
 ●講師謝⾦

⽒名 (敬称略) 施設名 所属部科 役職 件数 ⾦額 (円)

⾚⽊ ⼤輔 東京都健康⻑寿医療センター ⾎管外科 医⻑ 1 80,000

⾚⽊ 禎治 岡⼭⼤学病院 成⼈先天性⼼疾患センター センター⻑／准教授 1 40,000

⾚松 ⼤⼆朗 東北⼤学病院 総合外科上部消化管・⾎管グループ 講師 1 30,000

⾚松 雄太 慶應義塾⼤学医学部 外科学（⼼臓⾎管） 1 30,000

朝倉 利久 埼⽟医科⼤学国際医療センター ⼼臓⾎管外科 教授 2 210,000

東 信良 旭川医科⼤学医学部 ⾎管・呼吸・腫瘍病態外科学 教授 2 130,000

⽳井 洋 市⽴奈良病院 放射線科 部⻑ 1 40,000

阿保 ⼤介 北海道⼤学⼤学院医学研究院 放射線部 准教授 1 30,000

安藤 哲郎 ⽇⾼病院 腎臓外科 院⻑補佐／外科系副診療部⻑ 1 80,000

飯⽥ 修 関⻄ろうさい病院 循環器内科 副部⻑ 6 570,000

⽯⼾ 圭之輔 弘前⼤学⼤学院医学研究科 消化器外科学 准教授 1 30,000

市橋 成夫 奈良県⽴医科⼤学医学部 放射線・核医学科・IVRセンター 学内講師 1 20,000

伊藤 智 横浜市⽴みなと⾚⼗字病院 ⼼臓⾎管外科 院⻑補佐／⼼臓⾎管外科部⻑ 1 70,000

伊藤 ⽴也 名古屋ハートセンター 循環器内科 統括部⻑ 1 60,000

伊藤 努 慶應義塾⼤学医学部 外科学 (⼼臓⾎管) 准教授 1 70,000

伊東 啓⾏ 福岡県済⽣会福岡総合病院 ⾎管外科
⼼臓⾎管・⼤動脈センター・
センター⻑／⾎管外科主任部⻑

4 250,000

井上 政則 慶應義塾⼤学医学部 放射線診断科 専任講師 1 40,000

岩越 真⼀ 奈良県⽴医科⼤学医学部 放射線・核医学科・IVRセンター 1 30,000

植⽊ ⼒ 静岡県⽴総合病院 ⼼臓⾎管外科 医⻑ 1 80,000

上⽥ 達夫 ⽇本医科⼤学付属病院 放射線科 1 40,000

江⼝ ⼤彦 福岡市⺠病院 ⾎管外科 科⻑ 1 80,000

⼤⽊ 隆⽣ 東京慈恵会医科⼤学医学部 外科学講座 統括責任者／教授 7 550,000

太⽥ 賢吾 名古屋市⽴⼤学⼤学院医学研究科 放射線医学 1 30,000

⼤⽵ 裕志 上尾中央総合病院 ⼼臓⾎管外科 (⾎管外科) 科⻑ 1 90,000

⼤⾕ 則史 札幌禎⼼会病院 低侵襲治療センター センター⻑ 1 70,000

⼤塚 裕之 久留⽶⼤学医学部 外科学 ⼼臓⾎管外科 講師 1 60,000

⼤峰 ⾼広 広島⾚⼗字・原爆病院 ⾎管外科 室⻑ 1 70,000

岡留 淳 福岡県済⽣会福岡総合病院 外科 部⻑ 1 30,000

岡本 ⽵司 新潟⼤学⼤学院医⻭学総合研究科 呼吸循環外科学 講師／統括医⻑ 1 60,000

尾原 秀明 慶應義塾⼤学医学部 外科学 (⼀般・消化器外科) 准教授／診療科部⻑ 1 50,000

⼩櫃 由樹⽣ 国際医療福祉⼤学医学部 ⾎管外科学 教授 1 50,000

加藤 雅明 森之宮病院 ⼼臓⾎管外科 顧問 5 460,000

⾦⼦ 完 ⼀宮⻄病院 ⼼臓⾎管外科
部⻑／ステントグラフト⾎管
センター⻑

1 30,000

河合 努 ⼤阪急性期・総合医療センター ⼼臓内科 1 30,000

河⼝ 廉 群⾺県⽴⼼臓⾎管センター 循環器内科 第⼀部⻑ 1 90,000

吉川 公彦 奈良県⽴医科⼤学附属病院 中央放射線部・IVRセンター 病院⻑／教授 3 200,000

⽊下 愼 神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 循環器内科 医⻑ 1 30,000

