology Oriented PCI Live Demonstration Course in Wakayama 2018 (iPOP Live 2018) ¥500,000

Japanese Women's Interventional Conference (J-WINC) ¥200,000

KCT Live Demonstration 2018 ¥500,000

KCT Video Case Discussion 2018 ¥100,000

KIC Live Demonstration 2018 ¥500,000

Sapporo Live Demonstration course(SLDC) 2018 ¥70,000

START 2018 EVT, PCI, and ABL Live Demonstration ¥100,000

The 35th Live Demonstration in KOKURA ¥320,000

The 8th TREND Inter Conference ¥600,000

TOMA-Code研究会 ¥2,000,000

TOPIC 2018 ¥2,650,000

ストラクチャークラブ・ジャパン ライブデモンストレーション 2018 ¥500,000

一般財団法人熊本循環器学会 ¥2,000,000

一般社団法人日本循環器学会 ¥10,000,000

越前・若狭 Vascular Club Live 2018 ¥50,000

岩手リアルワールドライブ2018（第24回） ¥1,500,000

近畿心血管治療ジョイントライブ（KCJL2018） ¥540,000

循環器診療地域連携フォーラム研究会 ¥200,000

仙台 PTCA ネットワークライブ 2018 ¥300,000

第10回Gifu Intervention Forum (GIFu) ¥500,000

第10回Tokyo Co-medical Imaging and Modality Conference (TCIM) ¥40,000

第10回ストラクチャークラブ・ジャパン　近畿・中四国支部会 ¥100,000

第10回倉敷ゆかりの循環器研究会 ¥50,000

第11回ストラクチャークラブ・ジャパン 近畿・中四国支部会 ¥50,000

第12回 中日本ライブデモンストレーション ¥800,000

第12回Trans-Catheter Imaging Forum (TCIF2018) ¥1,500,000

学術研究助成費



B3 学会寄附金
学会名称 金額

学術研究助成費

第12回九州CTOインターベンションカンファレンス ¥100,000

第13回九州CTOインターベンションカンファレンス ¥100,000

第13回北陸VAIVT研究会 ¥100,000

第19回 CTO Club ¥290,000

第19回C5研究会 ¥70,000

第19回コロキウム虚血性心疾患 in 新潟 ¥100,000

第1回横浜ライブデモンストレーション研究会 ¥3,500,000

第1回宮城心血管インターベンションネットワーク討論会（MIND） ¥50,000

第20回日本成人先天性心疾患学会総会・学術集会 ¥100,000

第22回北関東PTA研究会 ¥30,000

第23回Complex PCI Circle 勉強会 ¥200,000

第24回Complex PCI Circle 勉強会 ¥200,000

第27回日本心血管インターベンション治療学会学術集会（CVIT2018） ¥1,800,000

第29回日本心血管画像動態学会 ¥1,000,000

第2回日本循環器学会基礎研究フォーラム ¥150,000

第37回血管内イメージング研究会 ¥100,000

第38回血管内イメージング研究会 ¥100,000

第38回東京CCU研究会 ¥100,000

第3回CV-NET信州 ¥50,000

第40回日本呼吸療法医学会学術集会 ¥100,000

第47回東京冠動脈治療研究会 ¥50,000

第48回東京冠動脈治療研究会 ¥50,000

第49回東京冠動脈治療研究会 ¥50,000

第4回BAV club ¥50,000

第4回CV-NET信州 ¥50,000

第4回ストラクチャークラブジャパン東海北陸支部 ¥200,000

第50回東京冠動脈治療研究会 ¥50,000

第53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 （関東甲信越CVIT） ¥1,000,000

第5回J-Rescue ¥500,000

第5回ストラクチャークラブジャパン東海北陸支部 ¥100,000

第5回最新のエビデンスと経験に基づいた血管内治療研究会（LEVEL5） ¥500,000

第5回信州デバイス研究会 ¥100,000



B3 学会寄附金
学会名称 金額

学術研究助成費

第5回神奈川SHD研究会 ¥30,000

第66 回日本心臓病学会学術集会 ¥4,000,000

第72回埼玉 Interventional Cardiology 研究会 ¥50,000

第73回埼玉 Interventional Cardiology 研究会 ¥50,000

第8回濠端循環器フォーラム（大手前ライブ2018） ¥300,000

第8回栃木心血管インターベンション研究会 ¥30,000

第8回豊橋ライブデモンストレーションコース ¥580,000

第9回 中四国YES Club Meeting ¥150,000

第9回Tokyo Co-medical Imaging and Modality Conference (TCIM) ¥40,000

第9回会津心臓病・心血管疾患研究会 ¥1,000,000

第9回東北低侵襲性心血管インターベンション研究会 ¥200,000

中国四国ライブin倉敷2018 ¥2,500,000

東北Physiology 研修会 2018 ¥300,000

特定非営利活動法人Train Medical Trainers of PCI Institute ¥3,000,000

日本血管内OCT/OFDI研究会 ¥2,250,000

日本心臓リハビリテーション学会 第4回北陸支部地方会 ¥150,000

六本木ライブデモンストレーション2018 ¥1,300,000



B4 学会共催費
学会名称 件数 金額
2018 神奈川YES Club イブニングセミナー 1 ¥925,926

ADATARA Live Demonstration 2018 ADATARA Imaging 1 ¥370,370

ADATARA Live Demonstration 2018 コメディカルミニレクチャー 1 ¥231,481

ADATARA Live Demonstration 2018 モーニングセミナー4 1 ¥740,741

ADATARA Live Demonstration 2018 ランチョンセミナーⅣ 1 ¥1,574,074

ADATARA Live Demonstration 2018 共催シンポジウム 1 ¥555,556

ARIA2018 コーヒーブレイクセミナー2 1 ¥787,037

ARIA2018 サテライトシンポジウム1 1 ¥2,314,815

ARIA2018 フォーカスライブ 1 ¥1,388,889

ARIA2018 ランチョンセミナー13 1 ¥2,314,815

Asia Kurashiki Intervention Conference 2018 1 ¥740,741

Bay area Complex PCI & Imaging Conference 2018 Live Demonstration 1 ¥740,741

Bay area Complex PCI & Imaging Conference 2018 ランチョンセミナー 1 ¥462,963

Beyond Angiography Japan XXⅢイブニングセミナー2 1 ¥277,778

C3(Complex Cardiovascular Catheter Tehrapeutics) OCT Competition 特別講演 1 ¥1,388,889

CCT 2018 Coffee Break Session (10/26) 1 ¥1,750,000

CCT 2018 Coffee Break Session (10/27) 1 ¥1,300,000

CCT 2018 Luncheon Seminar (10/26) 1 ¥6,064,815

CCT 2018 Luncheon Seminar (10/27) 1 ¥5,000,000

CCT 2018 Promotion Bureau (10/26 11:00) 1 ¥200,000

CCT 2018 Promotion Bureau (10/26 13:30) 1 ¥200,000

CCT 2018 Promotion Bureau (10/26 14:30) 1 ¥200,000

CCT 2018 Promotion Bureau (10/27 10:30) 1 ¥200,000

CCT 2018 Special Forcus Live 1 ¥7,000,000

CCT 2018 Symposium (10/25) 1 ¥3,000,000

CCT 2018 ファイアーサイドセッション 1 ¥100,000

CCTI@ARIA2018 1 ¥370,370

CoCIT（インターベンション治療コ・メディカル会議） 1 ¥92,593

Comprehensive Cardiovascular Interention-Kanazawa 2018 ミニレクチャー 1 ¥92,593

Comprehensive Cardiovascular Interention-Kanazawa 2018 ライブセッション 1 ¥231,482

CTO Hands-on Workshop 共催セミナー 1 ¥555,556

Fukui Workshop-2018 ファイヤーサイド 1 ¥462,963

学術研究助成費



B4 学会共催費
学会名称 件数 金額

学術研究助成費

Functional RevascularIzation Encouraged by optimal Diagnostic Strategy Live (FRIENDS Live) 2018 共催ライブ 1 ¥2,314,815

Hokkaido Cardiologist Seminar -CTO研究会- 1 ¥92,593

Japan Endovascular Treatment Conference 2018 (JET2018) コーヒーブレークセミナー 1 ¥600,000

Japanese Bifurcation Club Live Demonstration 2018 モーニングブレークセミナー 1 ¥462,963

Japanese Bifurcation Club Live Demonstration 2018 ランチョンセミナー 1 ¥1,111,111

Japanese Bifurcation Club Live Demonstration 2018 第2部ライブデモンストレーション 1 ¥1,111,111

Kansai Cardiovascular Research Communication （KCRC2018） 1 ¥4,930,000

KIC Live Demonstration 2018 ミニレクチャー 1 ¥370,370

KIC Live Demonstration 2018 ランチョンセミナー 1 ¥1,388,890

KIC Live Demonstration 2018 ワーキンググループ 1 ¥370,370

KIC Workshop 2018 イブニングセミナー 1 ¥462,963

KIC Workshop 2018 ランチョンセミナー 1 ¥462,963

Live Demonstration in 姫路 2018 フォーカスライブ2件 1 ¥1,851,852

Live Demonstration in 姫路 2018 ランチョンセミナー 1 ¥462,963

Sapporo Live Demonstration course (SLDC) 2018 PCIライブスポンサーセッション 1 ¥6,203,703

Sapporo Live Demonstration course (SLDC) 2018 ミニレクチャー11 1 ¥277,778

Sapporo Live Demonstration course (SLDC) 2018 ミニレクチャー3 1 ¥277,778

Sapporo Live Demonstration course (SLDC) 2018 ランチョンセミナー 1 ¥925,926

Sapporo Live Demonstration course 2018 共催セミナー（9/1） 1 ¥1,111,111

Shimabara Transradial Interventional Conference 2018 Focus Live 1 ¥277,778

Shimabara Transradial Interventional Conference 2018 ミニレクチャー 1 ¥185,185

Shimabara Transradial Interventional Conference 2018 ランチョンセミナー 1 ¥92,593

SLENDER CLUB JAPAN Live Demonstration & Annual Meeting 2018 in TOKYO フォーカスライブ 1 ¥1,296,296

SLENDER CLUB JAPAN Live Demonstration & Annual Meeting 2018 in TOKYO ミニレクチャー 1 ¥416,667

SLENDER CLUB JAPAN Live Demonstration & Annual Meeting 2018 in TOKYO ランチョンセミナー 1 ¥1,111,111

