
株式会社島津製作所

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

項目 金額

講師謝金 ¥8,672,513

原稿執筆料・監修料 ¥1,295,935

コンサルティング等業務委託費 ¥4,934,924

合計 ¥14,903,372

講師謝金
所属1 所属2 役職 氏名 件数 金額

医療法人仁泉会MIクリニック 診療放射線部 主任 井上志摩 1 ¥55,685

医療法人仁泉会MIクリニック 診療放射線部 技師長 桃井理紗 1 ¥55,685

国立大学法人東京大学 大学院医学系研究科・医学部 技術専門職員 坂 幹樹 3 ¥30,375

JA愛知厚生連 豊田厚生病院 循環器センター センター長 金子鎮二 1 ¥100,000

JA愛知厚生連 豊田厚生病院 放射線技術科 村山和宏 3 ¥150,000

あいちハートクリニック 事務長 山口敏和 1 ¥30,000

杏嶺会 一宮西病院 循環器内科 医長 市橋敬 1 ¥50,000

いたの会 久留米中央病院 理事長 板野哲 1 ¥70,000

大阪大学 大学院医学系研究科 国際循環器学寄附講座 寄付講座教授 角辻暁 1 ¥120,000

鹿児島県立大島病院 循環器内科 医長 宮内栄治 1 ¥70,000

九州大学生体防御医学研究所 付属トランスオミクス医学研究センター 教授 馬場健史 10 ¥485,981

京都大学
大学院医学研究科 医学専攻放射線医学講座 画像診

断学・核医学
教授 中本裕士 1 ¥100,000

京都大学 大学院医学研究科 高度医用画像学講座 特定助教 三宅可奈江 2 ¥100,000

京都大学 大学院医学研究科 医学専攻外科学講座 乳腺外科学 教授 戸井雅和 1 ¥100,000

京都大学医学部附属病院 放射線部 診療放射線技師長 小泉幸司 1 ¥50,000

京都大学医学部附属病院 放射線部 馬淵龍 1 ¥50,000

京都府立医科大学 循環器内科 准教授 全完 1 ¥100,000

熊本大学大学院 生命科学研究部・総合医薬化学部門 生体機能病態 教授 富澤　一仁 2 ¥50,623

厚生会 木沢記念病院 放射線技術部 庄司力哉 1 ¥30,000

国立大学法人大阪大学 大阪大学大学院 連合小児発達学研究科 連合小児研究科長 谷池雅子 1 ¥818,182

三田市民病院 循環器内科 部長 吉川糧平 1 ¥20,000

篠原会 甲府脳神経外科病院附属山梨ＰＥ

Ｔ画像診断クリニック
院長 佐藤葉子 1 ¥100,000

昭和大学 医学部 外科学講座 乳腺外科学部門 教授 明石定子 1 ¥100,000

石心会 川崎幸病院 循環器内科・心臓病センター 主任部長・副センター長 桃原哲也 2 ¥200,000

天陽会 中央病院 循環器内科 臨床研究センター長 加治屋崇 1 ¥50,000

同仁会 耳原総合病院 循環器センター センター長 兼 副病院長 石原昭三 3 ¥200,000

東北大学 大学院医学系研究科 画像診断学分野 教授 植田琢也 1 ¥100,000

東北大学 大学院医学系研究科 先進MRI共同研究講座 准教授 大田英揮 1 ¥50,000

東北大学病院 放射線診断科 講師 小黒草太 1 ¥50,000

獨協医科大学 埼玉医療センター 放射線科 教授 久保田一徳 1 ¥100,000

長野赤十字病院 循環器内科 部長 宮下裕介 1 ¥70,000

浜松医科大学 内科学第三講座 診療助教 茂木聡 2 ¥170,000

浜松医科大学医学部附属病院 循環器内科 医員 佐藤亮太 1 ¥100,000

原三信病院 循環器科 部長 山本光孝 1 ¥50,000

東宝塚さとう病院 副院長 大辻悟 1 ¥30,000

広島大学病院 乳腺外科 医科診療医 末岡智志 1 ¥50,000

藤田学園 藤田医科大学病院 放射線部 副主任 伊藤勝祥 1 ¥20,000

山口県済生会下関総合病院 副院長 山田寿太郎 1 ¥100,000

亮正会 総合高津中央病院 循環器内科・心臓血管センター 部長・センター長 山内靖隆 2 ¥70,000

愛仁会 高槻病院 不整脈センター センター長 山城荒平 1 ¥100,000

愛知医科大学 愛知医科大学病院 中央放射線部 診療放射線技師 大澤充晴 2 ¥100,000

愛友会 上尾中央総合病院 循環器内科 診療部部長 緒方信彦 1 ¥70,000

愛友会 上尾中央総合病院 循環器内科 科長 増田尚己 1 ¥70,000

九州大学 生体防御医学研究所 教授 馬場　健史 1 ¥70,872

熊本赤十字病院 心血管カテーテル治療科 部長 池本智一 1 ¥50,000

