
 

UCBJ と医療機関等との関係の透明性に関するガイドライン公開情報 
（2020 年 1 月 1 日〜2020 年 12 月 31 日）支払実績 

A. 研究費開発費等 

項目 総額（円/税抜） 

特定臨床研究費 − 
倫理指針に基づく研究費 − 
臨床以外の研究費 − 
治験費 945,494,745 
製造販売後臨床試験費※1 − 
副作用・感染症症例報告費※2 9,818 
製造販売後調査費 478,953 
その他の費用 50,173,577 

合計 996,157,093 
※1 共同販売会社が公開 
※2 その他は共同販売会社が公開 

B. 学術研究助成費 

項目 総額（円/税抜） 

奨学寄附金※3  25,000,000  
一般寄附金  1,750,000  
学会等寄附金  5,870,000  
学会等共催費  26,845,458  

合計 59,465,458 
※3 2019 年分まで「研究助成」の項目名で開示していた助成費を含む 

C. 原稿執筆料等 
項目 総額（円/税・源泉税込） 

講師謝金  48,503,398  
原稿執筆料・監修料 2,016,561 
コンサルティング等業務委託費 3,883,220 

合計  54,403,179  

 
D. 情報提供関連費 

項目 件数 総額（円/税抜） 

講演会等会合費  836   219,584,855  
説明会費  1,126   34,428,539  
医学・薬学関連文献等提供費 - 2,230,306 

合計  256,243,700 

 
E. その他の費用 

項目 総額（円/税抜） 

接遇費 1,619,120 
 



 
A. 研究費開発費等 内訳 

治験費 
提供先  *治験届上の記載になります 件数 支払総額（円／税抜） 

あいち小児保健医療総合センター 1  227,817  

しらさかクリニック 3  16,695,620  

トヨタ自動車㈱トヨタ記念病院 1  13,200  

医療法人香博会安原こどもクリニック 2  318,163  

医療法人財団正友会中村記念病院 1  385,000  

医療法人社団ブレインコンシェルジュおちあい脳クリニック 8  19,895,267  

医療法人社団むさしの国分寺クリニック 3  1,330,365  

医療法人社団語應会オアシス脳神経クリニック 2  79,310  

医療法人社団高邦会福岡山王病院 16  42,969,307  

医療法人社団高木皮膚科診療所 2  3,922,471  

医療法人社団成仁会市ケ尾病院 1  112,750  

医療法人社団千紫会新宿神経クリニック 3  9,533,840  

医療法人社団灯信会さざ波てんかん神経クリニック 1  445,500  

医療法人社団皮膚科神経内科白崎医院 3  3,541,808  

医療法人社団武蔵野会ＴＭＧあさか医療センター 6  8,226,952  

医療法人社団廣仁会札幌皮膚科クリニック 3  6,664,287  

医療法人清照会湊病院 3  3,852,871  

医療法人相生会墨田病院 1  4,097,850  

医療法人田中脳神経外科クリニック 3  1,161,885  



 
提供先  *治験届上の記載になります 件数 支払総額（円／税抜） 

医療法人道器さくらいクリニック 2  706,145  

医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院 2  9,528,957  

医療法人福智会すずかけクリニック 1  31,680  

医療法人明和病院 1  273,240  

一般財団法人脳神経疾患研究所附属南東北医療クリニック 2  6,298,721  

茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 1  2,935,920  

横浜市立市民病院 1  838,031  

学校法人愛知医科大学 愛知医科大学病院 5  2,691,165  

学校法人岩手医科大学 岩手医科大学附属病院 2  5,002,180  

学校法人久留米大学 久留米大学病院 5  11,278,077  

学校法人近畿大学 近畿大学病院 4  7,777,894  

学校法人慶應義塾 慶應義塾大学病院 4  10,775,367  

学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学病院 3  3,388,411  

学校法人産業医科大学 産業医科大学病院 4  4,172,212  

学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学附属病院 2  312,224  

学校法人自治医科大学 自治医科大学附属さいたま医療センター 5  7,094,200  

学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属順天堂医院 9  8,713,140  

学校法人昭和大学 昭和大学病院 1  3,508,749  

学校法人聖マリアンナ医科大学 聖マリアンナ医科大学病院 2  4,598,093  

学校法人聖路加国際大学 聖路加国際病院 8  8,884,762  

学校法人大阪医科薬科大学 大阪医科薬科大学病院 1  10,000  

学校法人帝京大学 帝京大学医学部附属病院 3  11,353,273  



 
提供先  *治験届上の記載になります 件数 支払総額（円／税抜） 

学校法人東京医科大学 東京医科大学病院 5  23,499,958  

学校法人東京女子医科大学 東京女子医科大学東医療センター 1  852,600  

学校法人東京女子医科大学 東京女子医科大学病院 3  6,432,069  

学校法人藤田学園 藤田医科大学病院 1  1,495,299  

学校法人日本大学 日本大学医学部附属板橋病院 5  8,169,018  

学校法人福岡大学 福岡大学病院 3  5,417,500  

京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 1  695,394  

公益財団法人総合花巻病院 2  3,243,328  

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 1  491,920  

公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 5  21,170,482  

公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 8  15,764,333  

公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 1  190,960  

公立大学法人名古屋市立大学病院 5  4,708,310  

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 1  2,796,097  

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院 4  8,560,213  

国立大学法人神戸大学医学部附属病院 5  3,259,135  

国立大学法人旭川医科大学病院 4  14,164,730  

国立大学法人岡山大学病院 2  3,254,932  

国立大学法人京都大学医学部附属病院 2  4,268,835  

国立大学法人広島大学病院 13  97,831,621  

国立大学法人香川大学医学部附属病院 6  13,572,731  

国立大学法人高知大学医学部附属病院 6  3,230,467  



 
提供先  *治験届上の記載になります 件数 支払総額（円／税抜） 

国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 2  2,596,976  

国立大学法人三重大学医学部附属病院 1  316,822  

国立大学法人鹿児島大学病院 1  982,238  

国立大学法人信州大学医学部附属病院 3  7,336,123  

国立大学法人千葉大学医学部附属病院 4  1,596,650  

国立大学法人大阪大学医学部附属病院 18  138,602,591  

国立大学法人筑波大学附属病院 2  93,852  

国立大学法人長崎大学 長崎大学病院 2  2,012,696  

国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学医学部附属病院 2  7,329,002  

国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学医学部附属病院 1  971,256  

国立大学法人東京医科歯科大学病院 4  31,920,697  

国立大学法人東京大学医学部附属病院 2  5,053,550  

国立大学法人東北大学病院 5  19,771,783  

国立大学法人徳島大学病院 1  240,240  

国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 2  5,042,312  

国立大学法人北海道大学病院 9  12,685,141  

国立大学法人琉球大学病院 1  1,385,841  

市立伊丹病院 6  10,914,970  

市立函館病院 1  1,592,105  

自治医科大学附属病院 2  6,842,313  

社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 6  12,362,455  

社会福祉法人志友会くまもと芦北療育医療センター 1  330,140  



 
提供先  *治験届上の記載になります 件数 支払総額（円／税抜） 

社会福祉法人志友会くまもと江津湖療育医療センター 1  569,888  

社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 7  38,670,832  

社会福祉法人同愛記念病院財団同愛記念病院 2  200,651  

小出内科神経科 1  26,400  

千葉県循環器病センター 1  503,245  

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 1  1,317,792  

地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 2  3,476,308  

地方独立行政法人埼玉県立病院機構埼玉県立小児医療センター 1  403,140  

地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター 3  3,190,967  

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院 1  810,106  

地方独立行政法人市立吹田市民病院 3  2,160,667  

地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター 4  2,972,662  

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター 1  506,872  

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター 3  6,176,781  

地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院 1  973,581  

田中神経クリニック 1  59,040  

東京都立神経病院 1  6,432,766  

東日本電信電話㈱ＮＴＴ東日本関東病院 5  13,649,400  

独立行政法人国立病院機構さいがた医療センター 1  1,048,960  

独立行政法人国立病院機構宇多野病院 3  7,217,598  

独立行政法人国立病院機構熊本再春医療センター 2  6,060,171  

独立行政法人国立病院機構呉医療センター 1  746,732  



 
提供先  *治験届上の記載になります 件数 支払総額（円／税抜） 

独立行政法人国立病院機構山形病院 4  4,211,508  

独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院 6  7,855,328  

独立行政法人国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター 6  18,604,467  

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 2  1,705,000  

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 6  10,593,381  

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 3  5,311,121  

独立行政法人国立病院機構東京医療センター 1  1,171,434  

独立行政法人国立病院機構奈良医療センター 2  2,549,170  

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 2  4,307,240  

独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター 7  12,836,654  

独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院 2  6,742,818  

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 1  1,849,251  

日本赤十字社医療センター 1  4,503,959  

日本赤十字社長崎原爆病院 1  530,200  

日本赤十字社姫路赤十字病院 2  880,000  

日本郵政㈱東京逓信病院 2  11,829,807  

福岡大学病院 2  4,015,292  

兵庫県立こども病院 1  660,674  

北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 3  1,466,493  

  



