
スミスメディカル・ジャパン株式会社　「透明性に関する指針」

スミスメディカル・ジャパン株式会社（以下、当社）は、日本医療機器連合会（以下、医機連）が定める「医療機関等との透明性ガイドライン」を受けて、
当社における「透明性に関する指針」を策定いたしました。

〔指針策定にあたって〕
当社は、医機連で定める「倫理綱領」、「企業行動憲章」、「医療機器業プロモーションコード」及び、医療機器業公正取引協議会が定める「医療機器業公正取引規約」と
それらの精神に従い、社員の責務や職務随行基準となる事業倫理規範を定め、責任感と高い倫理観を持って企業活動を行ってまいりました。
医療機関等との関係の透明性及び信頼性を確保することにより、当社の企業活動が医学・医療工学をはじめとするライフサイエンスの発展に寄与し、高い倫理性を担保
した上で行われていることを広くご理解いただくことを目的として、当社から医療機関・医療関係者等への資金提供について、次の通り公開いたします。

〔公開方法・公開時期〕 
当社ウェブサイト等を通して、当該年度分は当社決算終了後適切な時期に公開します。

〔公開対象〕
【A.研究費開発費等】
※日本医療機器産業連合会の透明性ガイドラインの改定に伴い、2020年度分より、臨床研究法、医薬品医療機器等法におけるGCP/GVP/GPSP省令等の公的規制や
各種指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれます。

・特定臨床研究費
 　　提供先施設等の名称等　件数・金額　
 ・倫理指針に基づく研究費
 　　提供先施設等の名称等　件数・金額
・臨床以外の研究費
 　　年間の件数・総額、提供先施設等の名称
 ・臨床試験費（治験費）
 　　提供先施設等の名称等　件数・金額
・製造販売後臨床試験費 
 　　提供先施設等の名称等　件数・金額
・不具合・感染症症例報告費 
 　　提供先施設等の名称等　件数・金額
・製造販売後調査費 
 　　提供先施設等の名称等　件数・金額
・その他研究開発関連費用 
 　　年間の総額

【B.学術研究助成費】 
 医療技術の学術復興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催を支援するための学会寄附金、学会共催費が含まれます。 

・奨学寄附金  
 　　〇〇大学〇〇教室：〇〇件〇〇円 
・一般寄附金
 　　〇〇大学（〇〇財団）：〇〇件〇〇円 
・学会寄附金
 　　第〇回〇〇学会（〇〇地方会・〇〇研究会）：〇〇円 
・学会共催費
 　　第〇回〇〇学会 〇〇セミナー：〇〇円 
 
【C.原稿執筆料等】 
 自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演や原稿執筆、コンサルティング等業務委託に関する費用が含まれます。

・講師謝金  
 　　〇〇大学（〇〇病院）〇〇科〇〇教授（部長）：〇〇件〇〇円  
・原稿執筆料・監修料
 　　〇〇大学（〇〇病院）〇〇科〇〇教授（部長）：〇〇件〇〇円
・コンサルティング等業務委託費
 　　〇〇大学（〇〇病院）〇〇科〇〇教授（部長）：〇〇件〇〇円

【D.情報提供関連費】 
 医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用等の情報提供に必要な講演会等会合、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれます。

・講演会等会合費 
 　　年間の件数・総額
・説明会費
 　　年間の件数・総額
・医学・医療工学関連文献等提供費
 　　年間の総額

【E.その他の費用】 
 社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれます。

・接遇等費用                                   
　　年間の総額 以上

医療機関等への資金提供等
2021年度（2020年8月1日～2021年7月31日）

A.研究費開発費等
臨床研究法、医薬品医療機器等法における GCP/GVP/GPSP 省令等の公的規制や各種指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれる。

年間の件数 年間の総額 （円、消費税含まず）
特定臨床研究費 0 0
倫理指針に基づく研究費 0 0
臨床以外の研究費 0 0
臨床試験費（治験費） 0 0
製造販売後臨床試験費 0 0
不具合・感染症症例報告費 0 0
製造販売後調査費 0 0
その他研究開発関連費用 ― 0

B.学術研究助成費
学術復興や研究助成等を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催を支援するための学会等寄附金、学会等共催費が含まれる。