慶應義塾大学病院 臨床検査技術室 臨床検査科 中川　央充 2 ¥83,738

戸田中央総合病院 放射線科 係長 土井政英 1 ¥30,000

公益財団法人かずさDNA研究所  ゲノム事業推進部 グループ長 池田　和貴 1 ¥30,374

公立陶生病院組合 公立陶生病院 中央放射線部 永田敬章 1 ¥30,000

高岡みなみハートセンター みなみの杜病院 木村拓 1 ¥20,000

国立大学法人東北大学病院 薬剤部 副薬剤部長 准教授 前川 正充 3 ¥30,375

国立病院機構 埼玉病院 放射線科 寺岡修二 1 ¥30,000

佐久市立国保浅間総合病院 循環器内科 部長 篠崎法彦 2 ¥220,000

埼玉県済生会川口総合病院 診療技術部 放射線技術科 森一也 1 ¥30,000

埼玉県済生会川口総合病院 診療技術部 放射線技術科 副技師長 土田拓治 1 ¥30,000

埼玉石心会病院 放射線部 係長 清水大輔 1 ¥30,000

札幌ハートセンター - - - 1 ¥50,000

三郷中央総合病院 放射線技術科 技師長 中山勝雅 1 ¥30,000

山口県済生会 済生会山口総合病院 循環器内科 副院長 小野史朗 1 ¥30,000

昭和大学病院 循環器内科 教授 新家俊郎 1 ¥100,000

上尾中央総合病院 放射線技術科 金野元樹 1 ¥30,000

信州大学医学部附属病院 不整脈治療学講座 准教授 岡田綾子 1 ¥50,000

深谷赤十字病院 診療技術部 放射線技術科
副部長兼科長兼健診部技

師部門責任者
富田欣治 1 ¥30,000

C.原稿執筆料等（2021年度）



講師謝金（続き）
所属1 所属2 役職 氏名 件数 金額

水光会 宗像水光会総合病院 放射線部 前田康太 1 ¥30,000

澄心会 豊橋ハートセンター 循環器内科 部長 越田亮司 1 ¥100,000

澄心会 豊橋ハートセンター 放射線部門 診療放射線技師 口ノ町俊嗣 3 ¥80,000

澄心会 豊橋ハートセンター 放射線部門 診療放射線技師 綱木達哉 1 ¥20,000

澄心会 豊橋ハートセンター 臨床工学部門 佐合満 1 ¥20,000

澄心会 豊橋ハートセンター 放射線部 主任 清水一生 2 ¥40,000

澄心会 豊橋ハートセンター 循環器内科 部長 土金悦夫 1 ¥100,000

澄心会 豊橋ハートセンター 循環器内科 柏木大輔 1 ¥50,000

澄心会 豊橋ハートセンター 循環器内科 部長 平野敬典 1 ¥100,000

誠馨会 新東京病院 心臓内科
末梢血管疾患治療部長 兼

日帰り治療センター長
朴澤耕治 1 ¥100,000

誠高会 おおたかの森病院 循環器内科 部長 濱嵜裕司 1 ¥150,000

誠高会 おおたかの森病院 循環器内科 科長 櫻井将之 1 ¥100,000

静岡県済生会 静岡済生会総合病院 循環器内科 部長 山田実 1 ¥100,000

千葉大学医学部附属病院 放射線部 笠原哲治 1 ¥20,000

草津ハートセンター 副院長 辻貴史 1 ¥30,000

草津ハートセンター 院長 許永勝 2 ¥80,000

大垣市民病院 診療検査科 西脇弘純 1 ¥30,000

大阪府済生会中津病院 循環器内科 医員 上月周 6 ¥520,000

池友会 福岡和白病院 循環器内科 部長 芹川威 1 ¥50,000

竹政会 福山循環器病院 循環器内科 病棟（ICU）医長 谷口将人 2 ¥60,000

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 中村正人 1 ¥100,000

藤田学園 藤田医科大学 循環器内科 准教授 村松崇 1 ¥100,000

徳洲会 八尾徳洲会総合病院 循環器内科 部長 松尾浩志 1 ¥100,000

徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 安藤翔 1 ¥30,000

日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病

院
放射線科 武田和也 1 ¥20,000

日本赤十字社 徳島赤十字病院 循環器内科 副部長 弓場健一郎 1 ¥30,000

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二

病院
医療技術部放射線部門 西條貴哉 1 ¥30,000

博慈会 博慈会記念総合病院 循環器内科 部長 三軒豪仁 2 ¥120,000

博慈会 博慈会記念総合病院 循環器科 テクニカルアドバイザー 朝倉靖 1 ¥150,000

平成紫川会 小倉記念病院 検査技師部 臨床工学技士 伊藤朋晃 1 ¥50,000