⽊村 ⽂昭 釧路孝仁会記念病院 ⼼臓⾎管外科 部⻑ 1 30,000

久良⽊ 亮⼀ 済⽣会唐津病院 外科 医⻑ 2 100,000

葛⾕ 明彦 中京病院 腎臓内科 透析外科部⻑ 1 60,000

⼯藤 俊 いわき市医療センター 循環器内科 科⻑ 1 30,000

⼯藤 敏⽂
東京医科⻭科⼤学⼤学院医⻭学総合研
究科

総合外科学(末梢⾎管外科) 准教授 1 70,000

久保⽥ 卓 華岡清州記念病院 ⼼臓⾎管外科 診療部⻑ 1 70,000

倉⾕ 徹 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 低侵襲循環器医療学 教授 1 90,000

     原稿執筆料・監修料 4,760,000
     コンサルティング等業務委託費 16,725,000

注︓当該項⽬において、臨床研究法第33条に基づく情報の公表に該当する資⾦提供はありませんでした。

     講師謝⾦ 13,892,920

期間︓2019.4.1〜2020.3.31

公開カテゴリー ⾦額 (円)

  Ｃ．原稿執筆料等 35,377,920



栗⼭ 充仁 福⼭市⺠病院 ⼼臓⾎管外科 統括科⻑ 1 50,000

桒⽥ 憲明 川崎医科⼤学医学部 ⼼臓⾎管外科学 1 30,000

郡⾕ 篤史 福岡県済⽣会⼋幡総合病院 ⾎管外科 部⻑ 1 30,000

河野 通成 ⽇本⼤学医学部附属板橋病院 ⾎管外科 1 20,000

⼩島 帯 岐⾩県総合医療センター 循環器内科 医⻑ 3 190,000

⼩⾕ 聡秀 平塚市⺠病院 ⼼臓⾎管外科 医⻑ 1 30,000

児⽟ 章朗 名古屋⼤学⼤学院医学系研究科 ⾎管外科学 講師 1 60,000

⼩林 泰⼠ 兵庫県⽴尼崎総合医療センター 循環器内科 医⻑ 1 30,000

⼩林 平 JA広島総合病院 ⼼臓⾎管外科 主任部⻑(⾎管外科) 1 90,000

駒井 宏好 関⻄医科⼤学医学部 ⼼臓⾎管外科学 診療教授 2 160,000

駒⽥ 智⼤ 名古屋⼤学医学部附属病院 放射線科 1 30,000

古森 公浩 名古屋⼤学⼤学院医学系研究科 ⾎管外科学 教授 1 70,000

近藤 浩史 帝京⼤学医学部 放射線科学 教授 4 190,000

坂⼝ 元⼀ 近畿⼤学⼤学院医学研究科 ⼼臓⾎管外科学 教授 1 70,000

阪⼝ 昇⼆ 松原徳州会病院 松原⼤動脈センター
⼤動脈ステントグラフト・⾎管
内治療科部⻑／放射線科部⻑

1 50,000

佐々⽊ 伸也 坂総合病院 循環器科 医⻑ 3 120,000

佐多 荘司郎 1 50,000

佐藤 真剛 ⽔⼾医療センター ⼼臓⾎管外科 医⻑ 1 60,000

佐藤 洋造 愛知県がんセンター 放射線診断・IVR部 医⻑ 1 60,000

澤 芳樹 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 ⼼臓⾎管外科学 教授 1 70,000

澤⽊ 完成 名古屋第⼀⾚⼗字病院 ⼼臓⾎管外科 第⼆部⻑ 1 30,000

椎⾕ 紀彦 浜松医科⼤学医学部 外科学第⼀講座 教授 1 70,000

重松 邦広 国際医療福祉⼤学三⽥病院 ⾎管外科 教授 2 130,000

渋⾕ 慎太郎 川崎鶴⾒⾎管外科クリニック 院⻑ 1 90,000

島袋 勝也 岐⾩⼤学⼤学院医学系研究科 ⾼度先進外科学 准教授 1 70,000

島村 和男 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 低侵襲循環器医療学 准教授 1 90,000