年間の件数 年間の総額 （円、消費税含まず）
奨学寄附金 0 0
一般寄附金 1 272,728
学会等寄附金 （※） 0
学会等共催費 （※） 4,055,374
（※）学会等寄附金及び学会共催費の年間件数は、透明性ガイドラインに基づく必須の開示項目ではありません。

一般寄附金内訳

団体名等

一般社団法人日本無痛分娩研究機構

学会等共催費内訳

学会名等

日本区域麻酔学会　第7回学術集会共済セミナー 
日本産科麻酔学会主催　第1回WEBセミナー 
日本区域麻酔学会　第8回学術集会ランチョンセミナー
第17回麻酔科学サマーセミナー　モーニングセミナー
第26回日本緩和医療学会学術大会　共催セミナー

C.原稿執筆料等
自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演、原稿執筆や監修、その他のコンサルティング等の業務委託の対価として支払う費用が含まれる。

年間の件数 年間の総額 （円、源泉税込、消費税含まず）
講師謝金 18 1,309,957
原稿執筆料・監修料 0 0
コンサルティング等業務委託費 0 0

講師謝金内訳

施設名、診療科/教室名、役職 氏名 件数
金額 （円）

（源泉税込、消費税含まず）
医療法人社団やまと　やまと訪問看護ステーション 菅野　喜久子 1 30,374
関西医科大学附属病院　麻酔科　病院助教 金沢　路子 1 50,623
九州大学大学院　医学研究院外科学講座　麻酔蘇生分野　教授 山浦　健 1 82,644
慶應義塾大学医学部　耳鼻咽喉科学教室　教授 小澤　宏之 1 90,910
杏林大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室　主任教授 齋藤　康一郎 1 90,910
佐賀県医療センター　好生館　緩和ケア科　部長 小杉　寿文 1 90,910
佐野厚生総合病院　耳鼻咽喉科　部長 大久保　啓介 1 80,998
順天堂大学　医学部麻酔科学・ペインクリニック講座　准教授 川越　いずみ 1 50,623
昭和大学病院　麻酔科　講師 細川　幸希 1 50,624
東海大学医学部医学科 耳鼻咽喉科 教授 大上　研二 1 90,910
東海大学医学部付属病院　耳鼻咽喉科・頭頚部外科　準教授 酒井　昭博 1 72,728
東北大学大学院　医学系研究科　緩和医療学分野　講師 田上　恵太 1 50,623
東京医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野　主任教授 塚原　清彰 1 90,910
獨協医科大学　医学部麻酔科学講座　教授 山口　重樹 1 50,624
長崎大学大学　医歯薬学総合研究科　麻酔集中治療医学　準教授 村田　寛明 1 80,998
兵庫医科大学　麻酔学科・疼痛制御科学講座　教授 狩谷　伸享 1 90,910
横浜市立みなと赤十字病院　集中治療部　副部長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　     　　　　　　　　　　　                　 　                                      　　　　　　　　　　　　　　　                                                                             　　　                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤澤　美智子 1 72,728
琉球大学大学院　医学研究科　麻酔科学講座　教授 垣花　学 1 90,910

（五十音順）

D.情報提供関連費
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれる。

年間の件数 年間の総額 （円、消費税含まず）
講演会等会合費 9 1,736,410
説明会費 19 437,118
医学・医療工学関連文献等提供費 ― 288,860

E.その他の費用
社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれる。

年間の総額 （円、消費税含まず）
接遇等費用 2,504

医療機関等への資金提供等
2020年度（2019年8月1日～2020年7月31日）

A.研究費開発費等
臨床研究法、医薬品医療機器等法における GCP/GVP/GPSP 省令等の公的規制や各種指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれる。

年間の件数 年間の総額 （円、消費税含まず）
特定臨床研究費 0 0
倫理指針に基づく研究費 0 0
臨床以外の研究費 0 0
臨床試験費（治験費） 0 0
製造販売後臨床試験費 0 0
不具合・感染症症例報告費 0 0
製造販売後調査費 0 0
その他研究開発関連費用 ― 0

B.学術研究助成費
学術復興や研究助成等を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催を支援するための学会等寄附金、学会等共催費が含まれる。