 
副作用・感染症症例報告費 

提供先 件数 支払総額（円／税抜） 

医療法人医伸会 かねこ内科リウマチ科クリニック 1 9,818 

  



 
製造販売後調査費 

提供先 件数 支払総額（円／税抜） 

学校法人関西医科大学 医学部 1  20,000  

学校法人聖マリアンナ医科大学病院 2  86,000  

岐阜市民病院 1  32,000  

京都府公立大学法人京都府立医科大学 2  171,600  

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 1  4,290  

国立大学法人旭川医科大学病院 1  28,600  

国立大学法人三重大学  1  26,000  

独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 1  34,320  

独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 1  34,320  

日本赤十字社 松山赤十字病院 2  34,400  

日本赤十字社 北見赤十字病院 1  7,423  

  



 
B. 学術研究助成費 内訳 

奨学寄附金 
提供先 件数 支払総額（円／税抜） 

学校法人慶應義塾 慶応義塾大学 免疫統括医療教育学 1  5,000,000  

国立大学法人京都大学 リウマチ性疾患先進医療学講座 1  2,000,000  

国立大学法人京都大学 てんかん運動異常生理学講座 1  5,000,000  

国立大学法人東京医科歯科大学 生涯免疫難病学講座 1  5,000,000  

学校法人自治医科大学 医学部 脳神経外科学講座 1  500,000  

学校法人川崎学園 川崎医科大学 医学部 リウマチ・膠原病学教室 1  1,000,000  

学校法人帝京大学 医学部 皮膚科学講座 1  1,000,000  

学校法人東京女子医科大学 医学部 膠原病リウマチ内科学 1  2,000,000  

国立大学法人群馬大学 医学部 整形外科学教室 1  1,000,000  

国立大学法人広島大学 大学院医系科学研究科 リウマチ・膠原病学 1  500,000  

国立大学法人広島大学病院 てんかんセンター 1  500,000  

国立大学法人鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 整形外科学 1  500,000  

国立大学法人神戸大学 大学院医学研究科 内科学講座 脳神経内科学分野 1  500,000  

独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 1  500,000  

  



 
一般寄附金 

提供先 件数 支払総額（円／税抜） 

宮城パープルデー2020 1  300,000  

DR. BUNBUN こども医学部 2020 1  70,000  

一般社団法人 実地医生物学的製剤研究会 1  500,000  

群馬リウマチネットワーク研究会 1  100,000  

日本医療研究開発機構 生物統計家育成支援事業 1  780,000  

  



 
学会等寄附金 

提供先 件数 支払総額（円／税抜） 

一般社団法人日本研究皮膚科学会 1  500,000  

第 67 回日本小児保健協会学術集会 1  200,000  

第 8 回日本結節性硬化症学会学術総会 1  70,000  

日本てんかん学会 SPONSORED AWARD2020  1  2,100,000  

日本てんかん学会 妊娠レジストリ基金寄付 1  3,000,000  

  



 
学会等共催費 

提供先 件数 支払総額（円／税抜） 

第 16 回日本てんかん学会近畿脳波セミナー 1  300,000  

第 31 回日本リウマチ学会中国・四国支部学術講演会 1  800,000  

第 33 回日本総合病院精神医学会総会 ランチョンセミナー 1  1,000,000  

第 35 回日本乾癬学会 共催セミナー 1  1,181,819  

第 42 回日本病院薬剤師会近畿学術大会 共催セミナー10 1  800,000  

第 46 回日本骨折治療学会学術集会 ヌーンタイムレクチャー 1  1,100,000  

第 48 回日本臨床免疫学会 イブニングセミナー 1  1,600,000  

第 49 回日本脊椎脊髄病学会学術集会 ランチョンセミナー 1  1,818,182  

第 50 回日本皮膚免疫アレルギー学会総会学術大会 スポンサードセミナー 1  1,818,182  

第 59 回九州リウマチ学会 ランチョンセミナー4 1  1,500,000  

第 62 回日本小児神経学会 ランチョンセミナー5 1  1,200,000  

第 64 回日本リウマチ学会総会 ランチョンセミナー2 1  2,545,455  

第 65 回日本リウマチ学会総会 イブニングセミナー15 1  2,545,455  

第 65 回日本リウマチ学会総会 イブニングセミナー9 1  2,000,000  

第 65 回日本リウマチ学会総会 ランチョンセミナー15 1  2,545,455  

第 71 回日本皮膚科学会中部支部学術大会 イブニングセミナー 1  1,545,455  

第 72 回日本皮膚科学会西部支部学術集会 スポンサードセミナー 1  1,454,545  

第 7 回全国てんかんセンター協議会総会 ランチョンセミナー1 1  545,455  

第 7 回全国てんかんセンター協議会総会 ランチョンセミナー4 1  545,455  

  



 
C. 原稿執筆料等 内訳 

講師謝礼 *契約締結時点の名称になります 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

渥美 達也 国立大学法人北海道大学 大学院医学研究院  免疫・代謝内科学教室 教授  1   154,682  

綾部 敬生  慶友整形外科病院 慶友リウマチセンター 整形外科部長  1   27,337  

粟井 和夫 国立大学法人広島大学 大学院医系科学研究科 放射線診断学 教授  1   51,561  

安岡 宏樹 一般社団法人巨樹の会 所沢明生病院 整形外科 部長  2   76,720  

安田 正人 国立大学法人群馬大学 医学部附属病院 皮膚科 講師  2   99,522  

安部 正敏 医療法人社団廣仁会 札幌皮膚科クリニック  院長  3   237,179  

伊達 勲 国立大学法人岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科  脳神経外科 教授  1   103,121  

伊東 宏 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院 リウマチ膠原病センター リウマチ・膠原病内科 主任医長  1   51,561  

伊東 裕二 学校法人久留米大学 医学部 神経精神医学講座 助教  1   30,937  

伊藤 圭 JR 札幌病院 皮膚科 科長  1   103,121  

伊藤 聡 新潟県立リウマチセンター リウマチ科 副院長  2   206,242  

伊木 雅之 学校法人近畿大学 医学部 / 医学研究科  教授  1   103,121  

伊予田 邦昭 福山市こども発達支援センター  名誉所長  1   51,561  

井口 保之 学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学 内科学講座 神経内科 教授  1   103,121  

井上 岳司 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 小児脳神経内科 医長  1   51,561  

井川 健 学校法人獨協学園 獨協医科大学 医学部  皮膚科学講座 教授  2   206,242  

稲次 基希 国立大学法人東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 脳神経機能外科学 講師  1   51,561  

宇佐美 清英 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 てんかん・運動異常生理学講座 特定助教  1   51,561  

宇田  武弘 公立大学法人大阪市立大学 大学院医学研究科 脳神経外科学   1   27,337  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

宇野 昌明 学校法人川崎学園 川崎医科大学附属病院 脳神経外科 教授  1   72,185  

臼井 直敬 独立行政法人国立病院機構 静岡てんかん・神経医療センター 脳神経外科 医長  1   72,185  

浦野 友彦 学校法人国際医療福祉大学 医学部 老年医学 主任教授  1   103,121  

永井 薫 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 医学部附属病院  看護師  1   13,344  

榎 日出夫 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 てんかんセンター センター長  1   72,185  

遠山 潤 独立行政法人国立病院機構 西新潟中央病院 神経小児科 副院長  2   144,370  

遠藤 乙音 JA 愛知厚生連 海南病院 第一脳神経外科 部長  1   30,937  

遠藤 直人 新潟県立燕労災病院  病院長  1   103,121  

塩濱 直 国立大学法人千葉大学 医学部附属病院 小児科   1   27,337  

奥山 隆平 国立大学法人信州大学 医学部 皮膚科学教室 教授  9  1,031,211  

奥村 幸 社会医療法人甲友会 西宮協立脳神経外科病院 医療秘書課   2   61,874  

押領司 健介 日本赤十字社 松山赤十字病院 リウマチ膠原病センター 部長  1   103,121  

岡西 徹 国立大学法人鳥取大学 医学部 脳神経医科学講座 脳神経小児科学分野 准教授  1   72,185  

岡田 正人 聖路加国際病院 リウマチ膠原病センター センター長  3   309,363  

岡野 匡志  公立大学法人大阪市立大学 大学院医学研究科 整形外科学 病院講師  1   103,121  

岡野 創造 京都市立病院 小児科 部長  1   72,185  

岡留 敏樹 国立大学法人九州大学 大学院医学研究院 神経内科学   1   30,937  

沖田 典子 独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター 看護部 救命救急センター 看護師長  1   10,313  