志⽔ 秀⾏ 慶應義塾⼤学医学部 外科学（⼼臓⾎管） 教授 2 160,000

志村 信⼀郎 東海⼤学医学部 ⼼臓⾎管外科 准教授 2 120,000

⽩川 幸俊 ⼤阪警察病院 ⼼臓⾎管外科 部⻑ 2 140,000

城間 久美絵 熊本⾚⼗字病院 看護部 2 50,000

新垣 正美 市⽴函館病院 ⼼臓⾎管外科 科⻑ 1 30,000

新⾕ 恒弘 静岡⾚⼗字病院 ⾎管外科 部⻑／外科部⻑ 1 60,000

新⾕ 嘉章 上尾中央総合病院 循環器内科 医⻑／末梢⾎管治療部⾨⻑ 1 30,000

末松 延裕 福岡県済⽣会福岡総合病院 循環器内科 主任部⻑ 3 190,000

杉本 昌之 名古屋⼤学⼤学院医学系研究科 ⾎管外科学 病院講師 1 60,000

鈴⽊ 健之 東京都済⽣会中央病院 循環器内科 医⻑ 3 150,000

鈴⽊ 正⼈ 北海道⼤野記念病院 ⼼臓⾎管外科 主任医⻑ 1 30,000

須⽥ 久雄 名古屋市⽴⼤学⼤学院医学研究科 ⼼臓⾎管外科学 教授 1 70,000

墨 誠 埼⽟県⽴循環器・呼吸器病センター ⾎管外科 科⻑ 1 60,000

全 完 京都府⽴医科⼤学⼤学院医学研究科 循環器内科学 講師 1 70,000

善甫 宣哉 関⻄医科⼤学附属病院 ⾎管外科 診療教授 1 70,000

曽我 芳光 ⼩倉記念病院 循環器内科 部⻑ 4 350,000

曽我部 功⼆ 京都岡本記念病院 循環器内科 医⻑ 1 30,000

⾼橋 由樹 ⼤阪⾚⼗字病院 ⼼臓⾎管センター循環器内科 2 60,000

⾼橋 ⼤ ⼭形⼤学医学部 循環器内科 (先進⼼⾎管治療学) 特任講師 1 30,000

⾼橋 保裕 あさくさ橋⼼臓と⾎管のクリニック 院⻑ 3 200,000

⾼⼭ 利夫 東京⼤学⼤学院医学系研究科 ⾎管外科外科学 講師 1 60,000

⽥崎 淳⼀ 京都⼤学医学部附属病院 循環器内科 1 30,000

⽥島 廣之 埼⽟医科⼤学国際医療センター 画像診断科 特任教授 1 70,000

⽥中 啓介 名古屋第⼆⾚⼗字病院 ⼼臓⾎管外科・⾎管外科 部⻑ 1 30,000

⽥中 宏明 愛媛⼤学⼤学院医学系研究科 放射線医学 1 40,000

⾕川 ⾼⼠ 松阪中央総合病院 循環器内科 副院⻑／⼼臓⾎管センター⻑ 1 40,000

⾕⼝ 弘美 東葛クリニック病院 看護部 部⻑ 1 20,000

⽥⼭ 信⾄ 熊本医療センター 循環器内科 部⻑ 1 90,000

千葉 清 聖マリアンナ医科⼤学病院 ⼼臓⾎管外科 1 80,000

辻村 卓也 関⻄ろうさい病院 循環器内科 1 30,000

⼟⽥ 正則 新潟⼤学⼤学院医⻭学総合研究科 呼吸循環外科学 教授 1 70,000

椿本 恵則 京都第⼆⾚⼗字病院 循環器内科 医⻑ 1 60,000



⼟井 英樹 熊本労災病院 総合⾎管内科 部⻑ 1 90,000

⼟井尻 達紀 ⼤和成和病院 循環器内科 副部⻑／⼼臓カテーテル室⻑ 1 30,000