金額 （円、消費税含まず）

272,728

金額 （円、消費税含まず）

727,273
818,182

1,328,101
454,545
727,273



年間の件数 年間の総額 （円、消費税含まず）
奨学寄附金 0 0
一般寄附金 0 0
学会等寄附金 1（※） 92,593
学会等共催費 3（※） 1,697,655
（※）学会等寄附金及び学会共催費の年間件数は、透明性ガイドラインに基づく必須の開示項目ではありません。

学会等寄附金内訳

団体名等

麻酔・集中治療セミナー2019

学会等共催費内訳

学会名等

第21回日本救急看護学会学術集会　ランチョンセミナー
第８回麻酔科医のための「産科麻酔プロフェッショナルセミナー」
第47回日本集中治療医学会学術集会　モーニングセミナー

C.原稿執筆料等
自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演、原稿執筆や監修、その他のコンサルティング等の業務委託の対価として支払う費用が含まれる。

年間の件数 年間の総額 （円、源泉税込、消費税含まず）
講師謝金 8 565,922
原稿執筆料・監修料 0 0
コンサルティング等業務委託費 2 91,751

講師謝金内訳

施設名、診療科/教室名、役職 氏名 件数 金額 （円）
（源泉税込、消費税含まず）

鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　耳鼻咽喉科・統計部外科学　教授 黒野　祐一 1 90,910
北里大学医学部　麻酔科学教室　助教 日向　俊輔 1 30,374
北里大学医学部　麻酔科学教室　診療教授 奥富　俊之 1 90,910
京都府立医科大学　麻酔科学教室　講師 柴﨑　雅志 1 45,455
杏林大学医学部　耳鼻咽喉科学教室　教授 齋藤　康一郎 1 90,910
杏林大学医学部付属病院　集中治療室　看護師長 中村　香織 1 45,455
国際医療福祉大学　成田病院準備事務局　学校法人国際医療福祉大学　東京事務所 道又　元裕 1 90,910
昭和大学医学部　麻酔科学講座　講師 細川　幸希 1 80,998

（五十音順）

コンサルティング等業務委託費内訳

施設名、診療科/教室名、役職 氏名 件数 金額 （円）
（源泉税込、消費税含まず）

公益財団法人　がん研究会有明病院　看護師長 羽田　忍 1 46,296
高木　俊一 1 45,455

（五十音順）

D.情報提供関連費
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれる。

年間の件数 年間の総額 （円、消費税含まず）
講演会等会合費 8 535,110
説明会費 38 1,049,915
医学・医療工学関連文献等提供費 ― 327,654

E.その他の費用
社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれる。

年間の総額 （円、消費税含まず）
接遇等費用 268,869

医療機関等への資金提供等
2019年度（2018年8月1日～2019年7月31日）

A.研究費開発費等
公的規制のもとで実施される各種試験、報告、調査等（臨床試験(治験)、製造販売後臨床試験、不具合・感染症症例報告、
製造販売後調査等） および企業が独自に行う調査等の費用が含まれる。 

年間の件数 年間の総額 （円、消費税含まず）
共同研究費　臨床 0 0
　　　　　　　　 臨床以外 0 0
委託研究費　臨床 0 0
　　　　　　　　 臨床以外 0 0
臨床試験費 0 0
製造販売後臨床試験費 0 0
不具合・感染症症例報告費 0 0
製造販売後調査費 0 0
その他研究開発関連費用 ― 0

B.学術研究助成費
医療技術の学術復興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催を支援するための学会等寄附金、学会等共催費が含まれる。

年間の件数 年間の総額 （円、消費税含まず）
奨学寄附金 0 0
一般寄附金 0 0
学会等寄附金 1（※） 185,186
学会等共催費 4（※） 4,471,682

金額 （円、消費税含まず）

92,593

金額 （円、消費税含まず）

日本大学医学部　麻酔科　准教授

624,928
272,727
800,000



（※）学会等寄附金及び学会共催費の年間件数は、透明性ガイドラインに基づく必須の開示項目ではありません。

学会等寄附金内訳
学会名等

第2回気道管理学会学術集会

学会等共催費内訳
学会名等

第16回麻酔科学サマーセミナー　教育セミナー
第122回日本産科麻酔学会　スイーツセミナー
日本区域麻酔学会第6回学術集会　ランチョンセミナー
日本麻酔科学会第66回学術集会　ランチョンセミナー