SPIRIT Case Conference 2018 in Autumn Sponsored Session 1 ¥740,741

The 35th Live Demonstration in KOKURA ランチョンセミナー2 1 ¥2,000,000

The 35th Live Demonstration in KOKURA 共催プログラム（5/11） 1 ¥200,000

The 35th Live Demonstration in KOKURA 共催ライブ（5/12 I&P） 1 ¥600,000

The 35th Live Demonstration in KOKURA 共催ライブ（5/12 PCI） 1 ¥1,000,000

THE SPIRIT LIVE DEMONSTRATION 2018 ランチョンセミナー1 1 ¥1,388,889

THE SPIRIT LIVE DEMONSTRATION 2018 ランチョンセミナー2 1 ¥3,240,741



B4 学会共催費
学会名称 件数 金額

学術研究助成費

TOPIC 2018 Focus Live 1 ¥3,150,000

TOPIC 2018 Industrial Symposia 1 ¥250,000

TOPIC 2018 モーニングセッション（7/13） 1 ¥250,000

TOPIC 2018 モーニングセッション（7/14） 1 ¥250,000

TOPIC 2018 ランチョンセミナー13 1 ¥4,000,000

WCCM in KYOTO 2018 ランチョンセミナー 1 ¥277,778

伊勢志摩ライブ2018 ランチョンセミナー 1 ¥462,963

伊勢志摩ライブ2018 共催ライブ(1件) 1 ¥1,666,668

一般社団法人日本心エコー図学会第29回学術集会 共催セミナー 1 ¥1,500,000

岩手リアルワールドライブ2018（第24回）Video Live2 1 ¥1,388,889

近畿心血管治療ジョイントライブ（KCJL2018） ランチョンセミナー（4/13） 1 ¥2,457,407

近畿心血管治療ジョイントライブ（KCJL2018） ランチョンセミナー（4/14） 1 ¥1,161,111

近畿心血管治療ジョイントライブ（KCJL2018）Focus Live 1 ¥1,666,667

近畿心血管治療ジョイントライブ（KCJL2018）OCT Training Center 共催セミナー 1 ¥350,000

近畿心血管治療ジョイントライブ（KCJL2018）コーヒーブレイクセッション 1 ¥605,556

心血管病を考える会 Summer Seminar 共催セッション 1 ¥277,778

神奈川PTCA研究会 Special symposium 特別講演 1 ¥1,574,074

神奈川PTCA研究会分科会神奈川Complex PCI Conference 特別講演 1 ¥462,963

仙台 PTCA ネットワークライブ 2018 トワイライトセミナー 1 ¥555,556

仙台 PTCA ネットワークライブ 2018 ビデオライブ 1 ¥740,740

仙台 PTCA ネットワークライブ 2018 フォーカスライブ 1 ¥1,111,112

仙台 PTCA ネットワークライブ 2018 ミニレクチャー 1 ¥277,778

総合東京病院ライブ 2018 フォーカスライブ 1 ¥230,000

第100回神奈川PTCA研究会 特別講演 1 ¥462,963

第11回京滋奈良カテラボカンファレンス 1 ¥92,593

第125回日本循環器学会近畿地方会 ランチョンセミナー4 1 ¥740,741

第126回日本循環器学会近畿地方会 ランチョンセミナー1 1 ¥925,926

第12回 YES Club Meeting 1 ¥1,203,704

第12回Japan Peripheral Revascularization 研究会（JPR） 共催セッション 1 ¥462,963

第12回京滋奈良カテラボカンファレンス 1 ¥92,593

第12回名古屋心エコーセミナー ランチョンセミナー 1 ¥92,593

第136回日本循環器学会北陸地方会 ティータイムセミナー 1 ¥185,185



B4 学会共催費
学会名称 件数 金額

学術研究助成費

第13回九州臨床工学会 ランチョンセミナー 1 ¥185,185

第13回日本PCIフェローコース 1 ¥4,000,000

第151回日本循環器学会東海地方会 会長特別企画 1 ¥51,852

第16回四国お遍路LIVE ランチョンセミナー 1 ¥138,889

第16回四国お遍路LIVE 共催LIVE 1 ¥462,963

第16回心臓ビジュアル市民講座 1 ¥405,378

第16回兵庫ライブデモンストレーション ミニレクチャー 1 ¥555,556

第19回CTO Club Educational Session 1 ¥2,000,000

第19回CTO Club Focus Live 1 ¥2,500,000

第19回CTO Club Luncheon Seminar 1 ¥2,500,000

第19回東京YES Club Meeting 症例検討会 1 ¥1,111,111

第1回横浜ライブデモンストレーション研究会 PCIショートレクチャー 1 ¥462,963

第20回東京YES Club Meeting 特別講演 1 ¥925,926

第22回東北心血管イメージング研究会 ランチョンセミナー 1 ¥39,722

第22回日本心不全学会学術集会 スポンサードセミナー 1 ¥2,700,000

第248回日本循環器学会関東甲信越地方会 教育セッション 1 ¥700,000

第249回日本循環器学会関東甲信越地方会 スポンサードセッション 1 ¥500,000

第24回鎌倉ライブデモンストレーションコース OCT/FFRトレーニングセンター 1 ¥1,200,000

第24回鎌倉ライブデモンストレーションコース インターベンション座学 1 ¥100,000

第24回鎌倉ライブデモンストレーションコース フォーカスライブ 1 ¥1,600,000

第25回鎌倉ライブデモンストレーション Focus Live 1 ¥1,600,000

第25回鎌倉ライブデモンストレーション OCT/FFR トレーニング・センター 1 ¥1,200,000

第25回鎌倉ライブデモンストレーション インターベンション座学 1 ¥100,000

第25回神奈川DES研究会 特別講演 1 ¥462,963

第25回東海ライブ研究会 アフタヌーンブレークセミナー 1 ¥462,963

第25回日本心血管インターベンション治療学会中国・四国地方会 ランチョンセミナー1 1 ¥1,000,000

第25回日本心血管インターベンション治療学会中国・四国地方会 教育セッション2 1 ¥500,000

第26回神奈川DES研究会 特別講演 1 ¥462,963

第26回西日本コメディカルカテーテルミーティング デバイスセッション 1 ¥46,296

第26回日本心血管インターベンション治療学会九州・沖縄地方会 コーヒーレクチャー1 1 ¥185,185

第27回Kansai Peripheral Revascularization 研究会 1 ¥462,963

第27回神奈川DES研究会 特別講演 1 ¥462,963



B4 学会共催費
学会名称 件数 金額

学術研究助成費

第27回西日本コメディカルカテーテルミーティングデバイスレクチャー 1 ¥46,296

第27回日本心血管インターベンション治療学会学術集会（CVIT2018）コーヒーブレイクセミナー1 1 ¥2,000,000

第27回日本心血管インターベンション治療学会学術集会（CVIT2018）コーヒーブレイクセミナー9 1 ¥2,000,000

第27回日本心血管インターベンション治療学会学術集会（CVIT2018）ハンズオンセミナー6 1 ¥1,000,000

第27回日本心血管インターベンション治療学会学術集会（CVIT2018）ビデオライブ 1 ¥650,000

第27回日本心血管インターベンション治療学会学術集会（CVIT2018）ランチョンセミナー1 1 ¥3,500,000

第27回日本心血管インターベンション治療学会学術集会（CVIT2018）ランチョンセミナー15 1 ¥3,500,000

第27回日本心血管インターベンション治療学会学術集会（CVIT2018）ランチョンセミナー33 1 ¥2,700,000

第27回日本心血管インターベンション治療学会九州・沖縄地方会 ランチョンセミナー 1 ¥600,000

第28回滋賀カテーテルインターベーションカンファレンス（SCIC） 1 ¥370,370

第2回福岡市民病院（FCH）ライブ ワークショップ3 1 ¥370,370

第30回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 ランチョンセミナー4 1 ¥740,741

第30回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 特別セミナー3 1 ¥416,667

第31回日本心血管インターベンション治療学会近畿地方会 ランチョンセミナー3 1 ¥800,000

第32回日本冠疾患学会学術集会 ランチョンセミナー 1 ¥1,200,000

第32回日本心臓血管内視鏡学会 ランチョンセミナー 1 ¥925,926

第34回PICASSO Course Director ビデオライブ 1 ¥1,018,518

第34回PICASSO Course Director ランチョンセミナー 1 ¥694,444

第35回 PICASSO Seminar in Nagoya ビデオライブ 1 ¥620,370

第3回京都北部インターベンション研究会 ライブセッション 1 ¥555,556

第43回日本心血管インターベンション治療学会東北地方会 サテライトシンポジウム 1 ¥462,963

第44回日本心血管インターベンション治療学会東北地方会 ランチョンセミナー 1 ¥740,741

第46回日本血管外科学会学術総会 ランチョンセミナー3 1 ¥1,000,000

第47回日本IVR学会総会 1 ¥1,300,000

第4回Pan-Pacific Primary Angioplasty Conference 2018 （PAC18） Session4 1 ¥4,200,000

第4回Pan-Pacific Primary Angioplasty Conference 2018 （PAC18） Session7 1 ¥4,200,000

第4回PCI Optimization by Physiology And Imaging (POPAI) テーマライブ2 1 ¥1,018,518

第4回PCI Optimization by Physiology And Imaging (POPAI) ミニレクチャー 1 ¥740,741

第4回PCI Optimization by Physiology And Imaging (POPAI) ランチョンセミナー1 1 ¥648,148

第4回PCI Optimization by Physiology And Imaging (POPAI) 共催シンポジウム1 1 ¥231,481

第4回那須塩原ライブデモンストレーション PCI&EVTデモンストレーション 1 ¥2,777,778

第4回北海道DCA Club DCA臨床講演（DCAセミナー） 1 ¥92,593



B4 学会共催費
学会名称 件数 金額

学術研究助成費

第52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 教育講演1 1 ¥740,741

第53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 （関東甲信越CVIT）ショートレクチャー4 1 ¥231,481

第53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 （関東甲信越CVIT）ランチョンセミナー1 1 ¥740,741

第53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 （関東甲信越CVIT）教育講演3 1 ¥740,741

第54回日本赤十字社医学会総会 ランチョンセミナー9 1 ¥800,000

第5回CaRP Conference 企業共催セッション 1 ¥27,778

第5回日本心血管脳卒中学会学術集会 ランチョンセミナー1 1 ¥1,700,000

第6回HOEIC（Hokkaido English Intervention Conference) 1 ¥787,037

第6回YUDA LIVE Demonstration ミニレクチャー 1 ¥185,185

第6回YUDA LIVE Demonstration ライブデモンストレーション 1 ¥462,963

第6回心血管病を考える会 共催セッション 1 ¥277,778

第75回m-CTO 共催セミナー 1 ¥231,481

第76回m-CTO 共催セミナー 1 ¥231,481

第77回m-CTO 共催セミナー 1 ¥231,481

第78回m-CTO 共催セミナー 1 ¥231,481

第79回m-CTO 共催セミナー 1 ¥231,481

第7回SLENDER CLUB JAPAN WORK SHOP in Higashikani フォーカスライブ 1 ¥231,481

第80回m-CTO 共催セミナー 1 ¥231,481

第81回m-CTO 共催セミナー 1 ¥231,481

第82回m-CTO 共催セミナー 1 ¥231,481

第82回日本循環器学会学術集会 ランチョンセミナー（3/24） 1 ¥3,046,296

第82回日本循環器学会学術集会 ランチョンセミナー（3/25） 1 ¥3,046,296

第83回m-CTO 共催セミナー 1 ¥231,481

第8回宮崎県臨床工学会 ランチョンセミナー 1 ¥92,593

第8回豊橋ライブデモンストレーションコース コメディカルライブ 1 ¥3,240,740

第8回豊橋ライブデモンストレーションコース ランチョンセミナー 1 ¥3,240,741

第8回豊橋ライブデモンストレーションコース 共同企画ライブ 1 ¥3,240,741

第98回神奈川PTCA研究会 特別講演 1 ¥462,963

第99回神奈川PTCA研究会 特別講演 1 ¥462,963

第9回ECT研究会 PCI Live Demonstration 1 ¥138,889

第9回日本心臓弁膜症学会 モーニングセミナー1 1 ¥1,300,000

中国四国ライブin倉敷2018 Focus Live 1 ¥648,148



B4 学会共催費
学会名称 件数 金額

学術研究助成費

東北Complex PCI Conference (10/16) 特別講演 1 ¥277,778

東北Complex PCI Conference (10/19) 特別講演 1 ¥925,926

東北Complex PCI Conference (11/30) 特別講演 1 ¥416,667

東北Complex PCI Conference (11/6) 特別講演 1 ¥277,778

東北Complex PCI Conference (12/5) 特別講演 1 ¥277,778

東北Complex PCI Conference (3/8) 特別講演 1 ¥555,556

東北Complex PCI Conference (5/1) フォーカスライブ 1 ¥370,370

東北Complex PCI Conference (5/31) 特別講演 1 ¥925,926

東北Complex PCI Conference (6/1)特別講演 1 ¥277,778

東北Complex PCI Conference (6/27) 特別講演 1 ¥370,370

東北Complex PCI Conference (7/31) 特別講演 1 ¥370,370

東北Complex PCI Conference (8/29) 特別講演 1 ¥462,963

東北YES（Youthful Educational Spirits） Club 特別講演 1 ¥1,111,111

日本心血管インターベンション治療学会（CVIT） 第40回東海北陸地方会 コーヒーブレイクセミナー1 1 ¥462,963

日本心血管インターベンション治療学会（CVIT） 第40回東海北陸地方会 コーヒーブレイクセミナー5 1 ¥277,778

日本心血管インターベンション治療学会（CVIT） 第40回東海北陸地方会 ランチョンセミナー3 1 ¥740,741

日本心血管インターベンション治療学会（CVIT）第39回東海北陸地方会 コーヒーブレイクセミナー1 1 ¥462,963

日本心血管インターベンション治療学会（CVIT）第39回東海北陸地方会 ランチョンセミナー3 1 ¥925,926

日本心臓リハビリテーション学会 第4回北陸支部地方会 共催セミナー 1 ¥46,296

日本心不全学会チーム医療推進委員会主催教育セミナー ランチョンセミナー 1 ¥555,556

北播磨ライブデモンストレーション ファイヤーサイドセミナー 1 ¥185,185

北播磨ライブデモンストレーション フォーカスライブデモンストレーション 1 ¥231,481



C1 講師謝礼
氏名（敬称略） 施設名 所属 役職名 件数 金額
蓬原　永盛 国家公務員共済組合連合会大手前病院 臨床工学室 2 ¥61,872

青木　二郎 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

青木　直人 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター 副院長 1 ¥154,681

青島　広幸 日本赤十字社浜松赤十字病院 循環器内科 1 ¥30,936

青山　英和 医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合病院 循環器内科 部長 1 ¥51,560

赤川　英三 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院 循環器内科 部長 1 ¥51,560

赤川　拓 ＪＡ秋田厚生連由利組合総合病院 臨床工学科 2 ¥103,120

赤阪　隆史 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 教授 11 ¥1,843,795

赤澤　良太 広島県厚生農業協同組合連合会ＪＡ広島厚生連廣島総合病院 循環器内科 部長 1 ¥20,624

赤司　良平 長崎大学病院 循環器内科 1 ¥10,312

赤堀　宏州 兵庫医科大学病院 循環器内科 助教 1 ¥30,936

秋田　敬太郎 浜松医科大学医学部附属病院 循環器内科 1 ¥30,936

秋田　雄三 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会泉尾病院 循環器内科 部長 3 ¥237,176

秋満　忠郁 医療法人輝心会大分循環器病院 院長 1 ¥103,120

秋山　大樹 ＪＡ茨城県厚生連茨城西南医療センター病院 循環器内科 科長 2 ¥61,872

阿古　潤哉 北里大学病院 循環器内科 教授 5 ¥464,040

浅海　泰栄 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 冠疾患科 医長 2 ¥154,680

朝倉　靖 一般財団法人博慈会博慈会記念総合病院 第3内科循環器科 テクニカルアドバイザー 9 ¥2,194,400

浅田　紘平 医療法人社団宏和会岡村記念病院 循環器内科 2 ¥206,240

浅田　達也 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 放射線科 1 ¥10,312

浅野　拓 聖路加国際病院 循環器内科 1 ¥111,370

阿佐美　匡彦 Bern University Hospital Research Fellow 1 ¥116,351

足利　貴志 東京医科歯科大学医学部附属病院 循環器内科 教授 3 ¥309,360

足利　貴志 日本赤十字社武蔵野赤十字病院 循環器科 部長 12 ¥1,482,868

芦田　和博 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院 心臓血管センター内科 部長 11 ¥2,074,780

東　信良 旭川医科大学病院 血管・呼吸・腫瘍病態外科学分野 教授 1 ¥123,745

阿多　智之 医療法人徳洲会東京西徳洲会病院 循環器センター 副部長 1 ¥103,120

安積　佑太 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科 1 ¥30,936

阿部　顕正 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 ME科 14 ¥721,840

阿部　充 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 循環器内科 医長 1 ¥103,120

阿部　和男 山形県立中央病院 心臓血管外科 部長 1 ¥123,745

阿部　浩二 独立行政法人労働者健康福祉機構熊本労災病院 循環器内科 部長 2 ¥61,872

阿部　七郎 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 心臓・血管内科 教授 1 ¥103,120

阿部　慎太朗 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 循環器内科 医長 1 ¥103,120

安倍　大輔 東京都立墨東病院 循環器科 医長 1 ¥51,560

安部　博昭 社会医療法人愛仁会高槻病院 循環器内科 部長 2 ¥154,680

阿部　正宏 医療法人社団常仁会牛久愛和総合病院 循環器科 副院長 1 ¥103,120

阿部　昌巳 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 循環器内科 2 ¥134,056

天木　幹博 帝京大学ちば総合医療センター 循環器内科 准教授 1 ¥30,936

天木　誠 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 心不全科 4 ¥412,480

天野　哲也 愛知医科大学病院 循環器内科 教授 7 ¥781,651

天野　英夫 東邦大学医療センター大森病院 循環器内科 講師 2 ¥134,056

綾田　健士 社会医療法人寿会富永病院 循環器内科 1 ¥30,936

荒井　隆秀 慶應義塾大学病院 循環器内科 2 ¥41,248

原稿執筆料等



C1 講師謝礼
氏名（敬称略） 施設名 所属 役職名 件数 金額
蓬原　永盛 国家公務員共済組合連合会大手前病院 臨床工学室 2 ¥61,872

青木　二郎 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

原稿執筆料等

新垣　朋弘 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 循環器内科 1 ¥20,624

荒川　鉄雄 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 冠疾患科 1 ¥30,936

新崎　修 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 副院長 2 ¥103,120

嵐　弘之 東京女子医科大学病院 循環器内科 7 ¥721,840

有川　雅也 独立行政法人国立病院機構大分医療センター 循環器内科 部長 1 ¥30,936

有田　武史 九州大学病院 循環器内科 助教 3 ¥134,056

有田　豊広 医療法人愛心会東宝塚さとう病院 放射線室 2 ¥30,936

有馬　喬 医療法人徳洲会大隅鹿屋病院 循環器内科 科長 31 ¥4,176,379

有村　貴博 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院 循環器内科 1 ¥20,624

安東　治郎 東京大学医学部附属病院 循環器内科 講師 2 ¥144,368

安藤　献児 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 主任部長 2 ¥154,680

安藤　弘 医療法人財団明理会春日部中央総合病院 循環器科 部長 1 ¥103,120

安藤　博彦 愛知医科大学病院 循環器内科 准教授 5 ¥422,792

安藤　元素 医療法人社団宏和会岡村記念病院 循環器内科 2 ¥206,240

飯島　雷輔 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 講師 2 ¥134,056

飯高　一信 社会福祉法人仁生社江戸川病院 循環器内科 1 ¥30,936

飯塚　卓夫 東邦大学医療センター佐倉病院 循環器科 助教 2 ¥123,744

飯野　健二 秋田大学医学部附属病院 循環器内科 准教授 1 ¥103,120

家泉　泰宏 医療法人社団康心会湘南東部総合病院 循環器内科 1 ¥103,120

五十嵐　正 医療法人春林会華岡青洲記念心臓血管クリニック 循環器内科 医長 2 ¥103,120

五十嵐　康己 社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 循環器センター 副センター長 13 ¥1,315,816

伊苅　裕二 東海大学医学部付属病院 循環器内科 教授 7 ¥721,840

井口　朋和 社会医療法人生長会ベルランド総合病院 循環器内科 副部長 1 ¥30,936

生冨　公康 NTT東日本関東病院 循環器内科 1 ¥51,560

池岡　邦泰 ＮＴＴ西日本大阪病院 循環器内科 医長 2 ¥206,240

池田　俊太郎 愛媛大学医学部附属病院 循環器内科 循環器病センター准教授 2 ¥206,240

池田　真也 兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科 1 ¥30,936

池田　正寿 医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院 病院長 1 ¥51,560

池本　智一 日本赤十字社熊本赤十字病院 循環器内科 副部長 5 ¥319,672

石井　塁 医療法人愛心会東宝塚さとう病院 循環器内科 1 ¥103,120

石川　浩 小林病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

石川　正人 藤田保健大学病院 循環器内科 助教 10 ¥680,592

石川　有 岩手医科大学付属病院 循環器内科 助教 2 ¥144,368

石黒　晴久 医療法人広正会井上病院 理事長 1 ¥154,681

石黒　久晶 医療法人社団誠馨会新東京病院 循環器内科 副院長 1 ¥72,184

石曽根　武徳 岩手医科大学付属病院 循環器内科 助教 1 ¥103,120

石田　紀久 福岡大学西新病院 循環器内科 1 ¥30,936

石田　大 岩手医科大学付属病院 循環器内科 講師 1 ¥103,120

石戸谷　裕樹 社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院 循環器内科 1 ¥30,936

石橋　堅 広島大学病院 循環器内科 助教 3 ¥134,056

石橋　祐記 聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科 講師 8 ¥888,896

石原　昭三 社会医療法人同仁会耳原総合病院 循環器内科 副院長 7 ¥1,161,134
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蓬原　永盛 国家公務員共済組合連合会大手前病院 臨床工学室 2 ¥61,872

青木　二郎 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120
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石原　隆行 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 循環器内科 1 ¥20,624

石原　龍馬 社会医療法人河北医療財団河北総合病院 循環器内科 1 ¥103,120

石淵　かすみ 医療法人愛心会東宝塚さとう病院 循環器内科 医長 2 ¥206,240

石見　成史 独立行政法人地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター 循環器内科 1 ¥30,936

泉川　卓也 医療法人栄和会泉川病院 理事長 9 ¥1,134,326

和泉　直子 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター 循環器内科 1 ¥103,120

出雲　昌樹 聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科 講師 13 ¥804,336

伊勢川　健吾 医療法人原三信病院 循環器科 医長 1 ¥20,624

磯谷　彰宏 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 3 ¥154,680

磯村　大地 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 循環器科 3 ¥30,936

板橋　裕史 慶應義塾大学病院 循環器内科 助教 3 ¥175,304

市川　佳誉 社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺心臓脳・血管センター 循環器内科 1 ¥30,936