荻原 弘晃 日本赤十字社 浜松赤十字病院 てんかんセンター 副病院長  1   72,185  

音成 秀一郎 国立大学法人広島大学病院 脳神経内科 助教  1   27,337  

下村 裕 国立大学法人山口大学 大学院医学系研究科 皮膚科学講座 教授  1   101,246  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

下段 俊 市立釧路総合病院 整形外科 部長  1   72,185  

下竹 昭寛 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 てんかん・運動異常生理学講座 特定助教  1   51,561  

下田 光太郎 学校法人大阪滋慶学園 鳥取市医療看護専門学校  学校長  1   51,561  

加藤 則人 京都府公立大学法人京都府立医科大学 大学院医学研究科 皮膚科学 教授  2   206,242  

加藤 裕 社会医療法人至仁会 圏央所沢病院 脳神経外科 副理事長  1   30,937  

加藤木 丈英 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 リハビリテーション室   1   30,937  

夏目 淳 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 大学院医学系研究科 小児科 障害児（者）医療学寄附講座 教授  1   103,121  

家田 俊明 市立四日市病院 脳神経内科 部長  1   72,185  

河瀬 真也 国立大学法人島根大学 医学部附属病院 脳神経内科 助教  1   51,561  

河村 満 学校法人昭和大学 医学部  内科学講座 脳神経内科学部門 客員教授  1   103,121  

河本 恵介 医療法人警和会 第二大阪警察病院 膠原病・リウマチ科 副医長  1   27,337  

河野 義彦 医療法人和会 武蔵台病院  理事長  1   72,185  

河野 豊 茨城県立医療大学付属病院 神経内科 教授  1   103,121  

花谷 亮典 国立大学法人鹿児島大学病院 脳神経外科・てんかんセンター センター長  2   144,370  

花島 律子 国立大学法人鳥取大学 医学部 脳神経医科学講座 脳神経内科学分野 教授  1   103,121  

海江田 信二郎 学校法人久留米大学 医学部 内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科 准教授  1   27,337  

海野 信也 学校法人北里研究所 北里大学 医学部 産婦人科学 教授  1   103,121  

鎌田 昌洋 学校法人帝京大学 医学部 皮膚科学講座 講師  1   72,185  

間所 佑太 公立大学法人名古屋市立大学 大学院医学研究科  神経内科学分野 病院助教  1   51,561  

関 博之 学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学総合医療センター 産婦人科 教授  1   103,121  

関島 良樹 国立大学法人信州大学 医学部 内科学第三教室 教授  1   103,121  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

丸 貴仁 一般社団法人巨樹の会 所沢明生病院 リハビリテーション室   3   64,020  

丸山 幸一 愛知県医療療育総合センター中央病院 小児神経科 部長  1   51,561  

岸 潤 岸医院 内科   1   27,337  

岸本 暢将 学校法人杏林学園杏林大学 医学部 腎臓・リウマチ膠原病内科学 准教授  3   309,363  

岩間 亨 国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 大学院医学系研究科  脳神経外科学 教授  1   103,121  

岩崎 真樹 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院 脳神経外科 部長  1   72,185  

岩田 淳 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 脳神経内科 部長  1   72,185  

岩田 信之 医療法人清湖会 三和中央病院 精神神経科 副院長  1   51,561  

紀戸 由美香 公立福生病院 栄養科   1   30,937  

貴島 晴彦 国立大学法人大阪大学 大学院医学系研究科 脳神経外科学 教授  1   103,121  

亀井 良政 学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学病院 産婦人科 
教授  

成育医療センター長 
 1   103,121  

亀田 秀人 学校法人東邦大学医療センター 大橋病院 膠原病リウマチ科 教授  1   154,682  

菊本 修 医療法人社団 いでした内科神経内科クリニック  副院長  1   51,561  

吉永 治美 独立行政法人国立病院機構 南岡山医療センター  副院長  1   72,185  

吉岡 宏真 学校法人近畿大学 医学部 脳神経外科 講師  1   27,337  

吉岡 誠 社会福祉法人恩賜財団 済生会滋賀県病院 整形外科 副院長  1   72,185  

吉玉 珠美 医療法人健優会 吉玉リウマチ・内科クリニック  院長  1   27,337  

吉川 清志 土佐希望の家医療福祉センター  施設長  1   72,185  

吉村 元 
地方独立行政法人神戸市民病院機構  

神戸市立医療センター中央市民病院 
脳神経内科 医長  5   51,565  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

吉田 健司 国立大学法人京都大学 医学部附属病院 小児科 助教  2   103,122  

吉田 登 学校法人順天堂 順天堂大学 医学部附属練馬病院 小児科   2   103,122  

吉野 恭正 社会福祉法人埼玉慈恵会 埼玉慈恵病院 整形外科 副院長 整形外科長  1   72,185  

吉野 相英 防衛医科大学校 精神科学講座 教授  3   54,546  

久保田 英幹 日本橋神経クリニック  院長  1   72,185  

久保田 哲夫 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 脳神経小児科 代表部長  1   27,337  

宮川 義隆 学校法人埼玉医科大学 医学部 総合診療内科 教授  1   101,246  

宮地 隆史 独立行政法人国立病院機構 柳井医療センター 脳神経内科 副院長  1   72,185  

宮田 世羽 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 小児科 助教  1   30,937  

宮田 理英 公益財団法人地域医療振興協会 東京北医療センター 小児科 部長  1   72,185  

宮野 恭平 学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学病院 皮膚科 講師  2   78,898  

宮﨑 佑介 学校法人産業医科大学 医学部 第一内科学講座 助教  1   51,561  

巨田 元礼 福井県立病院 小児科 医長  1   51,561  

橋本 由起 学校法人東邦大学 医学部 皮膚科学講座（大森） 講師  1   103,121  

玉木 久光 東京都立墨東病院 小児科 医長  1   51,561  

錦織 千佳子 国立大学法人神戸大学 大学院医学研究科 内科系講座皮膚科学分野 教授  1   103,121  

近藤 恒夫 学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学総合医療センター リウマチ・膠原病内科 講師  2   61,874  

近藤 直樹 国立大学法人新潟大学 医学部 医学部 整形外科学分野 講師  1   27,337  

近藤 裕也 国立大学法人筑波大学  
医学医療系内科 

（膠原病・リウマチ・アレルギー） 
講師  1   27,337  

金子 栄 国立大学法人島根大学 医学部  皮膚科学講座 准教授  2   133,495  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

金子 清志 ほくとクリニック  院長  1   51,561  

金子 祐子 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 リウマチ・膠原病内科 講師  2   204,367  

金村 英秋 国立大学法人山梨大学 大学院総合研究部  小児科学講座 講師  1   101,246  

金澤 雅人 国立大学法人新潟大学 新潟大学脳研究所 臨床神経科学部門 神経内科学分野 准教授  1   51,561  

九鬼 一郎 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 小児脳神経内科 医長  2   103,122  

熊谷 綾子 北海道公立大学法人札幌医科大学 医学部 皮膚科学講座� 助教  1   27,337  

熊谷 淳之 焼津市立総合病院 小児科 科長代理  1   51,561  

熊木 光包 医療法人平成会 サンライズ酒井病院 整形外科 部長  2   144,370  

迎 伸孝 国立大学法人九州大学 大学院医学研究院 脳神経外科 助教  1   30,937  

兼本 浩祐 学校法人愛知医科大学 医学部  精神科学講座 教授  2   206,242  

原 恵子 原クリニック  院長  1   51,561  

古田 淳一 国立大学法人筑波大学  医学医療系皮膚科 病院教授  1   103,121  

戸川 大輔 学校法人近畿大学 近畿大学奈良病院 整形外科・リウマチ科 臨床教授  1   103,121  

戸倉 新樹 国立大学法人浜松医科大学 細胞分子解剖学講座 特任教授  1   154,682  

五十嵐 敦之 NTT 東日本関東病院 皮膚科 部長  3   412,485  

五明 佐也香 学校法人獨協学園 獨協医科大学埼玉医療センター 救命救急センター 救命医療科 病棟医長・助教  1   51,561  

向野 隆彦 国立大学法人九州大学 大学院医学研究院 神経内科学   2   83,960  

工藤 比等志 兵庫県立尼崎総合医療センター 皮膚科 部長/科長  1   51,561  

江夏  怜 北海道公立大学法人札幌医科大学 医学部 脳神経外科学講座 助教  1   51,561  

溝渕 雅広 社会医療法人医仁会 中村記念病院 
脳神経内科 

てんかんセンター 

脳神経内科部長 

てんかんセンター長 
 2   144,370  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

甲川 昌和 医療法人松田会 松田病院 整形外科   1   72,185  

荒井 秀典 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター  病院長  1   103,121  

荒木 佐知子 医療法人社団武蔵野会 新座志木総合病院 膠原病・アレルギー内科 部長  1   30,937  

香川 幸太 国立大学法人広島大学病院てんかんセンター 脳神経外科 診療講師  1   51,561  

高井 想生 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 大学院医学系研究科 脳神経外科学   1   30,937  

