
総計 7,846回 ¥644,084,560
施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）

公益財団法人日産厚生会玉川病院 循環器科 副院長 相川　丞 1 55,685
広島県厚生農業協同組合連合会ＪＡ広島総合病院 消化器内科 主任部長 相坂　康之 1 66,822
いわき市立総合磐城共立病院 循環器内科 科長 相澤　健太郎 1 44,548
あいのた内科消化器科クリニック 院長 相野田　隆雄 1 89,096
学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 腫瘍・血液内科 教授 相羽　惠介 1 111,370
国立大学法人東北大学大学院医学系研究科 皮膚科 教授 相場　節也 2 222,740
国立循環器病研究センター 心臓血管内科　不整脈科 医長 相庭　武司 11 857,549
一般財団法人厚生会仙台厚生病院 呼吸器内科 医員 相羽　智生 1 89,096
医療法人上毛会伊勢崎福島病院 看護部 看護師長 相場　美行 1 33,411
公立大学法人横浜市立大学附属病院 院長 相原　道子 1 111,370
筑波メディカルセンター病院 循環器内科 専門科長 相原　英明 1 55,685
独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター 呼吸器内科 内科系診療部長 青江　啓介 4 445,480
学校法人新潟科学技術学園新潟薬科大学 薬学部 病態生理学研究室 教授 青木　定夫 1 55,685
あおきクリニック 院長 青木　秀夫 1 55,685

国立大学法人鹿児島大学病院
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
循環器呼吸器病学講座呼吸器外科学
分野

助教 青木　雅也 1 55,685

筑波大学 医学医療系　循環器内科 教授 青沼　和隆 3 445,482
社会福祉法人三井記念病院 呼吸器内科 科長 青野　ひろみ 1 89,096
学校法人東京医科大学茨城医療センター 泌尿器科 教授 青柳　貞一郎 2 167,055
市立島田市民病院 循環器内科 副院長兼主任部長 青山　武 3 167,055
医療法人青山医院 院長 青山　司 1 55,685
青山循環器内科クリニック 院長 青山　徹 1 55,685
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 血液内科 青山　一利 1 22,274
新行橋病院 脳神経外科 部長 赤池　祐司 2 155,918
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 循環器内科 部長 赤尾　昌治 10 1,024,604
一般社団法人玉名郡市医師会立玉名地域保健医療センター 院長 赤木　純児 1 167,056
青森県立中央病院 輸血・細胞治療部 部長 赤木　智昭 1 55,685
公立大学法人和歌山県立医科大学 循環器内科 教授 赤阪　隆史 1 111,370
国立大学法人東京大学医学部附属病院 循環器内科 講師 赤澤　宏 3 167,055
九州大学大学院医学研究院 病態修復内科学（第一内科） 教授 赤司　浩一 6 1,113,706
聖マリアンナ医科大学 循環器内科 教授 明石　嘉浩 1 111,370
学校法人近畿大学近畿大学医学部奈良病院 腫瘍内科 講師 明石　雄策 2 122,507
独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 循環器内科 医長 明石　晋太郎 1 44,548
日本財団看護センター 訪問看護ステーション晴（はる） 看護師 赤瀬　佳代 1 55,685
社会福祉法人三井記念病院 臨床腫瘍科（腫瘍内科） 科長 赤塚　壮太郎 1 89,096
学校法人兵庫医科大学 内科学講座呼吸器科 赤野　友美子 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 頭頸部外科 部長 赤埴　詩朗 2 100,233
日本赤十字社栃木県支部那須赤十字病院 循環器内科 副部長 赤羽　正史 1 33,411
学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学 循環器内科 助教 赤堀　宏州 1 55,685
公立大学法人和歌山県立医科大学 内科学第三講座 助教 赤松　弘朗 1 66,822
国立大学法人京都大学医学部附属病院 膠原病・リウマチ内科 医師 秋月　修治 1 55,685
あきた整形外科 整形外科 院長 秋田　徹 1 33,411
北海道大学大学院医学研究院内科系部門内科学分野 腫瘍内科学教室 教授 秋田　弘俊 2 222,740
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会泉尾病院 循環器内科 医長 秋田　雄三 2 133,644
日本赤十字社福岡赤十字病院 泌尿器科 秋武　正和 1 33,411
秋月リウマチ科 院長 秋月　正史 2 189,329
独立行政法人国立病院機構東京医療センター リウマチ膠原病内科 医員 秋谷　久美子 1 55,685
国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 皮膚科 教授 秋山　真志 1 111,370
学校法人川崎学園川崎医科大学総合医療センター 内科 医長 秋山　真樹 1 77,959
医療法人社団仁明会秋山脳神経外科・内科病院 副院長 秋山　武和 1 22,274
国立大学法人大分大学医学部 微生物学講座 教授 西園　晃 1 111,370
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 肝臓内科 医長 芥田　憲夫 9 1,002,330
医療法人社団阿久津内科医院 院長 阿久津　光之 1 55,685
三重大学医学部附属病院 整形外科 講師 明田　浩司 1 77,959
一般財団法人津山慈風会津山中央病院 泌尿器科 院長補 明比　直樹 1 55,685
北里大学医学部 循環器内科学 主任教授 阿古　潤哉 2 334,112
愛知県がんセンター愛知病院 腫瘍内科 医長 浅井　暁 1 80,000
一宮市立市民病院 循環器内科 心血管内治療部長 浅井　徹 1 55,685
大阪医科大学 第二内科/中央検査部 講師 朝井　章 2 133,644
名古屋大学医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター 特任助教 浅井　秀司 2 167,055
国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 腫瘍センター 特任講師 朝井　洋晶 1 89,096
順天堂大学医学部附属順天堂医院 呼吸器内科 朝尾　哲彦 1 55,685
国立大学法人東京大学医学部附属病院 消化器内科 助教 淺岡　良成 1 55,685
日本赤十字社 広島赤十字・原爆病院 血液内科　兼　検査部 部長 麻奥　英毅 2 155,918
公益財団法人山梨厚生会山梨厚生病院 副院長 淺川　哲也 1 55,685
北海道大学病院 循環器内科 浅川　直也 1 77,959
金沢大学附属病院 高密度無菌治療部 准教授 朝倉　英策 5 523,439
日本赤十字社前橋赤十字病院 脳神経外科 副院長 朝倉　健 1 77,959