一戸　能麿 東京逓信病院 循環器内科 医長 1 ¥103,120

一色　高明 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 心臓血管センター　 特任副院長 1 ¥103,120

伊藤　朋晃 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 検査技師部工学課 16 ¥855,896

伊藤　智範 岩手医科大学付属病院 循環器内科 教授 7 ¥721,840

伊藤　良明 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 循環器内科 部長 15 ¥2,074,778

伊藤　勝祥 藤田保健大学病院 放射線部 4 ¥206,240

伊藤　智志 医療法人財団明理会明理会中央総合病院 循環器内科 1 ¥20,624

伊藤　大起 神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院 循環器内科 副部長 1 ¥20,624

伊藤　剛 名古屋市立大学病院 循環器内科 助教 4 ¥134,056

伊藤　竜太 医療法人偕行会名古屋共立病院 循環器内科 副部長 3 ¥72,184

稲垣　裕 草加市立病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

稲永　慶太 麻生飯塚病院 循環器内科 1 ¥20,624

稲葉　慎二 喜多医師会病院 循環器内科 部長 1 ¥72,184

猪野　靖 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 講師 5 ¥402,168

井上　享三 一般財団法人住友病院 循環器内科 1 ¥51,560

井上　敬測 医療法人社団高邦会福岡山王病院 循環器内科 1 ¥30,936

井上　裕之 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 循環器内科 1 ¥30,936

井上　陽介 公立陶生病院 循環器内科 部長 1 ¥10,312

猪之奥　香織 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 看護部 1 ¥30,936

井口　貴文 埼玉医科大学総合医療センター 心臓内科 1 ¥103,120

井口　孝介 医療法人社団シマダ 嶋田病院 循環器内科 部長 1 ¥154,681

今井　斎博 社会医療法人孝仁会北海道大野病院 循環器内科 医長 2 ¥61,872

井村　慎志 医療法人社団宏和会岡村記念病院 循環器内科 5 ¥422,792

入江　大介 日本赤十字社京都第二赤十字病院 循環器内科 1 ¥30,936

岩城　卓 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 循環器内科 部長 5 ¥433,104

岩田　敦 福岡大学病院 循環器内科 講師 1 ¥103,120

岩瀧　麻衣 産業医科大学病院 循環器内科 講師 1 ¥82,496

岩田　周耕 名寄市立総合病院 救急科 1 ¥20,624

岩渕　薫 大崎市民病院 循環器内科 副院長 1 ¥51,560

岩淵　成志 琉球大学医学部附属病院 第三内科 教授 1 ¥103,120
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岩間　眞 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 循環器内科 医長 7 ¥216,552

岩見　孝景 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 循環器内科 副主任部長 2 ¥61,872

上田　浩徳 県立広島病院 循環器内科 主任部長 1 ¥51,560

上谷　晃由 愛媛大学医学部附属病院 循環器内科 講師 6 ¥546,536

上田　政尊 久留米大学病院 臨床検査部 1 ¥51,560

上野　勝己 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院 循環器内科 心臓疾患センター長 1 ¥103,120

上野　貴弘 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 循環器内科 1 ¥30,936

上野　博志 富山大学附属病院 循環器内科 診療准教授 3 72,184

上野　雅史 学校法人近畿大学医学部 循環器内科学 講師 1 72,184

上原　裕規 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 循環器内科 部長 11 855,896

上原　良樹 医療法人桜丘会水戸ブレインハートセンター 循環器内科 部長 5 515,600

上村　史朗 川崎医科大学附属病院 循環器内科 教授 11 1,433,372

植村　祐介 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 循環器内科 循環器診療部長 2 41,248

上山　力 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 循環器内科 医長 1 51,560

牛丸　俊平 洛和会ヘルスケアシステム洛和会音羽病院 心臓内科 2 82,496

臼井　公人 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 循環器内科 部長兼心血管カテーテル室長 3 309,360

碓井　伸一 JR東京総合病院 循環器内科 主任医長 1 103,120

臼杵　大介 日本赤十字社京都第二赤十字病院 臨床工学科 2 103,120

内田　英二 一般財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院 総合診療科 部長 1 51,560

内田　耕資 萩市民病院 循環器内科 1 51,560

梅地　恭子 社会医療法人天神会新古賀病院 循環器内科 医長 1 30,936

梅津　拓史 一般財団法人恵愛会聖隷富士病院 循環器内科 部長 4 360,920

梅原　英太郎 医療法人医和基会戸畑総合病院 循環器内科 2 134,056

梅村　茂雄 関西医科大学附属病院 循環器内科 助教 1 30,936

梅村　聡 医療法人社団適塾会よどがわ内科クリニック 理事長 1 10,312

梅本　朋幸 東京医科歯科大学医学部附属病院 循環器内科 1 10,312

卜部　洋司 県立広島病院 循環器内科 部長 1 30,936

上徳　豊和 九州大学病院 循環器内科 助教 2 206,240

江島　健一 地方独立行政法人佐賀医療センター好生館 循環器内科 部長 1 51,560

衛藤　俊祐 医療法人徳洲会大隅鹿屋病院 МＥ科 1 10,312

榎本　志保 社会福祉法人恩財団大阪府済生会野江病院 循環器内科 副部長 1 30,936

海老澤　聡一朗 信州大学医学部附属病院　 循環器内科 統括医長 2 20,624

江村　寛之 鹿児島大学病院 臨床技術部臨床工学部門 2 41,248

遠藤　彩佳 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 循環器内科 副医長 1 20,624

遠藤　豊宏 一般財団法人津山慈風会津山中央病院 循環器内科 1 103,120

遠藤　昭博 島根大学医学部附属病院 循環器内科 副診療科長 1 20,624

遠藤　彰 社会医療法人駿甲会甲賀病院 循環器内科 1 51,560

及川　裕二 公益財団法人心臓血管研究所付属病院 循環器内科 冠動脈疾患担当部長 35 3,357,588

近江　哲生 国立災害医療センター 循環器内科 1 10,312

大久保　宗則 岐阜ハートセンター 循環器内科 部長 1 222,740

大久保　亮 東邦大学医療センター大森病院 循環器内科 助教 3 123,744

大倉　宏之 奈良県立医科大学附属病院 循環器内科 准教授 2 206,240



C1 講師謝礼
氏名（敬称略） 施設名 所属 役職名 件数 金額
蓬原　永盛 国家公務員共済組合連合会大手前病院 臨床工学室 2 ¥61,872

青木　二郎 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

原稿執筆料等

大坂　薫平 医療法人アリス会京町内科病院 循環器内科 1 20,624

大里　和雄 特定医療法人福井心臓血圧センター福井循環器病院 循環器内科 部長 2 206,240

大島　清孝 市立宇和島病院 循環器内科 科長兼救命救急センター副センター長 1 30,936

大城　康一 医療法人おもと会大浜第一病院 院長 1 20,624

大城　秀太 社会医療法人明石医療センター 臨床工学科 2 61,872

太田　雄輔 社会医療法人新潟勤労者医療協会下越病院 循環器内科 1 103,120

太田　啓祐 医療法人財団康生会武田病院 循環器センター 1 30,936

大竹　秀樹 一般財団法人大原綜合病院 循環器内科 主任部長 1 20,624

大竹　寛雅 神戸大学医学部附属病院 循環器内科 講師 3 309,360

太田　賢一 医療法人社団一成会たちばな台病院 循環器内科 副院長 6 618,720

大谷　速人 浜松医科大学医学部附属病院 循環器内科 講師 2 103,120

太田　洋 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 循環器内科 主任部長 5 439,292

大塚　龍彦 Bern University Hospital 1 116,351

大塚　雅也 独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 循環器内科 部長 1 51,560

大塚　文之 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 冠疾患科 11 1,082,760

大塚　頼隆 医療法人輝栄会福岡輝栄会病院 循環器内科 副院長 6 876,525

大辻　悟 医療法人愛心会東宝塚さとう病院 循環器内科 副院長 14 1,734,488

大西　俊成 大阪大学医学部附属病院　 循環器内科 特任助教 2 144,368

大野　泰良 名古屋市立緑市民病院 循環器内科 部長 1 51,560

大橋　潤一 医療法人SHIODA塩田記念病院 循環器内科 内科部長 1 20,624

大橋　紀彦 日本赤十字社広島赤十字・原爆病院 循環器内科 副部長 2 51,560

大庭　百合賀 国家公務員共済組合連合会千早病院 循環器内科 部長 2 206,240

大平　洋司 社会福祉法人仁生社江戸川病院 循環器内科 副院長 4 257,800

近江　晃樹 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院 循環器内科 科長 2 123,744

大森　寛行 岐阜ハートセンター 循環器内科 1 10,312

大谷　賢一 地方独立行政法人新小山市民病院 循環器内科 副院長 1 51,560

大家　理伸 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科 副医長 2 206,240

大和田　尊之 日本赤十字社福島赤十字病院 循環器内科 部長 1 103,120

岡　俊治 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 循環器内科 医長 3 61,872

岡　明宏 住友別子病院 循環器内科 1 30,936

岡崎　雄介 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 循環器内科 主任医長 2 51,560

岡崎　真也 順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科 准教授 5 874,460

小笠原　惇 社会医療法人孝仁会釧路考仁会記念病院 循環器内科 1 103,120

小笠原　康夫 学校法人川崎学園川崎医療福祉大学 医療技術学部 特任教授 1 51,560

尾形　和則 気仙沼市立病院 循環器内科 診療部長 1 103,120

岡田　興造 横浜市立大学附属市民総合医療センター 循環器内科 1 51,560

岡田　知明 香川県立中央病院 循環器内科 医長 2 154,680

緒方　信彦 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 循環器内科 科長 2 154,680

岡田　尚之 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 心血管カテーテル治療科 部長 17 2,056,218

岡田　正治 滋賀県立総合病院 循環器内科 科長 1 51,560

岡田　裕介 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 放射線科 2 30,936

岡村　誉之 山口大学医学部附属病院 循環器内科（第二内科） 講師 10 794,024



C1 講師謝礼
氏名（敬称略） 施設名 所属 役職名 件数 金額
蓬原　永盛 国家公務員共済組合連合会大手前病院 臨床工学室 2 ¥61,872

青木　二郎 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

原稿執筆料等

岡村　篤徳 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 循環器内科 部長 10 1,660,236

岡本　慎 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 循環器内科 主任 2 82,496

岡本　典子 医療法人新生会高の原中央病院 看護部 2 30,936

岡山　英樹 愛媛県立中央病院 循環器内科 循環器病センター長 3 278,424

岡　由香里 医療法人医和基会戸畑総合病院 1 30,936

小川　崇之 東京慈恵会医科大学附属病院 循環器内科 准教授 2 206,240

荻田　学 順天堂大学医学部附属静岡病院 循環器内科 准教授 2 206,240

於久　幸治 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 循環器内科 医長 6 237,176

奥津　匡暁 川崎医科大学総合医療センター 内科 医長 3 206,240

奥村　弘史 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 1 103,120

桶家　一恭 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 循環器内科 診療部長兼CCU部長 2 61,872

尾崎　俊介 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 循環器内科 2 123,744

尾崎　和幸 国立大学法人新潟大学大学院 医歯学総合研究科循環器内科学 准教授 1 72,184

尾﨑　就一 独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院 循環器科 部長 1 20,624

尾崎　行男 藤田保健大学病院 循環器内科 教授 3 309,360

小島　栄治 ＪＡ茨城県厚生連水戸協同病院 循環器内科 科長 1 103,120

小田　強 島根県立中央病院 循環器内科 部長 1 20,624

落合　正彦 昭和大学横浜市北部病院 循環器内科 教授 23 5,698,456

小沼　芳信 Erasmus University Medical Center 3 304,841

小野　史朗 社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院 副院長 9 1,043,579

小野　太祐 日本赤十字社北見赤十字病院 循環器内科 第二循環器内科部長 2 206,240

小野寺　健太 社会福祉法人同愛記念病院財団同愛記念病院 循環器科 1 20,624

小野　真菜美 社会医療法人大雄会総合大雄会病院 循環器内科 2 41,248

尾畑　純栄 山梨大学医学部附属病院 循環器内科 1 103,120

小船井　光太郎 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 部長 1 103,120

折田　裕一 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 循環器内科 医長 1 20,624

開發　謙次 社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院 循環器内科 科長 1 103,120

嘉数　敦 社会医療法人友愛会豊見城中央病院 循環器内科 1 103,120

柿崎　俊介 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 1 51,560

鍵山　俊太郎 公立学校共済組合九州中央病院 内科 高血圧・心血管内科部長 1 103,120

影山　茂貴 静岡市立静岡病院 循環器内科 医長 2 61,872

景山　倫也 日本赤十字社那須赤十字病院 循環器内科 部長 2 123,744

笠原　哲治 千葉大学医学部附属病院 放射線部 2 103,120

笠原　卓 自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器内科 1 51,560

鹿島　由史 医療法人札幌ハートセンター札幌心臓血管クリニック 循環器内科 副院長 2 64,346

加治屋　崇 社会医療法人天陽会中央病院 循環器内科 3 134,056

柏木　大嗣 三田市民病院 循環器内科 副医長 1 30,936

梶原　博司 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 臨床検査科 1 10,312

数野　祥郎 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 循環器内科 医長 2 113,432

片岡　亨 社会医療法人生長会ベルランド総合病院 循環器内科 部長 2 61,872

片岡　明久 帝京大学医学部附属病院 循環器内科 講師 3 195,928

片岡　一明 名張市立病院 循環器内科 部長 4 360,920
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蓬原　永盛 国家公務員共済組合連合会大手前病院 臨床工学室 2 ¥61,872

青木　二郎 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120
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片岡　有 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 冠疾患科 医長 2 154,680

片山　祐介 国立病院機構岩国医療センター 循環器内科 医長 2 72,184

片山　陽介 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 助教 1 51,560

香月　与志夫 医療法人シーエムエス杉循環器内科病院 循環器内科 副院長 2 61,872

勝田　洋輔 福岡大学西新病院 副院長 1 154,681

勝田　省嗣 日本赤十字社富山赤十字病院 第2循環器内科 部長 2 41,248

加藤　伸郎 医療法人王子総合病院 循環器内科 主任科長 1 20,624

加藤　修 （所属なし） 2 206,240

加藤　誉史 地方独立行政法人三重県立総合医療センター 循環器内科 1 30,936

加藤　崇 医療法人徳洲会松原徳洲会病院 循環器内科 医長 1 103,120

加藤　拓 洛和会ヘルスケアシステム洛和会音羽病院 心臓内科 医長 2 82,496

加藤　大雅 福井県立病院 循環器内科 医長 1 103,120

加藤　大雅 加賀市医療センター　 循環器内科 医長 3 185,616

加藤　成貴 名張市立病院 循環器内科 2 103,120

加藤　隆一 社会医療法人大和会東大和病院 循環器科 センター長・科長 3 226,864

門田　一繁 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科 副院長 14 1,443,681

角谷　誠 地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院 心臓血管センター 副センター長 3 257,800

金沢　武哲 日本赤十字社大阪赤十字病院 循環器内科 1 30,936

金澤　英明 慶應義塾大学病院 循環器内科 1 30,936

金地　嘉久 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 循環器内科 1 103,120

金谷　智明 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 心臓・血管内科 講師 3 206,240

金子　英弘 東京大学医学部附属病院 循環器内科 助教 2 154,680

金子　匡行 社会医療法人敬和会大分岡病院 循環器内科 部長 1 30,936

金子　伸吾 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 循環器内科 部長 2 154,680

嘉納　寛人 公益財団法人心臓血管研究所付属病院 循環器内科 医長 2 51,560

鎌田　祐介 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 循環器内科 1 10,312

上運天　均 大分県立病院 循環器内科 副部長 1 20,624

上川　滋 岡山ハートクリニック 内科 主任医長 1 103,120

神島　一帆 佼成病院 循環器内科 2 51,560

神畠　宏 関西医科大学附属病院 循環器内科 准教授 1 30,936

上森　光洋 社会医療法人天陽会中央病院 臨床工学部 技士長 1 30,936

神谷　宏樹 岐阜ハートセンター 循環器内科 部長 1 103,120

亀井　俊治 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 循環器内科 1 30,936

亀谷　良介 医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合病院 循環器内科 副院長 1 103,120