高橋 英俊 高木皮膚科診療所  院長  4   274,828  

高橋 伸典 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 医学部附属病院 整形外科 講師  1   72,185  

高橋 裕一 ゆうファミリークリニック  院長  1   51,561  

高見 勇一 日本赤十字社 姫路赤十字病院 小児神経科 部長  1   51,561  

高山 かおる 社会福祉法人恩賜財団 埼玉県済生会川口総合病院 皮膚科 主任部長  2   99,522  

高村 さおり 学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学総合医療センター 皮膚科   1   50,623  

黒川 勝己 学校法人川崎学園 川崎医科大学総合医療センター 脳神経内科 部長  1   51,561  

黒川 正夫 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会吹田病院  院長  2   206,242  

黒田 岳志 学校法人昭和大学 医学部  内科学講座 脳神経内科学部門 講師  1   51,561  

今井 康友 学校法人兵庫医科大学 皮膚科学 講師  2   102,559  

今村 淳 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 小児科 部長  1   72,185  

今田 美紗 社会医療法人甲友会 西宮協立脳神経外科病院 医療福祉科 科長  2   61,874  

今奈 良有 医療法人三和会 りんくう永山病院 リハビリテーション部   1   30,937  

今福 信一 学校法人福岡大学 医学部 皮膚科学教室 教授  4   615,916  

根本 利恵子 国立大学法人宮崎大学 医学部 感覚運動医学講座 皮膚科学分野 医局長  1   27,337  

佐々木 京子 日本赤十字社 三原赤十字病院 看護部 看護副部長  1   10,313  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

佐々木 則子 学校法人東海大学 医学部 内科学系リウマチ内科 助教  1   30,374  

佐藤 伸一 国立大学法人東京大学 大学院医学系研究科  感覚・運動機能医学講座 皮膚科学 教授  1   154,682  

佐藤 斉 医療法人信愛会 日比野病院 脳神経外科 部長  1   27,337  

佐藤 麻衣子 学校法人東京医科大学 八王子医療センター リハビリテーション部   1   10,313  

佐藤 雄哉 社会福祉法人恩賜財団 済生会横浜市東部病院 リハビリテーション部   1   30,937  

佐藤 洋志 学校法人東邦大学 医学部  内科学講座 膠原病学分野（大森） 助教  1   27,337  

佐藤 和明 医療法人医仁会 武田総合病院 脳神経内科 医長  2   82,498  

佐伯 秀久 学校法人日本医科大学 皮膚科学/皮膚粘膜病態学 教授  5   607,460  

佐野  栄紀 国立大学法人高知大学 医学部 皮膚科学講座 教授  1   103,121  

最上 友紀子 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター 小児神経科 副部長  1   51,561  

細山 浩史 国立大学法人鹿児島大学病院  脳神経外科   2   61,874  

細川 洋輔 愛知県医療療育総合センター中央病院 小児神経科 医長  1   30,937  

坂口 友理 東京都立小児総合医療センター 神経内科   1   51,561  

阪本 大輔 学校法人兵庫医科大学 脳神経外科 講師  1   51,561  

鮫島  梓 医療法人社団藤聖会 女性クリニック We!TOYAMA 婦人科   1   51,561  

三井 浩 東京逓信病院 皮膚科 部長  1   103,121  

三好 絢子 医療法人社団高邦会 福岡山王病院 脳・神経機能センター神経内科   1   30,937  

三崎 健太 北播磨総合医療センター リウマチ・膠原病内科   1   103,121  

三枝 隆博 日本赤十字社 大津赤十字病院 神経内科 副部長  5   257,805  

三村 俊英 学校法人埼玉医科大学 医学部 リウマチ膠原病科 教授  1   103,121  

三牧 正和 学校法人帝京大学 医学部 小児科学講座 主任教授  1   103,121  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

三國  信啓 北海道公立大学法人札幌医科大学 医学部 脳神経外科学講座 教授  1   103,121  

山岡 邦宏 学校法人北里研究所 北里大学 医学部 医膠原病・感染内科 主任教授  1   103,121  

山下 正臣 独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 整形外科診療部 医長  1   51,561  

山下 拓史 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 脳神経内科 主任部長  1   51,561  

山岸 賢一郎 社会医療法人財団大和会 東大和病院 整形外科 科長  1   72,185  

山口 道也 国立大学法人山口大学 大学院医学系研究科 皮膚科学講座 准教授  1   72,185  

山口 由衣 公立大学法人横浜市立大学 大学院医学研究科 環境免疫病態皮膚科学 准教授  1   103,121  

山崎 正博 社会医療法人近森会 近森病院 脳神経内科 主任部長  1   51,561  

山川 岳洋 国立大学法人秋田大学 大学院医学系研究科 皮膚科学・形成外科学講座 助教  1   27,337  

山村 昌弘 社会福祉法人恩賜財団 岡山済生会総合病院 特任副院長兼リウマチ 膠原病センター センター長  1   51,561  

山中 恵一 国立大学法人三重大学 大学院医学系研究科 皮膚科学 教授  3   309,363  

山中 祐二 独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター  看護師  1   30,937  

山田 和徳 学校法人金沢医科大学 医学部 血液免疫内科学教室 准教授  1   27,337  

山本 貴道 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 てんかんセンター 副院長  2   135,520  

山本 啓之 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 医学部附属病院 小児科 助教  1   51,561  

山本 智章 医療法人愛広会 新潟リハビリテーション病院  院長  1   103,121  

山本 敦史 日本赤十字社 京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科   1   51,561  

山野 光彦 学校法人東海大学 医学部 内科学系神経内科学 講師  1   51,561  

山﨑 薫 磐田市立総合病院 整形外科 副院長  2   144,370  

山﨑 賢士 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 膠原病リウマチ内科 医長  1   27,337  

山﨑 文和 学校法人関西医科大学 医学部 皮膚科学講座 病院准教授  4   288,740  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

四方 裕子 公益財団法人京都保険会 京都民医連中央病院 脳神経内科 科長  1   51,561  

市山 高志 社会福祉法人鼓ケ浦整肢学園 鼓ヶ浦こども医療福祉センター 小児科 副院長  1   72,185  

寺田 清人 てんかんと発達の横浜みのる神経クリニック 神経内科 院長  3   216,555  

寺木 祐一 学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学総合医療センター 皮膚科� 准教授�  1   101,246  

篠田 晃一郎 国立大学法人富山大学附属病院 第一心療内科部門 免疫・膠原病内科 診療准教授  1   103,121  

守分 正 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター 小児科・小児循環器科 統括診療部長  1   41,249  

酒井 直樹 焼津市立総合病院 脳神経内科 副病院長  2   103,122  

宗圓 聰 そうえん整形外科 骨粗しょう症・リウマチクリニック  院長  1   101,246  

秋山 恵美子 ファーコス薬局イルカ  薬局長  1   20,625  

舟久保 ゆう 学校法人埼玉医科大学 医学部 リウマチ膠原病科 教授  1   103,121  

舟橋 康治 刈谷豊田総合病院 リウマチ科 部長  1   27,337  

重藤 寛史 国立大学法人九州大学 大学院医学研究院 保健学部門 検査技術科学分野 教授  5   334,749  

重本 顕史 富山市立富山市民病院 整形外科 医長  1   72,185  

出口 一志 国立大学法人香川大学 医学部  消化器・神経内科学 准教授  1   72,185  

出村 彩郁 さくらいクリニック    1   10,313  

緒方 昭彦 医療法人社団研仁会 北海道脳神経外科記念病院 脳神経内科 副院長  1   27,337  

勝田 俊郎 社会福祉法人恩賜財団 済生会唐津病院 脳神経外科 部長  1   72,185  

勝野 雅央 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 大学院医学系研究科 神経内科学 教授  1   103,121  

小河 秀郎 地方独立行政法人公立甲賀病院 脳神経内科 部長  1   51,561  

小寺 雅也 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 皮膚科 部長  3   309,363  

小室 元 小室整形外科医院リハビリリウマチクリニック  院長  1   27,337  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

小出 泰道 小出内科神経科  副院長  4   226,868  

小西 行彦 国立大学法人香川大学 医学部附属病院 小児科 講師  1   27,337  

小西 佑弥 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会吹田病院 リハビリテーション科   1   30,937  

小川 英佑 JA 長野厚生連 南長野医療センター篠ノ井総合病院 膠原病科 副部長  1   27,337  

小川 純人 国立大学法人東京大学 大学院医学系研究科 加齢医学講座 老年病学 准教授  1   72,185  

小倉 剛久 学校法人東邦大学医療センター 大橋病院 膠原病リウマチ科 講師  1   27,337  

小谷 俊明 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 整形外科 院長補佐  1   72,185  