C.原稿執筆料等
自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演や原稿執筆、コンサルティング等業務委託に関する費用が含まれる。

年間の件数 年間の総額 （円、源泉税込、消費税含まず）
講師謝金 12 1,167,585
原稿執筆料・監修料 3 166,668
コンサルティング等業務委託費 2 185,186

講師謝金内訳

施設名、診療科/教室名、役職 氏名 件数
金額 （円）

（源泉税込、消費税含まず）
公益財団法人　がん研究会有明病院　看護師長 羽田 忍 2 92,594
埼玉医科大学総合医療センター　産科麻酔科診療部長 照井 克生 1 92,593
島根大学医学部　麻酔科学　手術部　教授 佐倉 伸一 1 103,121
昭和大学　麻酔科　教授 加藤 里絵 1 103,122
信州大学医学部　麻酔蘇生学教室　教授　 川真田 樹人 1 154,682
地方独立法人　佐世保市総合医療センター　緩和ケア科　部長　 冨安 志郎 1 166,954
東北大学大学院　医学系研究科　緩和医療学分野　教授 井上 彰 1 92,592
東北大学大学院　医学系研究科　外科病態学講座麻酔科学・周術期医学分野　教授 山内 正憲 2 185,186
長崎大学医学部　麻酔科学　医歯薬准教授 村田 寛明 1 82,498
兵庫県立がんセンター　緩和ケアセンター長 池垣 淳一 1 94,243

（五十音順）

原稿執筆料・監修料内訳

施設名、診療科/教室名、役職 氏名 件数
金額 （円）

（源泉税込、消費税含まず）
医療法人社団　洞仁会　洞爺温泉病院　看護師長 本間 有香 1 27,778
医療法人社団　洞仁会　洞爺温泉病院　副院長 三上 淳一 1 46,297
東京医科大学　麻酔科学分野　集中治療部　教授　 今泉 均 1 92,593

（五十音順）

コンサルティング等業務委託費内訳

施設名、診療科/教室名、役職 氏名 件数
金額 （円）

（源泉税込、消費税含まず）
医療法人社団　淡路平成会　理事長 北河 宏之 1 92,593
昭和大学医学部　麻酔科学講座　講師 上嶋 浩順 1 92,593

（五十音順）

D.情報提供関連費
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれる。

年間の件数 年間の総額 （円、消費税含まず）
講演会等会合費 12 1,024,245
説明会費 67 1,647,525
医学・医療工学関連文献等提供費 ― 347,260

E.その他の費用 年間の総額 （円、消費税含まず）
接遇等費用 698,273

医療機関等への資金提供等
2018年度（2017年8月1日～2018年7月31日）

A.研究費開発費等
公的規制のもとで実施される各種試験、報告、調査等（臨床試験(治験)、製造販売後臨床試験、不具合・感染症症例報告、
製造販売後調査等） および企業が独自に行う調査等の費用が含まれる。 

年間の件数 年間の総額 （円、消費税含まず）
共同研究費　臨床 1 1,851,852
　　　　　　　　 臨床以外 0
委託研究費　臨床 0
　　　　　　　　 臨床以外 0
臨床試験費 0
製造販売後臨床試験費 0
不具合・感染症症例報告費 0
製造販売後調査費 0
その他研究開発関連費用 0

共同研究費　臨床　内訳
施設名等 件数

国立大学法人 岡山大学 1

B.学術研究助成費
医療技術の学術復興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催を支援するための学会等寄附金、学会等共催費が含まれる。

年間の件数 年間の総額 （円、消費税含まず）
奨学寄附金 5 1,100,000
一般寄附金 0 0
学会等寄附金 2（※） 410,000

532,422
2,777,778

金額 （円、消費税含まず）
1,851,852

金額 （円、消費税含まず）
185,186

金額 （円、消費税含まず）
462,963
698,519



学会等共催費 5（※） 3,861,112
（※）学会等寄附金及び学会共催費の年間件数は、透明性ガイドラインに基づく必須の開示項目ではありません。

奨学寄附金内訳
施設名等 件数

学校法人金沢医科大学　麻酔科学 1
学校法人獨協学園　獨協医科大学　第二外科　 1
学校法人日本大学　麻酔科 1
公立大学法人奈良県立医科大学　麻酔科学 1
福岡大学　医学部　 1