亀山　剛義 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 助教 1 72,184

鴨井　大典 医療法人偕行会名古屋共立病院 循環器内科 副院長 2 92,808

辛島　千尋 独立行政法人国立病院機構別府医療センター 循環器内科 1 10,312

川井　和哉 社会医療法人近森会近森病院 循環器内科 副院長・主任部長 4 360,920

河合　勇介 岡山市立市民病院 循環器内科 主任医長 2 123,744

川上　大志 愛媛大学医学部附属病院 循環器内科 1 51,560

川上　崇史 慶應義塾大学病院 循環器内科 講師 1 30,936

川上　秀生 愛媛県立今治病院 副院長 1 103,120
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川口　克廣 小牧市民病院 副院長 1 103,120

川口　朋宏 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 1 10,312

川口　由高 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 循環器科 医長 2 103,120

川﨑　友裕 社会医療法人天神会新古賀病院 副院長 21 2,281,017

川崎　雅規 岐阜大学医学部附属病院 循環器内科 准教授 1 103,120

川島　朋之 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 循環器内科 4 412,480

川嶋　秀幸 帝京大学医学部附属病院 循環器内科 4 360,920

川尻　健司 医療法人徳洲会松原徳洲会病院 循環器内科 部長 2 103,120

川瀬　共治 独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 循環器内科 部長 2 51,560

川瀬　世史明 岐阜ハートセンター 循環器内科 部長 9 1,004,392

川添　理代 東邦大学医療センター佐倉病院 循環器科 助教 1 103,120

河田　正仁 社会医療法人明石医療センター 循環器内科 副院長 3 278,424

河藤　壮平 岡山ハートクリニック 臨床工学 技士長 1 30,936

川俣　哲也 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 循環器内科 副科長 1 103,120

川満　克紀 特定医療法人沖縄徳洲会南部徳洲会病院 副院長 1 20,624

川村　敬一 社会医療法人将道会総合南東北病院 循環器科 1 103,120

河村　洋太 東海大学医学部付属八王子病院 循環器内科 講師 1 103,120

河村　朗夫 i国際医療福祉大学大学院医学部 循環器内科 主任教授 1 103,120

川村　一太 岐阜ハートセンター 循環器内科 部長 1 51,560

川村　克年 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 放射線科 2 103,120

川村　奈津美 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 循環器内科 1 30,936

川本　浩禎 医療法人社団誠馨会新東京病院 心臓内科 2 206,240

神田　大輔 鹿児島大学病院 心臓血管内科 助教 4 175,304

菅　好文 医療法人社団アブラハムクラブベテスダクリニック 院長 1 51,560

菊田　雄悦 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 2 175,304

菊池　宏信 東京大学医学部附属病院 循環器内科 助教 1 30,936

菊池　篤志 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター 心臓内科 診療主任 1 10,312

菊池　達郎 社会福祉法人仁生社江戸川病院 循環器内科 医長 12 959,016

木﨑　嘉久 社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 循環器内科 副院長 1 51,560

岸　宏一 日本赤十字社徳島赤十字病院 循環器内科 第三循環器内科部長 8 928,083

木島　幹博 公益財団法人星総合病院 循環器内科 特任病院長 5 402,168

岸　幹夫 NTT東日本関東病院 循環器内科 1 20,624

北川　勝英 金沢医科大学病院 循環器内科 4 268,112

北園　恵理 社会医療法人天陽会中央病院 看護部 主任 1 10,312

木谷　俊介 社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 循環器センター 2 41,248

北端　宏規 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 講師 6 443,416

北村　哲也 ＪＡ三重厚生連鈴鹿中央総合病院 循環器内科 診療部長 5 515,600

北山　道彦 金沢医科大学病院 心血管カテーテル治療科 教授 1 103,120

喜多　領一 医療法人橘会東住吉森本病院 臨床検査科 2 30,936

木下　法之 医療法人財団康生会武田病院 循環器センター 部長 4 257,800

木下　順久 豊橋ハートセンター 循環器内科 部長 3 309,360

木村　琢巳 岩手医科大学付属病院 循環器内科 助教 1 103,120



C1 講師謝礼
氏名（敬称略） 施設名 所属 役職名 件数 金額
蓬原　永盛 国家公務員共済組合連合会大手前病院 臨床工学室 2 ¥61,872

青木　二郎 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

原稿執筆料等

木村　茂樹 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 循環器内科 部長 2 154,680

木村　剛 京都大学医学部附属病院 循環器内科 教授 3 317,610

木村　俊之 公益財団法人宮崎市郡医師会宮崎市郡医師会病院 循環器内科 医長 1 103,120

木村　舞 慶應義塾大学病院 循環器内科 1 10,312

木村　祐之 医療法人広島ハートセンター広島心臓血管クリニック 院長 2 154,680

許　永勝 草津ハートセンター 院長 4 360,920

興野　寛幸 帝京大学医学部附属病院 循環器内科 講師 1 51,560

清岡　崇彦 東海大学医学部付属大磯病院 循環器内科 准教授 2 72,184

清末　有宏 東京大学医学部附属病院 循環器内科 1 10,312

櫛引　基 青森県立中央病院 循環器科 副部長 2 206,240

楠本　三郎 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 循環器内科 医長 1 103,120

口ノ町　俊嗣 豊橋ハートセンター 診療放射線科 1 20,624

工藤　丈明 都城市郡医師会病院 循環器内科 1 55,685

工藤　俊 いわき市立総合磐城共立病院 循環器内科 科長 1 51,560

國井　浩行 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 循環器内科 講師 1 51,560

國田　英司 地方独立行政法人広島市立病院機広島市立安佐市民病院 循環器内科 部長 1 20,624

久保　隆史 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 准教授 14 1,350,872

久保　俊介 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科 副医長 1 30,936

窪田　龍二 ＪＡ愛知厚生連豊田厚生病院 循環器内科 外来部長 3 144,368

熊谷　宗一郎 愛北ハートクリニック 副院長 1 30,936

熊谷　治士 都城市郡医師会病院 循環器内科 8 824,960

久米　輝善 川崎医科大学附属病院 循環器内科 医長 13 1,113,696

蔵満　昭一 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 副部長 6 474,352

栗田　泰郎 三重大学医学部附属病院 循環器内科 講師 1 10,312

栗山　根廣 公益財団法人宮崎市郡医師会宮崎市郡医師会病院 循環器内科 科長 18 1,629,297

車谷　容子 公益社団法人山梨勤労者医療協会 循環器内科 副院長 1 51,560

黒川　宗雄 奈良県立医科大学附属病院 医療技術センター 1 10,312

黒木　一公 宮崎県立延岡病院 循環器内科 医長 5 206,240

黒木　崇文 医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院 循環器センター 医長 1 51,560

黒嶋　健起 医療法人北晨会恵み野病院 循環器内科 医長 1 10,312

黒田　優 社会医療法人明石医療センター 循環器内科 医長 2 144,368

黑田　優 社会医療法人明石医療センター 循環器内科 医長 1 103,120

桑木　恒 社会医療法人寿会富永病院 循環器内科 1 30,936

桑野　孝志 福岡大学病院 循環器内科 講師 2 134,056

桑原　宏一郎 信州大学医学部附属病院　 循環器内科 教授 1 103,120

桑原　大門 公益財団法人宮崎市郡医師会宮崎市郡医師会病院 循環器内科 1 103,120

小池　達也 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科 1 103,120

小池　明広 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター 循環器科 医長 1 30,936

小池　直樹 伊南行政組合昭和伊南総合病院 循環器内科 医長 1 103,120

小岩屋　宏 公益財団法人宮崎市郡医師会宮崎市郡医師会病院 循環器内科 医長 4 412,480

高亀　則博 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 1 103,120

香坂　俊 慶應義塾大学病院 循環器内科 特任講師 1 103,120
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高武　佳代 社会福祉法人恩賜財団済生会福岡県済生会福岡総合病院 放射線科 1 20,624

上月　周 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 11 824,960

上妻　謙 帝京大学医学部附属病院 循環器内科 教授 4 527,977

黄　俊憲 日本医科大学多摩永山病院 循環器内科 助教 1 20,624

神波　裕 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 循環器内科 1 72,184

古賀　聖士 長崎大学病院 循環器内科 病院講師 7 546,536

古賀　久士 社会医療法人天神会新古賀病院 循環器内科 部長 9 649,656

古賀　英信 社会医療法人財団池友会新行橋病院 循環器内科 部長 12 1,856,172

古閑　靖章 大分県立病院 循環器内科 副部長 5 123,744

國分　宣明 北海道公立大学法人札幌医科大学 医学部循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 助教 2 154,680

古財　敏之 日本赤十字社福岡赤十字病院 循環器内科 部長 2 154,680

小崎　遼太 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院 循環器内科 1 51,560

越田　亮司 豊橋ハートセンター 循環器内科 部長 4 340,296

小島　秀規 公益財団法人天理よろづ相談所病院 総合内科 1 30,936

腰山　博昭 医療法人社団養生館苫小牧日翔病院 循環器内科 5 515,600

小関　啓太 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 1 10,312

小瀬戸　一平 鹿児島大学病院 心臓血管内科 1 20,624

兒玉　和久 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 循環器内科 1 103,120

児玉　隆秀 国家共済虎の門病院 循環器内科 医長 3 144,368

後藤　園香 Hospital Clinic San Carlos Research Fellow 1 111,370

後藤　洋平 公益社団法人函館市医師会函館市医師会病院 循環器科 医長 2 51,560

小林　克行 柏厚生総合病院 循環器内科 部長 1 30,936

小林　健 医療法人札幌ハートセンター札幌心臓血管クリニック 循環器内科 副部長 1 30,936

小林　宣明 日本医科大学千葉北総病院 集中治療室 1 72,184

小林　智子 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 心臓血管センター・内科 部長 1 51,560

小林　範弘 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 循環器内科 医長 4 360,920

小林　正和 浜松医療センター 循環器内科 医長 2 309,362

小林　欣夫 国立大学法人千葉大学大学院医学研究院 循環器内科学 教授 5 515,600

小堀　裕一 医療法人社団東光会戸田中央総合病院 心臓血管センター内科 副部長 2 206,240

小松　稔典 日本赤十字社長野赤十字病院 循環器内科 1 103,120

小松　宣夫 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 循環器内科 循環器センター次長 1 51,560

小村　泰雄 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院 心臓血管センター センター長 1 103,120

小森田　翔 社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院 臨床工学科 3 92,808

子安　正純 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 循環器内科 CCU部長 1 20,624

小山　幸平 杏林大学医学部付属病院 循環器内科 助教 9 787,838

小山　右文 医療法人徳洲会湘南藤沢徳洲会病院 循環器内科 1 103,120

小山　豊 医療法人社団森と海東京蒲田病院 院長 8 1,237,448

御領　豊 地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県総合医療センター 循環器内科 医長 2 92,808

金剛寺　謙 杏林大学医学部付属病院 循環器内科 講師 2 206,240

近藤　裕樹 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院 循環器内科 副部長 2 82,496

近藤　克洋 公益財団法人健和会健和会大手町病院 循環器内科 部長 1 20,624

権藤　公樹 社会福祉法人恩賜財団済生会福岡県済生会福岡総合病院 循環器内科 医長 1 30,936
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近藤　承一 社会医療法人財団池友会新小文字病院 循環器内科 部長 1 20,624

齊木　力 東海大学医学部付属病院 診療技術部 3 154,680

三枝　達也 信州大学医学部附属病院　 循環器内科 講師 3 226,864

齊藤　竜平 金沢医科大学病院 循環器内科 1 51,560

齋藤　滋 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科 総長 5 453,728

齋藤　聡男 社会医療法人弘道会守口生野記念病院 循環器内科 副部長 1 103,120

齋藤　聡男 地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター 循環器内科 医長 1 30,936

齋藤　成達 京都大学医学部附属病院 循環器内科 特定講師 3 154,680

斎藤　誉宏 社会医療法人峰和会鈴鹿回生病院 循環器内科 副院長 1 51,560

齋藤　裕 公立八女総合病院 心臓・血管内科 部長 1 30,936

佐伯　秀幸 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 循環器内科 部長 1 20,624

竿崎　佑弥 医療法人春林会華岡青洲記念心臓血管クリニック 臨床工学部 1 30,936

境野　成次 天草郡市医師会立天草地域医療センター 循環器科 部長 1 51,560

坂井　正孝 医療法人さかい循環器内科クリニック 院長 2 144,368

坂倉　建一 自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器内科 准教授 1 51,560

坂下　徳 日本赤十字社小川赤十字病院 循環器科 1 30,936

坂田　憲治 金沢大学附属病院 循環器内科 講師 5 257,800

坂根　和志 大阪医科大学附属病院 循環器内科 1 10,312

坂上　祐司 医療法人橘会東住吉森本病院 循環器内科 部長 1 103,120

坂元　敦 医療法人財団明理会イムス富士見総合病院 循環器内科 部長 4 268,112

坂本　裕樹 地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院 循環器内科 部長 3 257,800

坂本　憲治 熊本大学病院 循環器内科 講師 2 103,120

坂本　知浩 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 循環器内科 部長 5 416,605

阪本　亮平 社会医療法人明和会中通総合病院 循環器内科 科長 3 206,240

佐久間　儀広 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 循環器内科 医長 1 30,936

櫻井　将之 医療法人社団誠高会おおたかの森病院 循環器内科 科長 4 255,738

櫻井　馨 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 循環器内科 科長 2 206,240

櫻井　慎一郎 愛知医科大学病院 循環器内科 講師 1 51,560

酒見　拓矢 麻生飯塚病院 循環器内科 2 41,248

佐々木　諭 社会医療法人愛仁会高槻病院 循環器内科 2 134,056

佐々木　洋平 公益社団法人福岡医療団千鳥橋病院 循環器内科 医長 1 20,624

貞松　研二 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 循環器内科 診療部長 1 51,560

佐藤　勝彦 医療法人札幌ハートセンター札幌心臓血管クリニック 理事兼CCMO 1 103,120

佐藤　修司 東邦大学医療センター佐倉病院 循環器科 助教 2 154,680

佐藤　俊輔 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 心臓血管外科 医長 1 72,184

佐藤　貴雄 医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院 循環器内科 医長 4 309,360

佐藤　匡也 一般財団法人温知会会津中央病院 循環器科 1 30,936

佐藤　匡也 公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院 循環器科 循環器インターベンションセンター長 3 206,240

佐藤　優 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 1 51,560

佐藤　暢祐 社会医療法人大雄会総合大雄会病院 循環器内科 医長 1 30,936

里田　雅彦 医療法人社団栄悠会綾瀬循環器病院 循環器内科 2 214,490

三軒　豪仁 日本医科大学付属病院 循環器内科 助教 1 20,624



C1 講師謝礼
氏名（敬称略） 施設名 所属 役職名 件数 金額
蓬原　永盛 国家公務員共済組合連合会大手前病院 臨床工学室 2 ¥61,872

青木　二郎 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

原稿執筆料等

塩田　隆弘 Cedars-Sinai Medical Center 1 111,370

塩出　宣雄 独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 循環器内科 部長 3 257,800

塩野　泰紹 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 助教 5 402,168

塩見　紘樹 京都大学医学部附属病院 循環器内科 病院特定助教 1 30,936

重松　達哉 愛媛県立中央病院 循環器内科 室長 1 30,936

重見　晋 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 循環器内科 医長 1 30,936

宍倉　大介 大阪医科大学附属病院 循環器内科 1 23,269

宍戸　晃基 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科 医長 3 185,616

志手　淳也 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 副院長 27 3,044,107

柴田　浩遵 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 13 969,328

柴田　直紀 一宮市立市民病院 循環器内科 3 123,744

柴田　祐作 日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 助教 1 51,560

柴田　剛徳 公益財団法人宮崎市郡医師会宮崎市郡医師会病院 循環器内科 副院長兼心臓病ｾﾝﾀｰ長 33 3,794,832

柴田　義久 日本赤十字社名古屋第一赤十字病院 循環器内科 第二循環器内科部長 1 72,184

渋井　敬志 東京都立広尾病院 循環器内科 部長 1 51,560

嶋村　邦宏 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 助教 4 268,112

清水　規隆 医療法人光陽会磯子中央病院 循環器内科 部長 4 412,480

清水　昭吾 医療法人健仁会益子病院 副院長 3 309,360

清水　速人 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 臨床検査技術部 室長 6 360,920

清水　眞澄 医療法人同仁会（社団）京都九条病院 循環器内科 1 103,120

清水　渉 学校法人日本医科大学 循環器内科学 大学院教授 1 103,120

志村　吏左 日本赤十字社横浜市立みなと赤十字病院 循環器内科 医長 1 20,624

下岡　良典 医療法人北晨会恵み野病院 3 72,184

下地　顕一郎 社会福祉法人恩寵財団済生会支部済生会宇都宮病院 循環器内科 医長・心臓カテーテルセンター長 5 299,048

下田　祐大 岩手医科大学付属病院 循環器内科 助教 1 103,120

下田　義晃 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 循環器内科 1 30,936

下浜　孝郎 北里大学病院 循環器内科 講師 5 515,600

下村　光洋 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 循環器内科 部長 3 154,680

下村　英紀 医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 副院長 5 670,283

重城　健太郎 東京女子医科大学病院 循環器内科 1 10,312

白井　伸一 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 部長 1 10,312

白樫　貴宏 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 臨床工学技術部 17 876,520

白記　達也 国立大学法人大阪大学大学院 医学研究科循環器内科学 1 30,936

白坂　明広 医療法人医仁会武田総合病院 循環器内科 部長 2 206,240

城田　欣也 日本赤十字社松江赤十字病院 循環器内科 部長 2 154,680

新家　俊郎 昭和大学病院 循環器内科 教授 7 773,401

新家　俊郎 神戸大学医学部附属病院 循環器内科 准教授 2 206,240

進士　和也 医療法人財団明徳会総合新川橋病院 心臓血管センター 副センター長 2 206,240

新谷　陽道 医療法人社団愛友会三郷中央総合病院 循環器内科 部長 5 567,161

進藤　直久 医療法人社団武蔵野会新座志木中央総合病院 循環器内科 部長 1 103,120

陣内　俊和 日本赤十字社大津赤十字病院 循環器内科 副部長 1 51,560

末武　修史 社会医療法人新潟勤労者医療協会下越病院 循環器内科 副院長 1 103,120



C1 講師謝礼
氏名（敬称略） 施設名 所属 役職名 件数 金額
蓬原　永盛 国家公務員共済組合連合会大手前病院 臨床工学室 2 ¥61,872

青木　二郎 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120
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末永　慎吾 医療法人社団埼玉巨樹の会新久喜総合病院 循環器内科 1 103,120

