
（単位：円）

開示項目 件数 金額

講師謝金 834 141,341,850
原稿執筆料・監修料 3 322,500
コンサルティング等業務委託費 1 118,250

※注釈

・本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、公開しています。

・掲載しているPDFの内容の無断転載・転用はお断りいたします。

・金額は消費税込みで表示しています。

・開示項目を件数、金額共に全て講師謝金として開示してまいりましたが、開示項目が異なる事が判明致しましたので、

　上記のとおり修正後の内容にて公開しています。件数、金額の総計に関する修正は御座いません。

原稿執筆料等

（対象期間：2019年1月1日～12月31日）



（単位：円）
氏名 施設/所属部科 役職 件数 金額

阿部　信寛 川崎医科大学　総合医療センター　 整形外科 診療部長・教授 1 344,000
伊藤　雅之 会津中央病院　外傷再建センター センター長 4 752,500
伊藤　陽一 伊藤クリニック 院長 2 236,500
依光　正則 岡山ろうさい病院　整形外科 副部長 5 709,500
衣笠　清人 近森病院　整形外科 統括部長 2 344,000
井上　尚美 東北労災病院 関節外科部長・人工関節センター長 2 344,000
稲垣　克記 昭和大学医学部　整形外科講座 教授・科長 1 129,000
稲葉　裕 横浜市立大学　整形外科 教授 1 129,000
塩田　直史 岡山医療センター　整形外科・リハビリテーション科 医長 6 1,118,000
王寺　享弘 福岡整形外科病院 理事長 1 118,250
岡崎　賢 東京女子医科大学　医学部　整形外科学 教授 4 516,000
下条　竜一 富山大学附属病院　整形外科 診療准教授 1 344,000
加畑　多文 金沢大学附属病院　整形外科 准教授 2 215,000
格谷　義徳 阪和人工関節センター センター長 21 3,364,750
乾　洋 東京大学医学部附属病院　　整形外科　人工関節センター センター長 1 118,250

岩城　啓好 中之島いわき病院 院長 6 838,500
岩切　健太郎 白庭病院　整形外科 ー 4 451,500
岩澤　三康 独立行政法人　国立病院機構　相模原病院 整形外科医長・リウマチ科医長 1 129,000
岩﨑　幹季 大阪労災病院 副院長 1 129,000
菊川　和彦 マツダ病院 整形外科 部長・リハビリテーション科 主任部長 2 193,500

吉田　研二郎 整形外科 吉田クリニック 院長 8 2,010,250
宮本　俊之 長崎大学病院　外傷センター 講師 6 989,000
宮本　理 自治医科大学附属病院 助教 3 967,500
宮本　隆司 大阪医療センター　膝関節外科 医長 4 419,250
魚住　弘明 大曲厚生医療センター 　整形外科 診療部長 2 258,000
橋口　宏 日本医科大学千葉北総病院　整形外科 部長 6 1,515,750
玉井　和哉 東都文京病院 副院長・整形外科顧問　リハビリテーションセンター長 1 107,500
玉木　康信 湘南鎌倉人工関節センター　整形外科 医長 1 129,000
桐村　憲吾 浜松市リハビリテーション病院 整形外科部長 3 365,500
近藤　誠 貴志川リハビリテーション病院 副院長 5 645,000
金治　有彦 慶應義塾大学病院 講師 5 1,311,500
金粕　浩一 富山県済生会高岡病院 副院長・整形外科部長・リウマチ科部長 2 258,000
熊井　司 早稲田大学スポーツ科学学術院　スポーツ医学（整形外科学） 教授 3 387,000
栗山　新一 京都大学医学部附属病院　整形外科 助教 1 129,000
桑沢　綾乃 埼玉協同病院　整形外科 副部長 16 1,924,250
月村　泰規 北里大学北里研究所病院 整形外科部長 1 473,000
兼氏　歩 金沢医科大学病院 教授 6 1,010,500
原田　義忠 済生会習志野病院　整形外科 副院長 1 129,000
原田　智久 洛和会丸太町病院 副院長 32 4,945,000
古賀　英之 東京医科歯科大学　整形外科　大学院　運動器外科学分野 准教授 1 129,000
古橋　亮典 浜松赤十字病院 第二整形外科部長・人工関節センター長 1 268,750