学会等寄附金内訳
学会名等

第7回日本ペインクリニック学会北関東・甲信越支部学術集会
第42回東北ペインクリニック学会

学会等共催費内訳
学会名等

第1回気道管理学会学術集会
第15回麻酔科学サマーセミナー
第121回日本産科麻酔学会学術集会　共催セミナー
第6回麻酔科医のための産科麻酔プロフェッショナルセミナー 
日本臨床麻酔学会第37回大会　フォアヌーンセミナー

C.原稿執筆料等
自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演や原稿執筆、コンサルティング等業務委託に関する費用が含まれる。

年間の件数 年間の総額 （円、源泉税込、消費税含まず）
講師謝金 10 948,281
原稿執筆料・監修料 0 0
コンサルティング等業務委託費 0 0

講師謝金内訳

施設名、診療科/教室名、役職 氏名 件数
金額 （円）

（源泉税込、消費税含まず）
大阪大学　大学院医学系研究科　生体統御医学講座 麻酔集中治療医学教室　講師 大瀧 千代 1 82,497
鹿児島大学　医歯学域医学系医歯学総合研究科　先進治療科学専攻生体機能制御学講座　教授 上村 裕一 1 103,121
北里大学　医学部　麻酔科学　教授 奥富 俊之 1 103,121
高知大学　医学部麻酔科学・集中治療医学講座　教授 横山 正尚 1 92,593
埼玉医科大学総合医療センター　産科麻酔科　副診療科長 田中 基 1 103,120
山王バースセンター　産科麻酔科 大原 玲子 1 82,497
昭和大学　大学院保健医療学研究科　准教授 副島 賢和 1 103,121
昭和大学病院　麻酔科　教授 加藤 里絵 1 92,593
東邦大学　麻酔科学講座（大森）教授 落合 亮一 1 103,121
長崎大学　大学院医歯薬学総合研究科麻酔・蘇生学分野　教授 原 哲也 1 82,497

（五十音順）

D.情報提供関連費
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれる。

年間の件数 年間の総額 （円、消費税含まず）
講演会等会合費 11 934,525
説明会費 105 3,252,258
医学・医療工学関連文献等提供費 ― 455,080

E.その他の費用 年間の総額 （円、消費税含まず）
接遇等費用 353,520

医療機関等への資金提供等
2017年度（2016年8月1日～2017年7月31日）

A.研究費開発費等
公的規制のもとで実施される各種試験、報告、調査等（臨床試験(治験)、製造販売後臨床試験、不具合・感染症症例報告、
製造販売後調査等） および企業が独自に行う調査等の費用が含まれる。 

年間の総額 （円、消費税含まず）
共同研究費 0
委託研究費 0
臨床試験費 0
製造販売後臨床試験費 0
不具合・感染症症例報告費 0
製造販売後調査費 0

B.学術研究助成費
医療技術の学術復興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催を支援するための学会等寄附金、学会等共催費が含まれる。

年間の件数 年間の総額 （円、消費税含まず）
奨学寄附金 21 4,950,000
一般寄附金 1 3,285,000
学会等寄附金 0（※） 0
学会等共催費 6（※） 7,348,149
（※）学会寄附金及び学会共催費の年間件数は、透明性ガイドラインに基づく必須の開示項目ではありません。

奨学寄附金内訳
件数

21
1

0（※）
6（※）

（※）学会等寄附金及び学会等共催費の年間件数は、透明性ガイドラインに基づく必須の開示項目ではありません。

奨学寄附金内訳

7,348,149

項目
奨学寄附金
一般寄附金
学会等寄附金
学会等共催費

3,285,000
0

総額 （円、消費税含まず）
4,950,000

462,963
750,000
462,963

2,000,000

金額 （円、消費税含まず）
10,000

400,000

金額 （円、消費税含まず）
185,186

300,000
100,000
500,000
100,000
100,000

金額 （円、消費税含まず）



件数
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1

一般寄附金内訳

国立研究開発法人　国立成育医療研究センター

学会等共催費内訳

第5回 麻酔科医のための産科麻酔プロフェッショナル・セミナー
第14回 麻酔科学サマーセミナー
第120回日本産科麻酔学会学術集会 イブニングセミナー
日本区域麻酔学会第４回学術集会 ランチョンセミナー
日本麻酔科学会第６４回学術集会 共催セミナー
日本臨床麻酔学会第３６回大会 ランチョンセミナー

