
 

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 
（2021 年 1 月 1 日〜2021 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 942,943,780 
製造販売後臨床試験費 − 
副作用・感染症症例報告費 195,800 
製造販売後調査費 278,200 
その他の費用 − 

合計 943,417,780 
 
 

B. 学術研究助成費 

項目 総額（円／税抜） 

奨学寄附金 31,700,000 
一般寄附金 670,000 
学会等寄附金 9,000,000 
学会等共催費 50,515,917 

合計 91,885,917 

 

C. 原稿執筆料等 
項目 総額（円／税抜） 

講師謝金 135,999,098  
原稿執筆料・監修料 4,110,758 
コンサルティング等業務委託費 6,626,059 

合計 146,735,915 

 
D. 情報提供関連費 

項目 件数 総額（円／税抜） 

講演会等会合費  583  403,177,647   
説明会費 1,876 28,847,426 
医学・薬学関連文献等提供費 - 3,629,532 

合計  435,654,605 

 
E. その他の費用 

項目 総額（円／税抜） 

接遇等費用 203,637 
 



 

 

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 4 2,914,567 

てんかんと発達の横浜みのる神経クリニック 2 5,235,686 

トヨタ自動車㈱トヨタ記念病院 1 1,848,000 

医療法人ベテールてんかん病院ベーテル 1 6,816,470 

医療法人香博会安原こどもクリニック 3 6,422,976 

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 4 12,095,223 

医療法人社団むさしの国分寺クリニック 3 4,832,070 

医療法人社団語應会オアシス脳神経クリニック 2 3,746,186 

医療法人社団高邦会福岡山王病院 2 1,599,175 

医療法人社団高木皮膚科診療所 3 34,981,961 

医療法人社団成仁会市ケ尾病院 1 1,589,640 

医療法人社団千紫会新宿神経クリニック 3 12,783,367 

医療法人社団皮膚科神経内科白崎医院 1 4,387,184 

医療法人社団武蔵野会ＴＭＧあさか医療センター 5 14,575,135 

医療法人社団廣仁会札幌皮膚科クリニック 3 22,088,240 

医療法人森川クリニック 2 7,588,504 

医療法人仁木会ニキハーティーホスピタル 1 950,720 

医療法人清照会湊病院 2 8,951,518 

医療法人道器さくらいクリニック 2 9,038,658 



 

 

提供先  *治験届上の記載になります 件数 支払総額（円／税抜） 

医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院 3 9,944,381 

医療法人福智会すずかけクリニック 1 2,387,000 

医療法人明和病院 2 9,956,204 

一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 3 12,396,924 

学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 6 6,658,530 

学校法人岩手医科大学岩手医科大学 1 1,789,098 

学校法人久留米大学久留米大学病院 5 35,580,296 

学校法人近畿大学近畿大学病院 4 4,933,916 

学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 4 13,176,736 

学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 7 30,135,790 

学校法人産業医科大学産業医科大学病院 6 21,930,447 

学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 4 380,999 

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 4 13,266,445 

学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院 2 4,405,252 

学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 12 18,835,311 

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 1 2,277,839 

学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院 8 16,484,638 

学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 1 3,319,001 

学校法人東京医科大学東京医科大学病院 5 21,912,563 

学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 4 2,334,199 

学校法人東北医科薬科大学東北医科薬科大学病院 1 1,769,984 

学校法人藤田学園藤田医科大学病院 1 129,545 



 

 

提供先  *治験届上の記載になります 件数 支払総額（円／税抜） 

学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 6 5,534,279 

学校法人福岡大学福岡大学病院 3 14,540,116 

京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 1 354,280 

公益財団法人総合花巻病院 3 17,154,080 

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 1 662,991 

公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 4 4,689,620 

公立大学法人大阪大阪公立大学医学部附属病院 17 64,990,892 

公立大学法人名古屋市立大学病院 6 12,256,430 

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 5,831,460 

国立大学法人岡山大学病院 2 968,239 

国立大学法人京都大学医学部附属病院 1 1,670,842 

国立大学法人広島大学病院 6 13,907,343 

国立大学法人香川大学医学部附属病院 6 16,829,868 

国立大学法人高知大学医学部附属病院 2 770,060 

国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 3 9,520,472 

国立大学法人三重大学医学部附属病院 1 189,180 

国立大学法人山梨大学医学部附属病院 1 3,760,860 

国立大学法人鹿児島大学病院 2 5,991,957 

国立大学法人信州大学医学部附属病院 1 6,039,946 

国立大学法人神戸大学医学部附属病院 4 9,672,368 

国立大学法人千葉大学医学部附属病院 7 7,329,988 

国立大学法人大阪大学医学部付属病院 1 772,824 



 

 

提供先  *治験届上の記載になります 件数 支払総額（円／税抜） 

国立大学法人筑波大学附属病院 3 1,696,959 

国立大学法人長崎大学病院 3 4,415,429 

国立大学法人鳥取大学医学部附属病院 1 1,606,607 

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 1 5,562,533 

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 4,492,420 

国立大学法人東京医科歯科大学病院 4 13,744,159 

国立大学法人東京大学医学部附属病院 2 3,776,185 

国立大学法人東北大学病院 5 15,748,392 

国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 1 1,250,367 

国立大学法人北海道大学病院 10 17,082,037 

国立大学法人琉球大学病院 2 3,390,170 

市立伊丹病院 5 10,947,785 

市立函館病院 1 2,059,200 

社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 6 20,455,480 

社会福祉法人志友会くまもと江津湖療育医療センター 1 508,160 

社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 7 15,667,487 

社会福祉法人同愛記念病院財団同愛記念病院 1 3,894,297 

小出内科神経科 2 2,860,680 

千葉市立青葉病院 1 3,440,629 

大垣市民病院 1 2,410,485 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 2 4,184,013 

地方独立行政法人宮城県立こども病院 1 2,778,588 



 

 

提供先  *治験届上の記載になります 件数 支払総額（円／税抜） 

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 3 16,638,072 

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 1,247,635 

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 2 6,346,744 

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院 2 6,457,810 

地方独立行政法人市立吹田市民病院 2 5,389,693 

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 1 1,268,392 

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 1 806,768 

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 1 878,108 

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 2 18,151,276 

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 1 792,000 

田中神経クリニック 5 5,818,494 

東小金井小児神経・脳神経内科クリニック 1 4,661,820 

東日本電信電話㈱ＮＴＴ東日本関東病院 3 6,054,267 

独立行政法人国立病院機構宇多野病院 4 2,063,147 

独立行政法人国立病院機構熊本再春医療センター 5 12,980,793 

独立行政法人国立病院機構山形病院 3 9,777,201 

独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院 6 8,878,597 

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 4 30,660,045 

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 3 7,850,384 

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 5 13,549,617 

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 3 1,272,616 

独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター 2 664,603 



 

 

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 2,634,412 

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 2 1,810,771 

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 2 3,539,507 

独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院 2 -876,884* 

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 2 3,712,689 

日本赤十字社医療センター 2 5,680,764 

日本赤十字社長崎原爆病院 2 3,509,788 

日本赤十字社姫路赤十字病院 2 3,367,280 

日本赤十字社福岡赤十字病院 1 2,171,400 

日本郵政㈱東京逓信病院 2 7,596,398 

兵庫県立こども病院 1 1,184,240 

北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 4 3,373,364 

医療法人社団高木皮膚科診療所 3 34,981,961 

*2020 年にお支払いした治験費用の一部返金のため 

  



 

 

副作用・感染症症例報告費 
提供先 件数 支払総額（円／税抜） 

医療法人社団井口会 向陽台病院 1 10,000 

一般財団法人大原記念財団 大原綜合病院 1 10,000 

群馬大学医学部附属病院 1 28,600 

県立広島病院 1 28,600 

光中央診療所 1 10,000 

国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 2 20,000 

社会医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院 1 10,000 

社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院 1 10,000 

小牧市民病院 1 10,000 

新座志木中央総合病院 1 10,000 

鳥取大学医学部付属病院 1 28,600 

藤田医科大学病院 1 10,000 

独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 1 10,000 

  



 

 

製造販売後調査費 
提供先 件数 支払総額（円／税抜） 

愛知医科大学病院 1 10,000 

学校法人北里研究所 北里大学病院 1 30,000 

大阪市立大学医学部付属病院 1 52,000 

第二大阪警察病院 1 8,000 

東京医科大学病院 1 58,200 

独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 1 24,000 

兵庫県立加古川医療センター 1 36,000 

兵庫県立尼崎総合医療センター 2 60,000 

  



 

 

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） 

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 1 500,000 

国立大学法人筑波大学 医学医療系 膠原病・リウマチ・アレルギー内科学 1 500,000 

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 1 1,000,000 

横浜市立大学付属市民総合医療センター リウマチ膠原病センター内科 1 500,000 

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 

学校法人川崎学園 川崎医科大学 免疫学教室 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 

京都府立医科大学大学院医学研究科 脳神経内科学 1 500,000 

公立大学法人大阪 大阪市立大学大学院医学研究科 臨床遺伝学 1 500,000 

広島大学病院てんかんセンター 1 1,000,000 

広島大学病院リウマチ・膠原病科 1 1,000,000 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター 脳神経内科 1 1,000,000 

国立研究開発法人国立成育医療研究センター 妊娠と薬情報センター 1 1,000,000 

国立大学法人群馬大学 医学部 整形外科学教室 1 1,000,000 

国立大学法人愛媛大学 大学院医学系研究科 病態生理学講座 1 500,000 

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 

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

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 



 

 

提供先 件数 支払総額（円／税抜） 

自治医科大学 脳神経外科学 1 500,000 

昭和大学江東豊洲病院 脳血管センター 1 200,000 

東京女子医科大学 医学部膠原病リウマチ内科学講座 1 2,000,000 

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター てんかんセンター 1 500,000 

  



 

 

一般寄附金 
提供先 件数 支払総額（円／税抜） 

Dｒ．ブンブン実行委員会 1 70,000 

てんかんをめぐるアート展 2021 1 100,000 

中国新聞社 1 500,000 

  



 

 

学会等寄附金 
提供先 件数 支払総額（円／税抜） 

NPO 法人リウマチ性疾患に全人的医療で取り組む J-ネットワーク 1 100,000 

一般社団法人実地医生物学的製剤研究会 1 500,000 

一般社団法人日本研究皮膚科学会 1 500,000 

一般社団法人日本骨粗鬆症学会  1 1,000,000 

一般社団法人日本骨粗鬆症学会 臨床研究サマーセミナー2021 1 100,000 

第 46 回日本重症心身学会 1 100,000 

第 9 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 AWARD2021 1 600,000 

日本てんかん学会 妊娠レジストリ基金 1 3,000,000 

日本皮膚科学会 第 484 回大阪地方会 1 30,000 

  



 

 

学会等共催費 
提供先 件数 支払総額（円／税抜） 

一般社団法人日本リウマチ学会 JCR 国際育成セミナー 1 500,000 

公益社団法人日本理学療法士協会 ランチョンセミナー1 1 100,000 

第 120 回日本皮膚科学会総会 イブニングセミナー1 1 1,272,728 

第 120 回日本皮膚科学会総会 ランチョンセミナー32 1 1,545,455 

第 12 回日本皮膚科心身医学会 1 700,000 

第 16 回日本てんかん学会九州地方会 共催セミナー2 1 272,728 

第 23 回日本骨粗鬆症学会 イブニングセミナー 1 1,500,000 

第 23 回日本骨粗鬆症学会 スポンサードセッション 1 1,818,182 

第 36 回日本乾癬学会学術大会 イブニングセミナー 1 2,000,000 

第 36 回日本乾癬学会学術大会 ランチョンセミナー 1 2,000,000 

第 37 回日本臨床皮膚科学会 ランチョンセミナー 1 1,181,819 

第 39 回日本神経治療学会学術集会 展示ブース出展 1 500,000 

第 45 回日本てんかん外科学会 ランチョンセミナー 1 1,500,000 

第 47 回日本骨折治療学会学術集会 イブニングセミナー 1 1,090,909 

第 49 回日本臨床免疫学会 イブニングセミナー 1 1,600,000 

第 4 回 Skin Disease Research Conference スポンサードセミナー1 1 1,818,182 

第 4 回 Skin Disease Research Conference スポンサードセミナー2 1 1,818,182 

第 50 回日本脊椎脊髄病学会学術集会 ランチョンセミナーB 1 2,500,000 

第 51 回日本皮膚免疫アレルギー学会 ランチョンセミナー 1 1,545,455 

第 54 回日本てんかん学会学術集会 ランチョンセミナー 1 2,500,000 

第 57 回日本赤十字社医学会総会 共催セミナー 1 225,000 



 

 

提供先 件数 支払総額（円／税抜） 

第 62 回日本神経学会学術大会 ランチョンセミナー 1 1,600,000 

第 63 回日本小児神経学会学術集会 ランチョンセミナー 1 1,200,000 

第 65 回日本ﾘｳﾏﾁ学会総会 Web 展示会出展 1 300,000 

第 66 回日本リウマチ学会 イブニングセミナー 1 2,545,455 

第 66 回日本リウマチ学会 ランチョンセミナー 1 2,545,455 

第 72 回日本皮膚科学会中部支部 スイーツセミナー2 1 1,363,637 

第 73 回日本皮膚科学会西部支部学術大会 ランチョンセミナー4 1 1,363,637 

第 85 回日本皮膚科学会東京支部 イブニングセミナー1 1 1,636,364 

第 85 回日本皮膚科学会東部支部 ランチョンセミナー 1 1,181,819 

第 8 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 1 545,455 

第 95 回日本整形外科学会学術総会 ランチョンセミナーA 1 2,700,000 

第 9 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 1 909,091 

日本研究皮膚科学会第 46 回年次学術大会 イブニングセミナー 1 1,909,091 

日本脊椎関節炎学会第 31 回集会 イブニングセミナー1 1 909,091 

日本皮膚科学会第 232 回熊本地方会 スポンサードセミナー 1 1,818,182 

  



 

 

C. 原稿執筆料等 内訳 

講師謝金 *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 

安部 弘美 日本赤十字社 庄原赤十字病院 看護部 看護師長 1 30,937 

飯塚 一 札幌乾癬研究所  所長 1 102,273 

伊古田 雅史 自治医科大学附属さいたま医療センター 脳神経外科 助教 1 27,337 

井関 佑坪 日本赤十字社 鳥取赤十字病院 リハビリテーション科  1 30,937 

磯田 健太郎 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター リウマチ・膠原病科 医長 1 72,185 