当⿇ 正直 兵庫県⽴尼崎総合医療センター 循環器内科 部⻑／カテーテル部⾨⻑ 2 160,000

徳⽥ 尊洋 名古屋ハートセンター 循環器内科 2 60,000

⾶⽥ ⼀樹 湘南鎌倉総合病院 循環器科 医⻑ 2 122,920

⿃飼 慶 獨協医科⼤学 埼⽟医療センター ⼼臓⾎管外科 准教授 1 70,000

中澤 賢 埼⽟医科⼤学国際医療センター 画像診断科 准教授 1 30,000

中島 規雄 京都市⽴病院 循環器内科 医⻑ 1 30,000

永野 貴昭 琉球⼤学医学部附属病院 第２外科 1 80,000

仲間 達也 東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科 副部⻑ 5 250,000

中村 智宏 洛和会⾳⽻記念病院 腎臓透析外科 副院⻑ 1 60,000

⻄ ⼀彦 熊本⼤学⼤学院⽣命科学研究部 泌尿器科学 准教授 1 40,000

⻄嶋 ⽅展 熊本中央病院 循環器内科 医⻑ 1 30,000

⻄本 裕⼆ 兵庫県⽴尼崎総合医療センター 循環器内科 医⻑ 1 30,000

橋詰 賢⼀ 済⽣会宇都宮病院 ⼼臓⾎管外科
主任診療科⻑／⼤動脈センター
⻑

2 130,000

蜂⾕ 貴 済⽣会横浜市東部病院 ⼼臓⾎管外科 顧問 1 70,000

⾺場 康貴 埼⽟医科⼤学国際医療センター 画像診断科 教授／診療部⻑ 1 70,000

原      正幸 東京慈恵会医科⼤学医学部 外科学講座(⾎管外科) 1 60,000

東⽥ 隆治 横浜総合病院 創傷ケアセンター センター⻑ 1 20,000

樋上 裕起 ⼤津⾚⼗字病院 循環器内科 医⻑ 1 30,000

⽇⽐野 剛 岐⾩県⽴多治⾒病院 循環器内科 副院⻑／内科統括部⻑ 3 250,000

平野 敬典 1 70,000

廣村 桂樹 群⾺⼤学⼤学院医学系研究科 腎臓・リウマチ内科学 教授 1 70,000

藤原 昌彦 岸和⽥徳州会病院 循環器内科 部⻑ 1 90,000

藤村 直樹 東京都済⽣会中央病院 ⼼臓⾎管外科 1 30,000

藤本 ⼤地 神⼾⼤学⼤学院医学研究科 循環器内科学 1 30,000

古屋 敦宏 旭川医科⼤学医学部 ⾎管・呼吸・腫瘍病態外科学 講師 1 60,000

細川 恭佑 慶應義塾⼤学医学部 外科学 (⼀般・消化器) 1 20,000

堀⼝ 昌秀 伊勢⾚⼗字病院 循環器内科 副部⻑ 1 30,000

本郷 哲央 ⼤分⼤学医学部 放射線科 講師 3 130,000

本間 健⼀ 松⼭⾚⼗字病院 ⾎管外科 副部⻑ 1 50,000

前⽥ 和樹 東広島医療センター ⼼臓⾎管外科 1 30,000

前⽥ 剛志 国際医療福祉⼤学成⽥病院  ⾎管外科 部⻑／病院教授 1 50,000

松井 裕輔 岡⼭⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科 放射線医学 講師／⼩児放射線科科⻑ 1 30,000

