
総計 184 ¥33,988,800

施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）

国立大学法人金沢大学附属病院 高密度無菌治療部 病院診療教授 朝倉　英策 2 321,370
国立大学法人滋賀医科大学 循環器内科 学内講師 芦原　貴司 1 22,274
愛媛大学医学部附属病院 第一内科 講師 東　太地 1 33,411
独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター 臨床研究センター 肺がん研究部長 安宅　信二 1 66,822
国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター ゲノムサイエンス分野 教授 油谷　浩幸 1 111,370
埼玉医科大学 名誉教授 安倍　達 1 1,540,000
埼玉医科大学国際医療センター 薬剤師 石川　詩帆 1 22,274
社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会新潟第二病
院

消化器内科 部長 石川　達 1 22,274

がん研究会有明病院 企画・品質管理部 石塚　直樹 1 371,236
学校法人久留米大学久留米大学医学部 内科学講座 消化器内科部門 准教授 井出　達也 1 25,615
日本医科大学大学院医学研究科 小児・思春期医学 教授 伊藤　保彦 1 111,370
和歌山県立医科大学 内科学第一講座 講師 稲葉　秀文 1 33,411
北里大学医学部 循環器内科学 教授 猪又　孝元 4 211,603
新百合ヶ丘総合病院　消化器・肝臓病研究所 所長 井廻　道夫 2 3,810,027
日本大学医学部　内科学系血液膠原病内科学分野 助教 入山　規良 1 33,411
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 呼吸器内科 部長 岩永　健太郎 1 33,411
国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 病院講師 岩間　信太郎 1 33,411
学校法人近畿大学近畿大学医学部 泌尿器科学教室 教授 植村　天受 1 55,685
医療法人財団順和会山王病院 脳血管センター 脳血管センター長 内山　真一郎 2 561,370
医療法人社団晴緑会宮崎医療センター病院 消化器・肝臓病センター センター長 宇都　浩文 1 33,411
㈱麻生飯塚病院 呼吸器腫瘍内科 部長 海老　規之 1 33,411
一般財団法人厚生会仙台厚生病院 薬剤師 遠藤　真理 1 22,274
東北大学病院 血液・免疫科 講師 大西　康 1 33,411
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 総合内科（糖尿病腫瘍科） 科長 大橋　健 2 167,055
学校法人岩手医科大学岩手医科大学医学部 脳神経外科学講座 教授 小笠原　邦昭 2 261,370
札幌北楡病院 社会医療法人北楡会札幌北楡病院 内科部長 小笠原　正浩 1 33,411
社会福祉法人恩賜財団　大阪済生会吹田医療福祉センター 総長 岡上　武 2 3,810,027
日本赤十字社姫路赤十字病院 副院長 奥新　浩晃 1 33,411
日本赤十字社大阪赤十字病院 消化器内科統括部長 大﨑　往夫 1 33,411
社会医療法人北楡会札幌北楡病院 血液内科 診療部長 太田　秀一 1 33,411
学校法人自治医科大学自治医科大学 皮膚科学講座 教授 大槻　マミ太郎 1 55,685
北海道大学大学院医学研究科 血液内科学分野 大東　寛幸 1 33,411
大崎市民病院 臨床検査部 技師長 大柳　政一 1 55,685
埼玉医科大学国際医療センター 呼吸器内科 教授 各務　博 1 111,370
東京医科大学 血液内科学分野 助教 片桐　誠一朗 1 33,411
慶應義塾大学医学部 内科学（消化器） 教授 金井　隆典 5 278,425
市立岸和田市民病院 腫瘍内科 部長 金田　裕靖 1 66,822
東京大学公共政策大学院 教授 鎌江　伊三夫 1 139,213
東京女子医科大学 医学部　臨床工学科 講師 亀井　大悟 1 22,274
東邦大学医学部 内科学講座 膠原病学分野 医療センター大橋病院 膠原病リウマチ科 教授 亀田　秀人 1 89,096
ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院 院長 狩野　吉康 2 144,781
国立大学法人宮崎大学医学部 内科学講座循環体液制御学分野 教授 北村　和雄 1 14,478
京都大学医学部附属病院 呼吸器内科 助教 金　永学 1 55,685
公立大学法人 奈良県立医科大学 内科学第二講座 医員 久保　政之 1 33,411
国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院 分院長 熊田　博光 1 111,370
NTT東日本札幌病院 院長 小池　隆夫 1 1,540,000
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 上阪　等 1 111,370
