
 

2019年 11月 19日 

メディアスグループと医療機関等との関係の透明性に関する指針に係る公開情報 

 

メディアスグループは、当社グループの企業活動が地域医療への貢献を目指していること、また高い倫理性

を担保したうえで企業活動を推進していることを広く理解を得ることにつき、広く社会にご理解いただくこと

を目的として、日本医療機器産業連合会「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」に基づ

き、当社グループ各社が医療機関等に対して行った支払い情報を公開いたします。 

 

２０１８年度（2018年７月１日～2019年6月30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ております。提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下の 

とおり公開いたします。 

（１）特定臨床研究費等 年間総額   －  円 

研究ID 提供先施設等の名称 実施医療機関等の名称 契約件数 金 額 

－ － － － － 

 

（２）倫理指針に基づく研究費 年間総額   －  円 

提供先施設等の名称 契約件数 金 額 

－ － － 

 

（３）臨床以外の研究費 年間総額   －  円 

提供先施設等の名称 契約件数 金 額 

－ － － 

 

（４）臨床試験費（治験費） 年間総額   －  円 

提供先施設等の名称 契約件数 金 額 

－ － － 

 

（５）製造販売後臨床試験費 年間総額   －  円 

提供先施設等の名称 契約件数 金 額 

－ － － 

 

（６）不具合・感染症症例報告費 年間総額   －  円 

提供先施設等の名称 契約件数 金 額 

－ － － 



 

 

（７）製造販売後調査費 年間総額   －  円 

提供先施設等の名称 契約件数 金 額 

－ － － 

 

（８）その他研究開発関連費用 年間総額   －  円 

 

Ｂ．学術研究助成費 

  学術振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、及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ております。提供した資金等は、各項目の年間総額ととも 

に以下のとおり公開いたします。なお、この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている情報も含ま 

れております。 

（１）奨学寄附金 年間総額  9,620,000円 

提供先施設等の名称 契約件数 金 額 

東海大学医学部専門診療学系眼科学   1件 300,000円 

山梨大学医学部アレルギーセンター                1件 50,000円 

東京慈恵会医科大学眼科講座                       1件 300,000円 

横浜市立大学附属病院 眼科                           1件 2,000,000円 

横浜市立大学附属市民総合医療センター病院 眼科     1件 2,000,000円 

山梨大学医学部麻酔科学講座                  1件 500,000円 

山梨大学医学部附属病院MEセンター                    1件 50,000円 

東京慈恵会医科大学 1件 300,000円 

獨協医科大学 形成外科 1件 50,000円 

獨協医科大学 泌尿器科 1件 50,000円 

獨協医科大学 乳腺科 1件 50,000円 

獨協医科大学 麻酔科学 1件 50,000円 

獨協医科大学 呼吸器外科 1件 50,000円 

獨協医科大学 口腔外科 1件 50,000円 

獨協医科大学 排泄機能センター 1件 50,000円 

国際医療福祉大学 整形外科教室  1件 3,000,000円 

秋田大学 医学教育研究診療助成金 1件 50,000円 

アネスケア チュニジア医療派遣協賛金 1件 20,000円 

慶應義塾大学 1件 500,000円 

福井大学 1件 200,000円 

 

 



 

 

（２）一般寄附金 年間総額  961,821円 

提供先施設等の名称 契約件数 金 額 

第10回ハートの日 in NAGOYA 1件 30,000円 

第19回ハートの日 1件 30,000円 

第10回ハートの日 in GIFU 1件 30,000円 

東京慈恵会医科大学眼科学講座 慈眼会 1件 30,000円 

医療法人アールアンドオー 静岡リウマチ整形外科病院 1件 20,000円 

公益財団法人内視鏡医学研究振興財団 1件 100,000円 

東京都看護協会 1件 100,000円 

国立国際医療研究センター 1件 30,000円 

公益財団法人がん研究会 5件 41,821円 

内視鏡医学研究振興財団 1件 50,000円 

学校法人北里研究所 低侵襲開心術の臨床研究助成金 1件 500,000円 

 