末松　延裕 社会福祉法人恩賜財団済生会福岡県済生会福岡総合病院 循環器内科 部長 6 505,290

菅根　裕紀 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 冠疾患科 1 30,936

菅野　晃靖 公立大学法人横浜市立大学 循環器・腎臓内科学 准教授 4 329,984

管家　鉄平 医療法人春林会華岡青洲記念心臓血管クリニック 循環器内科 医長 4 319,672

菅原　重生 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院 循環器内科 循環器センター長 1 103,120

杉　正文 いわき市立総合磐城共立病院 循環器内科 副院長 1 103,120

杉浦　純一 市立奈良病院 循環器内科 1 30,936

杉　佳紀 埼玉医科大学総合医療センター 心臓内科 講師 1 103,120

杉野　浩 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 循環器内科 科長 1 41,248

杉原　充 福岡大学病院 循環器内科 講師 1 103,120

杉本　篤彦 神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院 循環器内科 部長 1 103,120

助川　博章 東京歯科大学市川総合病院 循環器内科 1 10,312

菅野　道貴 医療法人社団高邦会福岡山王病院 循環器内科 1 103,120

鈴鹿　裕城 社会医療法人同仁会耳原総合病院 循環器内科 部長 1 10,312

鈴木　隆司 公益社団法人北海道勤労者医療協会勤医協中央病院 循環器内科 心臓血管センター長 1 51,560

鈴木　孝英 ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 循環器科 医長 3 346,484

鈴木　洋 昭和大学藤が丘病院 循環器内科 教授 2 175,304

鈴木　裕之 社会福祉法人仁生社江戸川病院 臨床工学科 2 82,496

鈴木　由香 東北大学病院臨床推進センター 1 103,120

鈴木　昭博 愛知医科大学病院 循環器内科 2 51,560

鈴木　克也 東京女子医科大学八千代医療センター 循環器内科 1 51,560

鈴木　健一朗 東京慈恵会医科大学附属柏病院 循環器内科 1 30,936

鈴木　孝彦 豊橋ハートセンター 院長 2 206,240

鈴木　伸明 帝京大学医学部附属溝口病院 循環器内科 准教授 2 154,680

鈴木　頼快 名古屋ハートセンター 循環器内科 診療部長 1 103,120

鈴山　寛人 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 循環器内科 1 103,120

角辻　暁 国立大学法人大阪大学大学院 医学系研究科先進心血管治療学寄附講座 教授 10 1,443,688

諏訪　哲 順天堂大学医学部附属静岡病院 循環器内科 准教授 3 257,800

清家　史靖 愛媛大学医学部附属病院 循環器内科 24 2,103,648

清野　義胤 公益財団法人星総合病院 循環器内科 部長 5 247,488

瀬川　潤 医療法人社団誠心会萩原中央病院 循環器・心臓内科 1 103,120

関口　誠 日本赤十字社深谷赤十字病院 循環器科 副部長 5 746,590

関　拓紀 公立学校共済組合九州中央病院 内科 1 20,624

瀬戸口　雅彦 東京都公社 多摩南部地域病院 循環器内科 1 20,624

芹川　威 社会医療法人財団池友会福岡和白病院 循環器内科 部長 24 2,761,560

全　完 京都府立医科大学附属病院 循環器内科 講師 5 515,600

添田　禎之 社会福祉法人恩賜財団済生会福岡県済生会福岡総合病院 放射線科 1 20,624

添田　恒有 奈良県立医科大学附属病院 循環器内科 助教 2 144,368

添田　信之 公益財団法人星総合病院 臨床工学科 技士長 7 391,856

曽我　芳光 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 部長 1 103,120

外海　洋平 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 循環器内科 副医長 8 802,274
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園田　信成 産業医科大学病院 循環器内科 准教授 12 1,216,817

園村　恭子 医療法人SHIODA塩田記念病院 看護部 部長 1 72,184

高石　博史 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 循環器内科 部長 1 103,120

髙川　芳勅 小樽市立病院 循環器内科 医療部長 1 51,560

髙木　健督 大垣市民病院 循環器内科 医長 9 525,912

髙木　祐介 国際医療福祉大学病院 循環器内科 医長 1 103,120

髙﨑　亮宏 ＪＡ三重厚生連松阪中央総合病院 循環器内科 1 30,936

高島　浩明 愛知医科大学病院 循環器内科 教授 3 317,610

髙田　明典 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 循環器内科 医長 1 10,312

高田　昌紀 医療法人川崎病院 循環器内科 部長 1 10,312

高津　博行 独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院 循環器内科 部長 1 20,624

高野　仁司 日本医科大学付属病院 循環器内科 准教授 1 103,120

高橋　宗一郎 医療法人社団宏和会岡村記念病院 循環器内科 医長 1 103,120

高橋　玲比古 医療法人社団さくら会高橋病院 院長 2 206,240

高橋　邦彰 Erasmus University Medical Center 2 206,240

高橋　佐枝子 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科 部長 1 51,560

高橋　健文 日本赤十字社徳島赤十字病院 循環器内科 部長 4 309,360

高橋　徹 岩手県立中央病院 救急科 救急医療部次長 1 51,560

髙橋　政夫 自治医科大学附属病院 循環器内科 講師 1 103,120

高橋　稔 医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院 循環器内科 主任医長 1 103,120

高橋　保裕 社会福祉法人同愛記念病院財団同愛記念病院 循環器科 部長 1 20,624

高橋　済 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター 循環器内科 部長 1 103,120

高畑　昌弘 橋本市民病院 循環器内科 副医長 1 30,936

高畑　昌弘 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 助教 2 144,368

高松　幸子 社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院 看護部 1 51,560

高村　敬明 金沢医科大学病院 循環器内科 2 82,496

田川　隆之 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 放射線技術科 1 51,560

瀧井　暢 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 循環器内科 副部長 2 206,240

滝内　伸 医療法人愛心会東宝塚さとう病院 循環器内科 主任部長 1 30,936

澤紙　秀太 沖縄医療生活協同組合沖縄協同病院 循環器内科 2 206,240

田口　晴之 社会医療法人生長会府中病院 循環器内科 部長 1 103,120

田口　英詞 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 循環器内科 医長 1 30,936

田口　裕哉 岩手医科大学付属病院 循環器内科 1 103,120

竹下　聡 地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンター市民病院 心臓血管ｶﾃｰﾃﾙ治療科 主任診療部長 4 464,042

武田　智 ＪＡ秋田厚生連平鹿総合病院 循環器内科 科長 1 20,624

武田　輝規 医療法人社団昴会湖東記念病院 循環器内科 心臓血管センター長 4 412,480

竹谷　善雄 独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター 循環器病センター 部長 1 20,624

竹田　光男 社会医療法人寿会富永病院 循環器内科 副部長 1 51,560

武田　守彦 国際医療福祉大学病院 循環器内科 冠疾患部長 1 103,120

武田　吉弘 地方独立行政法人りんくう総合医療センター 循環器内科 部長 1 103,120

竹中　克彦 独立行政法人国立病院機構九州医療センター 循環器内科 2 72,184

竹之内　豪 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 循環器内科 医長 1 51,560



C1 講師謝礼
氏名（敬称略） 施設名 所属 役職名 件数 金額
蓬原　永盛 国家公務員共済組合連合会大手前病院 臨床工学室 2 ¥61,872

青木　二郎 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

原稿執筆料等

竹林　秀雄 特定医療法人財団竹政会福山循環器病院 循環器内科 部長 1 103,120

竹村　和紀 医療法人社団栄悠会綾瀬循環器病院 循環器内科 1 51,560

竹本　康宏 市立奈良病院 循環器内科 医長 1 103,120

田﨑　淳一 京都大学医学部附属病院 循環器内科 特定講師 2 61,872

多田　毅 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科 部長 1 103,120

多田　朋弥 地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院 循環器内科 医長 3 257,800

立石　裕樹 山口大学医学部附属病院 循環器内科（第二内科） 助教 1 10,312

立石　博信 医療法人社団うすい会高陽ニュータウン病院 副病院長 1 154,681

舘山　俊太 青森県立中央病院 循環器科 副部長 1 103,120

田中　幸一 三次市立三次中央病院 循環器内科 医長 1 51,560

田中　信大 東京医科大学八王子医療センター 循環器内科 教授 15 1,953,098

田中　博之 東京都立多摩総合医療センター 循環器内科 部長 1 51,560

田中　哲人 名古屋大学医学部附属病院 循環器内科 助教 2 123,744

田中　秀造 君津中央病院企業団君津中央病院 循環器内科 部長 1 30,936

田中　旬 東京都健康長寿医療センター病院 循環器内科 医長 1 51,560

田中　真吾 独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院 循環器内科 1 20,624

田中　慎司 医療法人徳洲会湘南藤沢徳洲会病院 循環器内科 部長 7 721,840

田中　貴久 社会医療法人大和会東大和病院 循環器科 医長 1 20,624

田中　徹 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 1 51,560

田中　哲也 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 循環器内科 診療部長 1 51,560

田中　裕之 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科 部長 2 206,240

田中　誠 日本赤十字社足利赤十字病院 循環器内科 1 10,312

田中　正和 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 循環器内科 部長 2 92,808

田中　穣 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科 部長 1 51,560

田邉　康宏 聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科 講師 1 103,120

田邉　健吾 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 部長 6 682,656

田辺　正喜 社会医療法人岡本病院（財団）京都岡本記念病院 循環器内科 医長 4 346,484

谷岡　怜 神戸大学医学部附属病院 医療技術部臨床工学部門 12 525,912

谷垣　徹 岐阜ハートセンター 循環器内科 1 51,560

谷口　法正 医療法人社団さくら会高橋病院 循環器科 2 206,240

谷口　陽介 自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器内科 助教 1 10,312

谷口　良司 兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科 部長 2 103,120

谷脇　正哲 医療法人社団桜友会所沢ハートセンター 循環器科 医長 1 30,936

田端　宏之 公益社団法人出水郡医師会広域医療センター 循環器内科 1 30,936

田原　聰子 医療法人社団誠馨会新東京病院 心臓内科 部長 1 30,936

玉澤　充 社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院 臨床工学科 1 30,936

玉田　芳明 山形県立中央病院 循環器内科 副部長 1 51,560

民田　浩一 社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺心臓脳・血管センター 循環器内科 センター長 3 309,360

田村　俊寛 公益財団法人天理よろづ相談所病院 循環器内科 副部長 1 51,560

田村　浩 順天堂大学医学部附属練馬病院 循環器内科 助教 4 257,800

多屋　慧 香川県立中央病院 循環器内科 1 30,936

田山　信至 独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院 循環器内科 診療部長 4 154,680
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樽谷　康弘 医療法人社団宏和会岡村記念病院 循環器内科 部長 2 206,240

俵原　敬 日本赤十字社浜松赤十字病院 循環器内科 副院長 1 51,560

丹　通直 社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 循環器センター 医長 1 103,120

千藏　春臣 医療法人沖縄徳洲会静岡徳洲会病院 循環器内科 2 206,240

知念　敏也 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 循環器内科 科長 6 453,728

辻　貴史 草津ハートセンター 循環器科 副院長 5 371,232

辻坂　勇太 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科 2 61,872

辻田　賢一 国立大学法人熊本大学大学院 生命科学研究部循環器内科学 教授 5 556,850

辻田　裕昭 昭和大学病院 循環器内科 助教 2 41,248

辻本　充 医療法人晋真会ベリタス病院 循環器科 副院長・循環器科主任部長 1 103,120

津田　卓眞 一般社団法人日本海員掖済会名古屋掖済会病院 循環器内科 1 30,936

土金　悦夫 豊橋ハートセンター 循環器内科 部長 13 1,412,746

堤　孝樹 麻生飯塚病院 循環器内科 15 1,144,636

葛籠　大地 社会医療法人杏嶺会一宮西病院 循環器内科 1 10,312

椿本　恵則 日本赤十字社京都第二赤十字病院 循環器内科 医長 3 185,616

坪井　宏樹 犬山中央病院 循環器内科 副部長 1 51,560

剣田　昌伸 一般社団法人藤元メディカルシステム藤元総合病院 循環器内科 部長 1 51,560

鶴田　ひかる 慶應義塾大学病院 循環器内科 助教 7 381,544

出口　雄規 済生会習志野病院 循環器内科 1 103,120

寺井　英伸 医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院 循環器内科 部長 11 907,456

寺内　靖順 社会医療法人真泉会今治第一病院 循環器内科 科長 1 72,184

寺島　充康 豊橋ハートセンター 循環器内科 部長 1 103,120

寺嶋　豊 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 循環器内科 1 103,120

寺田　和始 高岡市民病院 循環器内科 医長 1 20,624

寺田　幸誠 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 助教 1 72,184

寺村　真範 社会医療法人杏嶺会一宮西病院 循環器内科 副部長 5 195,928

寺本　智彦 社会医療法人杏嶺会一宮西病院 循環器内科 部長 2 123,744

土井　康佑 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 循環器内科 1 30,936

土井　祥平 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 放射線部 1 20,624

土井尻　達紀 医療法人社団公仁会大和成和病院 循環器内科 副部長 1 103,120

土井　宏 社会福祉法人康和会久我山病院 循環器内科 心臓血管センター長 3 51,560

土井　正行 香川県立中央病院 循環器内科 部長 7 618,720

堂上　友紀 社会医療法人生長会府中病院 循環器内科 副部長 2 206,240

東條　大輝 北里大学病院 循環器内科 講師 5 464,040

道智　賢市 日本赤十字社長浜赤十字病院 循環器内科 副部長 1 103,120

唐原　悟 社会医療法人社団木下会 鎌ヶ谷総合病院 循環器科 部長・心臓カテーテル室長 2 643,471

桃原　哲也 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循環器内科 部長 3 309,360

堂前　洋 医療法人徳洲会東京西徳洲会病院 副院長 1 103,120

道明　武範 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 部長 8 474,353

遠山　慎一 独立行政法人地域医療機能推進機構横浜保土ヶ谷中央病院 循環器科 1 51,560

時田　祐吉 日本医科大学付属病院 循環器内科 講師 3 237,176

戸頃　康男 医療法人社団埼玉巨樹の会新久喜総合病院 循環器内科 部長 2 206,240
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戸田　悠貴 医療法人王子総合病院 循環器内科 科長 1 10,312