小塚 雄民 社会医療法人頌徳会 日野クリニック 皮膚科・アレルギー科 名誉院長  1   27,337  

小野 義久 学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期母子医療センター 准教授  1   51,561  

小野 賢二郎 学校法人昭和大学 医学部  内科学講座 脳神経内科学部門 教授  2   135,520  

小野 智憲 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 脳神経外科 医長  3   91,123  

小林 圭介 学校法人獨協学園 獨協医科大学 埼玉医療センター 皮膚科 助教  1   27,337  

小林 沙織 社会福祉法人埼玉慈恵会 埼玉慈恵病院 地域医療連携室   1   30,937  

小林 勝弘 国立大学法人岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科  小児医科学発達神経病態学領域 教授  1   103,121  

小林 芳久 千葉市立青葉病院 リウマチ科 主任医長  1   27,337  

小林 里実 社会福祉法人聖母会 聖母病院 皮膚科 部長  1   103,121  

小國 英智 株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院� リウマチ科 医長  1   27,337  

松永 愛香 独立行政法人国立病院機構 南九州病院 小児科   1   30,937  

松岡 貴志 社会福祉法人福島県社会福祉事業団 福島県太陽の国病院  副院長  1   72,185  

松下 隆 公立大学法人福島県立医科大学 医学部 外傷学講座 主任教授  5   513,730  

松原 崇一朗 国立大学法人熊本大学 大学院生命科学研究部  脳神経内科講座 特任助教  1   30,937  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

松阪 由紀 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 皮膚科 
主任部長代理 

臨床研修科 部長 
 1   27,337  

松重 俊憲 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 脳神経外科・脳血管内治療科 主任部長  1   51,561  

松川 則之 公立大学法人名古屋市立大学 大学院医学研究科  神経内科学分野 教授  1   103,121  

松田 浩幸 国立大学法人大分大学 医学部 脳神経外科   1   30,937  

松平 敬史 独立行政法人国立病院機構 静岡てんかん・神経医療センター 脳神経内科   1   51,561  

松本 学 山梨県立中央病院 高度救命救急センター 教育シュミレーション部長  1   27,337  

松本 理器 国立大学法人神戸大学 大学院医学研究科 内科学講座 脳神経内科学分野 教授  6   618,726  

沼沢 拓也 八戸市立市民病院 整形外科 部長  2   105,545  

上原 平 国立大学法人九州大学 大学院医学研究院 臨床神経生理学 助教  2   103,122  

上村 史枝 独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 看護部   1   20,625  

上田 徹 国立大学法人大分大学 医学部 福祉健康科学部 教授  1   51,561  

上野 恵理子 医療法人社団高邦会 福岡山王病院 薬剤部   1   30,937  

常深 祐一郎 学校法人埼玉医科大学 医学部 皮膚科� 教授  2   204,367  

織部 元廣 織部リウマチ科内科クリニック リウマチ科・内科 院長  1   51,561  

森 貴幸 国立大学法人東京大学 医学部附属病院 小児科 助教  1   30,937  

森 仁 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機関 倉敷中央病院 脳神経内科 部長  1   72,185  

森下 登史 学校法人福岡大学 医学部 脳神経外科 講師  1   32,399  

森実 真 国立大学法人岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科  皮膚科学分野 教授  2   204,367  

森村 壮志 学校法人国際医療福祉大学 成田病院 皮膚科   1   51,561  

森田 明理 公立大学法人名古屋市立大学 大学院医学研究科  加齢・環境皮膚科学 教授  2   309,364  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

森本 昌史 京都府公立大学法人京都府立医科大学 医学部 看護学科医学講座 小児科学 教授  1   103,121  

森本 真司 学校法人順天堂 順天堂大学 医学部附属浦安病院 膠原病・リウマチ内科 先任准教授  1   72,185  

森脇 真一 学校法人大阪医科大学 感覚器機能形態医学講座 皮膚科学教室 教授  1   103,121  

真本 建司 公立大学法人大阪市立大学 大学院医学研究科 整形外科学 病院講師  1   27,337  

神 一敬 国立大学法人東北大学 大学院医学系研究科 てんかん学分野 准教授  2   144,370  

神田 益太郎 医療法人医仁会 武田総合病院 脳神経内科 
副院長  

脳神経外科部長 
 2   123,746  

神田 浩子 国立大学法人東京大学 医学部附属病院 免疫疾患治療センター 准教授・センター長  2   130,458  

神田 典子 医療法人清幸会 行田中央総合病院 看護部   1   30,937  

神田 奈緒子 学校法人日本医科大学 千葉北総病院 皮膚科 部長  1   27,337  

針谷 正祥 学校法人東京女子医科大学 医学部 膠原病リウマチ内科学講座 教授・講座主任  1   154,682  

人見 健文 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 臨床病態検査学 講師  1   51,561  

須田 昭子 茅ヶ崎市立病院� リウマチ膠原病内科 科部長  1   27,337  

須藤 哲史 広島県立障害者リハビリテーションセンター 診療部 小児科 医長  1   27,337  

水村 亮介 学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学病院 薬剤部   1   30,937  

水谷 真之 東京都立墨東病院 内科 医長  1   51,561  

水谷 陽子 国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 大学院医学系研究科  皮膚病態学 講師  1   72,185  

水野 敏樹 京都府公立大学法人京都府立医科大学 大学院医学研究科 神経内科学 教授  1   103,121  

杉浦 一充 学校法人藤田学園 藤田医科大学 医学部 皮膚科学講座 教授  1   30,374  

菅野 秀宣 学校法人順天堂 順天堂大学 医学部 脳神経外科学講座 准教授  1   51,561  

瀬島 斉 雲南市立病院 小児科 副院長  1   72,185  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

成 健史 東京都立墨東病院 小児科   1   30,937  

成本 迅 京都府公立大学法人京都府立医科大学 大学院医学研究科 精神機能病態学 教授  1   103,121  

正田 悦朗 兵庫県立西宮病院 整形外科 部長  2   144,370  

清川  智史 学校法人聖マリアンナ医科大学病院 リウマチ・膠原病・アレルギー内科 助教  1   51,561  

生田 陽二 公立昭和病院 小児科 医長  1   51,561  

生野 雄二 国立大学法人九州大学病院 救命救急センター 助教  1   51,561  

西村 陽 日本赤十字社 京都第一赤十字病院 新生児科 部長  1   72,185  

西田 拓司 独立行政法人国立病院機構 静岡てんかん・神経医療センター 精神科 医長  1   72,185  

西本 周平 川崎市立川崎病院 皮膚科 医長  1   72,185  

青天目 信 国立大学法人大阪大学 大学院医学系研究科  小児科学 講師  1   51,561  

青木 和利 青木内科クリニック  院長  1   103,121  

石井 瑛 かわしまクリニック リハビリテーション科   1   30,937  

石井 敦士 学校法人福岡大学 医学部 小児科 准教授  1   72,185  

石橋 英明 医療法人社団愛友会 伊奈病院 整形外科 整形外科科長  1   72,185  

石川 尚子 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 小児科 医長  1   30,937  

石川 章 学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学病院 薬剤部   1   30,937  

石川 晴美 独立行政法人国立病院機構 埼玉病院 脳神経・認知症センター 部長  1   30,937  

石川 暢恒 国立大学法人広島大学病院 小児科 診療講師  1   51,561  

石川 文 鹿児島市立病院 脳神経内科   1   30,937  

石田 重信 あけのメディカルクリニック  院長  1   51,561  

石田 悠 学校法人東京医科大学病院 小児科・思春期科学分野 助教  1   30,937  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

赤松 直樹 学校法人国際医療福祉大学 医学部 脳神経内科 教授  2   206,242  

千葉 義幸 たじま医療生活協同組合 ろっぽう診療所 所長  1   72,185  

川上 純  国立大学法人長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科  
先進予防医学共同専攻  

リウマチ・膠原病内科学分野 
主任教授  1   154,682  

川人 豊 京都府公立大学法人京都府立医科大学 大学院医学研究科 免疫内科学 病院教授  1   32,956  

川谷 正男 国立大学法人福井大学 医学部 病態制御医学講座 小児科学 講師  1   51,561  

川内 康弘 学校法人東京医科大学 茨城医療センター 皮膚科 教授  1   27,337  

川脇 寿 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 小児脳神経内科 部長  1   72,185  

浅井 隆 学校法人獨協学園 獨協医科大学 埼玉医療センター 麻酔科   1   103,121  

浅野 聡 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院 埼玉脊椎脊髄病センター 副病院長  1   72,185  

前垣 義弘 国立大学法人鳥取大学 医学部 脳神経医科学講座 脳神経小児科学分野 教授  1   103,121  

前原 健寿 国立大学法人東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 脳神経機能外科学 教授  1   103,121  