今泉 ちひろ 秋田大学医学部附属病院 血液・腎臓・リウマチ科  2 54,674 

内田 秀昭 学校法人帝京大学 医学部 皮膚科学講座  1 27,337 

遠藤 達矢 福島県立医科大学会津医療センター 看護部  1 30,936 

大島 至郎 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 部長 1 103,121 

大塚 篤司 学校法人近畿大学医学部 皮膚科学教室 主任教授 2 200,000 

大湾 一郎 沖縄赤十字病院 整形外科 第一整形外科部長 1 70,872 

景山 寛志 社会医療法人社団埼玉巨樹の会 新久喜総合病院 脳神経外科 脳脊髄外科部長 1 72,185 

國井 美紗子 公立大学法人横浜市立大学 大学院医学研究科 神経内科学・脳卒中医学 助教 1 51,561 

小林 光 国立大学法人山口大学 大学院医学系研究科 小児科学講座 診療助教 1 51,561 

酒井 康子 医療法人三和会永山病院 看護部  1 30,937 

澤井 康子 独立行政法人国立病院機構奈良医療センター 小児神経科 医長 1 41,249 

島袋 博樹 社会医療法人敬愛会中頭病院 看護部 主任看護師 1 30,937 

鈴木 大貴 東京歯科大学 市川総合病院 歯科・口腔外科 助教 1 50,739 

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 1 151,870 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

田中 康之 日本赤十字社 和歌山医療センター 整形外科 副部長 1 72,185 

田中 章景 公立大学法人横浜市立大学 大学院医学研究科 神経内科学・脳卒中医学 部長 1 103,121 

玉置 康之 日本赤十字社 和歌山医療センター 整形外科 部長 1 72,185 

長南 かおり 一般財団法人大原記念財団大原綜合病院 看護部  1 30,936 

辻 聡一郎 辻内科医院  院長 1 51,561 

奈倉 道明 埼玉医科大学総合医療センター 小児科 講師 1 30,937 

畑 賢俊 日本赤十字社 岡山赤十字病院 理学療法科  1 30,937 

林 圭 国立大学法人旭川医科大学 医学部 皮膚科学講座 助教 1 27,337 

林 隆 西川医院 発達診療部 診療部長 1 51,561 

林 伸和 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 皮膚科 部長 1 103,121 

林 真由美 近畿大学病院 てんかんセンター  1 9,091 

本田 秀夫 国立大学法人信州大学 医学部 子どものこころの発達医学教室 教授 1 27,337 

松居 徹 埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科 名誉教授 1 103,121 

三浦 まり子 福島県立医科大学会津医療センター 看護部  1 30,936 

宮尾 暁 社会福祉法人恩賜財団 済生会支部埼玉県済生会栗橋病院 脳神経外科 科長 1 27,337 

村上 純一 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院 整形外科 医長 1 72,185 

村松 匠 学校法人北里研究所 北里大学病院 膠原病・感染内科  1 27,337 

横山 淳史 京都大学医学部附属病院 小児科 助教 1 51,561 

阿部 麻美 新潟県立リウマチセンター  診療部長 4 336,700 

阿部 理一郎 国立大学法人新潟大学 大学院医歯学総合研究科 細胞機能講座 皮膚科学分野 教授 1 103,121 

阿部 竜也 国立大学法人佐賀大学 医学部 脳神経外科 教授 1 103,121 

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 6 928,092 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

粟 隆志 鹿児島県立大島病院 脳神経外科  1 30,937 

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 2 144,370 

安見 駿佑 国立大学法人岐阜大学 医学部附属病院 産婦人科 臨床助教 1 51,561 

安元 眞吾 学校法人久留米大学 医学部 神経精神医学講座 講師 1 51,561 

安達 知子 総合母子保健センター愛育病院  院長 1 103,121 

安田 正人 国立大学法人群馬大学 大学院医学系研究科 皮膚科学 講師 5 513,730 

安部 信平 順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児科・思春期科 講師 1 72,185 

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 3 307,488 

安部 武生 兵庫医科大学病院 アレルギー・リウマチ内科 病院助手 1 27,337 

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 奈美 あたご皮膚科   1 20,625 

伊東山 剛 国立大学法人熊本大学 大学院生命科学研究部  脳神経外科学講座  1 30,937 

伊藤 圭 JR 札幌病院 皮膚科 科長 3 307,701 

伊藤 康 総合母子保健センター愛育病院 小児科 新生児・小児担当部長 1 72,185 

伊藤 進 東京女子医科大学 医学部 小児科 助教 2 103,122 

伊藤 崇 公立大学法人福島県立医科大学 医学部 皮膚科学講座 助教 1 27,337 

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  教授 1 48,598 

伊予田 邦昭 福山市こども発達支援センター  名誉所長 3 154,683 

伊澤 良兼 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 神経内科 専任講師 1 51,561 

井汲 菜摘 社会医療法人 熊谷総合病院 皮膚科  1 72,185 

井口 美季子 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 膠原病・リウマチ内科 医長 1 70,872 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

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 

井出 見名子 兵庫県立尼崎総合医療センター 小児脳神経内科 医長 1 51,561 

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 

井上 治久 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 iPS 細胞研究所 幹細胞医学 教授 1 51,561 

井上 知宏 いのうえ皮ふ科  院長 3 151,083 

井上 裕太 国立大学法人群馬大学 大学院医学系研究科 皮膚科学  2 144,370 

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 4 410,609 

井内 俊彦 千葉県がんセンター 脳神経外科 部長 1 72,185 

一杉 正仁 国立大学法人滋賀医科大学 社会医学講座法医学部門 教授 1 103,121 

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 2 103,122 

稲田 均 三重県厚生連鈴鹿中央総合病院 整形外科 副院長 1 72,185 

稲福 和宏 国保直営総合病院君津中央病院 皮膚科 部長 3 247,491 

稲葉 彰 公立学校共済組合 関東中央病院 脳神経内科 部長 1 72,185 

蔭山 豪一 兵庫県立尼崎総合医療センター  膠原病リウマチ内科 科長 1 51,561 

右田 清志 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 主任教授 1 103,121 

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 2 78,898 

宇田 武弘 公立大学法人大阪 大阪市立大学 大学院医学研究科 脳神経外科学 講師 2 103,122 

宇野 哲史 国立大学法人鳥取大学 医学部 脳神経医科学講座 脳神経外科学分野 助教 1 51,561 

宇留野  勝久 独立行政法人国立病院機構山形病院 てんかんセンター 診療部長 1 72,185 

臼井 州樹 社会福祉法人恩賜財団 済生会神奈川県病院 糖尿病内分泌内科 部長 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 48,598 

影山 恭史 兵庫県立尼崎総合医療センター 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 

影治 照喜 徳島県立海部病院 脳神経外科 副院長 1 72,185 

永井 宏 社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院 皮膚科 部長 2 144,370 

永井 博己 医療法人社団大坪会 北多摩病院 薬剤科 薬剤科長 1 51,561 

永瀬 裕朗 神戸大学医学部附属病院 親と子の心療部 講師 2 206,242 

永田 栄一郎 学校法人東海大学 医学部 脳神経内科 教授 3 309,363 

永田 圭亮 東京大学医学部附属病院 脳神経外科  1 30,937 

永島 隆秀 日本赤十字社 足利赤十字病院 脳神経内科 第二脳神経内科部長 1 51,561 

益崎 裕章 国立大学法人琉球大学 大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病 内科学講座 教授 1 154,682 

益田 郁子 十条武田リハビリテーション病院 リウマチ科  部長 1 101,246 

益田 浩司 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 准教授 4 412,484 

越智 さと子 札幌医科大学医学部 整形外科学講座 助教 1 51,561 

越智 一秀 県立広島病院 脳神経内科 主任部長 1 72,185 

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 

榎園 崇 筑波大学附属病院 てんかんセンター 副センター長 1 51,561 

猿渡 浩 猿渡ひふ科クリニック  院長 1 103,121 

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 3 216,555 

遠藤 幸紀 東京慈恵会医科大学附属柏病院 皮膚科 診療部長 3 309,363 

遠藤 直人 新潟県立燕労災病院  病院長 2 151,719 

遠藤 裕介 公益財団法人かずさ DNA 研究所 先端研究開発部オミックス医科学研究

室  

室長 1 103,121 

奥 健志 学校法人北里研究所 北里大学病院 膠原病・感染内科 准教授 1 51,561 

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 7 719,972 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

奥村 彰久 学校法人愛知医科大学 医学部  小児科学講座 教授 1 103,121 

奥沢 康太郎 京都市立病院 皮膚科 副部長 1 40,499 

奥田 真弘 大阪大学医学部附属病院 薬剤部 教授 1 51,561 

奥田 武司 学校法人近畿大学医学部 脳神経外科学教室 講師 2 78,898 

奥島 悠大 医療法人千秋会井野口病院 リハビリテーション科  1 20,250 

奥野 識 順心病院 薬剤課 課長 1 51,561 

奥野 智之 天理よろづ相談所病院 薬剤部 部長 1 72,185 

奥野 洋史 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 皮膚科 副部長 1 103,121 

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 2 204,367 

横田 裕行 日本体育大学 大学院保健医療学研究科 保健医療学専攻 研究科長・教授 1 72,185 

横堀 將司 学校法人日本医科大学 大学院医学系研究科 救急医学分野 大学院教授 2 154,682 

岡 秀宏 北里大学メディカルセンター 脳神経外科 部長 2 206,242 

岡 大五 川崎医科大学 医学部 皮膚科学  1 27,337 

岡崎 光俊 青梅市立総合病院 精神科 部長 1 72,185 

岡成 和夫 国立大学法人大分大学 医学部 小児科学講座 助教 3 134,059 

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 6 433,110 

岡田 英之 岐阜県総合医療センター 内科・総合診療科・リウマチ膠原病科 医長 1 51,561 

岡田 剛 国立大学法人広島大学 大学院医系科学研究科 精神神経医科学 講師 1 72,185 

岡田 克之 桐生地域医療組合 桐生厚生総合病院 皮膚科 副院長 1 103,121 

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 1 103,121 

岡田 多史 札幌清田整形外科病院   1 30,937 

岡本 基 向陽台病院  名誉院長 1 51,561 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

岡本 崇 国立大学法人山梨大学 大学院総合研究部  皮膚科学講座 講師 1 103,121 

岡野 匡志  公立大学法人大阪 大阪市立大学 大学院医学研究科 整形外科学 病院講師 2 173,431 

沖永 剛志 ベルランド総合病院  副院長 1 72,185 

恩田 秀賢 日本医科大学附属病院 救命救急科 助教 1 30,937 

音成 秀一郎 広島大学病院 脳神経内科 助教 5 257,805 

下江 豊 脳神経センター大田記念病院 脳神経内科 主任部長 5 360,925 

下山 久美子 国立大学法人浜松医科大学 内科学第三講座 免疫内科 助教 1 51,561 

下川 能史 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 

下村 英毅 学校法人兵庫医科大学 小児科学教室 講師 1 51,561 

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 3 154,683 

下田 健太郎 療法人社団苑田会 苑田第一病院 脳神経外科 委員 1 32,399 

下島 恭弘 国立大学法人信州大学 医学部 内科学第三講座 准教授 2 130,458 

下本地 航 医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 脳神経外科  1 30,937 

下野 九理子 国立大学法人大阪大学 大学院医学系研究科 連合小児発達学研究科 准教授 1 72,185 

加々美 新一郎 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 アレルギー・膠原病内科 部長 2 144,370 

加賀 一 国立大学法人秋田大学大学院医学研究科 血液・腎臓・膠原病内科学講座  1 51,561 

加賀 佳美 国立大学法人山梨大学 大学院総合研究部  小児科学講座 助教 1 51,561 

加藤 啓祐 特定医療法人慶友会 慶友整形外科病院 リハビリテーション科  1 30,937 

加藤 光広 学校法人昭和大学 医学部  小児科学講座 准教授 1 103,121 

加藤 晶人 学校法人昭和大学 医学部  救急・災害医学講座 講師 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 1 103,121 

加藤 竹雄 滋賀県立小児保健医療センター 神経内科  5 257,805 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

加藤 天美 関西メディカル病院 脳神経センター センター長 1 72,185 

加藤 峰幸 東京都立病院機構多摩総合医療センター 皮膚科 部長 1 72,185 

加藤 麻衣子 学校法人近畿大学医学部 皮膚科学教室 講師 2 78,898 

加藤 陽久 東京医科大学病院 神経学分野 講師 1 51,561 

加藤 量広 みやぎ県南中核病院 脳神経内科  部長 4 288,740 

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  7 216,177 

加納 佳代子 東京情報大学 看護学部 特命副学長 1 51,561 

加来 洋 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 生命科学講座皮膚科学 助教 1 72,185 

夏賀 健 国立大学法人北海道大学 大学院医学研究院  皮膚科学教室 准教授 1 103,121 

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 

河瀬 ゆり子 社会福祉法人 同愛記念病院 皮膚科 部長 1 27,337 

河本 泰成 松戸市立総合医療センター 整形外科 部長 1 27,337 

河野 千慧 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター母性内科  1 51,561 

河野 通仁 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  助教 1 51,561 

河野 豊 茨城県立医療大学附属病院 神経内科 教授 2 206,242 

河野 優 富士市立中央病院 神経内科 部長 1 51,561 

花井 志帆 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  1 72,185 

花井 俊一朗 国立大学法人山梨大学 大学院総合研究部  リウマチ膠原病内科学講座 助教 1 103,121 

花岡 洋成 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 2 144,370 

花谷 亮典 国立大学法人鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 先進治療科学専攻 神経病学講座  脳神

経外科学 

教授 5 513,730 

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 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

花林 雅裕 一宮市立市民病院 整形外科 科部長 1 103,121 

賀川 幸英 医療法人社団苑田会 苑田第一病院  院長 1 103,121 

皆本 敏子 島根大学医学部附属病院 産科婦人科 講師 1 72,185 

柿坂 庸介 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   講師 1 30,937 

角谷 昌俊 日本赤十字社 京都第一赤十字病院 リウマチ内科 副部長 1 50,623 

角田 加奈子 岩手医科大学附属病院 皮膚科 講師 1 27,337 

角田 尚幸 東大和病院 脳神経内科 副院長 1 72,185 

岳野 光洋 日本医科大学武蔵小杉病院 リウマチ・膠原病内科 部長 1 103,121 

笠原 英樹 NTT 東日本札幌病院 リウマチ膠原病内科 部長 1 70,872 

葛目 大輔 近森病院 脳神経内科 部長 2 99,522 

椛島 健治 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 生命科学講座皮膚科学 教授 1 154,682 