五十嵐　達弥 さっぽろ病院　整形外科 ー 1 96,750
後東　知宏 徳島大学病院　整形外科 准教授 1 107,500
後藤　英司 豊岡中央病院 院長 2 172,000
高　英卓 高整形外科 院長 2 215,000
高尾　昌人 重城病院　CARIFAS足の外科センター 所長 2 559,000
高尾　正樹 大阪大学　整形外科 講師 2 602,000
高平　尚伸 北里大学　整形外科 教授(医療衛生) 1 129,000
黒住　健人 帝京大学医学部附属病院　外傷センター 病院准教授 1 279,500
黒田　良祐 神戸大学　大学院医学研究科　外科系講座　整形外科学 教授 1 129,000
今井　晋二 滋賀医科大学　整形外科 教授 1 129,000

佐々木　寛二 聖隷浜松病院　せぼねセンター センター長 1 827,750
佐藤　正人 東海大学　外科学系整形外科学 教授 4 795,500
佐藤　徹 岡山医療センター　整形外科 診療部長 2 301,000
佐本　憲宏 市立東大阪医療センター 副院長 3 559,000
佐野　茂夫 三楽病院 三楽脊椎脊髄センター長 1 129,000
最上　敦彦 順天堂大学医学部附属静岡病院　整形外科学講座 先任准教授 5 903,000
斎藤　 充 東京慈恵会医科大学　整形外科学講座 准教授 1 129,000
三浦　裕正 愛媛大学大学院医学系研究所　整形外科学愛媛大学附属病院 教授病院長 2 387,000
三原　久範 横浜南共済病院　整形外科 診療部長 4 344,000
三原　政彦 横浜南共済病院　整形外科 - 1 96,750
三谷　茂 川崎医科大学附属病院 教授 5 645,000
山口　仁 中部労災病院　整形外科・関節外科 部長 2 860,000
山本　健吾 豊中病院　整形外科 部長 1 86,000

山門　浩太郎 福井総合病院 スポーツ整形外科部長 4 494,500
児玉　隆夫 埼玉メディカルセンター 副院長 2 180,000
寺山　弘志 サカ緑井病院 病院長 16 2,838,000
寺山　星 春陽会中央病院 副院長 15 2,537,000
酒井　忠博 トヨタ記念病院　整形外科 科部長 1 129,000

原稿執筆料等　講師謝金

（対象期間：2019年1月1日～12月31日）



氏名 施設/所属部科 役職 件数 金額

洲鎌　亮 大阪市立大学大学院　整形外科 病院講師 2 193,500
小川　健一 福山市民病院　整形外科 統括科長 3 645,000
小林　尚史 国家公務員共済組合連合会北陸病院　整形外科 部長 4 709,500
小林　章郎 白庭病院 院長 6 1,204,000
松浦　正典 大阪市立総合医療センター 副部長 4 494,500
松原　正明 玉川病院 副院長 6 1,010,500
松崎　浩巳 東京脊椎脊髄病センター ー 10 1,290,000
松村　福広 自治医科大学附属病院　整形外科 講師 10 2,311,250
松田　秀一 京都大学医学研究科　整形外科学 教授 4 483,750
松本　秀男 慶應義塾大学　スポーツ医学総合センター ー 1 129,000
新垣　晃 豊見城中央病院 院長 5 387,000
新倉　隆宏 神戸大学医学部整形外科 講師 1 129,000
神野　哲也 獨協医科大学埼玉医療センター 主教授 3 451,500