松岡 俊三 宇治徳洲会病院 ⼼臓⾎管内科 副院⻑ 1 40,000

松⽥ ⼤介 松⼭⾚⼗字病院 ⾎管外科 1 30,000

松⽥ 均 国⽴循環器病研究センター病院 ⾎管外科 部⻑ 2 160,000

丸⼭  隆史 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副
センター⻑

1 30,000

三井 信介 福岡県済⽣会⼋幡総合病院 ⾎管外科 副院⻑／主任部⻑ 5 400,000

三浦 学 JA愛知厚⽣連海南病院 循環器内科 院⻑補佐／⼼臓⾎管センター⻑ 1 30,000

三⽊  研 岡崎市⺠病院 循環器内科 1 30,000

⽔野 明宏 名古屋市⽴東部医療センター ⼼臓⾎管外科 第⼆⼼臓⾎管外科部⻑ 1 20,000

溝⼝ ⾼広 ⼭⼝⼤学⼤学院医学系研究科 器官病態外科学 1 30,000

満瀬 達郎 荒尾市⺠病院 循環器内科 医⻑ 1 30,000

三岡 博 静岡市⽴静岡病院 ⼼臓⾎管外科 科⻑ 1 100,000

宮川 浩太郎 関⻄電⼒病院 循環器内科 医⻑ 1 30,000

宮下 紘和 湘南鎌倉総合病院 循環器科 1 30,000

宮下 裕介 ⻑野⾚⼗字病院 第⼆循環器内科 部⻑ 1 50,000

宮⽥ 昭彦 兵庫県⽴尼崎総合医療センター 循環器内科 医⻑ 1 30,000

宮⽥ 昭 熊本⾚⼗字病院 腎臓内科 診療部⻑ 3 240,000

宮⽥ 哲郎 ⼭王病院・⼭王メディカルセンター ⾎管病センター センター⻑ 2 120,000

村上 雅章 静岡県⽴総合病院 腎臓内科 医⻑／透析アクセスセンター⻑ 2 100,000

村⽥ 智 帝京⼤学ちば総合医療センター IVRセンター 教授 1 30,000

室⾕ 典義 JCHO千葉病院 院⻑ 1 70,000

望⽉ 慎吾 ⼟⾕総合病院 ⼼臓⾎管外科 医⻑ 1 30,000

元⽊ 学 森之宮病院 ⼼臓⾎管外科 部⻑ 1 60,000

本⾥ 康太 熊本労災病院 循環器内科 副部⻑ 1 30,000



森景 則保 ⼭⼝⼤学⼤学院医学系研究科 器官病態外科学 講師 2 140,000

森下 清⽂ 市⽴函館病院 ⼼臓⾎管外科 院⻑ 1 70,000

⼭岡 輝年 松⼭⾚⼗字病院 ⾎管外科 部⻑ 6 380,000

⼭崎 貴紀 ⼤阪市⽴⼤学⼤学院医学研究科 循環器内科 1 30,000

⼭本 義⼈ いわき市医療センター 循環器内科
主任部⻑／⼼⾎管治療センター
⻑

1 40,000

横井 宏佳 福岡⼭王病院 循環器内科 副院⻑／循環器センター⻑ 1 70,000

吉岡 亮 ⼼臓病センター榊原病院 循環器内科 医⻑ 1 30,000

吉鷹 秀範 ⼼臓病センター榊原病院 ⼼臓⾎管外科 副院⻑ 1 60,000

和⽥ 秀⼀ 福岡⼤学医学部 ⼼臓⾎管外科学 教授 1 70,000

 ●原稿執筆料・監修料

⽒名 (敬称略) 施設名 所属部科 役職 件数 ⾦額 (円)

