
2018年度コンサルティング等業務委託費 145回 12,653,231

施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
国立大学法人九州大学大学院医学研究院 臨床医学部門 教授 赤司　浩一 1 55,685
国立大学法人宮崎大学医学部 教授 浅田　祐士郎 2 351,370
公立陶生病院組合公立陶生病院 院長 味岡　正純 1 111,370
国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 第一内科（血液内科） 講師 東　太地 1 66,822
地方独立行政法人秋田県立病院機構秋田県立脳血管研究センター 循環器内科診療部 部長 阿部　芳久 1 66,822
一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 主任部長 安藤　献児 1 66,822
学校法人東日本学園北海道医療大学歯学部 内科学講座 教授 家子　正裕 1 111,370
学校法人関西医科大学 関西医科大学附属病院 血液腫瘍内科 病院教授 伊藤　量基 1 33,411
社会福祉法人恩賜財団済生会支部富山県済生会富山病院 院長 井上　博 2 351,370
学校法人北里研究所北里大学病院 循環器内科 教授 猪又　孝元 1 111,370
医療法人財団順和会山王病院 内山　真一郎 2 831,370
日本赤十字社諏訪赤十字病院 血液内科 部長 内山　倫宏 1 33,411
国立大学法人佐賀大学医学部 創薬科学講座 助教 嬉野　博志 1 33,411
国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 医学教育国際研究センター　医学教育部門 教授 江頭　正人 1 111,370
国立大学法人九州大学大学院医学研究院 泌尿器科学分野 教授 江藤　正俊 1 111,370
国立大学法人鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学分野 教授 大石　充 1 111,370
学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学 血液内科 講師 岡田　昌也 1 66,822
国立大学法人広島大学原爆放射線医科学研究所 腫瘍外科 教授 岡田　守人 1 55,685
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 岡野　晋 1 55,685
学校法人東京歯科大学東京歯科大学市川総合病院 循環器内科 部長・准教授 大木　貴博 1 77,959
学校法人日本大学日本大学医学部 内科学系　循環器内科学分野 准教授 奥村　恭男 1 77,959
医療法人福井心臓血圧センター福井循環器病院 循環器内科 副院長 大里　和雄 1 77,959
公立陶生病院組合公立陶生病院 循環器内科 部長 長内　宏之 1 66,822
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院 血液内科 部長 太田　健介 1 33,411
学校法人埼玉医科大学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 55,685
学校法人東京医科大学東京医科大学病院 血液内科 助教 片桐　誠一朗 1 33,411
愛知県がんセンター中央病院 薬物療法部 加藤　恭子 1 20,000
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 講師 金子　祐子 1 66,822
岐阜市民病院 血液内科 金田　裕人 1 33,411
社会医療法人医仁会中村記念病院 脳神経外科　診療本部長 脳卒中センター長 上山　憲司 2 133,644
学校法人東邦大学東邦大学医学部 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
学校法人聖マリアンナ医科大学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 川畑　仁人 1 89,096
公立学校共済組合中国中央病院 血液内科 部長 木口　亨 1 66,822
国立大学法人高知大学医学部 老年病・循環器内科学 教授 北岡　裕章 1 111,370
医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院 循環器内科 医長 北澤　仁 1 66,822
学校法人日本医科大学日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野 大学院教授 木村　和美 2 222,740
学校法人日本医科大学日本医科大学 泌尿器科 准教授 木村　剛 2 133,644
国立大学法人京都大学医学部 教授 木村　剛 2 351,370
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 血液内科 助教 木村　勇太 1 33,411
国立大学法人京都大学医学部附属病院 呼吸器内科 助教 金　永学 1 33,411
学校法人近畿大学近畿大学医学部 消化器内科 主任教授 工藤　正俊 1 22,274