蒲原 毅 横浜市立市民病院 皮膚科 部長 2 181,820 

鎌田 昌洋 学校法人帝京大学 医学部 皮膚科学講座 講師 3 278,427 

鎌田 崇嗣 医療法人社団高邦会 福岡山王病院 循環器センター 医長 1 30,937 

鎌田 雄一郎 鎌田整形外科医院  院長 1 51,561 

萱野 勇一郎 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会中津病院 薬剤部 部長 1 72,185 

間瀬 光人 名古屋市立大学病院 脳神経外科 院長 1 103,121 

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  2 61,874 

丸山 あずさ 兵庫県立こども病院 神経内科 部長 1 72,185 

丸山 彩乃 京都府公立大学法人京都府立医科大学 医学部 皮膚科学 助教 1 72,185 

丸山 史晃 行田総合病院 脳神経外科 脳血管内治療センター

長 

1 72,185 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

丸山 慎介 国立大学法人鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 健康科学専攻 発生発達成育学講座 小

児科学 

助教 2 83,960 

丸山 博文 広島大学病院 脳神経内科 科長代理 1 103,121 

丸山 隆志 東京女子医科大学 医学部 脳神経外科 講師 2 144,370 

丸田 雄一 Brain Function  代表 1 51,561 

丸木 親 越谷市立病院  院長 1 103,121 

岸田 健吾 京都府公立大学法人京都府立医科大学 医学部 脳神経外科学教室  1 51,561 

岸田 俊二 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 部長 1 50,740 

岸田 大 国立大学法人信州大学 医学部 内科学第三講座 講師 2 175,306 

岸本 恵美 学校法人自治医科大学医学部 皮膚科学教室  3 233,579 

岸本 泰士郎 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 精神・神経科学教室 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 8 797,220 

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 3 175,307 

岩城 弘隆 八戸市立市民病院 精神神経科 部長 1 27,337 

岩瀬 敏樹 浜松市医療公社 浜松医療センター 整形外科 副院長・部長 1 50,740 

岩田 浩明 国立大学法人北海道大学 大学院医学研究院  皮膚科学教室 講師 1 103,121 

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 朋大 防衛医科大学校 精神医学 助教 1 4,546 

岩本 静香 十条武田リハビリテーション病院 看護部  1 30,374 

岩渕 真澄 福島県立医科大学会津医療センター 整形外科・脊椎外科学講座 教授 1 101,246 

岩﨑 俊之 学校法人北里研究所 北里大学 医学部 小児科学 診療教授 4 350,612 

岩﨑 由希子 学校法人埼玉医科大学 医学部 緩和医療科. 専任講師 1 72,185 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

岩﨑 學 わかば療育園 小児科  1 51,561 

喜多 大輔 公立能登総合病院 脳神経外科 部長 1 72,185 

貴島 晴彦 国立大学法人大阪大学 大学院医学系研究科 脳神経感覚器外科学講座 脳神経外科学 教授 4 412,484 

亀井 聡 上尾中央総合病院 神経感染症センター センター長 1 103,121 

亀田 秀人 東邦大学医療センター 大橋病院 膠原病リウマチ科 教授 4 464,045 

亀田 勝治 新古賀病院 脳神経外科 副院長 1 30,937 

菊池 健二郎 埼玉県立小児医療センター 神経科 科長 2 123,746 

菊池 隆幸 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 脳病態生理学講座脳神経外科学 講師 1 51,561 

菊田 健一郎 国立大学法人福井大学 医学部 脳神経外科学 教授 3 309,363 

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 伸一 国立大学法人鳥取大学 医学部保健学科 看護学専攻 地域・精神看護学講座 教授 2 206,242 

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 1 101,246 

吉原 章王 一般財団法人大原記念財団大原綜合病院 脳神経内科 部長 1 27,337 

吉川 紋佳 大阪医科薬科大学病院 リウマチ膠原病内科 助教 1 27,337 

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 8 329,992 

吉村 淳一 日本赤十字社 長野赤十字病院 第一脳神経外科 部長 1 72,185 

吉田 健司 京都大学医学部附属病院 小児科 助教 4 206,244 

吉田 智彦 新宿南リウマチ膠原病クリニック  院長 2 140,000 

吉田 雄介 広島大学病院 リウマチ・膠原病科 助教 2 78,898 

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 1 18,182 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

吉良 龍太郎 福岡市立こども病院 小児神経科 科長 2 144,370 

久冨木原 健二 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 神経内科  1 27,337 

久保 環 宮崎県立宮崎病院 皮膚科 医長 1 30,374 

久保 宜明 徳島大学病院 皮膚科 科長代理 1 101,246 

久保 有子 広島大学病院 薬剤部  1 30,937 

久保田 英幹 日本橋神経クリニック  院長 2 144,370 

久保田 典子 国立大学法人筑波大学 医学医療系 皮膚科 講師 1 103,121 

久保田 有一 東京女子医科大学東医療センター 脳神経外科 講師 5 360,925 

宮崎 京子 北千葉整形外科美浜クリニック 看護部  1 30,936 

宮城 拓也 国立大学法人琉球大学 大学院医学研究科 皮膚科学講座 助教 2 122,433 

宮島 美穂 国立大学法人東京医科歯科大学 医歯学総合研究科   診療・緩和医療学分野 助教 1 41,249 

宮内 正晴 学校法人近畿大学医学部 脳神経外科学教室 助教 1 51,561 

宮鍋 寛 松戸市立総合医療センター 臨床検査科  1 30,937 

宮本 俊明 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 部長 1 103,121 

宮本 智之 独協医科大学埼玉医療センター 脳神経外科 教授 1 103,121 

宮本 雄策 川崎市立多摩病院 小児科 部長 2 144,370 

宮野 恭平 埼玉医科大学病院 皮膚科 講師 2 99,522 

宮﨑 佑介 学校法人産業医科大学 医学部 第 1 内科学講座 助教 3 200,431 

朽名 伸夫 医療法人社団苑田会 苑田第一病院 脳神経外科 部長 1 72,185 

橋本 求 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 リウマチ性疾患性先進医療学講座 特定助教 3 278,427 

橋本 智哉 福井総合病院 脳神経外科  1 27,337 

橋本 直哉 京都府公立大学法人京都府立医科大学 医学部 脳神経外科学教室 教授 1 103,121 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

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 72,185 

橋本 隆男 相澤病院 脳卒中・脳神経センター 顧問 1 51,561 

橋本 良平 JR 仙台病院 放射線科 主任 1 30,374 

狭間 研至 医療法人嘉健会 思温病院  院長 1 103,121 

玉谷 真一 わたまクリニック  理事長 1 72,185 

桐野 洋平 公立大学法人横浜市立大学 医学部 血液・免疫・感染症内科学教室 講師 1 51,561 

近藤 威 新須磨病院   1 72,185 

近藤 恒夫 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 1 27,337 

金子 栄 日本赤十字社 益田赤十字病院 皮膚科 部長 2 204,367 

金子 佳代子 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター母性内科 医長 7 444,885 

金子 元英 かねこ内科リウマチ科クリニック  院長 1 103,121 

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 准教授 6 876,531 

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 2 206,242 

金田 一真 大阪医科薬科大学 皮膚科学教室 講師 1 27,337 

金藤 公人 北斗病院 脳神経内科 副院長 1 27,337 

金澤 雅人 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 72,185 

金澤 伸雄 学校法人兵庫医科大学 皮膚科学教室 主任教授 4 412,484 

金澤 洋 青森県立中央病院 リウマチ膠原病内科 部長 1 103,121 

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 82,498 

駒形 嘉紀 大分大学医学部附属病院 リウマチ膠原病内科 臨床教授 2 206,242 

駒柵 宗一郎 社会医療法人義順顕彰会 種子島医療センター 脳神経外科 部長 1 30,937 

熊谷 公明 医療法人社団緑成会 横浜総合病院 小児科  1 72,185 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

隈部 俊宏 学校法人北里研究所 北里大学 医学部 脳神経外科学 主任教授 3 309,363 

栗原 和生 国立大学法人浜松医科大学 皮膚科学講座 助教 1 51,561 

栗栖 宏多 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 脳神経外科 主任医長 1 27,337 

栗田 浩樹 埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中センター 副院長・センター長 1 103,121 

栗田 尚史 国立大学法人山梨大学 大学院総合研究部  神経内科学講座 助教 1 51,561 

栗田 紹子 北海道大学病院 精神科神経科  1 51,561 

栗田 慎也 公益財団法人東京都保健医療公社 荏原病院 リハビリテーション科 主任 1 30,374 

栗本 昌紀 黒部市民病院 脳神経外科 部長 1 51,561 

桑原 博道 仁邦法律事務所  所長 1 103,121 

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 3 134,059 

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 7 721,847 

鍵山 明弘 鍵山医院  院長 1 51,561 

元村 拓 高岡リウマチ整形外科クリニック  院長 1 27,337 

元木 崇裕 国立大学法人愛媛大学 大学院医学系研究科  小児科学講座 講師 1 51,561 

原 恵子 原クリニック  院長 3 154,683 

原 稔枝 独立行政法人国立病院機構 名古屋病院 看護部 師長 1 30,937 

原田 和歌子 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐

市民病院 

総合診療科 主任部長 1 51,561 

古崎 章 佐川昭リウマチクリニック 内科・リウマチ科・アレルギー科 副院長 1 70,872 

古川 源 藤田医科大学 医学部 小児科学 助教 1 27,337 

古谷 真由美 埼玉医科大学総合医療センター 神経内科 助教 1 27,337 

古谷 牧子 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 助教 1 30,937 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

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 3 307,488 

戸高 健臣 日本赤十字社 熊本赤十字病院 脳神経外科 部長 1 72,185 

戸田 啓介 独立行政法人国立病院機構 長崎川棚医療センター 脳神経外科・神経センター センター長 1 30,937 

戸澤 雄紀 京都府公立大学法人京都府立医科大学 医学部 小児科学講座 助教 1 51,561 

虎井 僚太郎 国立大学法人富山大学 医学部 皮膚科学講座 助教 1 51,561 

五十嵐 敦之 NTT 東日本関東病院 皮膚科 部長 3 236,616 

後藤 晴雄 社会医療法人達生堂 城西病院 脳神経外科 部長 1 51,561 

後藤 知英 神奈川県立こども医療センター 神経内科 部長 3 216,555 

向井 秀樹 東邦大学医療センター 大橋病院 皮膚科 教授 1 103,121 

向井 知之 川崎医科大学 医学部 リウマチ・膠原病学 免疫学教授 4 288,740 

向所 純子 藤沢市民病院 皮膚科 医長 1 27,337 

向野 隆彦 国立大学法人九州大学 大学院医学研究院 神経内科学教室  2 82,498 

工藤 千秋 くどうちあき脳神経外科クリニック  院長 1 27,337 

幸村 友季子 国立大学法人浜松医科大学 産婦人科学教室 助教 1 72,185 

幸田 太 飯塚病院 皮膚科  1 70,872 

広島  覚 国立大学法人旭川医科大学 医学部 脳神経外科講座 助教 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 3 130,459 

江川 形平 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 生命科学講座皮膚科学 講師 2 173,993 

江川 悟史 TMG あさか医療センター 脳神経外科 部長 1 72,185 

江藤 隆史 あたご皮膚科 皮膚科  3 236,616 

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 

3 216,555 



 

 

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  2 141,744 

甲斐 基一 三重膠原病リウマチ痛風クリニック 内科 院長 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 3 220,761 

荒井 勝光 新潟県立中央病院 整形外科 診療部長 1 51,561 

荒川 芳輝 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 脳病態生理学講座脳神経外科学 講師 3 154,683 

荒尾 和哉 東邦大学医療センター 大橋病院 皮膚科  1 27,337 

荒木 信之 国立大学法人千葉大学 大学院医学研究院 神経内科学 助教 1 27,337 

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 2 99,522 

荒木 章子 札幌市子ども発達支援総合センター   1 51,561 

荒木 保清 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 てんかん科 検査科長 1 51,561 

香川 幸太 広島大学病院 脳神経外科 診療講師 5 257,805 

高井 修 石橋病院 リウマチ科  1 27,337 

高橋 英俊 高木皮膚科診療所  院長 2 206,242 

高橋 寛 青梅市立総合病院 小児科 部長 1 51,561 

高橋 孝治 総合病院 土浦協同病院 小児科 科長 2 103,122 

高橋 孝雄 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 小児科学教室 主任教授 3 309,363 

高橋 淳 学校法人近畿大学医学部 脳神経外科学教室 教授 1 72,185 

高橋 伸典 名古屋大学医学部附属病院 整形外科 講師 2 257,803 

高橋 成和 社会福祉法人恩賜財団 千葉県済生会習志野病院 リウマチ膠原病アレルギー科 部長 1 72,185 

高橋 裕一 ゆうファミリークリニック  院長 1 27,337 

高橋 裕子 国立国際医療研究センター病院 膠原病科  1 51,561 

高橋 利幸 長岡中央綜合病院 皮膚科 部長 1 103,121 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

高橋 里沙 徳島大学病院 てんかんセンター  1 30,937 

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 72,185 

高江洲 美香 医療法人徳洲会 中部徳洲会病院 整形外科 部長 1 30,937 

高瀬 敬一郎 飯塚病院 神経内科 部長 1 72,185 

高村 さおり 埼玉医科大学総合医療センター 皮膚科�  2 103,122 

高尾 哲郎 日本赤十字社 長岡赤十字病院 脳神経外科 部長 1 72,185 

高木 香恵 東京女子医科大学東医療センター 内科 講師 1 27,337 

高木 俊輔 国立大学法人東京医科歯科大学 精神行動医科学分野 助教 1 30,937 

高木 肇 大垣市民病院 皮膚科 部長 1 72,185 

高梨 哲生 丸の内病院 リウマチ科 科長 1 27,337 

黒川 一郎 明和病院 皮膚科・にきびセンター センター長 1 103,121 

黒川 幹夫 日本赤十字社 高松赤十字病院 薬剤部 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 毅 国立大学法人新潟大学 大学院医歯学総合研究科 腎・膠原病内科学分野保健管理センター 教授 1 103,121 