前田 俊恒 国立大学法人神戸大学 大学院医学研究科 外科系講座 整形外科学部門 医員  1   27,337  

前澤 聡 名古屋大学脳とこころの研究センター 脳神経外科 特任教授  1   103,121  

祖父江 康司 日本赤十字社 名古屋第一赤十字病院 整形外科   1   27,337  

倉澤 健太郎 公立大学法人横浜市立大学 大学院医学研究科 生殖生育病態医学講座（産婦人科学） 准教授  1   72,185  

槍澤 公明 公益財団法人総合花巻病院 神経内科 部長  1   101,246  

相澤 志保子 学校法人日本大学 医学部 病態病理学系 微生物学分野 准教授  1   72,185  

草川 あかり 国立大学法人愛媛大学 医学部附属病院 脳神経外科   1   10,313  

束本 和紀 国立大学法人島根大学 医学部  小児科学講座 助教  1   51,561  

足立 真 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 皮膚科 統括部長  2   206,242  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

村井 弘之 学校法人国際医療福祉大学 医学部 脳神経内科学 主任教授  1   101,246  

村松 伸之介 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 皮膚科 部長  1   27,337  

村上 孝作 国立大学法人京都大学 医学部附属病院 免疫・膠原病内科 助教  1   51,561  

村川 洋子 国立大学法人島根大学 医学部附属病院 難病総合治療センター 教授  2   206,242  

村田 勝弘 社会医療法人財団大和会 東大和病院 リハビリテーション科   1   30,937  

村島 温子 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター 主任副センター長  1   103,121  

多田 弥生 学校法人帝京大学 医学部 皮膚科学講座 教授  2   309,364  

太田 敏男 医療法人社団石心会 さやま総合クリニック メンタルヘルス科   1   30,937  

太田 穂高 地方独立行政法人三重県立総合医療センター 小児科 医長  1   51,561  

大久保 ゆかり 学校法人東京医科大学 皮膚科学分野 教授  3   464,046  

大橋 伯 新潟県はまぐみ小児療育センター 小児科 部長  1   30,937  

大黒  正志 学校法人金沢医科大学 医学部 高齢医学講座 教授  1   103,121  

大石 直人 黒部市民病院 皮膚科 部長  1   72,185  

大沢 伸一郎 国立大学法人東北大学 大学院医学系研究科 神経外科学分野 助教  1   51,561  

大槻 マミ太郎 学校法人自治医科大学 皮膚科学講座 教授  3   412,485  

大田 俊一郎 地方独立行政法人下関市立市民病院 内科・リウマチ膠原病内科 医長  1   27,337  

大畑 千佳 学校法人久留米大学 医学部 皮膚科学教室 准教授  1   70,872  

大本 周作 学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学 内科学講座 神経内科 講師  1   51,561  

大野 耕策 おおの医院分院 こども発達クリニック  院長  1   51,561  

滝沢 翼 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学病院 神経内科 助教  1   27,337  

滝澤 貴昭 医療法人幸義会 岡山東部脳神経外科病院  理事長  1   72,185  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

瀧川 直秀 社会医療法人甲友会 西宮協立脳神経外科病院  副院長  3   216,555  

谷口 豪 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院 第一精神診療部 精神先進診療科 医長  3   154,683  

谷口 葉子 公立大学法人名古屋市立大学 医学部附属東部医療センター 脳神経内科   1   10,313  

短田 浩一 日本赤十字社 京都第一赤十字病院 小児科 副部長  1   27,337  

池原 甫 国保直営総合病院君津中央病院 小児科 医長  1   27,337  

池田 ちづる 独立行政法人国立病院機構 熊本再春医療センター 小児科 医長  1   72,185  

池田 昭夫 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 てんかん・運動異常生理学講座 教授  2   175,306  

池田 聡 医療法人健愛会 健愛記念病院 整形外科 副院長  2   144,370  

池之上 純男 船橋市立医療センター リハビリテーション科 部長  1   33,360  

竹田 公信 学校法人金沢医科大学 医学部 皮膚科学講座 准教授  1   51,561  

竹島 多賀夫 医療法人寿会 富永病院 脳神経内科 副院長  1   72,185  

竹内 勤 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 リウマチ・膠原病内科 教授  1   154,682  

竹内 洋平 さぬき市民病院 リウマチ科 主任部長  1   72,185  

中山 則之 国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 大学院医学系研究科  脳神経外科学 准教授  1   72,185  

中瀬 裕之 公立大学法人奈良県立医科大学 脳神経外科 教授  1   103,121  

中川 秀己 あたご皮膚科 皮膚科 院長  3   464,046  

中村 晃一郎 学校法人埼玉医科大学 医学部 皮膚科 教授  1   103,121  

中村 友彦 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 医学部附属病院 検査部（神経内科） 講師  1   51,561  

中坪 大輔 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 大学院医学系研究科 脳神経外科学 病院准教授  1   30,937  

中島 英貴 国立大学法人高知大学 医学部 皮膚科学講座 講師  4   381,548  

中島 啓介 公益財団法人柏市医療公社 柏市立柏病院 小児科 医長  1   30,937  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

中島 昌典 学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 神経内科 助教  1   27,337  

中本 英俊 医療法人社団武蔵野会 TMG あさか医療センター 脳神経外科 てんかんセンター センター長  3   135,521  

中野 美佐 地方独立行政法人市立吹田市民病院 脳神経内科 部長  2   144,370  

中野 和久 学校法人産業医科大学 医学部 第一内科学講座 講師  1   72,185  

中里 信和 国立大学法人東北大学 大学院医学系研究科 てんかん学分野 教授  2   204,367  

中路 一大 学校法人近畿大学 近畿大学病院 リハビリテーション部   1   10,000  

朝山 真哉 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院 脳神経内科 医長  1   30,937  

朝比奈 昭彦 学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学 皮膚科学講座 主任教授  8  1,234,644  

長谷 加容子 徳島市民病院 リウマチ・膠原病内科 主任医長  1   27,337  

長谷川 俊史 国立大学法人山口大学 大学院医学系研究科医学専攻  小児科学講座 教授  1   103,120  

鳥居 秀嗣 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター 皮膚科 部長  1   103,121  

沈 正樹 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機関 倉敷中央病院 脳神経外科・脳卒中科 主任部長  1   72,185  

津田 さやか 国立大学法人富山大学 医学薬学研究部 産科婦人科学教室 助教  1   51,561  

津田 憲志郎 市立四日市病院 皮膚科 部長  1   72,185  

津田 篤太郎 NTT 東日本関東病院 リウマチ膠原病科 部長  1   27,337  

津田 和彦 三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院 脳神経外科 部長  1   72,185  

辻 王成 医療法人朝日野会 朝日野総合病院 整形外科 副センター長  1   33,360  

辻 成佳 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター 
臨床研究部免疫異常疾患研究室 

リウマチ・膠原病・アレルギー科 

室長 

科長 
 5   484,669  

辻岡 馨 日本赤十字社 和歌山医療センター 皮膚科 部長  1   27,337  

鶴井 聡 一般財団法人芙蓉協会 聖隷沼津病院  副院長兼小児科部長  1   51,561  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

鶴田 瑛典 臼杵市医師会立コスモス病院 薬剤部   1   30,937  

鶴田 紀子 学校法人福岡大学 医学部 皮膚科学教室 講師  2   81,935  

鶴田 大輔 公立大学法人大阪市立大学 大学院医学研究科 皮膚病態学 教授  2   206,242  

天野 宏一 学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学総合医療センター リウマチ・膠原病内科 教授  1   103,121  

田丸 俊輔 学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学病院 産婦人科 講師  1   30,937  

田口 雄一郎 日本赤十字社 名古屋第二赤十字病院 総合内科   1   27,337  

田村 健太郎 公立大学法人奈良県立医科大学 脳神経外科 学内講師  2   103,122  

田村 直人 学校法人順天堂 順天堂大学 医学部 膠原病内科学講座 教授  1   103,121  

田中 雅博 医療法人三和会 りんくう永山病院 骨粗鬆症センター 部長  1   72,185  

田中 章浩 京都府公立大学法人京都府立医科大学 大学院医学研究科 神経内科学 学内講師  3   154,683  

田中 信一郎 独立行政法人国立病院機構 関門医療センター 脳神経内科 医長  1   40,499  

田中 正美 公益財団法人京都保険会 京都民医連中央病院 脳神経内科   1   51,561  

田中 良哉 学校法人産業医科大学 医学部 第一内科学講座 教授  1   150,000  

田中 領 国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 大学院医学系研究科  地域医療運動器医学講座 特任助教  1   72,185  

田邊 美香 医療法人永寿会 陵北病院 看護部   1   30,937  

渡部 秀憲 はるひ野皮フ科クリニック 皮膚科 院長  2   102,559  

渡部 龍 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 リウマチ性疾患先進医療学講座 特定助教  1   27,337  