C.原稿執筆料等
自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演や原稿執筆、コンサルティング等業務委託に関する費用が含まれる。

原稿執筆料等 年間の件数 年間の総額 （円、源泉税込、消費税含まず）
講師謝金 11 1,130,723
原稿執筆料・監修料 1 103121
コンサルティング等業務委託費 0 0

講師謝金内訳

氏名 件数
金額 （円）

（源泉税込、消費税含まず）
阿部 泰之 1 72,185
森松 博史 1 103,121
土田 英昭 1 139,213
加藤 里絵 1 72,185
田中 基 1 103,121
大嶽 浩司 1 103,121
川真田 樹人 1 103,121
井上 荘一郎 1 154,682
上園 晶一 1 103,121
谷田 勝志 1 30,937
祖父江 和哉 1 145,916

（五十音順）

原稿執筆料・監修料内訳

氏名 件数
金額 （円）

（源泉税込、消費税含まず）
古田 康 1 103,121

D.情報提供関連費
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれる。

情報提供関連費 年間の件数 年間の総額 （円、消費税含まず）
講演会等会合費 13 1,772,666
説明会費 47 1,684,725
医学・医療工学関連文献等提供費 ― 346,675

E.その他の費用
社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれる。

その他の費用 年間の総額 （円、消費税含まず）
接遇等費用 368,184

医療機関等への資金提供等
2016年度（2015年8月1日～2016年7月31日）

A.研究費開発費等
公的規制のもとで実施される各種試験、報告、調査等（臨床試験、治験、製造販売後臨床試験、
不具合・感染症症例報告、製造販売後調査等）及び企業が独自に行う調査等の費用が含まれる。 

年間の総額 （円、消費税含まず）
共同研究費 0
委託研究費 1,135,265
臨床試験費 0
製造販売後臨床試験費 0
不具合・感染症症例報告費 0
製造販売後調査費 0

B.学術研究助成費
医療技術の学術復興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催を支援するための学会寄附金、学会共催費が含まれる。

年間の件数 年間の総額 （円、消費税含まず）

学会名等

学会名等

東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　主任教授
東京大学病院　医療機器管理部　主任
名古屋市立大学　大学院医学研究科　麻酔科学・集中治療医学分野　教授

施設名、診療科/教室名、役職

医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　部長

北里大学　医学部　麻酔科学　准教授
埼玉医科大学　総合医療センター　麻酔科　講師
昭和大学　医学部　麻酔科学講座　主任教授
信州大学　医学部　麻酔蘇生学教室　教授
聖マリアンナ医科大学　麻酔学　教授

旭川医科大学病院　緩和ケア診療部　副部長

施設名、診療科/教室名、役職

岡山大学　大学院医歯学総合研究科　麻酔・蘇生学講座　教授
金沢医科大学　医学部　臨床医学　麻酔科学　主任教授

1,018,519
2,314,815
1,700,000

3,285,000

金額 （円、消費税含まず）
462,963
462,963

1,388,889

100,000
100,000
350,000
100,000

金額 （円、消費税含まず）

福岡大学　医学部麻酔科学

金額 （円、消費税含まず）
300,000
500,000
300,000
100,000
300,000
500,000
100,000
100,000
100,000
500,000
800,000
200,000
200,000
300,000

国立大学法人　徳島大学　麻酔・疼痛治療医学
国立大学法人　長崎大学　麻酔学
国立大学法人　福井大学　麻酔・蘇生学
国立大学法人　山口大学　医学部麻酔・蘇生学講座
国立大学法人　山梨大学　麻酔科学講座

国立大学法人　九州大学　麻酔科
国立大学法人　滋賀医科大学　麻酔科
国立大学法人　千葉大学　麻酔学
国立大学法人　東北大学　麻酔科学教室
国立大学法人　徳島大学　救急集中治療学