黒田 文人 金沢大学医薬保健研究域医学系  小児科学 講師 2 103,122 

今井 教雄 国立大学法人新潟大学 大学院医歯学総合研究科 健康寿命延伸・運動器疾患医学講座 特任教授 1 50,740 

今井 康友 学校法人兵庫医科大学 皮膚科学� 講師� 3 276,552 

今井 克美 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  副院長 1 72,185 

今山 修平 今山修平クリニック＆ラボ  院長 1 103,121 

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  2 61,311 

今福 信一 学校法人福岡大学 医学部 皮膚科学教室 教授 7 959,029 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

根津 貴広 日本赤十字社 長岡赤十字病院 リウマチ科 部長 1 27,337 

根津 敦夫 社会福祉法人十愛療育会 横浜医療福祉センター   センター長 1 103,121 

佐久間 悟 公立大学法人大阪 大阪市立大学 大学院医学研究科 発達小児医学 講師 1 30,937 

佐々木 久美子 札幌清田整形外科病院   1 30,937 

佐々木 健陽 西宮渡辺病院  院長 1 103,121 

佐々木 則子 学校法人東海大学 医学部 内科学系 リウマチ内科学 助教 1 27,337 

佐々木 達也 岡山大学病院 脳神経外科 助教 1 51,561 

佐山 浩二 国立大学法人愛媛大学 大学院医学系研究科  皮膚科学講座 教授 1 101,246 

佐藤 友隆 帝京大学ちば総合医療センター 皮膚科 教授 2 175,306 

佐藤 宏紀 日本赤十字社 徳島赤十字病院 小児科  1 30,937 

佐藤 弘恵 国立大学法人新潟大学 大学院医歯学総合研究科 腎・膠原病内科学分野 助教 1 51,561 

佐藤 俊宏 いいそらヒフ科クリニック  院長 1 103,121 

佐藤 祥史 春日部市立医療センター 脳神経外科 主任部長 1 72,185 

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 敦志 東京大学医学部附属病院 小児・周産・女性科診療部門 助教 4 206,244 

佐藤 祐一 甲府脳神経外科病院 放射線科  1 30,937 

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  2 61,873 

佐藤 洋輔 学校法人昭和大学 医学部  脳神経外科学講座 助教 3 135,521 

佐藤 理仁 さとう埼玉リウマチクリニック  院長 1 103,121 

佐伯 敬子 日本赤十字社 長岡赤十字病院 リウマチセンター センター長 1 51,561 

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 3 300,000 

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 1 154,682 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

佐野 史和 国立大学法人山梨大学 大学院総合研究部  小児科学講座 助教 1 51,561 

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 2 123,746 

妻鳥 元太郎 八千代リハビリテーション病院  院長 1 50,740 

斎藤 尚宏 さいとう脳神経・内科クリニック  院長 1 30,937 

細山 浩史 鹿児島市立病院 脳神経外科  2 103,122 

細川 洋一郎 香川県立中央病院 皮膚科 医長 1 72,185 

細田 哲也 市立敦賀病院. 脳神経外科 部長 1 51,561 

細野 祐司 学校法人東海大学 医学部 内科学系 リウマチ内科学 講師 1 51,561 

細矢 光亮 公立大学法人福島県立医科大学 医学部 小児科学講座 教授 1 101,246 

坂本 光弘 洛和会音羽病院 脳神経内科 医長 1 27,337 

阪野 公一 総合病院 南生協病院  院長 1 25,110 

榊原 崇文 奈良県立医科大学附属病院 小児科 医長 2 103,122 

鮫島 梓 医療法人社団藤聖会 女性クリニック We!TOYAMA 婦人科  2 123,746 

三井 浩 東京逓信病院 皮膚科 部長 1 72,185 

三井 隆男 日本赤十字社 小川赤十字病院 神経内科 部長 1 51,561 

三崎 健太 北播磨総合医療センター リウマチ・膠原病内科  5 450,545 

三枝 亜希 帝京大学ちば総合医療センター 脳神経内科 助教 1 27,337 

三枝 淳 神戸大学医学部附属病院 膠原病リウマチ内科 講師 1 103,121 

三枝 隆博 日本赤十字社 大津赤十字病院 脳神経内科 副部長 4 288,740 

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 

三宅 啓介 国立大学法人香川大学 医学部  脳神経外科 准教授 1 103,121 

三宅 信昌 三宅整形外科医院  院長 1 103,121 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

三宅 達也 国立大学法人大阪大学 大学院医学系研究科 産婦人科学教室 助教 1 51,561 

三谷 恒雄 関西電力病院 皮膚科 部長 1 30,374 

三島 桃子 岡山県精神科医療センター 精神科  1 30,937 

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 

三輪 点 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 脳神経外科 医長 1 51,561 

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 6 618,726 

山岡 邦宏 学校法人北里研究所 北里大学病院 膠原病・感染内科 主任教授 1 154,682 

山下 夏代 磐田市立総合病院 看護部 外来副師長 1 10,125 

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 5 289,619 

山下 拓史 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐

市民病院 

脳神経内科 主任部長 2 103,122 

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 50,740 

山元 修 国立大学法人鳥取大学 医学部 感覚運動医学講座 皮膚病態学分野 教授 1 103,121 

山口 高弘 国立大学法人九州大学 大学院医学研究院 神経内科学教室  1 30,937 

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 2 204,367 

山口 文雄 学校法人日本医科大学 大学院医学研究科 脳神経外科地域医療システム学講座 寄付講座教授 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 6 618,726 

山際 武志 海老名総合病院 救命救急センター センター長 1 51,561 

山崎 貴明 函館脳神経外科病院 脳神経外科 脳卒中センター長 1 27,337 

山崎 文之 広島大学病院 脳神経外科 講師 1 72,185 

山城 重雄 社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 脳神経外科 部長 1 30,937 

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 51,561 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

山村 理仁 社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 脳神経外科  1 30,937 

山中 岳 東京医科大学 小児科学分野 准教授 2 144,370 

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 5 515,605 

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 30,374 

山田 健太郎 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 部長 1 72,185 

山田 浩貴 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 神経内科 助教 1 30,937 

山田 了士 国立大学法人岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科  精神神経病態学 教授 3 309,363 

山内 秀雄 埼玉医科大学病院 小児科 教授 1 103,121 

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 7 721,847 

山本 吉章 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 治験管理室 主任薬剤師 3 154,683 

山本 俊幸 公立大学法人福島県立医科大学 医学部 皮膚科学講座 教授 3 309,363 

山本 信孝 金沢脳神経外科病院  病院長 1 72,185 

山本 真由美 小室整形外科医院リハビリリウマチクリニック 地域連携室 室長 1 30,374 

山本 仁 学校法人聖マリアンナ医科大学 小児科 教授 1 103,121 

山本 大介 湘南鎌倉総合病院 脳神経内科 部長 2 99,522 

山本 達也 水戸中央病院 医療技術部 リハビリテーション科 科長代理 1 30,937 

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 3 254,840 

山本 保博 医療法人伯鳳会 東京曳舟病院  院長 1 103,121 

山本 涼太郎 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐

市民病院 

総合診療科  1 30,937 

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 2 103,122 

山﨑 薫 磐田市立総合病院 整形外科 副院長 1 70,872 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

山﨑 研志 国立大学法人東北大学 大学院医学系研究科 神経感覚器病態  皮膚科学分野 准教授 1 103,121 

山﨑 博史 宇部興産中央病院 薬剤部 部長 1 51,561 

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 4 379,673 

市橋 光 自治医科大学附属さいたま医療センター 小児科 教授 1 72,185 

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 

市山 進 日本医科大学附属病院 皮膚科 助教 1 27,337 

市川 貴規 国立大学法人信州大学 医学部 内科学第三講座 助教 1 27,337 

市川 尚己 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  2 103,122 

志村 育子 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 看護部  1 30,937 

志村 徳郎 クローバー薬局  代表 1 51,561 

斯波 秀行  大阪医科薬科大学病院 リウマチ膠原病内科  1 27,337 

氏家 英之 国立大学法人北海道大学 大学院医学研究院  皮膚科学教室 教授 1 154,682 

氏家 弘 医療法人徳洲会鎌ケ谷総合病院 脳神経外科 部長 1 27,337 

児玉 成人 国立大学法人滋賀医科大学 整形外科学講座 准教授 1 103,121 

寺西 亮雄 埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中センター 専任講師 2 78,898 

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 14 1,010,590 

寺田 僚介 磐田市立総合病院 リハビリテーション技術科  1 10,125 

寺島 康浩 甲南加古川病院 整形外科・リウマチ科 診療部長 1 103,121 

寺木 祐一 埼玉医科大学総合医療センター 皮膚科� 准教授� 2 206,242 

鹿毛 秀宣 東京大学医学部附属病院 呼吸器内科 特任准教授 1 72,185 

宍戸 恒郎 医療法人秀和会 秀和総合病院 脳神経外科 部長 1 72,185 

室 慶直 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 皮膚科学 診療教授 1 103,121 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

室田 浩之 国立大学法人長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科  皮膚病態学分野 教授.  2 206,242 

篠原 直樹 社会医療法人石川記念会 HITO 病院 脳神経外科 部長 1 51,561 

篠山 隆司 国立大学法人神戸大学 大学院医学研究科 外科学講座  脳神経外科学分野  1 103,121 

柴田 憲一 JA 秋田厚生連 平鹿総合病院 脳神経外科 医長 1 27,337 

柴田 香菜子 みやぎ県南中核病院 看護部  1 30,374 

柴田 章貴 県立多治見病院 皮膚科 主任医長 1 72,185 

柴田 知之 学校法人愛知医科大学 医学部  皮膚科学講座 助教 1 27,337 

若林 慶 国際医療福祉大学病院 小児科 助教 1 51,561 

若林 宏 岡山市立市民病院 膠原病・リウマチ内科（リウマチセンタ

ー） 

副センター長 1 72,185 

守谷 俊 自治医科大学附属さいたま医療センター 救急救命センター 教授 1 103,121 

守田 誠司 学校法人東海大学 医学部 外科学系 救命救急医学 教授 1 103,121 

酒田 あゆみ 九州大学病院 検査科 主任臨床検査技師 1 30,937 

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 2 206,242 

秀 道広 国立大学法人広島大学 大学院医系科学研究科 皮膚科学 教授 1 103,121 

秋岡 親司 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 小児科学教室 准教授 1 27,337 

秋元 治朗 全国土木建築国民健康保険組合 総合病院 厚生中央病院 脳神経外科 部長 1 51,561 

秋山 真志 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 皮膚科学 教授 1 103,121 

秋山 創 公立豊岡病院組合立豊岡病院 皮膚科 部長 1 27,337 

秋山 陽一郎 新宿南リウマチ膠原病クリニック 膠原病リウマチ診療部 部長 2 151,561 

秋山 倫之 国立大学法人岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科  発達神経病態学 准教授 1 72,185 

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 6 876,531 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

十一 英子 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 皮膚科 診療科長 2 206,242 

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 7 721,847 

重本 顕史 富山市立富山市民病院 整形外科 医長 2 144,370 

出口 登希子 国立大学法人新潟大学 大学院医歯学総合研究科 細胞機能講座 皮膚科学分野 特任助教 1 103,121 

出水 俊郎 上尾中央総合病院 皮膚科 科長 1 51,561 

緒方 勝也 学校法人国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 福岡薬学部 教授 1 103,121 

勝又 雅裕 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 神経内科 助教 1 51,561 

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 2 206,242 

小林 一美 蓮村整形外科内科  事務長 1 30,937 

小笠原 倫大 順天堂大学医学部附属順天堂医院 膠原病・リウマチ内科 外来医長 1 100,000 

小笠原 淳一 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 脳神経内科 部長 1 41,249 

小宮根 真弓 学校法人自治医科大学医学部 皮膚科学教室 教授 3 309,363 

小橋 孝介 松戸市立総合医療センター 小児科 医長 3 154,683 

小玉 聡 東京大学医学部附属病院 脳神経内科 助教 2 103,122 

小栗 卓也 公立陶生病院 脳神経内科 部長 1 72,185 

小国 弘量 TMG あさか医療センター 脳卒中・てんかんセンター 顧問 1 103,121 

小坂 信二 香川大学医学部附属病院 薬剤部 教授 1 51,561 

小坂 洋志 一般財団法人永頼会 松山市民病院 脳神経外科 部長 1 72,185 

小山 英樹 公立福生病院 脳神経外科 副院長 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 5 484,669 

小寺 隆雄 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 1 103,121 

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 72,185 



 

 

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 6 350,614 

小西 央郎 独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 小児科 部長 1 72,185 

小川  和則 広島市立広島市民病院 神経小児科 主任部長 2 103,122 

小川 英作 国立大学法人信州大学 医学部 皮膚科学教室 講師 3 309,363 

小川 恵梨 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 地域小児医療人材育成・調査寄付研究講

座 

特任助教 1 30,937 

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 48,598 

小川 舞美 東北大学病院 てんかん科 心理士 3 92,811 

小泉 修一 国立大学法人山梨大学 医学部 薬理学講座 教授 1 103,121 

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 副院長兼医療安全管理

室長 

1 72,185 

小池 達也 公立財団法人白浜医療福祉財団 骨リウマチ疾患探索研究所 所長 1 103,121 

小池 雄太 国立大学法人長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科  皮膚病態学分野 講師 2 144,370 

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 2 130,458 

小堀 かおり こぼり整形外科クリニック   1 72,185 

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 1 103,121 

小野 浩明 県立広島病院 小児科 部長 1 51,561 

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 5 142,122 

小野澤 裕也 学校法人北里研究所 北里大学病院 臨床検査部  2 61,874 

小林 圭介 獨協医科大学埼玉医療センター 皮膚科 助教 1 51,561 

小林 恵 医療法人社団緑成会 横浜総合病院 看護部  4 123,747 

小林 景樹 NTT 東日本札幌病院 皮膚科  1 27,337 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

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 修 国立大学法人大分大学 医学部 小児科学講座 助教 1 30,937 

小林 勝哉 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 脳病態生理学講座臨床神経学 助教 1 51,561 

小林 政彦 日本赤十字社 大阪赤十字病院 薬剤部 部長 1 51,561 

小林 誠 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 整形外科 運動器外傷センター長 1 72,185 