土手　慶五 地方独立行政法人広島市立病院機広島市立安佐市民病院 循環器内科 部長 1 51,560

鳥羽　敬義 神戸大学医学部附属病院 循環器内科 3 346,484

鳥羽　真弘 市立札幌病院 循環器内科 1 20,624

土肥　智貴 順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科 准教授 3 185,616

友弘　康之 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 循環器内科 部長 1 51,560

戸谷　直樹 東京慈恵会医科大学附属柏病院 血管外科 准教授 1 123,745

外山　堅太郎 埼玉医科大学総合医療センター 心臓内科 助教 1 103,120

外山　裕子 日本赤十字社高松赤十字病院 循環器内科 部長 1 20,624

鳥越　祐子 自治医科大学附属病院 臨床工学部 1 30,936

内藤　正一郎 市立釧路総合病院 心臓血管内科 1 10,312

永井　宏幸 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 循環器内科 医長 7 546,536

長江　啓二 医療法人新生会高の原中央病院 循環器内科 部長 1 103,120

長岡　優多 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院 循環器内科 部長 5 1,216,820

中尾　文昭 山口県立総合医療センター 循環器内科 部長 1 10,312

中川　裕也 公益社団法人函館市医師会函館市医師会病院 循環器科 医長 1 10,312

中川　厚 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 循環器内科 担当部長 1 103,120

中川　透 金沢医科大学病院 医療技術部 1 51,560

中川　義久 公益財団法人天理よろづ相談所病院 循環器内科 部長 9 750,714

中里　和彦 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 循環器内科 准教授 1 51,560

中里　純平 公益社団法人出水郡医師会広域医療センター 臨床工学科 1 10,312

中澤　学 東海大学医学部付属病院 循環器内科 准教授 15 1,526,180

中沢　圭吾 東海大学医学部付属病院 診療技術部 6 226,864

長澤　圭典 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 循環器内科 副医長 2 82,496

中島　唯光 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 循環器内科 6 319,672

中島　均 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 副院長 1 154,681

中島　真 帝京大学医学部附属病院 循環器内科 3 309,360

中島　祥文 岩手医科大学付属病院 循環器内科 2 206,240

中城　総一 地方独立行政法人佐賀医療センター好生館 循環器内科 1 20,624

仲宗根　卓 沖縄医療生活協同組合沖縄協同病院 循環器内科 2 206,240

名方　剛 社会医療法人大道会森之宮病院 循環器内科 1 72,184

中田　晃孝 医療法人社団松弘会三愛病院 副院長 1 103,120

永田　旭 社会医療法人明和会中通総合病院 中央診療部 臨床工学技士 1 20,624

中谷　晋平 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 循環器内科 副医長 3 309,360

中谷　敏 国立大学法人大阪大学大学院 医学系研究科保健学専攻機能診断科学講座 教授 1 103,120

中田　円仁 地方独立行政法人那覇市立病院 循環器内科 7 443,416

中津　裕介 医療法人SHIODA塩田記念病院 循環器内科 心臓血管センター長 1 103,120

中西　徹 ＪＡ秋田厚生連由利組合総合病院 循環器内科 部長 1 103,120

中西　基修 草津ハートセンター 臨床工学部 1 51,560

中野　顯 彦根市立病院 循環器内科 主任部長 5 340,296

中野　将孝 東海大学医学部付属病院 循環器内科 講師 11 1,264,255

中野　雅嗣 医療法人財団健貢会総合東京病院 心臓血管センター 循環器内科部長 1 103,120
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中野　仁晴 医療法人シーエムエス杉循環器内科病院 循環器内科 1 20,624

仲野　泰啓 九州大学病院 循環器内科 助教 3 144,368

中原　三佐誉 社会医療法人天陽会中央病院 臨床工学部 主任 1 10,312

永松　航 医療法人仙養会北摂総合病院 循環器科 部長 11 1,293,126

中村　淳 医療法人社団誠馨会新東京病院 院長 2 668,224

中村　大輔 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 循環器内科 4 278,424

中村　敦 大阪市立大学医学部附属病院 中央手術部 主査 2 30,936

中村　茂 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 心臓血管センター・内科 副院長 2 206,240

中村　俊祐 市立福知山市民病院 循環器内科 1 30,936

中村　伸一 独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター 循環器科 部長 13 1,124,008

中村　武史 萩市民病院 循環器内科 4 123,744

中村　仁 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター 循環器内科 部長 1 103,120

中村　洋文 国家公務員共済組合連合会千早病院 循環器内科 1 103,120

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 6 721,842

中村　真幸 医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合病院 循環器内科 1 30,936

中村　裕一 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 循環器内科 科長 2 51,560

中村　亮 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会二日市病院 循環器内科 部長 3 319,674

仲吉　孝晴 久留米大学病院 循環器病センター 助教 3 257,800

名越　良治 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 8 618,720

那須　賢哉 豊橋ハートセンター 循環器内科 部長 9 835,272

那須　博司 鳥取県立中央病院 心臓内科 部長 1 20,624

那須　学 社会医療法人壮幸会行田総合病院 循環器内科 医長 1 103,120

夏秋　政浩 社会福祉法人恩賜財団済生会福岡県済生会福岡総合病院 循環器内科 特定講師 5 443,416

七里　守 日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 循環器内科 部長 1 103,120

鯰井　秀之 国家公務員共済組合連合会大手前病院 放射線科 2 103,120

名村　正伸 医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院 最高経営責任者 4 257,800

縄稚　克政 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 2 206,240

難波　靖治 独立行政法人労働者健康安全機構岡山労災病院 循環器内科 部長 5 639,348

新関　武史 置賜広域病院組合公立置賜総合病院 循環器内科 医長 4 185,616

西岡　健司 独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 救命救急センター 主任部長 1 103,120

西岡　真生 社会福祉法人恩賜財団済生会福岡県済生会福岡総合病院 臨床工学部 3 92,808

西尾　壮示 草津ハートセンター 循環器科 医長 1 51,560

西垣　和彦 岐阜大学医学部附属病院 循環器内科 准教授 1 103,120

西川　英郎 医療法人三重ハートセンター 循環器内科 院長 1 51,560

西川　宏明 福岡大学西新病院 循環器内科 科長 2 51,560

西川　宏明 福岡大学病院 循環器内科 診療准教授 3 412,482

西田　絢一 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 循環器内科 医長 1 103,120

西田　育功 社会医療法人高清会高井病院 循環器内科 主任部長 1 103,120

仁科　秀崇 公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院 循環器内科 診療科長 1 103,120

西野　節 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 心臓・血管内科 助教 1 72,184

西平　賢作 公益財団法人宮崎市郡医師会宮崎市郡医師会病院 循環器内科 科長 1 103,120

西堀　祥晴 医療法人川崎病院 循環器内科 部長 2 206,240
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蓬原　永盛 国家公務員共済組合連合会大手前病院 臨床工学室 2 ¥61,872

青木　二郎 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

原稿執筆料等

西村　滋彦 萩市民病院 循環器内科 1 30,936

西村　傑 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 循環器内科 2 61,872

西山　裕善 医療法人新生会高の原中央病院 循環器内科 医長 1 103,120

丹羽　学 岡崎市民病院 循環器内科 1 30,936

根石　陽二 川崎医科大学附属病院 循環器内科 副部長 1 103,120

野口　将彦 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 医長 1 103,120

野口　祐一 公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院 循環器内科 副院長 1 72,184

野崎　洋一 社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院 循環器内科 部長 3 321,736

野副　純世 社会福祉法人恩賜財団済生会福岡県済生会福岡総合病院 循環器内科 部長 4 123,744

野田　勝生 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 循環器科 部長 2 154,680

野田　哲平 関西医科大学総合医療センター 循環器腎内分泌代謝内科　 助教 3 309,360

野田　政宏 長崎大学病院 医療技術部 1 51,560

能登　貴弘 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 循環器内科 医長 1 10,312

野中　大史 ＪＡ静岡県厚生連遠州病院 内科 診療副部長 1 51,560

野村　哲矢 京都中部総合医療センター 循環器内科 部長 1 51,560

野村　高広 Cedars-Sinai Medical Center 4 438,942

羽尾　裕之 学校法人日本大学医学部 病態病理学系人体病理学分野 主任教授 1 103,120

朴　幸男 関西医科大学総合医療センター 循環器腎内分泌代謝内科　 3 103,120

橋本　朋美 名古屋市立東部医療センター 第三循環器内科 1 51,560

橋本　恭成 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院 循環器内科 医長 1 103,120

長谷川　勝之 医療法人愛心会東宝塚さとう病院 循環器内科 医長 1 103,120

長谷川　潤 独立行政法人労働者健康福祉機構熊本労災病院 循環器内科 1 30,936

長谷川　由美子 医療法人社団健心会みなみ野循環器病院 1 51,560

波多　史朗 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 循環器内科 管理診療部長 1 103,120

畑　正樹 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 心臓血管外科 主任部長 1 72,184

華岡　慶一 医療法人春林会華岡青洲記念心臓血管クリニック 理事長･院長 9 893,020

羽生　壮史郎 伊南行政組合昭和伊南総合病院 循環器内科 1 103,120

羽原　誠二 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科 部長 2 206,240

羽原　真人 豊橋ハートセンター 循環器内科 医長 4 670,282

濱嵜　裕司 昭和大学病院 循環器内科 准教授 14 2,136,656

濱田　英明 医療法人熊谷総合病院 ハートセンター 部長 1 103,120

浜中　一郎 洛和会ヘルスケアシステム洛和会丸太町病院 心臓内科 部長 1 103,120

早川　裕紀 産業医科大学若松病院 循環器内科 1 103,120

林　英次郎 医療法人財団明徳会総合新川橋病院 心臓血管センター センター長 4 645,533

林田　健太郎 慶應義塾大学病院 循環器内科 講師 3 278,424

林　康彦 医療法人あかね会土谷総合病院 循環器内科 心臓血管センターセンター長 1 103,120

林　隆三 社会医療法人大雄会総合大雄会病院 循環器内科 診療部長 11 2,208,848

早野　護 関西電力病院 循環器内科 医長 1 103,120

原　久男 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 循環器内科 医長 1 103,120

檜垣　忠直 独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 循環器内科 副医長 1 30,936

東　昭史 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター 循環器内科 1 20,624

東方　利徳 国民健康保険小松市民病院 循環器内科 担当部長 1 103,120
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比嘉　冨貴 医療法人博愛会牧港中央病院 循環器内科 医長 2 123,744

樋上　裕起 日本赤十字社大津赤十字病院 循環器内科 2 61,872

疋田　浩之 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院　 循環器内科 部長 2 103,120

挽地　裕 佐賀大学医学部附属病院 循環器内科 診療教授 3 309,360

樋熊　拓未 国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 循環器腎臓内科学講座 准教授 1 72,184

樋熊　拓未 聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科 准教授 8 794,024

日比　潔 横浜市立大学附属市民総合医療センター 循環器内科 准教授 9 783,712

日比野　剛 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 循環器内科 部長 1 103,120

兵庫　匡幸 日本赤十字社京都第一赤十字病院 循環器内科 副部長 2 206,240

兵頭　真 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 部長 3 154,680

平井　俊浩 ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 循環器科 医長 1 111,370

平井　章三 社会医療法人里仁会興生総合病院 心臓血管センター ｾﾝﾀｰ長 3 464,043

平瀬　裕章 医療法人三田会高岡みなみ病院 理事長 6 464,040

平瀬　裕章 高岡市民病院 循環器内科 部長 3 309,360

平田　和也 医療法人札幌ハートセンター札幌心臓血管クリニック 臨床工学部 課長 4 123,744

平田　久美子 国立大学法人大阪教育大学 養護教育講座臨床医科学 教授 1 72,184

平沼　永敏 赤穂市民病院 循環器科 部長 2 113,432

平林　鑑 苫小牧市立病院 循環器内科 医長 1 51,560

廣上　貢 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 循環器内科 心臓血管センターセンター長 1 103,120

廣瀬　瑞紀 医療法人財団明理会明理会中央総合病院 循環器内科 部長 2 51,560

弘永　潔 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院 循環器内科 部長 2 41,248

廣畑　敦 社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院 循環器内科 主任部長 14 1,618,988

廣正　聖 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 1 51,560

深江　貴芸 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 循環器内科 1 41,248

福岡　良太 社会医療法人天神会新古賀病院 循環器内科 医長 9 763,088

福島　裕介 社会福祉法人恩寵財団済生会横浜市南部病院 循環器内科 医長 1 20,624

福田　侑甫 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 循環器内科 1 10,312

福永　匡史 社会医療法人大道会森之宮病院 循環器内科 4 257,800

福原　源太郎 医療法人社団高翔会北星記念病院 循環器内科 副院長 1 103,120

福原　怜 兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科 医長 4 144,368

福　康志 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科 部長 2 154,680

福山　信隆 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 ＭＥ科 6 340,296

房崎　哲也 岩手医科大学付属病院 循環器内科 特任准教授 7 721,840

藤井　洋之 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 循環器内科 部長 1 103,120

藤井　昭 愛媛大学医学部附属病院 循環器内科 助教 1 51,560

藤井　健一 医療法人愛心会東宝塚さとう病院 循環器内科 部長 1 51,560

藤井　健一 関西医科大学附属病院 循環器内科 助教 1 103,120

藤田　浩志 名古屋市立大学病院 循環器内科 助教 3 82,496

藤田　真也 きつこう会ヘルスケアシステム多根総合病院 循環器内科 部長 2 154,680

藤田　博 日本赤十字社京都第二赤十字病院 循環器内科 部長 2 206,240

藤田　博 社会医療法人真泉会今治第一病院 院長 1 103,120

藤田　雅樹 社会福祉法人仁生社江戸川病院 循環器内科 医長 3 123,744
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藤永　裕之 徳島県立中央病院 循環器内科 医療局次長 1 20,624

藤縄　学 医療法人社団常仁会牛久愛和総合病院 循環器科 医長 1 103,120

藤野　祐介 医療法人社団誠馨会新東京病院 心臓内科 部長 1 30,936

藤原　昌彦 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 循環器内科 部長 1 103,120

藤松　大輔 社会福祉法人恩賜財団済生会唐津病院 循環器内科 副部長 1 51,560

藤本　善英 千葉大学医学部附属病院 循環器内科 講師 5 340,296

藤本　照久 独立行政法人国立病院機構別府医療センター ME機器管理室 1 10,312

船山　大 自治医科大学附属病院 循環器内科 准教授 2 206,240

古川　陽介 日本赤十字社唐津赤十字病院 循環器内科 1 30,936

古堅　真 公益財団法人宮崎市郡医師会宮崎市郡医師会病院 1 103,120

古谷　一貴 山口大学医学部附属病院 ME機器管理センター 1 30,936

保坂　文駿 医療法人社団宏和会岡村記念病院 循環器内科 副部長 5 785,776

細井　雄一郎 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 循環器内科 1 30,936

細川　雄亮 日本医科大学付属病院 循環器内科 助教 1 103,120

細木　信吾 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 循環器内科 科長 12 1,093,072

堀井　学 市立奈良病院 循環器内科 部長 1 51,560

堀江　和紀 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 循環器内科 医長 1 103,120

堀尾　英治 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 循環器科 1 30,936

堀田　祐紀 医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院 循環器内科 副院長 2 154,680

本江　純子 医療法人五星会菊名記念病院 循環器内科 循環器センター長 3 278,424

本郷　玄 佐賀大学医学部附属病院 循環器内科 1 51,560

本田　淳 東京女子医科大学八千代医療センター 循環器内科 准講師 2 206,240

前川　正樹 医療法人おもと会大浜第一病院 診療技術部 2 103,120

前川　裕一郎 浜松医科大学医学部附属病院 循環器内科 教授 3 206,240

前島　信彦 横浜市立大学附属市民総合医療センター 循環器内科 助教 1 51,560

前田　康貴 社会医療法人青洲会福岡青洲会病院 1 10,312

眞榮平　直也 医療法人博愛会牧港中央病院 循環器内科 部長 1 103,120

前村　浩二 長崎大学病院 循環器内科 教授 1 103,120

牧口　展子 医療法人北晨会恵み野病院 循環器内科 部長 4 257,800

馬﨑　徹 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 循環器内科 医長 2 103,120

舛田　一哲 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 循環器科 医長 1 103,120

増田　純 地方独立行政法人三重県立総合医療センター 循環器内科 医長 3 237,176

増田　尚己 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 循環器内科 副科長 4 412,480

増田　久樹 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 1 30,936

松浦　啓 社会医療法人明石医療センター 循環器内科 部長 4 412,480

松浦　広英 公益財団法人宮崎市郡医師会宮崎市郡医師会病院 循環器内科 医長 5 360,920

松浦　泰彦 生駒市立病院 副院長 1 103,120

松尾　浩志 医療法人藤井会石切生喜病院 循環器内科 副部長 5 725,967

松尾　浩志 医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 循環器内科 部長 3 612,535

松尾　直朗 住友別子病院 循環器内科 5 515,600

松尾　あきこ 日本赤十字社京都第二赤十字病院 循環器内科 副部長 3 257,800

松岡　俊三 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 副院長 2 154,680
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松尾　崇史 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 循環器内科 1 10,312