独立行政法人国立病院機構　四国がんセンター 臨床研究センター　臨床研究推進部/呼吸器内科 臨床試験支援室長 上月　稔幸 1 22,274
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院 筋疾患センター センター長 小牧　宏文 1 111,370
熊本市民病院 循環器内科 医長 坂本　憲治 1 55,685
学校法人日本医科大学日本医科大学武蔵小杉病院 循環器内科 教授 佐藤　直樹 1 111,370
一般財団法人厚生会仙台厚生病院 医療相談係 佐藤　文香 1 22,274
順天堂大学附属練馬病院 血液内科 准教授 佐藤　恵理子 1 33,411
兵庫県立がんセンター 呼吸器内科 部長 里内　美弥子 1 66,822
富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 腫瘍内科 診療部長 柴田　和彦 1 22,274
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター センター長 島津　章 2 111,370
一般財団法人厚生会仙台厚生病院 呼吸器内科 主任部長 菅原　俊一 1 111,370
埼玉医科大学国際医療センター 病棟看護師 杉浦　淑恵 1 22,274
一般財団法人厚生会仙台厚生病院 医事課事務員 鈴木　千晶  1 22,274
公益財団法人がん研究会有明病院 治験コーディネーター室 鈴木　めぐみ 1 22,274
日本赤十字社医療センター センター長 鈴木　憲史 1 111,370
慶應義塾大学医学部 内科（神経） 専任講師 鈴木　重明 3 100,233
学校法人帝京大学帝京大学医学部 腫瘍内科 教授 関　順彦 1 111,370
医療法人財団順和会山王病院 消化器内科 教授 銭谷　幹男 1 33,411
国立大学法人北海道大学大学院医学研究院 ワクチン免疫学分野 教授 瀬谷　司 1 14,478
市立池田病院 薬剤部 次長 田井　浩子 1 66,822
香川県立中央病院 院長補佐、診療部長 髙口　浩一 1 60,000
独立行政法人国立病院機構九州医療センター 血液内科 医長 高瀬　謙 1 17,220
公益財団法人がん研究会有明病院 総合腫瘍課 部長 髙橋　俊二 1 111,370
秋田大学大学院医学系研究科 血液・腎臓・膠原病内科学講座 教授 髙橋　直人 1 33,411
学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 内科学講座　消化器内科肝臓分野 教授 滝川　康裕 1 33,411
公益財団法人がん研究会有明病院 薬剤師 主任 瀧口　友美 1 22,274
学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 リウマチ・膠原病内科 教授 竹内　勤 2 167,055
学校法人産業医科大学産業医科大学 第1内科学講座 教授 田中　良哉 2 222,740
学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 内科学講座 教授 田中　篤 1 33,411
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 頭頸部内科 科長 田原　信 2 167,055
埼玉医科大学国際医療センター 外来看護師 玉木　秀子 1 22,274
学校法人帝京大学帝京大学医学部 臨床研究センター センター長 寺本　民生 1 55,685
東京大学医科学研究所 分子療法分野 教授 東條　有伸 1 33,411
国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎泌尿器病態学分野 教授 冨田　善彦 1 111,370
社会福祉法人恵の上長崎原爆ホーム診療所 所長 朝長　万左男 1 2,420,000
国立循環器病研究センター 脳血管部門 脳血管部門長 豊田　一則 2 321,370
市立岸和田市民病院 薬剤師 中川　雅史 1 33,411
公益財団法人　がん研究会有明病院 名誉院長 中川　健 1 2,420,000
国立循環器病研究センター 循環器病統合イメージングセンター センター長 中川原　譲二 1 66,822
公益財団法人がん研究会有明病院 看護部 長崎　礼子 1 22,274
公立大学法人横浜市立大学医学部 肝胆膵消化器病学 主任教授 中島　淳 1 55,685
聖マリアンナ医科大学 臨床腫瘍学講座 中島　貴子 1 448,577
国立大学法人千葉大学医学部附属病院 血液内科 診療教授 中世古　知昭 1 33,411
一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 院長 永田　泉 1 1,980,000
独立行政法人国立病院機構九州医療センター 肝臓センター 部長 中牟田　誠 1 33,411
医療法人博仁会村瀬病院 肺塞栓・静脈血栓センター センター長 中村　真潮 1 111,370
国立循環器病研究センター 循環器病統合情報センター　統計解析室 室長 西村　邦宏 2 321,370