施設名等
学校法人　金沢医科大学　麻酔科
学校法人　昭和大学　麻酔科学
学校法人　愛知医科大学　麻酔科学講座
関西医科大学　麻酔科学講座

国立大学法人　香川大学　医学部麻酔学
京都府立医科大学　医学部麻酔科学教室

国立大学法人　金沢大学　麻酔・集中治療医学



奨学寄附金 12 2,950,000
一般寄附金 0 0
学会寄附金 3（※） 2,061,112
学会等共催費 5（※） 7,388,894
（※）学会寄附金及び学会共催費の年間件数は、透明性ガイドラインに基づく必須の開示項目ではありません。

奨学寄附金内訳
件数

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

一般寄附金内訳

学会等共催費内訳

第13回麻酔科学サマーセミナー
第67回日本気管食道科学会総会ならびに学術講演会　学術セミナー
日本ペインクリニック学会第50回大会　モーニングセミナー
日本麻酔学会第63回学術集会　共催セミナー
日本臨床麻酔学会第35回大会　共催セミナー

C.原稿執筆料等
自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演や原稿執筆、コンサルティング等業務委託に関する費用が含まれる。

年間の件数 年間の総額 （円、源泉税込、消費税含まず）
講師謝金 26 2,567,715
原稿執筆料・監修料 0 0
コンサルティング等業務委託費 0 0

講師謝金内訳

氏名 件数
金額 （円）

（源泉税込、消費税含まず）
藤原 祥裕 3 309,363
橋本 篤 2 206,242
笹川 智貴 3 309,363
阿部 泰之 1 72,185
今井 浩平 1 72,185
安岡 義人 1 103,121
白神 豪太郎 2 206,242
武田 敏宏 1 103,121
中本 達夫 1 103,121
山本 達郎 1 103,121
新山 幸俊 1 103,121
佐倉 伸一 2 206,242
角倉 弘行 1 103,122
川越 いづみ 1 51,561
大岩 彩乃 1 103,120
山内 正憲 1 103,121
浅井 隆 1 103,122
平林 秀樹 1 103,121
今野 渉 1 103,121

（五十音順）

D.情報提供関連費
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれる。

情報提供関連費 年間の件数 年間の総額 （円、消費税含まず）
講演会等会合費 20 1,954,305
説明会費 69 1,983,441
医学・医療工学関連文献等提供費 ― 0

E.その他の費用
社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれる。

その他の費用 年間の総額 （円、消費税含まず）
接遇等費用 745,352

愛知医科大学　医学部　麻酔科学教室　助教
旭川医科大学医学部　医学科臨床医学講座　麻酔･蘇生学講座　助教
旭川医科大学病院　緩和ケア診療部　副部長
いまいホームケアクリニック　院長
医療法人鶴谷会　鶴谷病院　耳鼻咽喉科
香川大学医学部　麻酔学講座　教授
香川大学医学部　麻酔学講座　麻酔・ペインクリニック科　助教
関西医科大学附属病院　麻酔科　診療教授

東邦大学　医学部医学科（大森病院）　麻酔科　助教
東北大学大学院医学部医学系研究科　麻酔科学・周術期医学分野　教授
獨協医科大学越谷病院　麻酔科　教授
獨協医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科　教授
獨協医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科　講師

熊本大学大学院生命科学研究部麻酔科学分野　教授
札幌医科大学　医学部　麻酔科学講座　准教授
島根大学医学部　手術部　教授
順天堂大学麻酔科学･ペインクリニック講座　教授
順天堂大学麻酔科学･ペインクリニック講座　准教授

2,314,815
1,833,334

施設名、診療科/教室名、役職

愛知医科大学　医学部　麻酔科学教室　教授

学会名等 金額 （円、消費税含まず）
462,963
925,930

1,851,852

学会名等 金額 （円、消費税含まず）
0

国立大学法人　山口大学 100,000

国立大学法人　京都大学 100,000
国立大学法人　滋賀医科大学　麻酔科 100,000
国立大学法人　長崎大学　医学部 300,000

公立大学法人　和歌山県立医科大学　麻酔科学 300,000
国立大学法人　岡山大学　麻酔科蘇生科 600,000
国立大学法人　九州大学 100,000

学校法人　東邦大学　麻酔科学講座（大森病院） 450,000
学校法人　福岡大学　医学部 100,000
京都府公立大学法人　京都府立医科大学　麻酔科学教室 300,000

施設名等 金額 （円、消費税含まず）
学校法人　愛知医科大学　麻酔科学講座 300,000
学校法人　金沢医科大学 200,000