国立大学法人富山大学医学部 教授 黒田　敏 2 351,370
国立大学法人信州大学医学部 循環器内科学教室 教授 桑原　宏一郎 1 111,370
学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部 循環器内科 専任講師 香坂　俊 1 66,822
学校法人日本医科大学日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科 部長 小谷　英太郎 1 66,822
国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 消化器外科学 教授 小寺　泰弘 1 22,274
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 院長 是恒　之宏 1 111,370
学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 准教授 佐藤　恵理子 1 33,411
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 2 222,740
兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科 科長 佐藤　幸人 1 66,822
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 循環器内科 主任部長 塩出　宣雄 1 66,822
兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科 部長 嶋根　章 1 66,822
国立大学法人山口大学大学院医学系研究科 保健学専攻 教授 清水　昭彦 1 111,370
特定非営利活動法人肺がん患者の会ワンステップ　 清水　公一 1 30,000
国立大学法人北海道大学大学院医学院 腫瘍内科学教室 特任助教 清水　康 1 66,822
京都府公立大学法人京都府立医科大学 血液内科学 学内講師 志村　勇司 1 33,411
日本赤十字社長崎原爆病院 血液内科 部長 城　達郎 1 33,411
国立大学法人東京大学医学部附属病院 検査部 副臨床検査技師長 常名　政弘 1 55,685
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 55,685
学校法人順天堂順天堂大学医学部附属浦安病院 血液内科 准教授 杉元　啓二 1 33,411
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 助教 鈴木　一史 1 33,411
学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 IBDセンター センター長 鈴木　康夫 1 55,685
学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 循環器内科 准教授 鈴木　靖司 1 77,959
日本赤十字社長野赤十字病院 血液内科 副部長 住　昌彦 1 33,411
新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 血液内科 教授 関　義信 1 33,411
公立大学法人福島県立医科大学 循環器内科 主任教授 竹石　恭知 1 111,370
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 竹内　勤 1 111,370
独立行政法人国立病院機構災害医療センター 血液内科 特命副院長 竹迫　直樹 1 32,000
医療法人和陽会まび記念病院 副看護師長 竹本　美由紀 1 66,822
国立大学法人福井大学医学部 教授 夛田　浩 2 351,370
公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科 腫瘍外科学 講師 田中　浩明 1 22,274
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 血液内科 助教 田中　佑加 1 33,411
公立大学法人横浜市立大学医学部 循環器・腎臓・高血圧内科学 主任教授 田村　功一 1 111,370
広島大学大学院医系科学研究科 消化器・代謝内科学 教授 茶山　一彰 1 111,370
学校法人東京医科大学東京医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 主任教授 塚原　清彰 1 55,685
静岡県立静岡がんセンター 胃外科 部長 寺島　雅典 1 22,274
学校法人岩手医科大学岩手医科大学医学部 神経内科・老年科分野 教授 寺山　靖夫 1 111,370
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 心臓内科 助教 外山　堅太郎 1 66,822
国立研究開発法人国立循環器病研究センター病院 豊田　一則 2 351,370
公益財団法人天理よろづ相談所病院 循環器内科 部長 中川　義久 1 66,822
学校法人産業医科大学産業医科大学 第1内科学講座 講師 中山田　真吾 1 66,822
日本赤十字社武蔵野赤十字病院 血液内科 医師 成川　研介 1 33,411
国立研究開発法人国立循環器病研究センター病院 西村　邦宏 2 351,370
国立大学法人筑波大学附属病院 腎泌尿器外科診療グループ 教授 西山　博之 1 111,370
国立大学法人旭川医科大学病院 内科学講座　循環・呼吸・神経病態内科学分野 教授 長谷部　直幸 1 111,370
学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 消化器内科 特任教員 浜本　康夫 1 22,274



独立行政法人国立病院機構東広島医療センター 循環器内科 医長 原　幹 1 44,548
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 副院長 原田　和昌 1 77,959
学校法人獨協学園獨協医科大学 内科学(血液・腫瘍) 半田　智幸 1 33,411
国立大学法人群馬大学医学部附属病院 血液内科 講師 診療教授 半田　寛 1 33,411
学校法人北里研究所北里大学北里研究所病院 炎症性腸疾患先進治療センター センター長 日比　紀文 2 111,370
西日本電信電話㈱ＮＴＴ西日本大阪病院 看護部 看護師長 房間　美恵 1 66,822
国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 内科学専攻　アレルギー・リウマチ学 教授 藤尾　圭志 2 200,466
国立大学法人北海道大学病院 病院長 寳金　清博 1 111,370
学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター 臨床検査部 副主任 星　孝夫 1 55,685
茨城県立中央病院 部長 堀　光雄 2 66,822
国立大学法人北海道大学大学院医学院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 教授 本間　明宏 1 111,370
国立大学法人長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学 教授 前村　浩二 1 111,370
静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 医長 町田　望 1 22,274
国立大学法人筑波大学附属病院 脳神経外科　脳卒中予防・治療学講座 教授 松丸　祐司 1 111,370
国立大学法人筑波大学附属病院 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
学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 部長 宮内　靖史 1 66,822
日本赤十字社医療センター 血液内科 宮崎　寛至 1 66,822
医療法人財団順和会山王病院 宮田　哲郎 2 351,370
国立研究開発法人国立循環器病研究センター病院 心臓血管内科　不整脈科 医長 宮本　康二 1 66,822
公益社団法人地域医療振興協会東京北医療センター 血液内科 科長　 三輪　哲義 1 66,822
国立大学法人九州大学病院 循環器内科 冠動脈疾患治療部 講師 向井　靖 1 66,822
愛知県がんセンター中央病院 薬物療法部 部長 室　圭 3 80,000
大垣市民病院 循環器内科 部長 森島　逸郎 1 66,822
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 教授 森田　明理 1 55,685
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 部長 矢坂　正弘 3 334,110
国立大学法人九州大学大学院医学研究院 耳鼻咽喉科学分野 准教授 安松　隆治 1 55,685
医療法人五尽会岡山ハートクリニック ハートリズム センター長 山地　博介 1 66,822
公益財団法人心臓血管研究所 所長 山下　武志 1 111,370
東京都立多摩総合医療センター 血液内科 医長 山田　一成 1 33,411
国立大学法人熊本大学医学部附属病院 不整脈先端医療寄付講座 特任教授 山部　浩茂 1 111,370
静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 医長 横田　知哉 1 77,959
学校法人東海大学東海大学医学部 内科学系　循環器内科学 教授 吉岡　公一郎 1 111,370
地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター 消化器外科 吉川　貴己 1 22,274
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 1 111,370
学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学 脳神経外科学 主任教授 吉村　紳一 1 111,370
公立大学法人大阪市立大学医学部 教授 葭山　稔 2 351,370
国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 老年・肝臓内科学 教授 樂木　宏実 1 111,370
学校法人藤田学園藤田医科大学病院 循環器内科 教授 渡邉　英一 1 111,370
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