小林 大介 国立大学法人新潟大学 大学院医歯学総合研究科 腎・膠原病内科学分野 助教 2 206,242 

小林 辰也 一ノ瀬脳神経外科病院  院長 1 72,185 

小林 陽一 大分大学医学部附属病院 産科婦人科 教授 2 206,242 

小林 理恵子 甲府脳神経外科病院 脳神経内科  1 51,561 

小林 里実 社会福祉法人聖母会 聖母病院 皮膚科 部長 2 204,367 

小林 良行 広島大学病院 小児科 助教 1 51,561 

庄田 宏文 東京大学医学部附属病院 アレルギーリウマチ内科 講師 2 206,242 

松井 潤 独立行政法人地域医療機能推進機構大和郡山病院  小児科  1 10,313 

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 9 819,043 

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  脳神経内科学講座 特任助教 1 51,561 

松原 肇 学校法人北里研究所 北里大学 薬学部 部臨床薬学研究・教育センター臨床薬学 教授 1 103,121 

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 

2 82,498 

松山 孝 東海大学医学部附属八王子病院 皮膚科 臨床教授 1 103,121 

松山 哲史 岡山市総合医療センター 岡山市立市民病院 薬剤部 部長 1 51,561 

松重 俊憲 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐

市民病院 

脳神経外科・脳血管内治療科 主任部長 2 103,122 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

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 

松村 内久 医療法人啓仁会 平成の森・川島病院  副院長 1 72,185 

松谷 智郎 国立大学法人千葉大学 大学院医学研究院 脳神経外科学 講師 1 27,337 

松田 真紀子 世田谷リウマチ膠原病クリニック  看護師長 1 30,937 

松尾 健 東京都立神経病院 脳神経外科 医長 1 72,185 

松尾 孝之 国立大学法人長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科  展開医療科学講座 脳神経外科 教授 1 103,121 

松尾 宏俊 近江八幡市立総合医療センター 神経内科 部長 2 82,498 

松尾 宗明 国立大学法人佐賀大学 医学部 小児科学講座 教授 1 51,561 

松尾 諭 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 脳神経外科 医長 1 72,185 

松尾 裕彰 広島大学病院 薬剤部 教授 1 103,121 

松本 佳則 国立大学法人岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科  腎・免疫・内分泌代謝内科学 助教 1 70,872 

松本 強 尼崎中央病院 脳神経外科  1 27,337 

松本 功 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） 准教授 3 309,363 

松本 拓也 JA 静岡厚生連 静岡厚生病院 リウマチ科 診療部長 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 9 928,089 

松本 隆洋 社会医療法人 熊谷総合病院 脳神経外科  1 51,561 

松﨑 康司 国立大学法人弘前大学 大学院医学研究科 皮膚科学講座 講師 1 27,337 

沼沢 拓也 八戸市立市民病院 整形外科 部長 1 70,872 

上原 真琴 光中央診療所  副院長 2 78,898 

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 3 216,555 

上出 康二 上出皮フ科クリニック  院長 1 72,185 

上出 良一 ひふのクリニック人形町  院長 1 100,000 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

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 20,250 

上地 めぐみ 日本赤十字社 沖縄赤十字病院 薬剤部  3 92,811 

上田 依美 日本赤十字社 広島赤十字・原爆病院 看護部  1 30,937 

上田 徹 かみだ脳神経クリニック  院長 1 51,561 

上野 正純 上野整形外科   院長 1 50,740 

城間 志織 医療法人社団高邦会福岡山王病院 看護部  1 30,937 

常深 泰司 順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科 准教授 1 72,185 

常深 祐一郎 学校法人埼玉医科大学 医学部 皮膚科� 教授 1 103,121 

植松 貢 国立大学法人東北大学 大学院医学系研究科  発生・発達医学講座  小児病態学分野 准教授 3 216,555 

植田 佑樹 北海道大学病院 小児科  1 27,337 

植木 幸孝 社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 リウマチ・膠原病センター 臨床研修・研究統括部長 3 236,616 

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 27,337 

信澤 純人 国立大学法人群馬大学 大学院医学系研究科 病態病理学分野 准教授 1 72,185 

新井 俊成 草加市立病院 脳神経外科 部長 1 72,185 

新井 達 聖路加国際病院 皮膚科 部長 2 175,306 

新谷 好正 小樽市立病院 脳神経外科 副院長 1 51,561 

新田 直樹 国立大学法人滋賀医科大学 脳神経外科学講座 講師 1 51,561 

新野 清人 徳島県立中央病院 脳神経外科 部長 1 51,561 

森 英樹 日本赤十字社 岡山赤十字病院 薬剤部 部長 1 51,561 

森 雅人 松戸市立総合医療センター 小児科 部長 2 144,370 

森 雅亮 学校法人聖マリアンナ医科大学 リウマチ・膠原病・アレルギー内科 教授 1 103,121 

森 健治 徳島大学病院 保健学科 教授 1 103,121 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

森 康記 岩手県立中央病院 皮膚科 部長 1 54,546 

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 2 123,746 

森 達夫 徳島大学病院 小児科 講師 1 27,337 

森下 竜一 国立大学法人大阪大学 大学院医学系研究科 臨床遺伝子治療学寄付講座 教授 1 123,746 

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 3 309,363 

森信 暁雄 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 内科学講座 臨床免疫学 教授 1 151,870 

森田 栄伸 国立大学法人島根大学 医学部 皮膚科学講座 教授 2 206,242 

森田 健一 新潟市民病院 脳神経外科 科副部長 1 72,185 

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・環境皮膚科分野 教授 5 617,879 

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 2 206,242 

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 

深浦 彦彰 埼玉医科大学総合医療センター 神経内科 准教授� 2 99,522 

深田 義仁 帝京大学ちば総合医療センター 皮膚科 助教 1 30,937 

深田 慶 ふかだクリニック  院長 1 51,561 

真村 瑞子 高柳医院  院長 1 72,185 

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 11 711,539 

神戸 有希 神戸皮膚科  院長 1 30,937 

神谷 浩二 学校法人自治医科大学医学部 皮膚科学教室 准教授 3 216,555 

神谷 秀喜 社会医療法人厚生会木沢記念病院 皮膚科 部長 1 27,337 

神谷 雄己 昭和大学江東豊洲病院 脳神経内科 准教授 1 72,185 

神庭 隆 リブ調剤薬局   1 51,561 

神田 浩子 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 2 206,242 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

神田 奈緒子 日本医科大学千葉北総病院 皮膚科 部長 2 206,242 

神﨑 美玲 東京医科大学茨城医療センター 皮膚科 講師 1 27,337 

親里 嘉展 加古川中央市民病院 小児科/小児循環器内科  1 72,185 

進藤 亮輔 横浜市立大学附属市民総合医療センター 総合周産期母子医療センター 助教 1 51,561 

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 5 257,805 

諏訪 清隆 日本赤十字社 旭川赤十字病院 小児科 部長 1 72,185 

須賀 康 順天堂大学医学部附属浦安病院 皮膚科 科長 2 175,306 

須貝 研司 重症児・者福祉医療施設ソレイユ川崎  診療部長 1 72,185 

須貝 達朗 市立札幌病院 皮膚科 医長 1 103,121 

須田 哲史 立川病院 精神神経科学 医長 1 27,337 

須藤 貴仁 国立大学法人群馬大学 大学院医学系研究科 整形外科学 助教 1 72,185 

須藤 俊明 パワーホールディングス株式会社 医療技術・薬剤管理部 部長 1 24,350 

水村 亮介 埼玉医科大学病院 薬剤部  2 61,874 

水野 朋子 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 小児科 助教 1 51,561 

水野 隆正 荒尾市民病院 脳神経外科 部長 1 72,185 

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 教授 4 410,609 

杉山 一彦 広島大学病院 がん化学療法科 教授 1 103,121 

杉山 一郎 稲城市立病院 脳神経外科 部長 2 58,274 

杉山 公美弥 独立行政法人国立病院機構 宇都宮病院  院長 2 202,492 

杉山 邦男 東邦大学医療センター 大森病院 臨床生理機能科  1 30,937 

杉森 宏 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 脳血管・神経内科 科長 1 72,185 

杉田 和成 国立大学法人佐賀大学 医学部 皮膚科学教室 教授 1 72,185 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

杉本 智裕 広島大学病院 リウマチ・膠原病科 助教 1 51,561 

杉本 和則 杉本リウマチ内科クリニック  院長 1 27,337 

菅 裕司 札幌医科大学医学部 皮膚科学講座 助教 2 98,209 

菅谷 誠 学校法人国際医療福祉大学 医学部 皮膚科学 主任教授 1 103,121 

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 2 144,370 

世羅 康彦 独立行政法人国立病院機構呉医療センター中国がんセンター 小児科 科長 1 72,185 

成田 善孝 国立がん研究センター中央病院 脳脊髄腫瘍科 科長 1 72,185 

成田 友里 埼玉県立小児医療センター 保健発達部  1 51,561 

星野 美和 新潟リハビリテーション病院 看護部  2 61,874 

正崎 泰作 平尾ごう脳外科クリニック  院長 1 32,399 

清水 敬樹 多摩総合医療センター 救命・集中治療科 部長 1 72,185 

清水 秀昭 河北総合病院 リハビリテーション科 副院長 1 51,561 

清水 真 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 皮膚科 医長 1 41,249 

清水 忠道 国立大学法人富山大学 医学部 皮膚科学講座 教授 1 103,121 

清水 勇三郎 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 30,937 

清水 裕香 JA 帯広厚生連 帯広厚生病院 消化器内科 医長 2 99,522 

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

生田 憲史 JA 愛知厚生連 海南病院 整形外科 脊椎外科第二部長 1 72,185 

生田 陽二 東小金井小児神経・脳神経内科クリニック  院長 2 103,122 

西川 愛子 社会福祉法人恩賜財団 済生会支部埼玉県済生会栗橋病院 小児科  1 72,185 

西村 明子 学校法人兵庫医科大学 看護学研究科 教授 1 30,937 

西田 絵美 岡崎市民病院 皮膚科 統括部長 1 100,000 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

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 

西牟田 洋介 鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 1 51,561 

西澤 嘉四郎 近江八幡市立総合医療センター  副院長 2 82,498 

青山 大樹 独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院 薬剤部  1 51,561 

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 2 103,122 

青木 正志 国立大学法人東北大学 大学院医学系研究科 神経内科学 教授 1 51,561 

青木 茂 横浜市立大学附属市民総合医療センター 総合周産期母子医療センター 准教授 1 72,185 

青木 洋 富山県立中央病院 脳神経外科 部長 1 51,561 

石井 一弘 国立大学法人筑波大学 医学医療系 神経内科 准教授 1 72,185 

石井 雅宏 学校法人産業医科大学 医学部 小児科学教室 講師 2 63,336 

石井 寛乃 小田原市立病院 看護部  1 30,937 

石井 圭亮 国立大学法人大分大学 医学部 救急医学講座 准教授 1 72,185 

石浦 浩之 東京大学医学部附属病院 脳神経内科 講師 1 51,561 

石下 洋平 学校法人自治医科大学医学部 脳神経外科 講師 1 51,561 

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 2 144,370 

石橋 正史 日本鋼管病院 こうかんクリニック  院長 3 236,616 

石原 尚子 藤田医科大学 医学部 小児科学 講師 2 123,746 

石黒 和守 石黒皮膚科クリニック  院長 1 103,121 

石山 優子 医療法人愛広会 新潟リハビリテーション病院 栄養科  1 30,937 

石川 貴裕 茨木県厚生連 JA とりで 総合医療センター 皮膚科 科長 1 103,121 

石川 暢恒 広島大学病院 小児科 診療講師 3 154,683 

石田 済 市立砺波総合病院 皮膚科 部長 1 72,185 
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石田 誠 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 特任助教 2 61,874 

石田 雄大 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 生命科学講座皮膚科学 助教 2 98,209 

赤座 実穂 国立大学法人東京医科歯科大学 保健衛生学研究科 呼吸器・神経系解析学分野 助教 1 30,937 

赤松 直樹 国際医療福祉大学成田病院 脳神経内科 教授 5 515,605 

赤池 洋人 川崎医科大学 医学部 小児科学 講師 1 51,561 

仙田 昌義 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 小児科 部長 1 51,561 

千葉 由幸 公立福生病院 皮膚科 部長 2 130,458 

川口 典彦 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 てんかん科 国際協力室長 2 103,122 

川合 謙介 学校法人自治医科大学医学部 脳神経外科学 主任教授   2 206,242 

川合 聡史 聖路加国際病院 リウマチ膠原病センター  1 27,337 

川合 美貴 磐田市立総合病院 地域医療連携室  1 10,125 

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  リウマチ・膠原病内科学分野 主任教授� 1 151,870 

川上 勝之 川上内科  院長 1 50,623 

川尻 真和 社会福祉法人恩賜財団 済生会福岡総合病院 脳神経内科 主任部長 1 72,185 

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 1 154,682 

川西 裕 国立大学法人高知大学 医学部 脳神経外科学講座 助教 1 27,337 

川村 健太郎 生涯医療クリニックさっぽろ  院長 1 51,561 

川村 龍吉  国立大学法人山梨大学 大学院総合研究部  皮膚科学講座 教授 1 103,121 

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 

川田 暁 学校法人近畿大学 医学部 皮膚科学教室 教授 1 103,121 

川田 順子 川田じゅんこクリニック  院長 1 27,337 

川島 寛之 国立大学法人新潟大学 大学院医歯学総合研究科 機能再建医学講座 整形外科学分野 教授 1 103,121 
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川島 広稔 国際医療福祉大学成田病院 アレルギー・膠原病内科 講師 2 103,122 

川嶋 将司 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 助教 1 27,337 

川内 康弘 東京医科大学茨城医療センター 皮膚科 教授 4 412,484 

川畑 仁人 学校法人聖マリアンナ医科大学 リウマチ・膠原病・アレルギー内科 主任教授 2 257,803 

浅田 秀夫 奈良県立医科大学 医学部医学科 皮膚科学 教授 1 103,121 

浅野 研一郎 国立大学法人弘前大学 大学院医学研究科 脳神経外科学講座 准教授 1 27,337 

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 3 257,803 

前川 武雄 学校法人自治医科大学医学部 皮膚科学教室 准教授 1 103,121 

前田 法一 国立大学法人大阪大学 大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学 准教授 1 103,121 

前澤 玲華 学校法人獨協学園 獨協医科大学 医学部  リウマチ・膠原病内科 准教授 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 2 206,242 

善家 由香理 聖路加国際病院 皮膚科 医幹 1 51,561 

曽根 大地 学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学 精神医学講座 講師 2 103,122 

倉橋 宏和 学校法人愛知医科大学 医学部  小児科学講座 講師 1 51,561 

倉持 泉 埼玉医科大学病院 神経精神科・心療内科 助教 1 30,937 

倉田 麻衣子 学校法人杏林学園杏林大学 医学部 皮膚科学教室 講師 1 72,185 

倉品 隆平 日本医科大学武蔵小杉病院 女性診療科・産科 講師 1 51,561 

相原 正男 国立大学法人山梨大学 大学院総合研究部  小児科学講座 准教授 2 206,242 

増田 浩 独立行政法人国立病院機構 西新潟中央病院  臨床検査課長 2 103,122 

増田 洋亮 聖隷浜筑波大学附属病院 脳神経外科 病院酵素 6 309,366 

増本 政也 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 

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 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