仁平　高太郎 埼玉協同病院 部長 7 817,000
須賀　雄一 総合新川橋病院　整形外科 部長 3 1,268,500
水内　秀城 九州大学病院　整形外科 講師 1 96,750
水野　清典 あんしん病院 院長 10 1,816,750
杉本　和隆 苑田会人工関節センター病院 病院長 8 2,031,750
菅野　伸彦 大阪大学　整形外科 教授 4 2,380,000
西村　岳洋 市立吹田市民病院　　整形外科 部長 1 172,000
石田　一成 神戸海星病院　整形外科 部長 3 784,750
赤石　孝一 弘前記念病院　整形外科 診療部長 32 4,805,250
赤木　將男 近畿大学　医学部　医学研究科 教授 1 129,000
川崎　雅史 江南厚生病院 整形外科代表部長 5 1,096,500
船山　敦 済生会横浜市立東部病院 副部長 3 354,750
前　隆男 佐賀県医療センター好生館 副館長 2 344,000
前原　孝 香川労災病院　整形外科 部長 6 1,010,500
前川　尚宜 奈良県立医科大学　高度救命救急センター 講師 1 279,500
曽田　是則 広島市立広島市民病院　整形外科 主任部長 2 258,000
相原　雅治 相原病院 副院長 7 946,000
村津　裕嗣 製鐵記念広畑病院　整形外科 部長 4 688,000
村田　景一 市立奈良病院　四肢外傷センター センター長 3 559,000
大越　康充 函館整形外科クリニック 院長 13 1,988,750
大橋　弘嗣 済生会中津病院 副院長 12 2,741,250
大谷　卓也 東京慈恵会医科大学附属第三病院　整形外科 教授 6 1,440,500
大谷　和之 国家公務員共済組合連合会　九段坂病院　整形外科 部長 1 107,500
大堀　靖夫 参宮橋脊椎外科病院 院長 5 1,118,000
巽　一郎 人工膝関節センター センター長 5 870,750
池上　博泰 東邦大学医療センター　大橋病院　整形外科 教授 2 236,500
中川　滋 大阪労災病院　整形外科 関節整形外科部長 8 1,182,500
中川　照彦 同愛記念病院　整形外科 部長 2 258,000
中村　憲正 大阪保健医療大学 教授 2 215,000
中村　琢哉 富山県立中央病院　整形外科 部長 3 365,500
中田　活也 大阪病院 人工関節センター長 9 3,095,000
中島　康晴 九州大学病院　整形外科 教授 1 129,000
中里　信和 東北大学大学院医学系研究科　てんかん学分野 教授 1 10,750
猪狩　勝則 東京女子医科大学　整形外科　膠原病リウマチ痛風センター 准教授 7 817,000

長谷川　正裕 三重大学医学部附属病院　整形外科 准教授 2 301,000
塚原　隆司 朝日大学病院　整形外科・リウマチ科 教授 1 129,000
田中　泰弘 フジ虎ノ門整形外科病院　リウマチセンター センター長 3 387,000
渡部　欣忍 帝京大学医学部　整形外科学講座 教授 1 129,000
渡會　恵介 埼玉医科大学病院 講師 3 645,000
島村　安則 岡山大学病院　運動器スポーツ医学講座 准教授 3 860,000
藤井　英紀 東京慈恵会医科大学附属病院　整形外科 講師 2 537,500
藤井　秀人 富山県済生会富山病院　整形外科 主任部長 2 204,250
藤井　唯誌 香芝旭ヶ丘病院　　整形外科 部長 4 397,750
藤井　裕之 小郡第一総合病院 院長 1 129,000
藤田　貴也 東京医療センター 　人工関節センター 副センター長 1 129,000
道下　和彦 JCHO湯河原病院 副院長 6 680,000
徳永　邦彦 亀田第一病院　新潟股関節センター センター長 1 215,000
栃木　祐樹 獨協医科大学　埼玉医療センター 准教授 2 258,000
内山　勝文 北里大学病院　整形外科 准教授 3 387,000
縄田　昌司 丸の内病院　整形外科 部長 18 3,311,000
難波　良文 川崎医科大学附属病院　整形外科 教授 4 440,750

