
医療機関等に対する⽀払い⼀覧

　　対象期間︓2019年4⽉1⽇〜2020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

分類 所属 役職 氏名 件数 ⾦額(円）
講師謝⾦ 国⽴⼤学法⼈東京医科⻭科⼤学附属病院　⼼臓⾎管外科 教授 荒井 裕国 1 111,370
講師謝⾦ 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院　消化器内科 部⻑ 濱中 潤 1 222,741
講師謝⾦ 獨協医科⼤学病院　消化器内科 主任教授 入澤 篤志 2 233,878
講師謝⾦ 日本赤十字社 伊勢赤十字病院 放射線治療科 医師 不破  信和 1 111,370
講師謝⾦ 広島⼤学病院 総合内科・総合診療科 客員教授 田妻 進 1 122,508
講師謝⾦ 国⽴⼤学法⼈⼭形⼤学医学部 医学科・⼤学院医学系研究科　内科学第⼆講座 准教授 牧野 直彦 1 122,508
講師謝⾦ 医療⽣活協同組合やまがた 鶴岡協⽴病院 副院⻑ 髙橋 美香子 1 33,411
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 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 医療法⼈惇慈会 日⽴港病院 病院⻑ 末永 仁 1 33,411
講師謝⾦ 一般財団法⼈厚⽣会 仙台厚⽣病院　肝臓内科 科⻑ 近藤 泰輝 1 111,370
講師謝⾦ ⾦沢⼤学附属病院　⼼臓⾎管外科 教授 竹村 博文 1 55,685
講師謝⾦ 慶応義塾⼤学病院　消化器内科 医⻑ 岩崎 栄典 1 111,370
講師謝⾦ 慶応義塾⼤学病院　放射線診断科 専任講師 井上 政則 1 111,370
講師謝⾦ 国⽴⼤学法⼈⾼知⼤学 医学部医学科講座　医療学/医療管理学分野 教授 ⼩林 道也 1 111,370
講師謝⾦ 国際医療福祉⼤学病院　消化器・乳腺外科 副院⻑ 鈴⽊ 裕 1 110,000
講師謝⾦ 国⽴がん研究センター中央病院　肝胆膵内科 医⻑ 肱岡 範 1 111,370
講師謝⾦ 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 11,137
講師謝⾦ 社会医療法⼈若竹会 つくばセントラル病院　救急診療科 医師 ⼭本 祐⼆ 1 33,411
講師謝⾦ 社会医療法⼈社団更⽣会 村上記念病院　内科 部⻑ ⻄野 圭一郎 1 33,411
講師謝⾦ 社会医療法⼈社団更⽣会 村上記念病院 理事⻑･院⻑ 村上 匡⼈ 1 33,411
講師謝⾦ 聖マリアンナ医科⼤学病院　放射線科 主任医⻑ 橋本 一樹 1 55,685
講師謝⾦ 聖路加国際病院　放射線科 医師 ⻄⼭ 智哉 1 55,685
講師謝⾦ ⻘森県⽴中央病院　消化器内科 副部⻑ 花畑 憲洋 1 89,096
講師謝⾦ ⼤阪医科⼤学医学部内科学講座 内科学Ⅱ教室 准教授 ⼩倉 健 1 111,370
講師謝⾦ 地⽅独⽴⾏政法⼈ 神⼾市⺠病院機構神⼾市⽴⻄神⼾医療センター消化器内科 部⻑ 井谷 智尚 1 33,411
講師謝⾦ 町⽴⻑沼病院 院⻑ 倉 敏郎 1 33,411
講師謝⾦ 帝京⼤学医学部附属病院　放射線科 医師 ⼩澤 瑞⽣ 1 55,685
講師謝⾦ 帝京⼤学医学部附属溝口病院　放射線科 教授 近藤 浩史 1 111,370
講師謝⾦ 帝京⼤学医学部附属溝口病院　放射線科 講師 ⼩野澤 志郎 1 55,685
講師謝⾦ 東京慈恵会医科⼤学　放射線医学講座 医師 ⽊佐⽊ 俊輔 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 1 55,685
講師謝⾦ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 宇都宮病院　外科 医⻑ 滝田 純子 1 111,370
講師謝⾦ 日本赤十字社 清水赤十字病院 院⻑ 藤城 貴教 1 33,411
講師謝⾦ 日本赤十字社 和歌⼭医療センター　外科・消化管外科・肝胆膵外科 医師 野間 淳之 1 111,370
講師謝⾦ 富⼠市⽴中央病院　放射線科 医⻑ 道本 顕吉 1 55,685
講師謝⾦ 兵庫医科⼤学病院　⼼臓⾎管外科 主任教授 坂口 太一 1 111,370
講師謝⾦ 獨協医科⼤学病院　消化器内科 講師 ⼟田 幸平 1 111,370

39 3,139,268
原稿執筆料︓監修料 医療法⼈沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院　⼼臓⾎管外科 統括部⻑ 片⼭ 郁雄 1 44,548
原稿執筆料︓監修料 公⽴⼤学法⼈福島県⽴医科⼤学　医療研究推進センター 教授 ⼩早川 雅男 1 33,411
原稿執筆料︓監修料 国⽴⼤学法⼈滋賀医科⼤学医学部 臨床教育講座 教授 伊藤 俊之 1 33,411
原稿執筆料︓監修料 社会医療法⼈きつこう会 多根総合病院　消化器内科 部⻑ 淺井 哲 1 55,685
原稿執筆料︓監修料 ほんま内科胃腸科医院 院⻑ 本間 清明 1 55,685
原稿執筆料︓監修料 京都府⽴医科⼤学 ⼤学院医学研究科 ⼼臓⾎管外科学  教授 夜久 均 1 89,096
原稿執筆料︓監修料 京都府⽴医科⼤学 ⼤学院医学研究科 ⼼臓⾎管外科学  助教 ⼭崎 祥子 1 44,548
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 2 111,370
原稿執筆料︓監修料 聖路加国際病院 消化器内科 医師 ⽩⿃ 安利 1 33,411
原稿執筆料︓監修料 東京医科⼤学病院  消化器内視鏡学 准教授 永田 尚義 1 33,411
原稿執筆料︓監修料 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構 ⼤阪労災病院　消化器内科 副部⻑ 平尾 元宏 1 55,685
原稿執筆料︓監修料 日本医科⼤学付属病院 消化器・肝臓内科 教授 貝瀬 満 1 33,411
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 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

16 846,412
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 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料 ほんま内科胃腸科医院 院⻑ 本間 清明 4 613,814
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 東京慈恵会医科⼤学附属病院　⾎管外科 診療部
株式会社Endovascular Japan 教授 ⼤⽊ 隆⽣ 1 3,000,000

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 国際医療福祉⼤学病院　消化器・乳腺外科 副院⻑ 鈴⽊ 裕 5 580,472

18 6,164,098

講師謝⾦合計

原稿執筆料・監修料合計

コンサルティング等業務委託料合計