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 4 412,484 

村垣 善浩 東京女子医科大学 医学部 脳神経外科 教授 1 103,121 

村山 隆司 城北病院 リウマチ科  1 27,337 

村松 一洋 学校法人自治医科大学医学部 小児科学講座 准教授 1 72,185 

村上 健一 公立松任石川中央病院 脳神経外科 部長 1 51,561 

村上 孝作 京都大学医学部附属病院 免疫・膠原病内科 助教 2 173,431 

村上 秀喜 世田谷記念病院 脳神経外科 副院長 1 72,185 

村川 公央 岡山大学病院 薬剤部 副薬剤部長 1 51,561 

村川 洋子 島根大学医学部附属病院 難病総合治療センター 教授 2 204,367 

村田 英俊 公立大学法人横浜市立大学 大学院医学研究科 脳神経外科学教室 准教授 1 72,185 

村田 美紀 兵庫県立加古川医療センター リウマチ膠原病センター 部長 1 103,121 

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 7 719,972 

多田 恵曜 徳島大学病院 てんかんセンター  脳神経外科 特任講師 2 103,122 

多田 芳史 佐賀大学医学部附属病院 膠原病・リウマチ内科 准教授 1 30,374 

多田 弥生 学校法人帝京大学 医学部 皮膚科学講座 教授 9 976,838 

太田 真由美 学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学 皮膚科学講座 助手 1 27,337 

太田 征孝 国立大学法人島根大学 医学部 皮膚科学講座 講師 2 99,522 

代田 悠一郎 国立大学法人東京大学 医学部 脳神経内科 講師 1 51,561 

大磯 直毅 学校法人近畿大学医学部 皮膚科学教室 准教授 1 72,185 

大久保 ゆかり 学校法人東京医科大学 皮膚科学分野 教授 5 565,291 

大山 学 学校法人杏林学園杏林大学 医学部 皮膚科学教室 教授 1 103,121 

大松 泰生 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  1 51,561 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

大上 史朗 愛媛県立中央病院 脳神経外科・脳卒中センター センター長 1 72,185 

大城 太一 学校法人北里研究所 北里大学 薬学部 微生物薬品製造学教室 教授 1 72,185 

大西 寛明 脳神経外科支援サイト･おんな川  脳神経外科  3 154,683 

大石 誠 新潟大学脳研究所 脳神経外科学教室 准教授 1 72,185 

大石 直人 黒部市民病院 皮膚科 部長 1 72,185 

大村 浩一郎 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 

膠原病・リウマチ内科 部長 1 72,185 

大村 晋一郎 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 主任医長 2 175,306 

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 4 164,996 

大谷 亮平 東京都立病院機構 がん・感染症センター都立駒込病院 脳神経外科 医長 1 30,937 

大塚 嘉久 大塚整形外科  院長 1 72,185 

大塚 勤 国際医療福祉大学病院 皮膚科 病院教授 1 27,337 

大塚 篤司 学校法人近畿大学医学部 皮膚科学教室 主任教授 3 236,616 

大槻 マミ太郎 学校法人自治医科大学医学部 皮膚科学教室 教授 4 564,355 

大嶋 雄一郎 学校法人愛知医科大学 医学部  皮膚科学講座 特任教授 1 72,185 

大畑 建治 公立大学法人大阪 大阪市立大学 大学院医学研究科 脳神経外科学 特任教授 1 103,121 

大畑 千佳 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 皮膚科 主任部長 2 144,370 

大野 滋 横浜市立大学附属市民総合医療センター リウマチ膠原病センター 部長 2 206,242 

大矢 一登 学校法人藤田学園 藤田医科大学 医学部 精神神経科学 講師 1 25,110 

大矢 崇志 飯塚病院 小児科  1 32,399 

大和田 高義 獨協医科大学埼玉医療センター 呼吸器・アレルギー内科 講師 1 72,185 

大澤 真木子 東京女子医科大学 医学部 小児科 名誉教授 1 103,121 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

滝山 裕梨 愛媛大学医学部附属病院 小児科  1 30,937 

滝沢 翼 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 神経内科 専任講師 1 30,937 

滝澤 直歩 独立行政法人労働者健康安全機構 中部ろうさい病院 内科系診療部門 リウマチ・膠原病科 部長 1 72,185 

瀧山 嘉久 国立大学法人山梨大学 大学院総合研究部  神経内科学講座 教授 1 103,121 

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 1 72,185 

谷垣 伸治 杏林大学医学部附属病院 産科婦人科  

綜合周産期母子医療センター 

教授 

センター長 

2 206,242 

谷口 義弘 福井県立病院 小児科 医長 1 51,561 

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 5 278,429 

谷崎 英昭 学校法人関西医科大学 医学部 皮膚科学講座 教授 3 309,363 

谷川 英徳 社会福祉法人恩賜財団 済生会横浜市東部病院 整形外科 医長 1 72,184 

谷村 一秀 医療法人清仁会 北海道内科リウマチ科病院  理事長 2 202,492 

谷村 瞬 北海道内科リウマチ科病院 内科・リウマチ科 医長 4 202,644 

谷田 宗男 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 皮膚科 部長 1 103,121 

池谷 直樹 公立大学法人横浜市立大学 大学院医学研究科 脳神経外科学教室 助教 1 51,561 

池田  啓 千葉大学医学部附属病院 アレルギー・膠原病内科 講師 3 216,555 

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 梓 神奈川県立こども医療センター 神経内科 医長 1 51,561 

池田 尚人 昭和大学江東豊洲病院 脳血管センター 脳神経外科 教授 1 103,121 

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 5 515,605 

池田 聡 医療法人健愛会 健愛記念病院 整形外科 副院長 1 72,185 

池野 充 順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児科  3 134,059 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

竹口 諒 国立大学法人旭川医科大学 医学部 小児科  1 30,937 

竹島 泰弘 学校法人兵庫医科大学 小児科学教室 教授 1 103,121 

竹内 誠 津島市民病院 皮膚科 部長 1 72,185 

竹内 靖博 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 内分泌センター 副院長・センター長 1 103,121 

中村 聡 岩手県立磐井病院 整形外科 第一整形外科部長 1 54,546 

中井 康雄 和歌山県立医科大学附属病院 脳神経外科 助教 1 51,561 

中岡 健太郎 愛知県精神医療センター 精神科  1 27,235 

中原 剛士 国立大学法人九州大学 大学院医学研究院 皮膚科学教室 教授 1 30,374 

中江 俊介 学校法人藤田学園 藤田医科大学 医学部 脳神経外科学 講師 1 27,337 

中溝 聡 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 生命科学講座皮膚科学 助教 1 70,872 

中込 一之 学校法人埼玉医科大学 医学部 呼吸器内科 准教授 1 72,185 

中込 大樹 国立大学法人山梨大学 大学院総合研究部  皮膚科学講座  1 27,337 

中根 一 帝京大学医学部附属溝口病院 脳神経外科 教授 1 30,937 

中山 政憲 国際医療福祉大学成田病院 整形外科 講師 1 51,561 

中山 智博 茨城県立医療大学附属病院 小児科 科長  准教授 2 144,370 

中山 禎司 浜松医療センター 脳神経外科 部長 1 27,337 

中山 洋一 京都大学医学部附属病院 免疫・膠原病内科 助教 2 78,898 

中捨 克輝 独立行政法人国立病院機構 埼玉病院 皮膚科 部長 3 216,555 

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 3 309,363 

中川 栄二 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院 脳神経小児科 特命副院長、てんかんセ

ンター長、外来部長 

2 144,370 

中川 秀己 あたご皮膚科 皮膚科 院長 3 409,673 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

中川 裕康 浅ノ川総合病院 小児科 院長 1 51,561 

中川 隆志 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 脳神経外科 医長 1 10,313 

中村 雅之 国立大学法人鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 健康科学専攻 社会・行動医学講座 精神

機能病学 

教授 2 206,242 

中村 幸男 国立大学法人信州大学 医学部 整形外科学 准教授 3 278,427 

中村 真一郎 越谷市立病院 神経内科 科部長 1 72,185 

中村 博亮 公立大学法人大阪 大阪市立大学 大学院医学研究科 整形外科学 教授 1 103,121 

中村 靖 なかむら神経内科・メンタルクリニック  院長 1 51,561 

中村 友彦 国立大学法人浜松医科大学 第一内科 脳神経内科 特任教授 1 72,185 

中村 裕之 市立釧路総合病院  副院長 1 27,337 

中村 吏江 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 皮膚科 科長 1 51,561 

中村 和 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  2 58,274 

中村 和幸 国立大学法人山形大学 医学部 小児科学講座 助教 1 51,561 

中島 亜矢子 国立大学法人三重大学 大学院医学系研究科 リウマチ・膠原病センター 教授 2 133,495 

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 4 408,734 

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 2 144,370 

中島 新 東邦大学医療センター 佐倉病院 整形外科 准教授 1 103,121 

中島 正之 近江八幡市立総合医療センター 脳神経外科  1 30,937 

中嶋 剛 学校法人自治医科大学医学部 脳神経外科学 准教授 1 51,561 

中内 淳 公立学校共済組合 関東中央病院 脳神経外科 部長 1 72,185 

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 2 123,746 

中野 仁 市ヶ尾カリヨン病院 神経内科  1 51,561 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

中野 直樹 学校法人近畿大学医学部 脳神経外科学教室 准教授 2 123,746 

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 敏明 聖路加国際病院 皮膚科 医長 1 27,337 

中野 和久 川崎医科大学 医学部 リウマチ・膠原病学 教授 1 134,058 

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 9 711,537 

中澤 隆 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会中津病院 膠原病内科 部長 1 72,185 

仲村 貞郎 国立大学法人琉球大学 大学院医学研究科 育成医学（小児科）講座 助教 1 30,937 

猪原 匡史 国立循環器病研究センター 脳神経内科 部長 1 72,185 

猪飼 浩樹 独立行政法人労働者健康安全機構 中部ろうさい病院 内科系診療部門 リウマチ・膠原病科 副部長 2 99,522 

猪野 裕通 三愛病院  院長 1 51,561 

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 3 412,485 

町田 崇博 町田整形外科  院長 1 27,337 

町田 晴子 浜松市リハビリテーション病院 整形外科  1 50,740 

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 奈那子 磐田市立総合病院 薬剤部  3 71,999 

長谷川 俊史 国立大学法人山口大学 大学院医学系研究科 小児科学講座 教授 1 103,121 

長谷川 直哉 独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院 てんかん科 医長（精神科） 3 216,555 

長谷川 稔 国立大学法人福井大学 医学部 感覚運動医学講座 皮膚科学 教授 1 103,121 

長縄 達明 学校法人藤田学園 藤田医科大学 医学部 リウマチ・膠原病内科学 助教 1 72,185 

長野 徹 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 

皮膚科 部長 1 103,121 

長濱 篤文 ツカザキ病院 脳神経外科 医長 1 30,937 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

鳥橋 孝一 国立大学法人鳥取大学 医学部 脳神経医科学講座 脳神経外科学分野 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 72,185 

塚本 克彦 地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院 皮膚科 医療安全感染対策局長 1 103,121 

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 70,872 

辻 学 国立大学法人九州大学 医学部 皮膚科学教室 准教授 1 51,561 

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 

リウマチ・膠原病・アレルギー科" 

免疫異常疾患研究室長

科長" 

5 515,605 

辻 貞俊 学校法人国際医療福祉大学 医学部  名誉教授 1 103,121 

辻岡 馨 日本赤十字社 和歌山医療センター 皮膚科 部長 1 72,185 

坪井 謙 さいたま市民医療センター 救急総合診療科 科長 1 72,185 

坪井 洋人 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 1 103,121 

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 

鶴田 紀子 北九州市立八幡病院 皮膚科 部長 1 70,872 

鶴田 大輔 公立大学法人大阪 大阪市立大学 大学院医学研究科 皮膚病態学 教授 1 103,121 

鶴島 みつる 冨士森内科クリニック   1 20,625 

鶴澤 礼実 高木病院 小児科 部長 1 72,185 

貞廣 茂樹 おさか脳神経外科病院 神経内科 部長 1 27,337 

堤内 路子 自治医科大学附属さいたま医療センター 脳神経内科 助教 1 51,561 

天川 淑宏 東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科   1 51,561 

天達 俊博 社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 脳神経外科  1 30,937 

天野 宏一 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 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

天野 正宏 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 ... 教授 2 206,242 

天野 博雄 岩手医科大学 皮膚科学講座 教授 2 206,242 

田口 詩路麻 JA 茨城厚生連総合病院 水戸協同病院 皮膚科 部長 3 309,363 

田口 紗理 駒ヶ嶺リウマチ整形外科クリニック   1 30,937 

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 5 257,805 

田村 政昭 JA 佐野厚生連 佐野厚生総合病院 皮膚科 部長 1 27,337 

田村 敦志 伊勢崎市民病院 皮膚科 主任診療部長 1 103,121 

田中 雅博 医療法人三和会永山病院 リハビリテーション部 部長 1 72,185 

田中 彩絵 独協医科大学病院 リウマチ・膠原病内科 助教 1 103,121 

田中 秀明 医療法人社団高邦会 福岡山王病院 脳・神経機能センター   1 51,561 

田中 住明  北里大学メディカルセンター リウマチ・膠原病内科 准教授 1 27,337 

田中 俊英 東京慈恵会医科大学附属病院 脳神経外科 准教授 1 51,561 

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 5 257,805 

田中 晋 特定医療法人楽山会 三島病院 認知症疾患医療センター 副センター長 1 72,185 

田中 真生 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 特定准教授 1 103,121 

田中 正樹 田中神経クリニック  院長 1 51,561 

田中 智貴 国立循環器病研究センター 脳血管外科 医長 6 285,142 

田中 暢一 ベルランド総合病院 理学療法室 主任 1 30,937 

田中 朋美 国立大学法人富山大学 医学部 小児科学教室 特命講師 1 51,561 

田中 優子 産業医科大学病院 脳卒中血管内科 外来医長 2 154,682 

田中 亮介 国立大学法人旭川医科大学 医学部 小児科 助教 1 30,937 

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 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