学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 腫瘍・血液内科 診療部長 西脇　嘉一 1 33,411
公益財団法人がん研究会有明病院 看護部 野村　美幸 1 22,274
学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 消化器内科 講師 萩原　智 1 22,274
国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 重症心不全治療開発講座 特任准教授 波多野　将 1 77,959
一般財団法人厚生会仙台厚生病院 看護師 主任 服部　千恵子 1 33,411
市立岸和田市民病院 代謝・内分泌内科 部長 花岡　郁子 1 66,822
慶應義塾大学病院 腫瘍センター 特任講師 浜本　康夫 5 200,466
東海大学医学部 内科学系血液腫瘍内科学 大学院生 原　隆二郎 2 66,822
医療法人鉄蕉会亀田総合病院 消化器内科 部長 平田　信人 1 33,411
筑波大学附属病院 消化器内科 兵頭　一之介 2 654,819
東京大学大学院医学系研究科 アレルギー・リウマチ学 講師 藤尾　圭志 1 89,096
順天堂大学医学部附属順天堂医院 血液内科 藤岡　功 1 33,411
学校法人聖マリアンナ医科大学聖マリアンナ医科大学 呼吸器内科 講師 古屋　直樹 1 33,411
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 群馬県済生会前橋病院 血液内科 部長 星野　匠臣 1 33,411
国立大学法人滋賀医科大学 呼吸循環器内科 教授 堀江　稔 2 351,370
国立大学法人北海道大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科･頭頸部外科 准教授 本間　明宏 1 77,959
大阪市立大学　大学院医学研究科 血液腫瘍制御学 幕内　陽介 1 33,411
和泉市立病院 腫瘍内科 益田　典幸 2 654,819
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東京慈恵会医科大学 腫瘍・血液内科 町島　智人 1 33,411
金沢医科大学 神経内科学 教授 松井　真 2 111,370
国家公務員共済組合連合会 立川病院 血液内科 医長 松木　絵里 1 33,411
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 松本　功 1 89,096
国立大学法人北海道大学大学院医学研究院 ワクチン免疫学分野 特任教授 松本　美佐子 1 14,478
一宮市立木曽川市民病院 内科 副医長 馬渕　量子 1 33,411
金沢大学医薬保健学域 システム生物学 准教授 水腰　英四郎 4 222,740
財団医療法人藤田記念病院 院長 宮崎　良一 1 111,370
医療法人財団順和会山王病院 血管病センター センター長 宮田　哲郎 2 261,370
岩手県立中央病院 血液内科 科長 村井　一範 2 66,822
国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学 教授 室原　豊明 2 291,370
学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学 臨床疫学 教授 森本　剛 2 222,740
公益財団法人がん研究会有明病院 呼吸器内科 医長 栁谷　典子 1 55,685
埼玉医科大学国際医療センター 呼吸器内科 助教 山口　央 1 55,685
がん研究会有明病院 消化器化学療法科 山口　研成 1 448,577
公益財団法人　循環器病研究振興財団　国立循環器病研究セ
ンター

理事長　名誉総長 山口　武典 1 1,980,000

公益財団法人心臓血管研究所 所長 山下　武志 1 66,822
久留米大学先端癌治療研究センター 所長 山田　亮 1 111,370
学校法人川崎学園川崎医科大学 血液内科学 山田　聖子 1 33,411
国立大学法人徳島大学大学院医歯薬学研究部 教授 山本　朗仁 1 14,478
社会医療法人社団木下会鎌ケ谷総合病院 センター長 湯浅　龍彦 1 111,370
公立大学法人奈良県立医科大学 内科学第三講座（消化器・内分泌代謝内科） 教授 吉治　仁志 1 33,411
独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 血液内科・化学療法室 医長・室長 吉田　近思 1 33,411
国立大学法人広島大学病院 リウマチ・膠原病科 助教 吉田　雄介 1 22,274
国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 血液内科 医員 吉藤　康太 1 33,411
岩手医科大学 5 1,026,000
国立大学法人東京医科歯科大学医学部 3 178,200
日立製作所日立総合病院 2 432,000
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