渡辺 紀彦 柏厚生総合病院 内科 主任部長  1   30,374  

渡辺 秀晃 学校法人昭和大学 医学部  皮膚科学講座 教授  1   103,121  

渡辺 晋一 学校法人帝京大学  名誉教授  1   103,121  

渡邊 さつき 学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学病院 神経精神科・心療内科 講師  3   154,683  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

渡邊 友也 公立大学法人横浜市立大学 大学院医学研究科 環境免疫病態皮膚科学 学部助教  1   27,337  

渡邉 暁洋 国立大学法人岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科   災害医療マネジメント学講座 助教  1   10,313  

渡邉 誠司 社会福祉法人恩賜財団 伊豆医療福祉センター 神経科 科長  1   51,561  

渡邉 裕貴 医療法人天仁会 天久台病院 精神科   3   141,595  

渡邉 裕子 公立大学法人横浜市立大学 大学院医学研究科 環境免疫病態皮膚科学 診療講師  1   72,185  

土橋 浩章 国立大学法人香川大学 医学部  内科学講座 血液・免疫・呼吸器内科 准教授  3   360,924  

島田 由美子 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会吹田病院 病歴管理室   1   30,937  

東 孝典 あずまリウマチ・内科クリニック   院長  2   204,367  

東 靖人 医療法人公仁会 姫路中央病院 神経内科 理事長  1   72,185  

東田 賢志 有限会社松村薬局  管理薬剤師  1   30,937  

桃原 茂樹 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 先進運動器疾患治療学寄付講座 特任教授  2   257,803  

湯浅 正太 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 小児・新生児科 部長代理  2   77,960  

藤ヶ﨑 浩人 東京都立墨東病院 神経内科 部長  1   51,561  

藤井 淳平 JA 神奈川県厚生連 相模原協同病院 整形外科 副部長  1   27,337  

藤井 裕士 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立舟入市民病院 小児科 部長  2   144,370  

藤原 進 社会医療法人製鉄記念広畑病院 皮膚科 部長  1   27,337  

藤枝 雄一郎 国立大学法人北海道大学病院 内科Ⅱ 助教  1   27,337  

藤谷 繁 日本赤十字社 名古屋第一赤十字病院 第一脳神経外科 副部長  2   103,122  

藤田 英樹 学校法人日本大学 医学部 皮膚科学科系 皮膚科学分野 准教授  3   309,363  

藤田 雄也 公立大学法人福島県立医科大学 医学部 リウマチ膠原病内科学講座 助手  1   27,337  

藤本 学 国立大学法人大阪大学 大学院医学系研究科 情報統合医学講座 皮膚科学 教授  2   206,242  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

藤本 礼尚 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 てんかんセンター 
副センター長 

てんかん科部長 
 4   223,268  

南 満芳 日本赤十字社 松山赤十字病院 皮膚科 部長  1   27,337  

二宮 宏智  市立伊丹病院 脳神経外科 主任部長  1   72,185  

日暮 憲道 学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学 小児科学講座 助教  4   206,244  

日野 亮介 日野皮フ科医院  院長  1   70,872  

入山 亜希 学校法人順天堂 順天堂大学 医学部附属順天堂医院 集中治療室 看護師長  1   10,313  

波多野 豊 国立大学法人大分大学 医学部 皮膚科学講座 教授  1   103,121  

馬場 史郎 国立大学法人長崎大学病院 脳神経外科 助教  2   103,122  

馬渕 智生 学校法人東海大学 医学部 専門診療学系 皮膚科学 教授  2   206,242  

梅田 直樹 広島県厚生農業協同組合連合会 JA 広島総合病院 皮膚科 主任部長  1   27,337  

梅林 芳弘 学校法人東京医科大学 八王子医療センター 皮膚科 教授  1   103,121  

梅澤 慶紀 学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学附属病院 皮膚科 教授  5   773,410  

萩原 鋼一 医療法人社団高邦会 福岡山王病院 てんかん・すいみんセンター 副センター長  1   51,561  

萩尾 友宣 学校法人福岡大学 医学部 整形外科学教室 助教  1   27,337  

萩野 浩 国立大学法人鳥取大学 医学部保健学科 看護学専攻 基礎看護学講座 教授  3   309,363  

幡中 典子 医療法人公仁会 姫路中央病院 神経内科   1   51,561  

八木 宏明 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 皮膚科 部長  1   30,374  

飯村 康司 学校法人順天堂 順天堂大学 医学部 脳神経外科学講座 助教  1   51,561  

飯田 幸治 国立大学法人広島大学 大学院医系科学研究科 脳神経外科学 准教授   1   72,185  

浜野 晋一郎 埼玉県立小児医療センター 神経科 部長  2   144,370  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

富田 康之 医療法人康尚会 富田病院�  院長  1   27,337  

冨永 悌二 国立大学法人東北大学 大学院医学系研究科 神経外科学分野 教授  1   103,121  

浮城 一司 国立大学法人東北大学 大学院医学系研究科 てんかん学分野 医員  1   51,561  

武田 純一 学校法人関西医科大学附属病院 脳神経外科 診療講師  1   51,561  

武田 泰生 国立大学法人鹿児島大学病院 薬剤部 教授・薬剤部長  1   103,121  

福山 哲広 国立大学法人信州大学 医学部 新生児学・療育学講座 講師  1   51,561  

福多 真史 独立行政法人国立病院機構 西新潟中央病院 機能脳神経外科 神経部長  1   72,185  

福田 将大 学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学 皮膚科学講座 助教  1   30,937  

福田 文雄 社会医療法人北九州病院 北九州総合病院 整形外科 主任部長  2   144,370  

福田 祐典     1   101,995  

平山 幹生 公益財団法人春日井市健康管理事業団 春日井市総合保健医療センター  参事  1   51,561  

平田 幸一 学校法人獨協学園 獨協医科大学 医学部  神経内科 教授  1   103,121  

平田 信太郎 国立大学法人広島大学病院 リウマチ・膠原病科 講師  1   103,121  

米倉 健太郎 公益財団法人慈愛会 今村総合病院 皮膚科 主任部長  1   30,374  

米本  由木夫 医療法人井上病院  副院長  1   27,337  

保田 晋助 国立大学法人東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 膠原病・リウマチ内科学 教授  1   103,121  

豊永  淳子 医療法人健愛会 健愛記念病院 看護部 看護部長  1   30,937  

豊泉 泰洋 医療法人社団浩央会 東小金井さくらクリニック 整形外科   1   30,937  

豊田 知子 学校法人産業医科大学 医学部 神経内科学講座 助教  2   83,022  

望月 紘一 望月内科クリニック  院長  1   103,121  

北山 次郎 日本赤十字社 福岡赤十字病院 脳神経内科 部長  1   72,185  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

北田 真平 兵庫県立西宮病院 整形外科（四肢外傷センター） 医長  1   72,185  

堀田 智恵子 医療法人社団浩央会 東小金井さくらクリニック  看護師長  1   30,937  

本岡  大道 学校法人久留米大学 医学部 神経精神医学講座 准教授  1   72,185  

本郷 成市 医療法人平成会 サンライズ酒井病院 リハビリテーション部   2   61,874  

本山 靖 公立大学法人奈良県立医科大学 脳神経外科 病院教授  1   72,185  

本田 哲也 国立大学法人浜松医科大学 皮膚科学講座 講師  2   206,242  

満間 照之 一宮市立市民病院 皮膚科 科部長  1   72,185  

明田 智子 国立大学法人三重大学 医学部附属病院 皮膚科   1   72,185  

綿野 友美 よしとみクリニック  院長  1   51,561  

木下 悟 独立行政法人国立病院機構 新潟病院 小児科 医長  1   30,937  

木下 真幸子 独立行政法人国立病院機構 宇多野病院 脳神経内科 医長  5   237,181  

木場 隆司 医療法人厚生会 道ノ尾病院 内科   1   51,561  

木村 孝 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会吹田病院 リハビリテーション科 係長  1   30,937  

木村 正彦 きむらこどもファミリークリニック  院長  1   51,561  

門野 夕峰 学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学病院 整形外科・脊椎外科 教授  2   204,367  

野田 健太朗 地方独立行政法人桑名市総合医療センター 膠原病リウマチ内科 医長  1   27,337  

野﨑 和彦 国立大学法人滋賀医科大学 脳神経外科学講座 教授  1   103,121  

矢幅 義男 社会医療法人明和会 中通総合病院 神経精神科   1   27,337  

矢木 亮吉 学校法人大阪医科大学 外科学講座 脳神経外科学教室 助教  1   27,337  

柳瀬 哲至 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 皮膚科 部長  1   72,185  

有井 直人 学校法人順天堂 順天堂大学 医学部附属静岡病院 小児科 准教授  1   72,185  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