平成紫川会 小倉記念病院 放射線技術部 主任 佐保辰典 1 ¥50,000

平成紫川会 小倉記念病院 循環器内科 部長 曽我芳光 5 ¥250,000

北里大学 　薬学部 教授 加藤　くみ子 1 ¥50,623

名古屋大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門 酒井崇 1 ¥30,000

名古屋大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門 植村武司 1 ¥30,000

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 2 ¥40,000

労働者健康安全機構 熊本労災病院 循環器内科 部長 土井英樹 2 ¥120,000

原稿執筆料・監修料
所属1 所属2 役職 氏名 件数 金額

OURS KARADA内科クリニック 院長 佐藤昭裕 1 ¥30,000

永仁会 入間ハート病院 検査部 主任 永作典子 1 ¥30,000

大阪国際がんセンター 放射線診断・IVR科 主任部長 中西克之 1 ¥55,685

北里大学 医療系研究科産業精神保健学 教授 田中克俊 1 ¥30,000

岐阜医療科学大学 保健科学部 放射線技術学科 教授 西出裕子 1 ¥100,000

九州大学 薬学研究院 抗がん剤育薬共同研究部門 准教授 飯森　真人 1 ¥10,125

神戸大学 大学院医学研究科 内科系講座 放射線診断学分野 教授 村上卓道 1 ¥100,000

国立研究開発法人国立国際医療研究セン

ター
理事長 國土典宏 1 ¥50,000

国立長寿医療研究センター バイオマーカー開発研究部 部長 中村昭範 1 ¥50,000

東京大学医学部附属病院 放射線部 診療放射線副技師長 林利廣 1 ¥50,000

東北大学 大学院医学系研究科 教授 神宮啓一 1 ¥100,000

東北大学病院 診療放射線部放射線部門 主任診療放射線技師 佐藤清和 1 ¥50,000

鳥取大学医学部附属病院 放射線部 御古謙太 1 ¥50,000

豊田会 刈谷豊田総合病院 放射線技術科 担当員 福岡秀彦 1 ¥50,000

新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 医療技術部 放射線技術科 栗林俊輝 1 ¥50,000

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二

病院
医療技術部 放射線科 一般撮影技術係長 猪岡由行 1 ¥50,000

杏林大学医学部付属病院 放射線部 山下晃司 1 ¥50,000

済衆館 済衆館病院 放射線技術科 伊藤航 1 ¥30,000

済衆館 済衆館病院 放射線科 部長 伴野辰雄 1 ¥30,000

常山福祉会 特別養護老人ホーム グランデ

パール
- - - 1 ¥30,000

大阪府立中河内救命救急センター 放射線室 技師長 三上秀樹 1 ¥30,000

大阪府立中河内救命救急センター 所長 山村仁 1 ¥50,000

大阪府立中河内救命救急センター 放射線室 副技師長 中村賢二 1 ¥30,000

大阪府立中河内救命救急センター 放射線室 主任 和田大悟 1 ¥30,000

中部上北広域事業組合 公立七戸病院 診療放射線技師長 成田史治 1 ¥50,000

東京医科歯科大学
東京医科歯科大学　統合研究機構　創生医学コンソー

シアム　臓器再生創生ユニット
助教 米山 鷹介 1 ¥10,125

日本医科大学 脳神経外科学教室 病院講師 佐藤俊 1 ¥50,000

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 ¥50,000



コンサルティング等業務委託費
所属1 所属2 役職 氏名 件数 金額

昭和大学横浜市北部病院 循環器内科 教授 落合正彦 12 ¥2,405,604

川崎医科大学 放射線医学（核医学） 教授 曽根照喜 5 ¥1,031,210

慈愛会 今村総合病院 画像診断部 科長 馬場隆行 9 ¥808,110

武蔵野会 新座志木中央総合病院 脳神経血管内治療科 部長 奥村浩隆 2 ¥250,000

兵庫医科大学 脳神経外科学講座
主任教授・脳卒中センター

長
吉村紳一 1 ¥200,000

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 小船井光太郎 1 ¥100,000

澄心会 豊橋ハートセンター 循環器内科 部長 土金悦夫 1 ¥100,000

京都府立医科大学附属病院 放射線科 客員講師 水田正芳 1 ¥40,000