松尾　仁司　 岐阜ハートセンター 循環器内科 院長 18 1,940,720

松尾　好記 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 講師 1 72,184

松隂　崇 東海大学医学部付属八王子病院 循環器内科 准教授 4 540,350

松川　龍一 日本赤十字社福岡赤十字病院 循環器内科 医長 3 164,992

松澤　祐也 一般財団法人温知会会津中央病院 臨床工学科 1 20,624

松下　誠人 日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 助教 1 103,120

松下　匡史郎 NTT東日本関東病院 循環器内科 医長 1 103,120

松田　英之 社会医療法人近森会近森病院 循環器内科 1 103,120

松田　圭司 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院 循環器内科 部長 1 20,624

松田　健翔 愛媛県立中央病院 循環器内科 1 30,936

松谷　健一 砂川市立病院 循環器内科 医長 1 10,312

松田　洋彰 日本赤十字社大津赤十字病院 循環器内科 1 30,936

松田　洋彰 名古屋ハートセンター 循環器内科 2 206,240

松野　俊介 公益財団法人心臓血管研究所付属病院 循環器内科 医長 2 123,744

松原　竜也 社会医療法人明石医療センター 臨床工学科 1 30,936

松村　昭彦 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 循環器内科 部長 1 51,560

松村　敏幸 独立行政法人労働者健康福祉機構熊本労災病院 循環器内科 部長 1 51,560

松村　光章 Cardiovascular Research Foundation Manager 1 58,175

松元　一郎 国家公務員共済組合連合会ＫＫＲ高松病院 循環器内科 副部長 2 72,184

松本　大典 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 循環器内科 副部長 3 257,800

松本　崇 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 循環器内科 医長 10 556,848

松本　武史 ＪＡ尾道総合病院 循環器内科 部長 1 20,624

松山　高明 学校法人昭和大学医学部 法医学講座 主任教授 1 103,120

的場　哲哉 九州大学病院 循環器内科 講師 3 464,043

馬庭　直樹 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 助教 2 123,744

眞野　恵範 東京歯科大学市川総合病院 循環器内科 1 10,312

馬渕　智仁 福井県立病院 循環器内科 医長 1 51,560

丸尾　健 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科 4 206,240

丸山　拓哉 JA長野厚生連篠ノ井総合病院 循環器内科 医長 1 103,120

三浦　崇 長野市民病院 循環器内科 副部長 1 51,560

三浦　勝也 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科 副医長 5 309,360

見上　俊輔 独立行政法人労働者健康安全機構愛媛労災病院 第二循環器内科 部長 1 20,624

三上　剛 地方独立行政法人佐賀医療センター好生館 循環器内科 3 72,184

水谷　一輝 大阪市立大学医学部附属病院 循環器内科 7 453,728

水谷　覚 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 放射線科 1 30,936

水谷　有克子 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 循環器内科 1 72,184

水野　真吾 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科 医長 6 505,288

三角　和雄 社会医療法人木下会千葉西総合病院 院長 31 4,795,111

溝手　勇 国立大学法人大阪大学大学院 医学研究科循環器内科学 助教 2 175,304

御手洗　敬信 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 循環器内科 医長 3 309,360

道下　一朗 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 循環器内科 診療部長 1 51,560
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満瀬　達郎 国立大学法人熊本大学大学院 生命科学研究部循環器内科学 1 30,936

光波　直也 県立広島病院 循環器内科 部長 1 20,624

三俣　兼人 医療法人社団栄悠会綾瀬循環器病院 循環器内科 医長 1 20,624

水戸　武史 箕面市立病院 放射線科 2 30,936

湊口　信吾 岐阜大学医学部附属病院 循環器内科 1 30,936

湊谷　豊 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 循環器科 医長 1 10,312

南　尚賢 北里大学病院 循環器内科 診療講師 8 711,528

南野　徹 国立大学法人新潟大学大学院 医歯学総合研究科循環器内科学 教授 2 309,362

美濃地　忠彦 日本赤十字社益田赤十字病院 循環器科 顧問 1 51,560

宮井　伸幸 医療法人財団康生会武田病院 循環器センター 医長 1 103,120

宮國　知世 日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 助教 1 103,120

宮下　裕介 日本赤十字社長野赤十字病院 循環器内科 部長 2 123,744

宮田　節也 社会医療法人医翔会札幌白石記念病院 循環器内科 副院長 1 103,120

宮田　昭彦 兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科 2 61,872

宮田　健二 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 循環器内科 診療部長 3 72,184

宮田　大嗣 兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科 医長 1 30,936

宮原　眞敏 医療法人三重ハートセンター 循環器内科 副院長 1 103,120

宮本　昌一 公益財団法人田附興風会北野病院 循環器内科 副部長 1 10,312

宮本　大輔 大分市医師会立アルメイダ病院 臨床工学室 1 30,936

宮脇　美穂香 公益社団法人出水郡医師会広域医療センター 循環器内科 1 10,312

明上　卓也 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 1 30,936

三好　徹 愛媛県立今治病院 循環器内科 1 51,560

武藤　光範 医療法人五星会菊名記念病院 循環器内科 部長 2 41,248

宗形　昌儒 さいたま市立病院 循環器内科 医長 1 10,312

宗久　雅人 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 循環器内科 医長 1 10,312

宗久　佳子 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 循環器内科 医長 7 360,920

宗政　充 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 循環器内科 医長 3 123,744

邑井　洸太 金沢大学附属病院 金沢大学附属病院 循環器内科 1 10,312

村井　典史 AMC Heart Center, Academic Medical Center, University of Amsterdam 3 330,841

村岡　秀崇 産業医科大学病院 循環器内科 講師 1 30,936

村上　和司 香川大学医学部附属病院 循環器内科 講師 1 20,624

村上　堅太 医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合病院 臨床工学部 1 51,560

村上　昇 社会医療法人製鉄記念八幡病院 循環器・高血圧内科 医長 2 206,240

村里　嘉信 独立行政法人国立病院機構九州医療センター 循環器内科 医長 8 824,960

村澤　孝秀 東京大学医学部附属病院 医療機器管理部 血管撮影室主任 14 721,840

村椿　真悟 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 循環器内科 医長 1 103,120

村松　崇 藤田保健大学病院 循環器内科 准教授 9 670,280

村松　俊哉 医療法人財団健貢会総合東京病院 心血管インターベンション治療センター 副院長 11 1,738,612

室屋　隆浩 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 循環器内科 部長 3 257,800

室屋　隆浩 長崎大学病院 循環器内科 講師 2 206,240

目野　宏 日本赤十字社福岡赤十字病院 循環器内科 副院長 1 51,560

望月　泰秀 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 1 103,120
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本居　昂 日本赤十字社北見赤十字病院 循環器内科 1 103,120

元廣　将之 関西医科大学附属病院 循環器内科 医長 3 72,184

森　厚輔 医療法人弘英会琵琶湖大橋病院 循環器センター 部長 1 103,120

盛合　美光 はちのへハートセンタークリニック 副院長 1 103,120

森井　功 医療法人仙養会北摂総合病院 副院長 1 103,120

森川　修司 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 循環器内科 部長兼センター長 4 206,240

森　憲 糸島医師会病院 循環器内科 1 30,936

森島　信行 ＪＡ尾道総合病院 循環器内科 主任部長 1 51,560

森田　孝 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター 心臓内科 部長 1 103,120

森　力 東京慈恵会医科大学第三病院 循環器内科 医長 1 30,936

森野　禎浩 岩手医科大学付属病院 循環器内科 教授 9 928,080

森林　耕平 宮崎県立日南病院 循環器内科 副医長 2 61,872

森　敬善 昭和大学藤が丘病院 循環器内科 助教 4 288,736

森　益規 社会医療法人若弘会若草第一病院 循環器内科 副院長 1 103,120

森山　泰 社会医療法人北九州病院北九州総合病院 循環器内科 部長 1 20,624

森山　典晃 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科 1 30,936

矢ケ崎　裕人 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 循環器内科 1 10,312

矢坂　義則 兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科 参事 7 618,720

矢嶋　純二 公益財団法人心臓血管研究所付属病院 院長 7 567,160

安﨑　和博 公益社団法人出水郡医師会広域医療センター 循環器内科 部長 1 30,936

安田　真智 岐阜市民病院 循環器科 副部長 1 30,936

矢谷　慎吾 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 医療技術部臨床工学室 主任技師 2 103,120

柳澤　智義 北里大学病院 循環器内科 助教 1 30,936

矢成　亮介 社会医療法人青洲会福岡青洲会病院 循環器内科 医長 7 721,840

矢野　英人 医療法人財団明理会行徳総合病院 循環器内科 部長 1 103,120

矢野　雅浩 社会医療法人若弘会若草第一病院 循環器内科 科長 1 20,624

矢野　雅文 山口大学医学部附属病院 循環器内科（第二内科） 教授 1 103,120

矢野　雅也 福岡大学病院 循環器内科 助教 1 30,936

矢作　和之 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 医長 4 317,610

矢部　敬之 医療法人財団健貢会総合東京病院 心臓血管センター 2 175,304

山内　正博 医療法人社団明芳会イムス葛飾ハートセンター 循環器内科 部長 1 30,936

山浦　誠 社会医療法人厚生会木沢記念病院 循環器内科 医長 2 30,936

山上　洋介 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 循環器内科 医長 1 20,624

八巻　多 名寄市立総合病院 循環器内科 診療部長 2 82,496

山口　研児 独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院 循環器内科 部長 1 30,936

山口　修 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福島県済生会済生会福島総合病院 循環器科 1 103,120

山口　淳一 東京女子医科大学病院 循環器内科 8 639,345

山口　徹雄 日本赤十字社武蔵野赤十字病院 循環器科 2 20,624

山﨑　恭平 伊南行政組合昭和伊南総合病院 副院長 1 103,120

山崎　誠治 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 循環器内科 副院長 4 412,480

山﨑　敬史 医療法人財団康生会武田病院 循環器センター 2 61,872

山崎　卓 日本赤十字社熊本赤十字病院 検査部 1 51,560
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山崎　拓人 医療法人財団明理会イムス富士見総合病院 循環器内科 1 30,936

山﨑　正雄 NTT東日本関東病院 循環器内科 部長 1 51,560

山里　亮 県立広島病院 循環器内科 部長 1 20,624

山地　杏平 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 副部長 5 515,600

山下　淳 学校法人東京医科大学病院 循環器内科 講師 4 360,920

山下　武廣 社会医療法人孝仁会北海道大野病院 循環器内科 副院長 4 412,480

山田　桂嗣 日本赤十字社高松赤十字病院 循環器内科 1 72,184

山田　亘 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院 心臓血管センター内科 1 103,120

山田　寿太郎 山口県済生会下関総合病院 循環器科 冠疾患治療科科長 3 206,240

山田　愼一郎 北播磨総合医療センター 循環器内科 部長 3 257,800

山田　健志 医療法人社団さくら会高橋病院 循環器科 1 30,936

山田　倫生 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 循環器内科 部長 2 113,432

山田　賢裕 医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 循環器内科 部長 1 30,936

山田　亮太郎 川崎医科大学附属病院 循環器内科 医長 2 206,240

山中　祐輝 医療法人春秋会城山病院 循環器科 1 103,120

山中　多聞 日本赤十字社石巻赤十字病院 循環器内科 部長 1 103,120

山中　俊明 一般財団法人津山慈風会津山中央病院 循環器内科 医長 3 309,360

山中　太 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科 部長 2 175,304

山根　崇史 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科 副医長 2 103,120

山根　治野 国家公務員共済組合連合会大手前病院 循環器内科 1 30,936

山根　正久 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 循環器内科 副院長 1 501,168

山野　博行 社会医療法人若弘会若草第一病院 1 10,312

山本　哲史 社会医療法人近森会近森病院 循環器内科 部長 6 443,416

山本　克浩 関西医科大学総合医療センター 循環器腎内分泌代謝内科　 診療部長 2 154,680

山本　明和 昭和大学横浜市北部病院 循環器内科 助教 1 51,560

山本　和輝 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 臨床工学課 1 10,312

山本　一博 国立大学法人鳥取大学医学部 病態情報内科学分野 教授 1 103,120

山本　干城 医療法人育和会育和会記念病院 循環器内科 部長 1 154,681

山本　基善 医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院 臨床工学部 技師長 2 82,496

山本　慶 自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器内科 助教 1 51,560

山本　桂三 社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院 循環器内科 副院長 3 206,240

山本　大 トヨタ記念病院 循環器科 医長 1 30,936

山本　匡 社会医療法人北海道循環器病院 循環器内科 心血管研究センター長 2 154,680

山本　展誉 宮崎県立延岡病院 循環器内科 部長 2 82,496

山本　裕貞 帝京大学医学部附属病院 循環器内科 1 103,120

山本　裕之 神戸大学医学部附属病院 循環器内科 1 103,120

山元　芙美 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 循環器内科 医長 3 92,808

山本　光孝 医療法人原三信病院 循環器科 部長 3 278,425

山本　義人 いわき市立総合磐城共立病院 循環器内科 部長 2 206,240

山本　隆介 国民健康保険小松市民病院 循環器内科 医長 1 51,560

山脇　理弘 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 循環器内科 副部長 6 521,788

湯浅　慎介 慶應義塾大学病院 循環器内科 1 30,936



C1 講師謝礼
氏名（敬称略） 施設名 所属 役職名 件数 金額
蓬原　永盛 国家公務員共済組合連合会大手前病院 臨床工学室 2 ¥61,872

青木　二郎 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

原稿執筆料等

柚木　佳 一般財団法人津山慈風会津山中央病院 循環器内科 部長 1 20,624

柚本　和彦 独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院 循環器内科 部長 1 51,560

湯本　晃久 日本赤十字社岡山赤十字病院 循環器内科 副部長 1 154,681

横井　宏和 洛和会ヘルスケアシステム洛和会音羽病院 心臓内科 副部長 4 412,480

横井　研介 国立大学法人大阪大学大学院 医学研究科循環器内科学 1 20,624

横井　宏佳 医療法人社団高邦会福岡山王病院 循環器内科 循環器センター長 7 670,280

横田　翔平 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科 1 103,120

横田　貴志 国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 循環器腎臓内科学講座 1 51,560

横松　孝史 三菱京都病院 心臓内科 部長 1 103,120

横山　博典 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 放射線部 1 20,624

與澤　直子 医療法人財団明理会イムス富士見総合病院 循環器内科 2 123,744

吉岡　直輝 大垣市民病院 循環器内科 2 41,248

吉川　昌樹 福山市民病院 循環器内科 科長 1 20,624

吉川　糧平 三田市民病院 循環器内科 部長 29 2,732,682

吉崎　誠剛 財団医療法人中村病院 臨床工学科 1 51,560

吉島　信宏 慶應義塾大学病院 循環器内科 1 10,312

吉田　悟 岩手医科大学付属病院 臨床工学科 4 175,304

吉田　敬規 地方独立行政法人佐賀医療センター好生館 循環器内科 医長 2 82,496

吉田　律 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 循環器内科 1 30,936

吉田　路加 大垣市民病院 循環器内科 医長 2 20,624

善積　透 医療法人川崎病院 放射線科 1 10,312

善積　透 地方独立行政法人りんくう総合医療センター 放射線科 1 20,624

良永　真隆 藤田医科大学ばんたね病院 循環器内科 助教 1 30,936

吉野　聡史 鹿児島大学病院 心臓血管内科 特任助教 3 206,240

吉町　文暢 東海大学医学部付属病院 循環器内科 准教授 3 257,800

吉本　圭介 公益社団法人出水郡医師会広域医療センター 臨床工学科 1 10,312

米倉　剛 長崎大学病院 循環器内科 助教 1 103,120

米津　太志 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 循環器内科 科長 1 72,184

六反田　拓 独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター 循環器科 7 288,736

我妻　賢司 医療法人社団筑波記念会筑波記念病院 循環器内科 つくばハートセンターセンター長 1 334,112

若菜　紀之 京都府立医科大学附属病院 循環器内科 1 30,936

若林　公平 昭和大学江東豊洲病院 循環器内科 講師 4 377,420

若林　禎正 組合立諏訪中央病院 循環器内科 部長 2 41,248

分山　隆敏 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 循環器内科 主任部長 2 175,304

渡辺　浩毅 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 循環器内科 副院長 1 103,120

渡邊　雄介 帝京大学医学部附属病院 循環器内科 講師 3 257,800

渡邊　圭祐 医療法人輝心会大分循環器病院 循環器内科 部長 1 103,120

渡邉　真 京都大学医学部附属病院 循環器内科 助教 1 30,936

渡邉　真言 奈良県立医科大学附属病院 循環器内科 講師 2 175,304

渡邉　雄介 医療法人社団誠馨会新東京病院 心臓内科 1 30,936

和田　英樹 順天堂大学医学部附属静岡病院 循環器内科 1 51,560

割澤　高行 Imperial College London, National Heart and Lung Institute, The Hammersmith Hospital 7 748,302