田中 將太 東京大学医学部附属病院 脳神経外科 講師 2 103,122 

田中 翔 一般社団法人巨樹の会 所沢明生病院 放射線科  1 30,937 

田中達也 徳田脳神経外科病院   1 51,561 

田島 大輔 日本赤十字社 唐津赤十字病院 小児科  1 30,937 

田淵 裕也 京都大学医学部附属病院 免疫・膠原病内科  1 50,623 

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 3 246,178 

渡部 昌平 独立行政法人地域医療機能推進機構 宇和島病院  院長 1 101,246 

渡部 大輔 岩手医科大学附属病院 皮膚科 講師 2 144,370 

渡部 龍 大阪市立大学医学部附属病院 膠原病・リウマチ内科 講師 1 72,185 

渡辺 雅子 新宿神経クリニック  院長 5 366,700 

渡辺 好宏 横浜市立大学附属市民総合医療センター 小児科 助教 3 154,683 

渡辺 孝文 公立大学法人名古屋市立大学 大学院医学研究科  精神・認知・行動医学分野 助教 3 92,811 

渡辺 弘一 医療法人社団仁明会 齋藤病院  副院長 1 27,337 

渡辺 明子 市立福知山市民病院 脳神経内科 医長 1 51,561 

渡邊 さつき 埼玉医科大学病院 神経精神科・心療内科 講師 9 567,169 

渡邊 宏雄 すこやかこどもクリニック  院長 1 51,561 

渡邉 あかね 国立大学法人大阪大学 大学院医学系研究科 血管作動温熱治療学共同研究講座 特任助教 ·  1 51,561 

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 大輔 学校法人愛知医科大学 医学部  皮膚科学講座 教授 2 206,242 

渡邉 裕貴 医療法人天仁会 天久台病院 精神科  1 51,561 

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 3 149,770 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

渡邉 玲 国立大学法人大阪大学 大学院医学系研究科 ｱﾚﾙｷﾞｰ免疫疾患統合医療学寄付講座 准教授 5 376,074 

都築 俊介 東京女子医科大学 医学部 脳神経外科 助教 1 51,561 

土岐 平 学校法人北里研究所 北里大学病院 小児科 助教 1 51,561 

土居 温 畷生会脳神経外科病院 脳神経外科 部長 1 51,561 

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 4 515,606 

土肥 謙二 学校法人昭和大学 医学部  救急・災害医学講座 教授 1 72,185 

島津 智一 社会福祉法人シナプス 埼玉精神神経センター 脳神経内科 院長補佐 1 72,185 

島田 浩太 東京都立病院機構多摩総合医療センター リウマチ膠原病科 部長 1 72,185 

嶋田 勢二郎 国立大学法人東京大学 医学部  脳神経外科 助教 1 51,561 

東 孝典 あずまリウマチ・内科クリニック   院長 1 103,121 

東 裕子 国立大学法人鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 先進治療科学専攻 感覚器病学講座 皮

膚科学 

准教授 1 70,872 

東山 眞里 日本生命病院 皮膚科 部長 2 206,242 

東島 威史 横浜市立大学附属市民総合医療センター 脳神経外科 助教 2 78,898 

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 2 309,364 

湯川 龍雄 湯川内科クリニック  院長 1 103,121 

藤井 正美 山口県立総合医療センター 脳神経外科・てんかんセンター 診療部長 2 144,370 

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 2 103,122 

藤井 隆夫 和歌山県立医科大学 医学部  リウマチ・膠原病内科学講座 教授 1 103,121 

藤原 幸一 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 大学院工学系研究科  プロセス情報工学研究室 准教授 1 41,249 

藤原 進 社会医療法人製鉄記念広畑病院 皮膚科 部長 2 175,306 

藤原 敏孝 徳島大学病院 脳神経外科 助教 1 27,337 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

藤山 俊晴 国立大学法人浜松医科大学 皮膚科学講座 講師 2 144,370 

藤枝 幹也 国立大学法人高知大学 医学部 小児思春期医学講座 教授 1 103,121 

藤枝 雄一郎 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 助教 1 72,185 

藤村 幹 国立大学法人北海道大学 大学院医学研究院  神経外科学分野 教授 1 51,561 

藤代 定志 学校法人関西医科大学 医学部 小児科学講座 助教 1 51,561 

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 1 72,185 

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 3 307,488 

藤田 太輔 大阪医科薬科大学 産婦人科学教室 講師 2 144,370 

藤田 博曉 学校法人埼玉医科大学 医学部 保健医療学部理学療法学科 教授 1 72,185 

藤田 靖幸 市立札幌病院 皮膚科 医長 1 103,121 

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 

藤本 徳毅 国立大学法人滋賀医科大学 皮膚科学講座 教授 4 410,609 

藤本 篤 国立大学法人新潟大学 大学院医歯学総合研究科 細胞機能講座 皮膚科学分野 特任講師 1 103,121 

藤本 茂 学校法人自治医科大学医学部 内科学講座 神経内科学部門 教授 1 103,121 

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 

3 216,555 

藤澤 睦夫 基金拠出型医療法人隆典会 片木脳神経外科  院長 2 78,898 

堂前 洋一郎 社会医療法人新潟臨港保健会 新潟万代病院  院長 1 103,121 

得田 和彦 独立行政法人労働者健康安全機構 富山ろうさい病院 脳神経外科 副院長 1 30,937 

徳永 正朝 公立種子島病院組合  公立種子島病院  院長 1 51,561 

徳光 亜矢 北海道療育園  診療部長 1 72,185 

徳山 道生 学校法人東海大学 医学部 専門診療学系 皮膚科学 助教 1 27,337 
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徳田 英弘 ファミリークリニック ネリヤ  院長 1 51,561 

内海 喜晴 医療法人伯鳳会 東京曳舟病院  救急科・脳神経外科 医長  1 50,000 

内田 圭 名鉄病院 脳神経内科 部長 1 27,337 

内田 敬久 うちだ皮膚科クリニック  院長 1 27,337 

難波 大夫 公立大学法人名古屋市立大学 大学院医学研究科  呼吸器・免疫アレルギー内科学分野 病院准教授 1 103,121 

二宮 宏智  市立伊丹病院 脳神経外科 主任部長 1 72,185 

日下部 太郎 医療法人慈愛会 梶浦病院 脳神経外科 部長 1 72,185 

日野 ひとみ 愛媛県立新居浜病院 小児科 部長 1 51,561 

日野 秀嗣 日本赤十字社 さいたま赤十字病院 脳神経内科 部長 1 27,337 

日髙 利彦 市民の森病院 膠原病・リウマチセンター 所長 2 133,495 

乃村 俊史 国立大学法人筑波大学 医学医療系 皮膚科 教授 1 101,246 

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 

馬屋原 孝恒 日本赤十字社 岡山赤十字病院 皮膚科 部長 1 72,185 

馬場 啓至 西諌早病院 脳神経外科 てんかんセンター長 1 72,185 

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 3 309,363 

梅森 幸恵 日本赤十字社 長岡赤十字病院 皮膚科 部長 2 206,242 

梅林 芳弘 東京医科大学八王子医療センター 皮膚科 教授 1 30,374 

梅澤 慶紀 東京慈恵会医科大学附属病院 皮膚科 教授 7 1,022,777 

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 30,937 

萩原 真斗 公立大学法人横浜市立大学 大学院医学研究科 神経内科学・脳卒中医学  1 51,561 

萩原 茂生 国立大学法人千葉大学 大学院医学研究院 整形外科学 助教 1 51,561 

萩原 靖 りんくう総合医療センター 脳神経外科 主任部長 1 72,185 
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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 2 151,719 

萩野 哲平 日本医科大学千葉北総病院 皮膚科 助教 1 27,337 

萩野谷 和裕 宮城県立こども病院  副院長 1 72,185 

柏浦 正広 自治医科大学附属さいたま医療センター 救急科・救命救急センター 副センター長 2 78,898 

白河 裕志 渚クリニック  院長 2 56,137 

白杉 郁 国立大学法人神戸大学 大学院医学研究科 膠原病リウマチ内科  1 30,937 

白石 秀明 北海道大学病院 小児科 講師・てんかんセンター

副部長 

6 433,110 

畠山 哲宗 国立大学法人香川大学 医学部  脳神経外科 助教 1 27,337 

八子 徹 やご内科リウマチクリニック  院長 1 51,561 

八束 和樹 愛媛大学医学部附属病院 皮膚科 助教 1 72,185 

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 1 103,121 

八木 洋輔 日本赤十字社 福井赤十字病院 皮膚科 副部長 1 27,337 

板橋 尚 獨協医科大学埼玉医療センター 小児科 助教 1 27,337 

飯沼 晋 日本赤十字社 北見赤十字病院 皮膚科 部長 1 27,337 

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 2 103,122 

飯田 幸治 広島大学病院 脳神経外科・てんかんセンター てんかんセンター長 8 532,632 

飯島 靖 聖隷佐倉市民病院 整形外科 主任医長 1 50,740 

比嘉 隆 河北総合病院 脳卒中センター脳神経外科 部長 1 72,185 

樋口 嘉久 日本赤十字社 大津赤十字病院 小児科  1 51,561 

樋口 哲也 東邦大学医療センター 佐倉病院 皮膚科 教授 2 175,306 

樋口 睦美 独立行政法人労働者健康安全機構 愛媛労災病院 皮膚科 副部長 1 27,337 
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樋野 尚一 和泉市立総合医療センター リウマチ・膠原病内科 部長 1 27,337 

尾関 祐二 国立大学法人滋賀医科大学 精神医学講座 教授 1 103,121 

尾金 一民 医療法人雄心会 函館新都市病院 脳神経外科 科長 1 27,337 

尾山 徳孝 国立大学法人福井大学 医学部 感覚運動医学講座 皮膚科学 准教授 1 103,121 

尾上 雅英 医学研究所 北野病院 薬剤部 部長 1 51,561 

尾上 祐行 獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経内科 准教授 1 72,185 

尾登 誠 おのぼりクリニック  院長 1 103,121 

尾藤 利憲 神戸三宮 びとう皮膚科クリニック  院長 1 103,121 

浜崎 禎 国立大学法人熊本大学 大学院生命科学研究部  脳神経外科学講座 准教授 2 144,370 

浜野 晋一郎 埼玉県立小児医療センター 神経科 部長 3 216,555 

富岳 亮 金沢医科大学氷見市民病院 神経内科 教授 1 27,337 

富山市立富山市民病院   1 150,000 

富田 康之 医療法人康尚会 富田病院�  院長 1 103,121 

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 

冨田 哲也 国立大学法人大阪大学 大学院医学系研究科 運動器バイオマテリアル学寄附講座 准教授 2 206,242 

武岡 伸太郎 武岡皮膚科クリニック  院長 1 27,337 

武下  草生子 横浜市立大学附属市民総合医療センター 小児総合医療センター 助教 1 51,561 

武市 拓也 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 皮膚科学 講師 1 27,337 

武田 裕 国立大学法人大分大学 医学部 脳神経外科学講座  1 30,937 

武藤 智之 大崎市民病院 リウマチ科  1 27,337 

武内 俊樹 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 小児科学教室 専任講師 2 103,122 

服部 敏之 医療法人社団藤花会 江別谷藤病院 内科  1 24,964 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

福永 淳 国立大学法人神戸大学 大学院医学研究科 皮膚科学教室  1 27,337 

福岡 正隆 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 てんかん科  1 51,561 

福岡 利仁 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 講師 1 27,337 

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 2 144,370 

福地 修 厚木市立病院  皮膚科 部長 2 99,522 

福智 寿彦 医療法人福智会 すずかけクリニック  院長 1 51,561 

福田 英嗣 東邦大学医療センター 大橋病院 皮膚科 診療部長 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 27,337 

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 4 265,153 

福田 亙 日本赤十字社 京都第一赤十字病院 リウマチ内科 部長 1 101,246 

福島 英彦 学校法人藤田学園 藤田医科大学 医学部 皮膚科学 講師 1 72,185 

福島 克之 福島神経クリニック  院長 1 51,561 

福島 聡 国立大学法人熊本大学 大学院生命科学研究部  皮膚病態治療再建学講座 教授 2 204,367 

平井 久雄 医療社団法人 昴会 湖東記念病院  副院長 1 30,937 

平栗 雅樹 日本赤十字社 成田赤十字病院 リウマチ・アレルギー内科 部長 1 72,185 

平山 雅啓 森山記念病院 脳神経外科  1 51,561 

平松 ゆり 大阪医科薬科大学病院 リウマチ膠原病内科 助教 5 319,677 

平田 一耕 医療法人鉄蕉会 亀田クリニック 薬剤部  1 27,337 

平田 雅之 国立大学法人大阪大学 大学院医学系研究科 脳機能診断再建学共同研究講座 特任教授 1 103,121 

平田 佑子 埼玉県立小児医療センター 小児科  1 51,561 

平野 紘康  川崎医科大学総合医療センター 内科 医長 1 27,337 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

平野 裕司 豊橋市民病院 リウマチ科 部長 1 103,121 

平林 秀裕 独立行政法人国立病院機構奈良医療センター  院長 1 103,121 

並里 まさ子 おうえんポリクリニック  院長 1 51,561 

米衛 ちひろ 国立大学法人鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 健康科学専攻 発生発達成育学講座 小

児科学 

助教 1 30,937 

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 2 131,620 

米本 由木夫 医療法人井上病院  副院長 2 206,242 

片桐 一元 獨協医科大学埼玉医療センター 皮膚科 教授 1 51,561 

片桐 匡弥 広島大学病院 脳神経外科  1 51,561 

片山 昌紀 日本赤十字社 大阪赤十字病院 リウマチ・膠原病内科 副部長 1 72,185 

片平 弦一郎 札幌清田整形外科病院  病院長 1 103,121 

保科 大地 小樽市立病院 皮膚科 医長 1 27,337 

峰晴 陽平 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 健康医療 AI 講座 特定准教授 1 51,561 

峯 秀樹 日本赤十字社 高松赤十字病院 脳神経内科 第一脳神経内科部長 1 72,185 

峯 清一郎 医療法人明理会 行徳総合病院 てんかんセンター センター長 2 144,370 

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 50,740 

豊田 智宏 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 皮膚科  1 51,561 

北原 明彦 北原メンタルクリニック  院長 1 51,561 

北村 佐代 光中央診療所 看護部  3 92,810 

北村 守彦 本庄総合病院 脳神経外科  1 51,561 

北島 康雄 厚生連木沢記念病院  院長 1 103,121 

北野 十喜一 社会医療法人厚生会 多治見市民病院 皮膚科  1 72,185 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