二村　謙太郎 湘南鎌倉総合病院　外傷センター 医長 3 645,000
二木　康夫 慶應義塾大学病院　整形外科 准教授 2 225,750
馬場　智規 順天堂大学医学部整形外科講座 准教授 4 559,000
馬渡　太郎 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　整形外科 部長 4 844,950
泊　一秀 新別府病院 副院長 1 129,000
飯田　哲 松戸市立総合医療センター　整形外科 部長 5 548,250
尾﨑　敏文 岡山大学病院 教授 1 129,000
浜口　英寿 さっぽろ病院　整形外科 部長 20 3,300,250
富樫　栄太 大崎ミッドタウン総合メディケアクリニック　整形外科 院長 3 419,250



氏名 施設/所属部科 役職 件数 金額

普久原　朝海 新潟大学医歯学総合病院　高次救命災害治療センター 助教 5 1,075,000
武井　聰 阪堺病院　　整形外科 医長 2 268,750
福岡　慎一 西宮渡辺病院　西宮人工関節センター センター長 5 1,010,500
福島　健介 北里大学医学部　整形外科学 診療講師 1 129,000
福島　重宣 山形済生病院　　整形外科 診療部長 8 1,386,750
平川　和男 湘南鎌倉人工関節センター 院長 13 6,758,000
平中　崇文 高槻病院　　関節センター センター長 8 1,472,750
平澤　直之 北水会記念病院　　整形外科 院長 5 623,500
米田　稔 日本医科大学附属病院 特任教授 2 408,500
牧田　浩行 足柄上病院 院長 1 86,000
本間　康弘 順天堂大学医学部　整形外科学講座 講師 2 236,500
末永　直樹 整形外科　北新病院 上肢人工関節・内視鏡センター長 2 559,000
箕田　行秀 大阪市立大学 講師 5 677,250
名越　智 札幌医科大学附属病院　生体工学・運動器治療開発講座 特任教授 6 774,000
毛利　正玄 豊見城中央病院　整形外科 部長 7 569,750
網代　泰充 参宮橋脊椎外科病院 副院長 1 129,000
野田　知之 岡山大学整形外科教室　運動器外傷学講座 准教授 2 236,500

矢野　紘一郎 東京女子医科大学附属　膠原病リウマチ痛風センター 講師 7 817,000
落合　俊輔 湘南鎌倉人工関節センター　整形外科 医長 2 182,750
林　申也 神戸大学医学部付属病院　整形外科 助教 1 107,500
林田　賢治 大阪警察病院 副院長 3 666,500
鈴木　卓 帝京大学医学部附属病院　外傷センター 准教授 1 279,500
老沼　和弘 船橋整形外科病院 人工関節センター長 5 623,500
濱田　貴広 九州中央病院 　整形外科 医長 2 184,900
齋田　良知 順天堂大学医学部附属順天堂医院　整形外科 准教授 1 129,000
齋藤　彰 湘南鎌倉人工関節センター　整形外科 部長 1 129,000
髙栁　聡 湘南鎌倉人工関節センター 副院長 1 129,000
安藤　渉 大阪大学　整形外科 講師 1 430,000