C1 講師謝礼
氏名（敬称略） 施設名 所属 役職名 件数 金額
蓬原　永盛 国家公務員共済組合連合会大手前病院 臨床工学室 2 ¥61,872

青木　二郎 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

原稿執筆料等

割澤　高行 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 循環器内科 助教授 4 420,730

医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 1 160,000

株式会社エーデルメディカル 1 100,000

社会医療法人中信勤労者医療協会松本協立病院 1 20,000

社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 3 300,000

社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院 1 50,000

医療法人札幌ハートセンター札幌心臓血管クリニック 2 516,000

医療法人社団亮正会総合高津中央病院 1 100,000

医療法人社団三思会東邦病院 1 150,000

岡山ハートクリニック 3 250,000

社会医療法人恵愛会大分中村病院 2 300,000

社会医療法人敬和会大分岡病院 2 300,000

石原メディカル合同会社 1 50,000



C2 原稿執筆料
C02 全体 3 → 最終Excelへ

氏名（敬称略） 施設名 所属 役職名 件数 金額
赤阪　隆史 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 教授 1 ¥103,120

阿佐美　匡彦 Bern University Hospital Research Fellow 5 ¥628,300

足利　貴志 東京医科歯科大学医学部附属病院 循環器内科 教授 1 ¥103,120

五十嵐　康己 社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 循環器センター 副センター長 1 ¥103,120

猪野　靖 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 講師 1 ¥72,184

大谷　啓輔 公立松任石川中央病院 循環器内科 医長 1 ¥103,120

大塚　龍彦 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 循環器内科 医長 9 ¥1,002,330

久保　隆史 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 准教授 1 ¥103,120

宍戸　晃基 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科 医長 1 ¥103,120

知花　英俊 久留米大学病院 循環器病センター 4 ¥445,480

中里　和彦 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 循環器内科 准教授 1 ¥103,120

橋本　政史 医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院 循環器内科 1 ¥51,560

日置　紘文 Hospital Clinic de Barcelona 3 ¥334,110

堀田　祐紀 医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院 循環器内科 副院長 1 ¥206,242

松本　崇 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 循環器内科 医長 2 ¥206,240

村田　光繁 慶應義塾大学病院 循環器内科 専任講師 1 ¥103,120

安田　昌和 学校法人近畿大学医学部 循環器内科学 助教 2 ¥251,320

柚木　佳 一般財団法人津山慈風会津山中央病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

吉町　文暢 東海大学医学部付属病院 循環器内科 准教授 1 ¥103,120

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 所属 役職名 件数 金額
赤阪　隆史 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 教授 2 ¥214,490

浅田　聡 関西電力病院 循環器内科 心血管治療部長 1 ¥103,120

阿佐美　匡彦 Bern University Hospital Research Fellow 1 ¥125,660

芦田　和博 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院 心臓血管センター内科 部長 1 ¥103,120

阿部　顕正 特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 ME科 1 ¥30,936

安部　博昭 社会医療法人愛仁会高槻病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

天木　幹博 帝京大学ちば総合医療センター 循環器内科 准教授 1 ¥103,120

天木　誠 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 心不全科 1 ¥72,184

天野　哲也 愛知医科大学病院 循環器内科 教授 1 ¥51,560

安藤　元素 医療法人社団宏和会岡村記念病院 循環器内科 1 ¥103,120

伊苅　裕二 東海大学医学部付属病院 循環器内科 教授 1 ¥111,370

井口　朋和 社会医療法人生長会ベルランド総合病院 循環器内科 副部長 1 ¥103,120

石原　昭三 社会医療法人同仁会耳原総合病院 循環器内科 副院長 1 ¥111,370

板橋　裕史 慶應義塾大学病院 循環器内科 助教 1 ¥51,560

伊藤　孝仁 医療法人王子総合病院 循環器内科 主任科長 1 ¥103,120

伊藤　朋晃 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 検査技師部工学課 1 ¥30,936

伊藤　大起 神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院 循環器内科 副部長 1 ¥103,120

伊藤　立也 名古屋ハートセンター 循環器内科 統括部長 1 ¥103,120

伊藤　竜太 医療法人偕行会名古屋共立病院 循環器内科 副部長 1 ¥103,120

井戸　貴久 社会医療法人厚生会木沢記念病院 循環器内科 医長 1 ¥103,120

稲垣　裕 草加市立病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

梅村　茂雄 関西医科大学附属病院 循環器内科 助教 1 ¥103,120

大久保　宗則 岐阜ハートセンター 循環器内科 部長 1 ¥103,120

大久保　亮 東邦大学医療センター大森病院 循環器内科 助教 1 ¥103,120

大里　和雄 特定医療法人福井心臓血圧センター福井循環器病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

太田　隆嗣 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 麻酔科 医長 1 ¥51,560

大谷　啓輔 公立松任石川中央病院 循環器内科 医長 1 ¥103,120

大塚　龍彦 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 循環器内科 医長 1 ¥111,370

大辻　悟 医療法人愛心会東宝塚さとう病院 循環器内科 副院長 1 ¥111,370

大野　紘平 医療法人王子総合病院 循環器内科 主任科長 1 ¥103,120

大和田　尊之 日本赤十字社福島赤十字病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

小笠原　惇 社会医療法人孝仁会釧路考仁会記念病院 循環器内科 1 ¥103,120

岡田　尚之 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 心血管カテーテル治療科 部長 1 ¥103,120

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 所属 役職名 件数 金額

原稿執筆料等

岡本　浩 兵庫県立淡路医療センター 循環器内科 部長 1 ¥103,120

小川　崇之 東京慈恵会医科大学附属病院 循環器内科 准教授 1 ¥103,120

於久　幸治 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 循環器内科 医長 1 ¥41,248

柿崎　俊介 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 1 ¥111,370

角田　修 鹿嶋ハートクリニック 循環器内科 循環器センター長 1 ¥103,120

加藤　隆一 社会医療法人大和会東大和病院 循環器科 センター長・科長 1 ¥103,120

角谷　慶人 京都府立医科大学附属病院 循環器内科 1 ¥111,370

神谷　春雄 日本赤十字社名古屋第一赤十字病院 循環器内科 第一循環器内科部長 1 ¥103,120

萱沼　圭悟 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 循環器内科 医長 1 ¥103,120

河合　健志 兵庫医科大学病院 循環器内科 助教 1 ¥103,120

川上　崇史 慶應義塾大学病院 循環器内科 講師 1 ¥103,120

川﨑　友裕 社会医療法人天神会新古賀病院 副院長 1 ¥111,370

川瀬　世史明 岐阜ハートセンター 循環器内科 部長 1 ¥51,560

川初　寛道 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 循環器内科 医長 1 ¥103,120

河村　洋太 東海大学医学部付属八王子病院 循環器内科 講師 1 ¥103,120

神田　順二 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 循環器内科 主任部長 1 ¥103,120

菊田　雄悦 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 1 ¥111,370

北村　哲也 ＪＡ三重厚生連鈴鹿中央総合病院 循環器内科 診療部長 1 ¥103,120

櫛引　基 青森県立中央病院 循環器科 副部長 1 ¥103,120

久保　隆史 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 准教授 1 ¥103,120

栗田　泰郎 三重大学医学部附属病院 循環器内科 講師 1 ¥103,120

黒田　優 社会医療法人明石医療センター 循環器内科 医長 1 ¥103,120

上妻　謙 帝京大学医学部附属病院 循環器内科 教授 1 ¥103,120

古財　敏之 日本赤十字社福岡赤十字病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

小林　順二郎 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 病院長 1 ¥103,120

小林　智子 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 心臓血管センター・内科 部長 1 ¥103,120

小林　範弘 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 循環器内科 医長 2 ¥206,240

小松　宣夫 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 循環器内科 循環器センター次長 1 ¥103,120

小宮山　浩大 社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 医長 1 ¥103,120

近藤　史明 日本赤十字社高知赤十字病院 第二内科 部長 1 ¥103,120

近藤　誠太 昭和大学病院 循環器内科 助教 1 ¥111,370

櫻井　将之 医療法人社団誠高会おおたかの森病院 循環器内科 科長 1 ¥103,120

桜井　美恵 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 循環器内科 医長 1 ¥51,560
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佐藤　健司 社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 循環器内科 医長 1 ¥103,120

塩崎　学 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 循環器内科 1 ¥103,120

塩野　泰紹 和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 助教 2 ¥214,490

塩見　紘樹 京都大学医学部附属病院 循環器内科 病院特定助教 1 ¥103,120

芝崎　太郎 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 循環器内科 副部長 1 ¥103,120

志村　亘彦 医療法人社団恵周会白河病院 循環器科 1 ¥103,120

白樫　貴宏 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 臨床工学技術部 1 ¥30,936

進士　和也 医療法人財団明徳会総合新川橋病院 心臓血管センター 副センター長 1 ¥103,120

新谷　陽道 医療法人社団愛友会三郷中央総合病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

管家　鉄平 医療法人春林会華岡青洲記念心臓血管クリニック 循環器内科 医長 1 ¥111,370

須永　大介 医療法人財団明理会春日部中央総合病院 循環器科 1 ¥103,120

清野　義胤 公益財団法人星総合病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

高島　浩明 愛知医科大学病院 循環器内科 教授 1 ¥51,560

高島　弘行 市立長浜病院 循環器内科 責任部長 1 ¥103,120

高橋　健文 日本赤十字社徳島赤十字病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

竹下　聡 地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンター市民病院 心臓血管ｶﾃｰﾃﾙ治療科 主任診療部長 1 ¥103,120

武田　輝規 医療法人社団昴会湖東記念病院 循環器内科 心臓血管センター長 1 ¥103,120

竹田　光男 社会医療法人寿会富永病院 循環器内科 副部長 1 ¥103,120

立石　裕樹 山口大学医学部附属病院 循環器内科（第二内科） 助教 1 ¥103,120

田中　信大 東京医科大学八王子医療センター 循環器内科 教授 1 ¥51,560

谷岡　怜 神戸大学医学部附属病院 医療技術部臨床工学部門 1 ¥30,936

谷川　高士 ＪＡ三重厚生連松阪中央総合病院 循環器内科 副院長 1 ¥103,120

知花　英俊 久留米大学病院 循環器病センター 1 ¥103,120

堤　正和 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 循環器内科 医長 1 ¥103,120

土井尻　達紀 医療法人社団公仁会大和成和病院 循環器内科 副部長 1 ¥103,120

唐原　悟 社会医療法人社団木下会 鎌ヶ谷総合病院 循環器科 部長・心臓カテーテル室長 1 ¥103,120

轟　純平 医療法人沖縄徳洲会中部徳洲会病院 循環器内科 1 ¥103,120

中尾　文昭 山口県立総合医療センター 循環器内科 部長 1 ¥103,120

中川　厚 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 循環器内科 担当部長 1 ¥111,370

中島　唯光 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院 循環器内科 1 ¥103,120

中谷　晋平 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 循環器内科 副医長 1 ¥103,120

中田　円仁 地方独立行政法人那覇市立病院 循環器内科 1 ¥103,120

中野　雅嗣 医療法人財団健貢会総合東京病院 心臓血管センター 循環器内科部長 1 ¥111,370
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永松　優 国立大学法人熊本大学大学院 生命科学研究部循環器内科学 1 ¥103,120

中村　伸一 独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター 循環器科 部長 1 ¥103,120

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 1 ¥103,120

中村　亮 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会二日市病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

西田　育功 社会医療法人高清会高井病院 循環器内科 主任部長 2 ¥206,240

野副　純世 社会福祉法人恩賜財団済生会福岡県済生会福岡総合病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

長谷川　拓也 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 心不全科 1 ¥72,184

長谷川　由美子 医療法人社団健心会みなみ野循環器病院 1 ¥30,936

早川　直樹 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 循環器内科 医長 1 ¥103,120

林　富士男 日本赤十字社大阪赤十字病院 循環器内科 副部長 1 ¥103,120

林　英次郎 医療法人財団明徳会総合新川橋病院 心臓血管センター センター長 1 ¥103,120

林田　健太郎 慶應義塾大学病院 循環器内科 講師 1 ¥51,560

林　隆三 社会医療法人大雄会総合大雄会病院 循環器内科 診療部長 1 ¥103,120

原　久男 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 循環器内科 医長 1 ¥103,120

日置　紘文 Hospital Clinic de Barcelona 1 ¥111,370

比嘉　健一郎 医療法人沖縄徳洲会中部徳洲会病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

樋上　裕起 日本赤十字社大津赤十字病院 循環器内科 1 ¥103,120

挽地　裕 佐賀大学医学部附属病院 循環器内科 診療教授 1 ¥111,370

菱刈　景一 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 1 ¥111,370

平田　和也 医療法人札幌ハートセンター札幌心臓血管クリニック 臨床工学部 課長 1 ¥30,936

廣瀬　瑞紀 医療法人財団明理会明理会中央総合病院 循環器内科 部長 1 ¥111,370

廣畑　敦 社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院 循環器内科 主任部長 1 ¥111,370

福澤　朋幸 独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院 循環器内科 1 ¥103,120

藤井　洋之 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

船山　大 自治医科大学附属病院 循環器内科 准教授 1 ¥103,120

細木　信吾 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 循環器内科 科長 1 ¥103,120

本田　淳 東京女子医科大学八千代医療センター 循環器内科 准講師 1 ¥103,120

前田　武俊 医療法人おもと会大浜第一病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

増田　純 地方独立行政法人三重県立総合医療センター 循環器内科 医長 1 ¥103,120

松井　朗裕 医療法人財団明理会春日部中央総合病院 循環器科 部長 1 ¥103,120

松浦　広英 公益財団法人宮崎市郡医師会宮崎市郡医師会病院 循環器内科 医長 1 ¥103,120

松尾　あきこ 日本赤十字社京都第二赤十字病院 循環器内科 副部長 1 ¥51,560

松尾　仁司　 岐阜ハートセンター 循環器内科 院長 1 ¥51,560
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松田　洋彰 名古屋ハートセンター 循環器内科 1 ¥111,370

松本　大典 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 循環器内科 副部長 1 ¥103,120

松本　崇 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 循環器内科 医長 1 ¥72,184

的場　哲哉 九州大学病院 循環器内科 講師 1 ¥103,120

三浦　勝也 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科 副医長 1 ¥103,120

水野　真吾 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科 医長 1 ¥51,560

三俣　兼人 医療法人社団栄悠会綾瀬循環器病院 循環器内科 医長 1 ¥103,120

宮崎　徹 青梅市立総合病院 循環器内科 医長 1 ¥103,120

宗久　佳子 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 循環器内科 医長 1 ¥51,560

宗政　充 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 循環器内科 医長 2 ¥206,240

村里　嘉信 独立行政法人国立病院機構九州医療センター 循環器内科 医長 1 ¥111,370

村澤　孝秀 東京大学医学部附属病院 医療機器管理部 血管撮影室主任 1 ¥30,936

村田　光繁 慶應義塾大学病院 循環器内科 専任講師 1 ¥72,184

望月　守 山口大学医学部附属病院 循環器内科（第二内科） 助教 1 ¥103,120

森川　修司 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 循環器内科 部長兼センター長 1 ¥103,120

盛重　邦雄 日本赤十字社松山赤十字病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

安賀　裕二 一般財団法人住友病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

山内　正博 医療法人社団明芳会イムス葛飾ハートセンター 循環器内科 部長 1 ¥103,120

山田　愼一郎 北播磨総合医療センター 循環器内科 部長 1 ¥103,120

山中　俊明 一般財団法人津山慈風会津山中央病院 循環器内科 医長 3 ¥309,360

山根　崇史 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科 副医長 1 ¥103,120

山本　哲史 社会医療法人近森会近森病院 循環器内科 部長 1 ¥103,120

横井　宏和 洛和会ヘルスケアシステム洛和会音羽病院 心臓内科 副部長 1 ¥103,120

横井　宏佳 医療法人社団高邦会福岡山王病院 循環器内科 循環器センター長 1 ¥111,370

吉野　聡史 鹿児島大学病院 心臓血管内科 特任助教 1 ¥103,120

米津　太志 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 循環器内科 科長 1 ¥103,120

和田　厚幸 社会医療法人誠光会草津総合病院 循環器内科 副院長 1 ¥103,120

渡　雄一郎 医療法人あかね会土谷総合病院 循環器内科 医長 2 ¥206,240