相原 英明 筑波メディカルセンター病院 循環器内科 診療科⻑ 1 50,000

⻘⽊ 淳 昭和⼤学医学部 ⼼臓⾎管外科学 教授 1 22,000

朝倉 利久 埼⽟医科⼤学国際医療センター ⼼臓⾎管外科 教授 8 143,000

阿部 和男 ⼭形県⽴中央病院 ⼼臓⾎管外科 副院⻑／循環器センター⻑ 4 55,000

飯⽥ 修 関⻄ろうさい病院 循環器内科 副部⻑ 3 250,000

⽯川 昇 三愛記念病院 ⼼臓⾎管外科 副院⻑ 5 99,000

⽯橋 宏之 愛知医科⼤学医学部 外科学講座(⾎管外科) 教授 5 88,000

井上 享三 淀川キリスト教病院 ⼼臓⾎管外科 医⻑ (⾮常勤) 1 11,000

伊元 裕樹 福岡和⽩病院 循環器内科 医⻑ 1 50,000

内⼭ 英俊 総合病院⼟浦協同病院 ⾎管外科 科⻑ 3 44,000

浦澤 ⼀史 時計台記念病院 循環器センター 副院⻑／循環器センター⻑ 1 50,000

⼤⽯ 恭久 九州⼤学⼤学院医学研究院 ⼤動脈先進治療学 准教授 1 11,000

⼤⽵ 裕志 上尾中央総合病院 ⼼臓⾎管外科 (⾎管外科) 科⻑ 1 11,000

⼤津 正義 成⽥⾚⼗字病院 ⼼臓⾎管外科 ⾎管内治療外科部⻑ 2 22,000

荻野 秀光 成⽥富⾥徳洲会病院 院⻑ 1 11,000

数野 圭 板橋中央総合病院 ⼼臓⾎管外科 医⻑ 5 99,000

加藤 ⼀平 明理会中央総合病院 ⼼臓⾎管外科 ⾎管外科部⻑ 2 44,000

加藤 憲幸 三重⼤学⼤学院医学研究科 放射線医学 准教授 11 308,000

⾓浜  孝⾏ 秋⽥⼤学⼤学院医学系研究科 ⼼臓⾎管外科学 准教授 1 11,000

⾓浜 孝⾏ 秋⽥⼤学⼤学院医学系研究科 ⼼臓⾎管外科学 准教授 1 11,000

⾦岡 祐司 川崎医科⼤学医学部 ⼼臓⾎管外科学 特任教授 1 11,000

上久保 康弘 市⽴釧路総合病院 ⼼臓⾎管外科 部⻑ 1 22,000

川俣 博志 ⽇本医科⼤学武蔵⼩杉病院 放射線科 講師 8 165,000

⽊下 順久 豊橋ハートセンター 循環器内科 部⻑ 1 11,000

⽊⼭ 宏 埼⽟⽯⼼会病院 ⼼臓⾎管外科 副院⻑／⼼臓⾎管外科部⻑ 1 22,000

栗本 義彦 ⼿稲渓仁会病院 ⼼臓⾎管外科
副院⻑／⼤動脈⾎管内治療セン
ター⻑

4 44,000

⼩畑 貴司 ⾦沢医科⼤学氷⾒市⺠病院 胸部⼼臓⾎管外科 診療科⻑／講師 8 198,000

佐賀 俊⽂ 新久喜総合病院 ⼼臓⾎管外科 医⻑ 8 132,000

阪⼝ 昇⼆ 松原徳州会病院 松原⼤動脈センター
⼤動脈ステントグラフト・⾎管
内治療科部⻑／放射線科部⻑

4 44,000

佐藤 真剛 ⽔⼾医療センター ⼼臓⾎管外科 医⻑ 1 11,000

島村 和男 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 低侵襲循環器医療学 准教授 5 99,000

