
医療機関等に対する⽀払い⼀覧
　　対象期間︓2018年4⽉1⽇〜2019年3⽉31⽇

住友ベークライト株式会社
秋田住友ベーク株式会社

Ｃ．原稿執筆料等
分類 所属 役職 氏名 件数 ⾦額(円）

講師謝⾦ 東京慈恵会附属医科大学病院　血管外科 医師  瀧澤玲央 1 111,370
講師謝⾦ 北海道大学病院 放射線診断科 講師 阿保大介 1 111,370
講師謝⾦ 慶応義塾大学病院　放射線診断科 医師 井上政則 1 55,685
講師謝⾦ 地⽅独⽴法⼈神⼾市⺠病院機構神⼾市⻄医療センター　消化器内科 部⻑ 井谷智尚 2 66,822
講師謝⾦ 愛知県がんセンター中央病院　放射線診断科・ＩＶＲ科 医師 稲葉吉隆 1 55,685
講師謝⾦ 名古屋市⽴大学病院　放射線科 講師 下平政史 1 111,370
講師謝⾦ 近畿大学医学部消化器内科 教授 樫田博史 1 133,645
講師謝⾦ 地⽅独⽴⾏政法⼈ 総合病院 国保旭中央病院　消化器内科 医⻑ 宮川明祐 1 111,370
講師謝⾦ 社会福祉法⼈聖隷福祉事業団　総合病院聖隷浜松病院　上部消化管外科 主任医⻑ 宮⽊祐⼀郎 1 111,370
講師謝⾦ 帝京大学医学部附属病院　放射線科 教授 近藤浩史 1 55,685
講師謝⾦ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構呉医療センター・中国がんセンター　内視鏡センター センター⻑ 桑井寿雄 1 111,370
講師謝⾦ 藤田保健衛⽣大学医学部　外科・緩和医療学講座 医師 桂⻑門 1 33,411
講師謝⾦ 聖マリアンナ医科大学放射線医学講座　川崎市⽴多摩病院放射線科 医師 荒井保典 1 33,411
講師謝⾦ 東京医科⻭科大学　⼼臓血管外科 教授 荒井裕国 1 222,471
講師謝⾦ ⼀般財団法⼈神奈川県警友会　けいゆう病院　消化器内科 医⻑ 香川幸⼀ 1 55,685
講師謝⾦ 医療法⼈根本外科胃腸科医院 院⻑ 根本猛彦 1 55,685
講師謝⾦ 社会医療法⼈社団⼗全会⼼臓病センター榊原病院　⼼臓血管外科 副院⻑ 坂口太⼀ 1 111,370
講師謝⾦ 社会医療法⼈若⽵会つくばセントラル病院 医師 山本祐二 2 66,822
講師謝⾦ 北海道大学大学院医学研究院循環器外科 教授 松居喜郎 1 111,370
講師謝⾦ 北海道大学大学院医学研究院循環器外科 講師 新宮康栄 1 55,685
講師謝⾦ 静岡県⽴静岡がんセンターＩＶＲ科 部⻑ 新槇剛 2 89,096
講師謝⾦ 東京医科⻭科大学　⼼臓血管外科 准教授 水野友裕 1 111,370
講師謝⾦ 社会医療法⼈社団更⽣会村上記念病院　消化器内科 部⻑ ⻄野圭⼀郎 1 33,411
講師謝⾦ 医療法⼈緑水会川野クリニック 院⻑ 川野正樹 1 55,685
講師謝⾦ 町⽴⻑沼病院 院⻑ 倉敏郎 2 66,822
講師謝⾦ 社会医療法⼈社団更⽣会　村上記念病院 院⻑ 村上匡⼈ 2 66,822
講師謝⾦ 市⽴旭川病院　胸部外科 診療部⻑ 村上達哉 1 55,685
講師謝⾦ 学校法⼈久留⽶大学医学部外科学講座 講師 村上直孝 2 66,822
講師謝⾦ 東京医科⻭科大学⼼臓血管外科 講師 大井啓司 1 55,685
講師謝⾦ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構　村山医療センター　外科・⼿術部 部⻑ 大石英⼈ 2 111,370
講師謝⾦ 東京慈恵会医科大学附属病院　血管外科 診療部⻑ 教授 大⽊隆⽣ 1 222,741
講師謝⾦ 東京慈恵会医科大学附属病院　内視鏡部 教授 炭山和毅 1 144,782
講師謝⾦ 医療法⼈成風舎　⻄原クリニック 院⻑ 中村光成 1 33,411
講師謝⾦ 慶応義塾大学病院　放射線科 医師 鳥飼秀幸 1 55,685
講師謝⾦ 広島大学病院　副病院⻑ 教授 田中信治 1 222,741
講師謝⾦ 医療法⼈社団⼟田病院 院⻑ ⼟田茂 1 33,411
講師謝⾦ 学校法⼈北⾥研究所北⾥大学病院　消化器内科 講師 東瑞智 1 33,411
講師謝⾦ ⽇本赤⼗字社　清水赤⼗字病院 院⻑ 藤城貴教 2 66,822
講師謝⾦ 山形県⽴中央病院　消化器内科 副科⻑ 藤嶋昌⼀郎 1 77,959
講師謝⾦ 東北大学病院　総合外科下部消化管グループ 特任教授 内藤剛特任 1 111,370
講師謝⾦ 獨協医科大学　消化器内科 主任教授 入澤篤史 2 222,740
講師謝⾦ ほんま内科胃腸科医院 院⻑ 本間清明 3 245,015
講師謝⾦ 医療法⼈惇慈会⽇⽴港病院 院⻑ 末永仁 1 33,411
講師謝⾦ 国際医療福祉大学病院　外科　教授・副院⻑　消化器・乳腺外科部 副院⻑ 鈴⽊　裕 1 55,685
講師謝⾦ 東邦大学医療センター大森病院　消化器センター外科 教授 鷲澤尚宏 1 33,411
講師謝⾦ ⼋⼾市⽴市⺠病院　外科 医師 國光敦 1 111,370
講師謝⾦ 鶴岡協⽴病院 副院⻑ 髙橋美香子 2 66,822