北野 将康 住友病院 膠原病・リウマチ内科 診療部長 1 27,337 

牧野 丈洋 一般財団法人河田病院  薬局長 1 30,937 

堀越 正信 日本赤十字社 さいたま赤十字病院 膠原病・リウマチ科 部長 1 27,337 

本井 宏尚 横浜市立大学附属 市民総合医療センター 小児科 助教 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 

本間 大 国立大学法人旭川医科大学 医学部 国際医療支援センター 教授 1 101,246 

本多 ゆみえ 学校法人東海大学 医学部 脳神経外科 講師 3 130,459 

本多 満 東邦大学医療センター 大森病院 救命救急センター 教授 1 103,121 

本田 哲也 国立大学法人浜松医科大学 皮膚科学講座 教授 5 513,730 

本田 涼子 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 小児科  2 50,624 

麻生 泰弘 大分県立病院 神経内科 部長 1 30,937 

満間 照之 一宮市立市民病院 皮膚科 科部長� 2 206,242 

名嘉眞 武国 学校法人久留米大学 医学部 皮膚科学教室 教授 2 206,242 

名倉 崇弘 学校法人愛知医科大学 医学部  脳神経外科 講師 1 27,337 

明田 智子 三重大学医学部附属病院 皮膚科  1 72,185 

茂木 精一郎 国立大学法人群馬大学 大学院医学系研究科 皮膚科学 教授 4 412,484 

木下 浩作 日本大学 医学部医学科 救急集中治療医学 教授 1 103,121 

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 1 51,561 

木戸 悟郎 医療法人社団苑田会 苑田第一病院 脳神経外科 診療綜合部長 2 144,370 

木戸 敏喜 国立大学法人富山大学 医学部 リウマチ・膠原病内科  1 27,337 

木水 友一 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 医長 1 51,561 

木村 真人 日本医科大学千葉北総病院 メンタルヘルス科 部長 1 27,337 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

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 重美 兵庫県立リハビリテーション中央病院 子どものリハビリテーション 睡眠 発

達医療センター 

副センター長 1 72,185 

木村 正志 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター 脳神経内科 部長 1 51,561 

木本 理 きもと内科・消化器内科 クリニック  院長 1 27,337 

門司 晃 国立大学法人佐賀大学 医学部 精神医学講座 教授 1 30,242 

門野 岳史 学校法人聖マリアンナ医科大学 皮膚科学 教授 1 103,121 

門野 夕峰 埼玉医科大学病院 整形外科・脊椎外科 教授 1 103,121 

野村 浩一 医療法人 SHIODA 塩田病院 脳神経内科 部長 2 99,522 

野村 尚史 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 生命科学講座皮膚科学 医局長 1 101,246 

野田 知之 川崎医科大学 医学部 運動器外傷・再建整形外科学 教授 1 103,121 

野々田 豊 学校法人北里研究所 北里大学病院 小児科 講師 1 51,561 

野澤 和久 学校法人順天堂 順天堂大学 医学部 膠原病以内科学講座 准教授 1 72,185 

薬師寺 祐介 学校法人関西医科大学 医学部 神経内科学講座 教授 1 72,185 

柳瀬 哲至 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐

市民病院 

皮膚科 部長 2 175,306 

柳田 英寿 独立行政法人国立病院機構宇多野病院 リウマチ・関節センター 統括診療部長 2 40,500 

柳澤 隆昭 東京慈恵会医科大学附属病院 脳神経外科 特任教授 1 103,121 

油川  陽子 医療法人財団正友会中村記念病院 脳神経内科 副部長 1 51,561 

友田 明美 国立大学法人福井大学 大学院医学系研究科 子どものこころの発達研究センター センター長 1 103,121 

有馬 秀幸 国立大学法人浜松医科大学 整形外科 診療助教 1 50,740 

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 72,185 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

葉山 惟大 日本大学 医学部医学科 皮膚科学系皮膚科学分野 助教 1 72,185 

落合 秀信 宮崎大学医学部附属病院 救命救急センター センター長 2 135,520 

落合 卓 おちあい脳クリニック 脳神経外科 院長 4 288,740 

里 龍晴 長崎大学病院 小児科 助教 1 32,399 

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 2 206,242 

凌 晨光 医療法人清幸会 行田中央総合病院  整形外科部長 2 144,370 

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 92,810 

林 宏明 はやし皮ふ科クリニック  院長 2 144,370 

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  2 51,562 

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 3 278,427 

林 潤一 総合病院 土浦協同病院 社会福祉部  1 30,937 

林 太智 クエストリウマチ膠原病内科クリニック  院長 1 27,337 

林 太祐 日本医科大学附属病院 薬剤部 係長 1 30,937 

林 大吾 諏訪中央病院 脳神経内科 部長 1 27,337 

林 美沙 公益財団法人日本生命済生会 日本生命病院 乾癬センター 医長 2 143,057 

林原 雅子 鳥取大学医学部附属病院 整形外科 講師 1 27,337 

鈴木 海馬 埼玉医科大学国際医療センター 脳神経外科 専任講師 1 72,185 

鈴木 暁岳 社会福祉法人三井記念病院 膠原病リウマチ内科 部長 1 27,337 

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 3 309,363 

鈴木 孝洋 公益財団法人甲南会甲南加古川病院 リウマチ科 医長 1 72,185 

鈴木 康隆 藤井脳神経外科病院  院長 1 103,121 

鈴木 秀謙 国立大学法人三重大学 大学院医学系研究科   脳神経外科学 教授 2 206,242 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

鈴木 俊治 日本医科大学武蔵小杉病院 女性診療科・産科 部長 1 103,121 

鈴木 淳 松戸市立総合医療センター 看護局  1 30,936 

鈴木 貞博 JA 長野厚生連 南長野医療センター篠ノ井総合病院 リウマチ膠原病センター センター長 1 72,185 

鈴木 敦詞 藤田医科大学 医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科学 教授 1 103,121 

鈴木 美佐子 茅ヶ崎東海岸クリニック  院長 1 51,561 

鈴木 敏洋 昭和伊南総合病院 小児科 主任医長 1 51,561 

鈴木 文夫 湖東記念病院  病院長 1 30,937 

鈴木 保宏 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 部長 2 144,370 

鈴木 雄一 公立大学法人福島県立医科大学 医学部 小児科学講座 講師 1 51,561 

鈴木 陽子 いずみ向日葵クリニック 内科  1 27,337 

鈴木 遼 佐々総合病院 脳神経外科 医長 1 27,337 

鈴木 皓晴 順天堂大学医学部附属順天堂医院 てんかんセンター 助教 2 58,274 

六反田 諒 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 リウマチ・膠原病・アレルギー内科 部長 1 103,121 

和久井 大 東京慈恵会医科大学附属病院 呼吸器内科 診療医長 1 51,561 

和泉 唯信 徳島大学病院 神経内科 特任講師 2 206,242 

和田 晃 昭和大学江東豊洲病院 脳血管センター 脳神経外科 准教授 1 72,185 

和田 淳 国立大学法人岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科  腎・免疫・内分泌代謝内科学 教授 1 103,121 

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 1 27,337 

脇坂 晃子 医王病院 小児科 第 2 小児科医長 1 51,561 

國井 尚人 国立大学法人東京大学 医学部  脳神経外科 助教 2 144,370 

國下 洋輔 横浜南共済病院 膠原病リウマチ内科 医長 1 27,337 

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 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

廣瀬 伸一 福岡大学 医学部  小児科 教授 1 103,121 

廣畑 優 学校法人久留米大学 医学部 脳神経外科学講座 教授 1 103,121 

棗田 将光 まび記念病院 リウマチセンター 副院長・センター長 3 309,363 

櫻井 恵一 学校法人聖マリアンナ医科大学 リウマチ・膠原病・アレルギー内科 医長 1 27,337 

櫻井 高太郎 国立大学法人北海道大学 大学院医学研究院 神経病態学分野 精神医学教室 助教 2 103,122 

澤 直樹 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 リウマチ膠原病科 部長 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 3 254,840 

澤崎 恵子 青梅市立総合病院 地域医療連携室 看護師長 1 30,937 

澤村 大輔 国立大学法人弘前大学 大学院医学研究科 皮膚科学講座 教授 1 103,121 

澤部 琢哉 日本赤十字社 広島赤十字・原爆病院 リウマチ科 部長 1 27,337 

濱口  敏和 公益財団法人操風会 岡山旭東病院 脳神経内科  1 27,337 

爲近 真也 公立大学法人名古屋市立大学 大学院医学研究科  呼吸器・免疫アレルギー内科学分野 助教 1 27,337 

齋藤 滋 国立大学法人富山大学  学長 4 567,167 

齋藤 真一郎 医療法人財団 明理会 イムス明理会仙台総合病院 内科 部長 1 27,337 

齋藤 正範 学校法人北里研究所 北里大学病院 精神科 准教授 1 27,337 

篝 忠宏 公立那賀病院. 薬剤科  1 72,185 

簗場 広一 学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学 皮膚科学講座 医長 1 103,121 

纐纈 直樹 公立陶生病院 脳神経外科 主任部長 1 72,185 

萬谷 智之 マツダ病院 精神科・心療内科 主任部長 1 72,185 

颯佐 かおり 学校法人埼玉医科大学 医学部 小児科 助教 1 51,561 

齊藤 華奈実 大分大学医学部附属病院 皮膚科 病院特任助教 1 51,561 

齊藤 久泰 札幌麻生脳神経外科病院  理事長 1 27,337 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

齊藤 邦昭 学校法人杏林学園杏林大学 医学部 脳神経外科学教室 講師 1 72,185 

齊尾 友希江 医療法人社団三思会 東邦病院 糖尿病・リウマチ科 部長 2 130,458 

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 2 144,370 

裵 英洙 ハイズ株式会社  代表取締役社長 2 142,590 

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 3 309,363 

髙橋 研二 学校法人久留米大学 医学部 脳神経外科学講座 助教 1 72,185 

髙橋 悟 国立大学法人旭川医科大学 医学部 小児科 講師 2 123,746 

髙橋 幸江 奥村整形外科   1 30,937 

髙橋 耐子 佐川昭リウマチクリニック   2 82,498 

髙見 勇一郎 紀南病院組合立 紀南病院 内科  4 243,892 

髙田 栄子 埼玉医科大学総合医療センター 小児科 講師 1 30,937 

  



 

 

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 

飯塚 一 札幌乾癬研究所  所長 1 102,273 

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 1 103,121 

益崎 裕章 国立大学法人琉球大学 大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病 内科学講座 教授 2 404,984 

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 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 2 354,362 

宮﨑 佑介 学校法人産業医科大学 医学部 第 1 内科学講座 助教 1 35,436 

古崎 章 佐川昭リウマチクリニック 内科・リウマチ科・アレルギー科 副院長 1 30,937 

高橋 英俊 高木皮膚科診療所  院長 1 72,185 

高橋 孝雄 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 小児科学教室 主任教授 1 103,121 

今福 信一 学校法人福岡大学 医学部 皮膚科学教室 教授 3 457,483 

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 50,041 

三鴨 廣繁 学校法人愛知医科大学 医学部  臨床感染症学講座 教授 1 154,682 

三崎 健太 北播磨総合医療センター リウマチ・膠原病内科  1 151,870 

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 1 101,246 

山内 俊雄 学校法人埼玉医科大学  名誉学長 1 103,121 

山本 吉章 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 治験管理室 主任薬剤師 1 51,561 

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 1 72,185 

小出 泰道 小出内科神経科  副院長 1 51,561 

新井 達 聖路加国際病院 皮膚科 部長 1 151,870 

新井 由美子 あずまリウマチ・内科クリニック    1 10,125 

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・環境皮膚科分野 教授 1 102,273 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

多田 弥生 学校法人帝京大学 医学部 皮膚科学講座 教授 2 354,362 

大槻 マミ太郎 学校法人自治医科大学医学部 皮膚科学教室 教授 1 202,492 

池谷 直樹 公立大学法人横浜市立大学 大学院医学研究科 脳神経外科学教室 助教 1 51,561 

中川 秀己 あたご皮膚科 皮膚科 院長 1 101,246 

東山 眞里 日本生命病院 皮膚科 部長 1 103,121 

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 1 72,185 

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 

1 72,185 

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 1 202,492 

白石 秀明 北海道大学病院 小児科 講師・てんかんセンタ

ー副部長 

1 72,185 

房間 美恵 学校法人関西女子学園 宝塚大学   1 10,125 

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 

  



 

 

コンサルティング等業務委託費 *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 

藤原 一男 一般財団法人脳神経疾患研究所附属  

多発性硬化症・視神経脊髄炎センター 

 センター長 2 607,478 

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 3 485,982 

吉野 相英 防衛医科大学校 精神科学講座 教授 1 101,246 

吉良 龍太郎 福岡市立こども病院 小児神経科 科長 2 72,185 

久保田 英幹 日本橋神経クリニック  院長 2 72,185 

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 2 607,478 

古俣 正人 医療法人財団 古宿会 水戸中央病院 整形外科  7 1,683,672 

五十嵐 敦之 NTT 東日本関東病院 皮膚科 部長 1 60,748 

独立行政法人国立病院機構本部   2 733,052 

黒木 一彦 JA 広島厚生連 総合病院 脳神経外科 主任部長 1 72,185 

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 3 143,057 

新井 達 聖路加国際病院 皮膚科 部長 1 60,748 

生田 陽二 東小金井小児神経・脳神経内科クリニック  院長 2 51,561 

赤松 直樹 国際医療福祉大学成田病院 脳神経内科 教授 2 101,246 

槍澤 公明 公益財団法人総合花巻病院 神経内科 部長 2 404,984 

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 50,623 

大槻 マミ太郎 学校法人自治医科大学医学部 皮膚科学教室 教授 1 70,872 

中川 秀己 あたご皮膚科 皮膚科 院長 2 404,984 

長谷川 直哉 独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院 てんかん科 医長（精神科） 2 72,185 

渡辺 雅子 新宿神経クリニック  院長 1 50,623 



 

 

氏名 勤務先名称* 所属部科名* 役職名* 件数 総額 

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   1 347,728 

飯田 幸治 広島大学病院 脳神経外科・てんかんセンター てんかんセンター長 1 72,185 

冨山 誠彦 青森県立中央病院 神経内科 部長 1 103,121 

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 

油川  陽子 医療法人財団正友会中村記念病院 脳神経内科 副部長 1 51,561 

髙橋 章夫 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター ニューロモジュレーションセンター 副センター長 1 72,185 
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