有沼 良幸 学校法人北里研究所 北里大学病院 膠原病・感染内科 専任講師  3   185,056  

葉室 篤 医療法人協治会 杠葉病院 精神科   1   51,561  

里 龍晴 国立大学法人長崎大学病院 小児科 助教  1   51,561  

立岡 良久 医療法人立岡神経内科  院長  1   51,561  

立石 明広 公益財団法人唐澤記念会 大阪府脳神経外科病院 脳神経外科 部長  1   51,561  

龍澤 好廣 JA 長野厚生連 長野松代総合病院 皮膚科・アレルギー科 部長  1   27,337  

凌 晨光 医療法人清幸会 行田中央総合病院  整形外科部長  1   72,185  

梁 広石 
学校法人順天堂 順天堂大学  

医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 
高齢者総合診療科 科長  1   72,185  

林 綾野 社会福祉法人恩賜財団 済生会横浜市東部病院 看護部   3   92,811  

林 耕太郎 学校法人帝京大学 医学部 皮膚科学講座 助手  1   27,337  

林 克彦 医療法人徳洲会 大垣徳洲会病院 脳神経外科 
副院長 

/脳神経外科部長 
 1   72,185  

林 志保 独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 看護部   1   20,625  

林 周次郎 学校法人獨協学園 獨協医科大学 医学部  皮膚科学講座 学内准教授  2   130,458  

林 理之 はやし神経内科  院長  1   51,561  

鈴木 匡子 国立大学法人東北大学 大学院医学系研究科 高次機能障害学分野 教授  1   103,121  

鈴木 圭輔 学校法人獨協学園 獨協医科大学 医学部  内科学（神経） 主任教授  1   103,121  

鈴木 望人 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 医学部附属病院 整形外科   1   27,337  

露崎 悠 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター 神経内科 医長  1   27,337  

和泉 唯信 国立大学法人徳島大学病院 神経内科 特任講師  1   51,561  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

和田 孝次郎 防衛医科大学校 脳神経外科学講座 教授  1   18,182  

和田 琢 学校法人埼玉医科大学 医学部 リウマチ膠原病科 助教  2   78,898  

和田 達彦 学校法人北里研究所 北里大学病院 膠原病・感染内科 診療講師  1   51,561  

傳 和眞 日本赤十字社 京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科   2   103,122  

國井 尚人 国立大学法人東京大学 医学部  脳神経外科 助教  4   206,244  

國枝  武治 国立大学法人愛媛大学 大学院医学系研究科  脳神経外科学 教授  1   103,121  

數井 裕光 国立大学法人高知大学 医学部 神経精神科学教室 教授  1   103,121  

澤口 毅 医療法人社団三成会 新百合ヶ丘総合病院 外傷再建センター 骨盤・関節再建部長  1   103,121  

澤田 親男 医療法人三幸会 北山病院  院長  1   51,561  

濱口 敏和 公益財団法人操風会 岡山旭東病院 脳神経内科   2   82,498  

眞柄 慎一 新潟市民病院 小児科 副部長  1   30,937  

齋藤 貴志 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院 小児科 医長  1   51,561  

齋藤 滋 国立大学法人富山大学 医学薬学研究部  産婦人科学教室 教授  2   309,364  

齋藤 清 公立大学法人福島県立医科大学 医学部 脳神経外科講座 主任教授  1   103,121  

豐島 良太 独立行政法人労働者健康安全機構 山陰労災病院  院長  1   103,121  

齊藤 華奈実 国立大学法人大分大学 医学部 皮膚科学講座 病院特任助教  1   27,337  

﨑元 仁志 国立大学法人鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科  社会・行動医学講座 精神機能病学分野 助教  1   30,937  

﨑山 快夫 自治医科大学附属さいたま医療センター 脳神経内科 講師  1   27,337  

濵 裕宣 学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学附属病院 栄養部 課長  1   51,561  

髙橋 健造 国立大学法人琉球大学 大学院医学研究科 皮膚科学講座 教授  1   101,246  

髙橋 幸利 独立行政法人国立病院機構 静岡てんかん・神経医療センター 小児科 院長  1   101,246  



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

髙橋 牧郎 日本赤十字社 大阪赤十字病院 脳神経内科 主任部長  1   72,185  

髙見 勇一郎 紀南病院組合立 紀南病院 内科   1   51,561  

髙塚 勝哉 高塚クリニック  院長  1   50,623  

  



 
原稿執筆料・監修料 *契約締結時点の名称になります 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

永井 薫 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学医学部附属病院  看護師 1 10,125 

岸本 暢将 学校法人杏林学園杏林大学 医学部 腎臓・リウマチ膠原病内科学 准教授 1 72,185 

亀田 秀人 学校法人東邦大学医療センター 大橋病院 膠原病リウマチ科 教授 2 206,242 

熊木 光包 医療法人平成会 サンライズ酒井病院 整形外科 部長 1 48,599 

黒川 勝己 学校法人川崎学園 川崎医科大学総合医療センター 脳神経内科 部長 1 70,872 

今福 信一 学校法人福岡大学 医学部 皮膚科学教室 教授 3 305,613 

佐藤 公治 日本赤十字社 名古屋第二赤十字病院  院長 1 48,599 

佐伯 秀久 学校法人日本医科大学 皮膚科学/皮膚粘膜病態学 教授 1 100,000 

山内 俊雄 学校法人埼玉医科大学  名誉学長 1 101,246 

洲崎 みどり ピーエスクリニック  看護師 1 10,125 

小寺 雅也 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 皮膚科 部長 1 72,185 

小西池 泰三 日本赤十字社 岡山赤十字病院 第一整形外科 部長 1 48,599 

小柳 徳子 学校法人産業医科大学病院 看護部   1 3,094 

上地 めぐみ 日本赤十字社 沖縄赤十字病院 薬剤部  1 30,374 

森田 明理 公立大学法人名古屋市立大学 大学院医学研究科  加齢・環境皮膚科学 教授 2 204,367 

神 一敬 国立大学法人東北大学 大学院医学系研究科 てんかん学分野 准教授 1 70,872 

水野 俊行 日本赤十字社 庄原赤十字病院 第二整形外科 部長 1 48,599 

赤松 直樹 学校法人国際医療福祉大学 医学部 脳神経内科 教授 1 101,246 

大久保 ゆかり 学校法人東京医科大学 皮膚科学分野 教授 1 101,246 

大西 亜子 医療法人千寿会 道後温泉病院 看護部   1 3,038 

朝比奈 昭彦 学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学 皮膚科学講座 主任教授 1 103,121 



 
氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

土佐 和彦 日本赤十字社 舞鶴赤十字病院 薬剤部 部長 1 48,599 

藤原 浩芳 日本赤十字社 京都第二赤十字病院 整形外科  1 48,599 

福田 文雄 社会医療法人北九州病院 北九州総合病院 整形外科 主任部長 1 48,599 

房間 美恵 学校法人関西女子学園 宝塚大学   1 10,125 

有馬 準一 日本赤十字社 広島赤十字・原爆病院 第一整形外科 副院長 兼 部長 1 48,599 

林 綾野 社会福祉法人恩賜財団 済生会横浜市東部病院 看護部  1 3,094 

澤口 毅 医療法人社団三成会 新百合ヶ丘総合病院 外傷再建センター 骨盤・関節再建部長 1 48,599 
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氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

井上 有史 独立行政法人国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター  院長 2  394,860  

鎌田 昌洋 学校法人帝京大学 医学部 皮膚科学講座 講師 1  103,121  

岸本 暢将 学校法人杏林学園杏林大学 医学部 腎臓・リウマチ膠原病内科学 准教授 1  103,121  

亀田 秀人 学校法人東邦大学医療センター 大橋病院 膠原病リウマチ科 教授 1  303,739  

近  祐次郎 さっぽろ内科・リウマチクリニック  院長 1  72,185  

金子 祐子 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 リウマチ・膠原病内科 講師 1  72,185  

古俣 正人 医療法人財団 古宿会 水戸中央病院 整形外科  5  1,320,000  

小柳 徳子 学校法人産業医科大学病院 看護部  1  10,313  

松原 司 松原メイフラワー病院  院長 1  103,121  

西田  圭一郎 国立大学法人岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科  生体機能再生・再建学講座 准教授 1  303,739  

多田 弥生 学校法人帝京大学 医学部 皮膚科学講座 教授 1  103,121  

大西 亜子 医療法人千寿会 道後温泉病院 看護部  1  10,313  

渡辺 彰 学校法人東北文化学園大学 抗感染症薬開発研究部門 特任教授 1  303,739  

桃原 茂樹 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 先進運動器疾患治療学寄付講座 特任教授 1  303,739  

南木 敏宏 学校法人東邦大学医療センター 大森病院 リウマチ膠原病センター（膠原病科） 教授 1  303,739  

蛯名 耕介 国立大学法人大阪大学 大学院医学系研究科  運動器再生医学講座 特任講師 1  72,185  
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