志⽔ 秀⾏ 慶應義塾⼤学医学部 外科学（⼼臓⾎管） 教授 6 121,000

新垣 正美 市⽴函館病院 ⼼臓⾎管外科 科⻑ 2 22,000

關 秀⼀ 近森病院 循環器内科 部⻑ 2 100,000

⾼橋 皇基 太⽥⻄ノ内病院 ⼼臓⾎管外科 部⻑ 1 11,000

⽵⾕ 剛 三井記念病院 ⼼臓⾎管外科 科⻑ 1 11,000

⽥島 廣之 埼⽟医科⼤学国際医療センター 画像診断科 特任教授 1 11,000

⽟井 宏明 春⽇井市⺠病院 ⾎管内治療センター 第⼆部⻑／⾎管外科第⼆部⻑ 1 50,000

丹 通直 時計台記念病院 循環器センター 副センター⻑ 1 50,000

⻑野 博司 総合病院聖隷三⽅原病院 ⼼臓⾎管外科 医⻑ 4 88,000

中村 哲哉 中村外科医院 院⻑ 3 66,000

奈良岡 秀⼀ 札幌医科⼤学医学部 ⼼臓⾎管外科学 5 88,000

南都 清範 関⻄ろうさい病院 循環器内科 ⼤動脈末梢⾎管治療チーム主任 1 50,000

⻄巻 博 聖マリアンナ医科⼤学病院 ⼼臓⾎管外科 病院教授 2 33,000



⻄村 潤⼀ ⽇本⾚⼗字社医療センター 放射線科 放射線⾎管内治療科部⻑ 2 33,000

橋⽖ 卓也 名古屋共⽴病院 ⼼臓⾎管外科
放射線診断⾎管内治療診療科
部⻑

2 22,000

畑 陽介 関⻄ろうさい病院 循環器内科 1 50,000

蜂⾕ 貴 済⽣会横浜市東部病院 ⼼臓⾎管外科 顧問 11 396,000

服部 努 池袋⾎管外科クリニック 副院⻑ 2 44,000

⾺場 啓徳 九州病院 ⼼臓⾎管外科 医⻑ 1 22,000

伴野 ⾠雄 済衆館病院 放射線科 部⻑ 2 22,000

坂野 ⽐呂志 名古屋⼤学⼤学院医学系研究科 ⾎管外科学 講師 3 44,000

尾頭 厚 菊名記念病院 ⼼臓⾎管外科 部⻑ 1 11,000

福⽥ 宏嗣 獨協医科⼤学医学部 ⼼臓・⾎管外科学 教授 3 33,000

藤原 昌彦 岸和⽥徳州会病院 循環器内科 部⻑ 3 200,000

保坂 晃弘 多摩総合医療センター 外科 (消化器・⼀般) 医⻑ 1 11,000

保坂 茂 国⽴国際医療研究センター病院 ⼼臓⾎管外科 臨床⼯学科⻑ 5 55,000

堀 ⼤治郎 ⾃治医科⼤学附属さいたま医療センター ⼼臓⾎管外科 講師 1 11,000

前⽥ 清澄 草津総合病院 放射線診断センター 副院⻑／放射線診療センター⻑ 5 121,000

前場 覚 総合東京病院 ⼼臓⾎管外科 部⻑ 4 66,000

益原 ⼤志 東邦⼤学医療センター⼤森病院 ⼤動脈センター センター⻑代⾏／講師 1 22,000

松崎 賢司 NTT東⽇本札幌病院 ⼼臓⾎管外科 医⻑ 1 11,000

三浦 純男 三井記念病院 ⼼臓⾎管外科 科⻑／⾼度治療室(HCU)部⻑ 1 11,000

緑川 博⽂ 総合南東北病院 ⼼臓⾎管外科 科⻑ 6 176,000

宮下 裕介 ⻑野⾚⼗字病院 第⼆循環器内科 部⻑ 1 50,000

安原 清光 伊勢崎市⺠病院 ⼼臓⾎管外科
診療部⻑／⾎管内治療センター
⻑

2 33,000

⼭岡 輝年 松⼭⾚⼗字病院 ⾎管外科 部⻑ 2 180,000

⼭崎 学 聖路加国際病院 ⼼臓⾎管外科 1 33,000

⼭下 昭雄 富⼭⼤学⼤学院医学薬学研究部 循環呼吸器総合外科学 講師 5 77,000

由利 康⼀ 東京都⽴墨東病院 ⼼臓⾎管外科 部⻑ 7 154,000

吉鷹 秀範 ⼼臓病センター榊原病院 ⼼臓⾎管外科 副院⻑ 2 22,000

 ●C3 コンサルティング等業務委託費

⽒名 (敬称略) 施設名 所属部科 役職 件数 ⾦額 (円)

飯⽥ 修 関⻄ろうさい病院 循環器内科 副部⻑ 1 200,000
⼤⽊ 隆⽣ (東京慈恵会医
科⼤学医学部 外科学講座)

株式会社 Endovascular Japan 代表取締役 1 10,000,000

加藤 雅明 森之宮病院 ⼼臓⾎管外科 顧問 2 6,000,000

倉⾕ 徹 ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 低侵襲循環器医療学 教授 1 90,000

春⼝ 洋昭 飯⽥橋春⼝クリニック 院⻑ 3 105,000

深澤 瑞也 ⼭梨⼤学医学部附属病院 ⾎液浄化療法部 部⻑／病院准教授 4 280,000

藤村 直樹 東京都済⽣会中央病院 ⼼臓⾎管外科 1 50,000