講師謝⾦ 国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所創薬基盤研究部門細胞グライコーム
標的技術グループ　（兼）細胞グライコーム標的技術グループ グループ⻑ 舘野 浩章 1 111,370

60 4,376,577
原稿執筆料︓監修料 名古屋市⽴大学病院　放射線科 講師 下平政史 1 55,685
原稿執筆料︓監修料 順天堂大学医学部附属順天堂医院化学療法室 室⻑ 加藤俊介 1 111,370
原稿執筆料︓監修料 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構呉医療センター・中国がんセンター　内視鏡センター センター⻑ 桑井寿雄 1 55,685
原稿執筆料︓監修料 大阪赤⼗字病院　消化器内科／大阪府⽴成⼈病センター　消化管内科 医師 山階武 1 55,685
原稿執筆料︓監修料 地域医療⽀援病院市⽴四⽇市病院　消化器内科 副部⻑ ⼩林真 1 55,685
原稿執筆料︓監修料 北海道大学医学部循環器・呼吸器外科 教授 松居喜郎 1 111,370
原稿執筆料︓監修料 順天堂大学医学部附属順天堂医院化学療法室 認定看護師 瀬沼亮子 1 55,685
原稿執筆料︓監修料 東京慈恵会医科大学附属病院　内視鏡部 診療医⻑ 大谷友彦 1 55,685
原稿執筆料︓監修料 大阪大学大学院医学系研究科　次世代内視鏡治療学共同研究講座 特任教授 中島清⼀ 1 55,685
原稿執筆料︓監修料 ⾜利赤⼗字病院　第⼀放射線診断科 部⻑ 潮田隆⼀ 1 55,685
原稿執筆料︓監修料 群⾺県⽴がんセンター放射線診断部 部⻑ 堀越浩幸 1 111,370

11 779,590

講師謝⾦合計

原稿執筆料・監修料合計



医療機関等に対する⽀払い⼀覧
　　対象期間︓2018年4⽉1⽇〜2019年3⽉31⽇

住友ベークライト株式会社
秋田住友ベーク株式会社

Ｃ．原稿執筆料等
分類 所属 役職 氏名 件数 ⾦額(円）

コンサルティング等業務委託料 ⼀般社団法⼈平成紫川会⼩倉記念病院　循環器内科 部⻑ 曽我芳光 1 742,473
コンサルティング等業務委託料 医療法⼈社団⼼和会⾜⽴共済病院 院⻑ 山本学 2 556,854
コンサルティング等業務委託費 国際医療福祉大学病院　外科　教授・副院⻑　消化器・乳腺外科部 副院⻑ 鈴⽊裕 4 43,101
コンサルティング等業務委託費 順天堂大学医学部附属順天堂医院　消化器内科 教授 伊佐山浩通 1 111,370
コンサルティング等業務委託料 地域医療⽀援病院市⽴四⽇市病院　消化器内科 副部⻑ ⼩林真 3 113,631
コンサルティング等業務委託費 東京慈恵会医科大学附属病院　血管外科 診療部 教授 大⽊隆⽣ 2 430,359
コンサルティング等業務委託料 東北大学病院　総合外科下部消化管グループ 特任教授 内藤剛 2 556,854
コンサルティング等業務委託料 ほんま内科胃腸科医院 院⻑ 本間清明 4 613,814

19 3,168,456
消費税込み

コンサルティング等業務委託料合計