伊勢福　修司 仙台医療センター　整形外科 部長 1 129,000
伊藤　浩 旭川医科大学　整形外科学講座 教授 1 129,000

宇田川　和彦 慶應義塾大学病院　救急科 助教 1 129,000
永瀬　雄一 東京都立多摩総合医療センター　整形外科 医長 1 129,000
奥田　真義 社会医療法人医真会　八尾総合病院 部長兼人工関節センター長 1 43,000
岡島　良明 なにわ生野病院　人工関節センター センター長 4 483,750
河野　博隆 帝京大学　整形外科学講座 主任教授 3 322,500
角田　雅也 三田市民病院 副院長 1 129,000
関　泰輔 名古屋大学医学部附属病院 講師 3 698,750
岩崎　真樹 国立精神・神経医療研究センター　脳神経外科 診療部長 1 129,000
岩噌　弘志 関東労災病院　スポーツ整形外科 部長 1 129,000
吉本　隆昌 福岡整形外科病院 院長 1 129,000
久保　俊一 京都府立医科大学　整形外科 特任教授 1 129,000
金山　竜沢 北千葉整形外科　人工関節外科 部長 2 258,000
金子　和夫 順天堂大学医学部　整形外科学講座 主任教授 1 129,000
後藤　久貴 諸岡整形外科病院　整形外科 ー 1 107,500
高安　正和 愛知医科大学病院　脳神経外科 教授 4 516,000
高橋　謙二 医療法人社団紺整会　船橋整形外科病院　スポーツ医学・関節センタースポーツ下肢部門 部長 2 258,000

高柴　賢一郎 福岡みらい病院 関節外科センター長 4 526,750
佐々木　学 医療法人医誠会　医誠会病院　脊椎脊髄センター センター長、脳神経外科部長・医局長 1 107,500
坂井　孝司 山口大学医学部附属病院　整形外科 教授 1 107,500
坂井　宏成 ひろクリニック 院長 1 86,000
坂越　大悟 厚生連高岡病院 部長 10 1,580,250
笹沢　史生 函館中央病院 人工関節センター長 1 86,000
笹島　功一 総合磐城共立病院　整形外科 主任部長 1 129,000
三島　初 筑波大学附属病院　整形外科 准教授 1 43,000
山口　正哉 昭和大学横浜市北部病院　整形外科 ー 0 0
寺林　伸夫 岐阜大学医学部　整形外科 助教 1 129,000
柴沼　均 神戸海星病院　リウマチ・人工関節センター 副院長 2 688,000
柴田　陽三 福岡大学筑紫病院 診療部長・教授 3 387,000
酒井　大輔 東海大学医学部　外科学系整形外科学 准教授 1 129,000
松山　幸弘 浜松医科大学　整形外科学講座 教授 1 129,000
松田　芳和 まつだ整形外科クリニック 院長 1 107,500
松本　幹生 東京臨海病院　整形外科 医長 1 107,500
松本　知之 神戸大学医学部　整形外科 講師・診療科長補佐（医局長） 1 96,750
松本　和 岐阜大学医学部整形外科 准教授 2 225,750
新田　真吾 あんしんクリニック　住吉 院長 6 784,750
森原　徹 京都府立医科大学　整形外科 准教授 2 258,000

神田　章男 順天堂大学医学部附属静岡病院　整形外科 准教授 1 107,500
仁木　久照 聖マリアンナ医科大学病院　整形外科 部長 1 129,000
水島　正樹 米盛病院　整形外科 ー 3 387,000
杉山　肇 神奈川リハビリテーション病院 病院長 1 129,000
清水　敬親 群馬脊椎脊髄病センター センター長 1 129,000
西野　衆文 筑波大学附属病院　整形外科 講師 1 43,000
石井　賢 国際医療福祉大学　整形外科学 主任教授 3 387,000



氏名 施設/所属部科 役職 件数 金額

川口　航平 東京大学附属病院　整形外科 助教 1 129,000
川崎　展 産業医科大学　整形外科 講師 1 86,000
川手　健次 奈良県西和医療センター 副院長 1 129,000
前野　晋一 前野整形外科 院長 7 1,032,000

早稲田　明生 荻窪病院 整形外科部長、足の診断・治療センター長 2 451,500
早川　　和恵 藤田保健衛生大学　整形外科 准教授 1 96,750
大関　覚 獨協医科大学埼玉医療センター　第一整形外科 主任教授 1 301,000
大田　秀樹 医療法人志匠会　品川志匠会病院 院長 1 279,500
大嶋　浩文 NTT東日本関東病院　整形外科 ー 1 86,000