（３）学会等寄附金 年間総額  2,954,500円 

提供先施設等の名称 契約件数 金 額 

第91回日本胃癌学会総会 1件 500,000円 

第4回JCHO地域医療総合医学会 1件 10,000円 

第13回静岡IVR懇話会 1件 20,000円 

第２回日本ベーチェット病学会 1件 100,000円 

静岡IVR懇話会 第6回ハンズオンセミナー 1件 20,000円 

第42回日本眼科手術学会学術総会 1件 50,000円 

第22回PEDセミナーワークショップ 1件 400,000円 

Brain ＆ Brain PET 2019 
  第29回国際脳循環代謝学会総会・第14回定量的脳機能PET 

測定に関する国際会議 
1件 70,000円 

第14回静岡IVR懇話会 1件 20,000円 

第852回外科集談会 1件 50,000円 

第167回日本呼吸器内視鏡学会 1件 30,000円 

第42回日本乳腺甲状腺超音波医学会 1件 30,000円 

第41回日本手術医学会総会 1件 30,000円 

第58回日本鼻科学会総会・講演会 1件 30,000円 

第69回日本救急医学会関東地方会 1件 50,000円 

群馬リウマチ関節外科研究会 1件 30,000円 

第８回城東形成外科フォーラム 1件 30,000円 

第20回脳神経血管内治療琉球セミナー 1件 30,000円 



 

 日本肝臓学会 日本肝臓学会R1年市民講座 1件 20,000円 

日本心血管インターベンション治療学会(CVIT)     

第40回東海北陸地方会  
1件 500,000円 

第４回Mt. Fuji Network Forum   1件 100,000円 

第１回SING Live研究会  1件 50,000円 

第15回静岡県臨床工学会  1件 40,000円 

第45回日本体外循環技術医学会  1件 10,000円 

医学会総会・学術集会 1件 100,000円 

ストラクチャークラブジャパン第３回研究会 1件 30,000円 

第20回脳神経血管内治療琉球セミナー 1件 70,000円 

第８回ME研修会 1件 5,000円 

社会福祉法人慈心会 第二ひかり苑 泉の郷 1件 5,000円 

公益社団法人 富山県診療放射線技師会 1件 7,500円 

日本褥瘡学会・在宅ケア推進協会 1件 10,000円 

一般社団法人 富山県理学療法士会 1件 10,000円 

東海・北陸ペインクリニック学会 第26回北陸地方会 1件 10,000円 

一般社団法人 福井県臨床工学技士会 2件 10,000円 

東海北陸ブロック研修会 1件 12,000円 

福井大学第一外科同門会 1件 15,000円 

第35回東海北陸理学療法学術大会 1件 20,000円 

特定非営利活動法人日本心臓リハビリテーション学会 

第５回北陸支部地方会 
1件 20,000円 

福井大学医学部第二内科 1件 25,000円 

第38回北陸消化器内視鏡技師学会 1件 30,000円 

公益財団法人 福井県予防医学協会 1件 30,000円 

第32回福井県母性衛生学会 1件 30,000円 

第5回筋ジストロフィー医療研究会 1件 30,000円 

石川県保険医協会 1件 30,000円 

富山大学附属病院 1件 40,000円 

日本消化器内視鏡学会北陸支部 1件 50,000円 

公益社団法人 福井県診療放射線技師会 2件 60,000円 

名古屋大学医学部学友大会 1件 20,000円 

秋田大学麻酔科同門会 1件 15,000円 

日本鍵穴手術頭蓋底治療研究会 2018年学術集会 1件 50,000円 

 

 



 

 

（４）学会等共催費 年間総額   － 円 

提供先施設等の名称 契約件数 金 額 

－ － － 

 

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ております。提供した資金等は、各項目の年間総額とと 

もに以下のとおり公開いたします。なお、この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている情報も含 

まれております。 

（１）講師謝金 年間総額 230,000円 

提供先等の名称 契約件数 金 額 

静岡あおい消化器内科クリニック 杉浦 操 1件 － 

聖路加国際大学 法人事務局長 渡辺 明良 1件 － 

福井県済生会病院 事務部長 齋藤 哲哉 1件 － 

 

（２）原稿執筆料・監修料 年間総額 300,000円 

提供先等の名称 契約件数 金 額 

聖路加国際病院 院長 福井 次矢  1件 － 

カマチグループ 会長 蒲池 眞澄  1件 － 

日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院  

院長 磯部 光章  
1件 － 

 

（３）コンサルティング等業務委託費 年間総額   －  円 

提供先等の名称 契約件数 金 額 

－ － － 

 

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 

等の費用が含まれております。 

（１）講演会等会合費 年間件数    １件 

           年間総額 50,000円 

 

（２）説明会費 年間件数    30件 

        年間総額 335,899円 

 

（３）医学・医療工学関連文献等提供費 年間総額 4,518,430 円 



 

 

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ております。 

（１）接待等費用 年間総額 14,909,944円 

以上 

 

（問い合わせ先）           

メディアスホールディングス株式会社 

コーポレート統括本部 

03-3242-3154 

to-me-say@medius.co.jp 