池田　耕太郎 いちはら病院 院長 3 301,000
中瀬　順介 金沢大学　整形外科 助教 1 129,000
中川　泉 医療法人社団　我汝会えにわ病院　内科・循環器内科 ー 1 129,000
中村　卓司 東邦大学大森病院　整形外科 准教授 1 96,750
中村　祐敬 甲府病院　整形外科 科長 1 86,000
中嶋　隆行 東千葉メディカルセンター　整形外科 副部長 1 86,000
津村　弘 大分大学医学部整形外科教室 教授 2 172,000
塚田　幸行 北水会記念病院　　人工膝関節センター センター長 3 354,750
碇　博哉 福岡整形外科病院 医長 1 129,000
藤井　康成 鹿屋体育大学　保健管理センター 教授 1 129,000
藤田　浩二 東京医科歯科大学　大学院　整形外科学 助教 1 129,000
徳永　真巳 福岡整形外科病院 副院長・診療部長 1 96,750
白濱　正博 久留米大学　整形外科学教室 骨折外傷担当教授 1 129,000
飯田　尚裕 獨協医科大学埼玉医療センター　整形外科 准教授 1 129,000
飯澤　典茂 日本医科大学付属病院　整形外科・リウマチ外科 講師 1 301,000
尾崎　尚代 昭和大学保健医療学部理学療法治療学 准教授 1 68,000

本田　英一郎 特定医療法人静便堂　白石共立病院 脳神経外科部長 1 129,000
立岩　俊之 東京医科大学　整形外科分野 講師 1 129,000
鈴木　一秀 麻生総合病院　スポーツ整形外科 部長 1 129,000
澤　芳樹 大阪大学大学院医学系研究科　心臓血管外科 教授 1 86,000
濵井　敏 九州大学病院　整形外科 助教 1 107,500
髙橋　大介 北海道大学大学院医学研究院　整形外科学教室 講師 1 129,000
金谷　文則 琉球大学医学部附属病院　整形外科 教授 2 172,000
飛騨　一利 札幌麻生脳神経外科病院 院長 1 129,000
相澤　利武 いわき市立総合磐城共立病院 副院長　医療技術部長 1 107,500
八田　卓久 東北大学整形外科教室 助教 1 107,500
落合　信靖 千葉大学医学部附属病院　整形外科 准教授 1 107,500
加藤　直樹 村山医療センター 手外科センター長 1 215,000
江幡　重人 山梨大学医学部　整形外科 准教授 1 129,000
齋藤　貴徳 関西医科大学　整形外科教室 教授 1 53,750
久保　充彦 滋賀医科大学医学部附属病院　整形外科 講師 1 129,000

※注釈

・本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、公開しています。

・掲載しているPDFの内容の無断転載・転用はお断りいたします。

・金額は消費税込みで表示しています。



（単位：円）
氏名 施設/所属部科 役職 件数 金額

渡部　欣忍 帝京大学医学部　整形外科学講座 教授 1 107,500
山口　正哉 昭和大学横浜市北部病院　整形外科 ー 1 107,500
徳永　真巳 福岡整形外科病院 副院長・診療部長 1 107,500

※注釈

・本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、公開しています。

・掲載しているPDFの内容の無断転載・転用はお断りいたします。

・金額は消費税込みで表示しています。

原稿執筆料等　原稿執筆料・監修料

（対象期間：2019年1月1日～12月31日）



（単位：円）
氏名 施設/所属部科 役職 件数 金額

桑沢　綾乃 埼玉協同病院　整形外科 副部長 1 118,250

※注釈

・本情報は、「企業活動と医療機関等との関係の透明性に関する指針」に基づき、公開しています。

・掲載しているPDFの内容の無断転載・転用はお断りいたします。

・金額は消費税込みで表示しています。

原稿執筆料等　コンサルティング等業務委託費

（対象期間：2019年1月1日～12月31日）
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