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 浅島　弘充 1 55,685

社会医療法人河北医療財団河北総合病院 内科 部長 浅妻　直樹 1 55,685
国立大学法人岡山大学病院 血液・腫瘍内科 助教 淺田　騰 1 66,822
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 頭頸部外科 医長 安里　亮 1 55,685
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 看護師長 朝鍋　美保子 1 33,411
あさの内科クリニック 内科 院長 浅野　由起雄 1 55,685
防衛医科大学校病院 泌尿器科学講座 教授 淺野　友彦 1 15,000
医療法人社団榊原福寿会あさの循環器内科クリニック 院長 浅野　竜太 1 55,685
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 呼吸器内科 部長 淺野　文祐 2 133,644
国民健康保険富士吉田市立病院 循環器内科 医科部長 淺野　冬樹 1 77,959
学校法人昭和大学昭和大学藤が丘病院 循環器内科 准教授 浅野　拓 1 111,370
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科 浅野　奏 1 55,685
横須賀市立市民病院 リウマチ科 医長 浅見　由希子 1 55,685
学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部 呼吸器外科 教授 淺村　尚生 1 111,370



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 血液内科 朝山　敏夫 1 77,959
公立陶生病院 循環器内科 副院長 味岡　正純 1 77,959
公益社団法人宮崎市郡医師会病院 循環器内科 科長 足利　敬一 2 111,370
ＪＲ東京総合病院 循環器内科 担当部長 安喰　恒輔 1 55,685
学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学心臓病センター 循環器内科 助教 芦原　京美 1 77,959
学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 産婦人科 芦原　敬允 1 33,411
独立行政法人国立病院機構横浜医療センター 循環器内科 部長 網代　洋一 1 66,822
医療法人リウマチ謙恵会あずまリウマチ・内科クリニック 院長 東　孝典 2 167,055
愛媛大学医学部附属病院 第一内科 兼 造血細胞移植センター 講師 東　太地 1 66,822
東京都立多摩総合医療センター 泌尿器科 医長 東　剛司 2 122,507

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（第一内科）

講師 東　公一 10 779,590

学校法人北里研究所北里大学医学部 消化器内科学 講師 東　瑞智 1 55,685
学校法人兵庫医科大学 内科学　リウマチ・膠原病科 講師 東　直人 2 144,781
公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 呼吸器内科 吾妻　啓佑 1 77,959
新百合ケ丘総合病院　医療 循環器内科 部長 畔上　幸司 1 55,685
君津中央病院 消化器内科 医務局長 畦元　亮作 1 66,822
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
安達正則クリニック 院長 安達　正則 1 111,370
独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院 血液内科 血液内科部長 安達　正晃 2 155,918
防衛医科大学校病院 循環器内科 教授 足立　健 1 20,000
独立行政法人　地域医療機能推進機構　神戸中央病院 血液内科 部長 足立　陽子 1 60,000
社会医療法人愛仁会明石医療センター 循環器内科 部長 足立　和正 3 300,699
函館五稜郭病院 看護部 主任 足立　栄子 1 55,685
学校法人日本医科大学付属病院 消化器・肝臓内科 講師 厚川　正則 2 111,370
一般社団法人　日本造血細胞移植データセンター センター長 熱田　由子 1 89,096
社会医療法人天陽会中央病院 院長 厚地　伸彦 1 55,685
国立大学法人北海道大学大学院医学研究科 免疫・代謝内科学分野 教授 渥美　達也 8 1,073,334
奈良県立医科大学 泌尿器科学教室 講師 穴井　智 1 89,096
国家公務員共済組合連合会新別府病院 呼吸器外科 医長 阿南　健太郎 1 44,548
国立大学法人北海道大学病院 脳神経外科 助教 鐙谷　武雄 1 77,959
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 1 167,056
医療法人信慎会阿部医院 内科 院長 阿部　親司 1 55,685
阿部内科循環器科 院長 阿部　諭吉 1 55,685
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 55,685
阿部循環器科・内科クリニック 院長 阿部　之彦 1 55,685
医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院 脳神経外科 副院長 阿部　博史 1 55,685
あべ菜園内科クリニック 院長 阿部　弘一 1 55,685
医療法人 松山ハートセンター よつば循環器科クリニック 循環器内科 院長 阿部　充伯 1 77,959
産業医科大学医学部 不整脈先端治療学 教授 安部　治彦 1 111,370
独立行政法人国立病院機構関門医療センター 外科 医長 安部　俊弘 1 44,548
新潟県立リウマチセンター リウマチ科 診療部長 阿部　麻美 3 233,877
愛媛大学大学院医学系研究科 消化器・内分泌・代謝内科学 准教授 阿部　雅則 1 77,959
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 循環器内科 医長 阿部　充 3 233,877
学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院 心臓血管外科 医長 阿部　恒平 1 55,685
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 循環器内科 副部長 阿部　幸雄 1 77,959
国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 呼吸器・感染症内科 講師 阿部　徹哉 1 77,959
独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院 循環器内科 部長 阿部　浩二 1 77,959
公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科 神経内科学 准教授 安部　貴人 1 77,959
つがる西北五広域連合つがる総合病院 循環器・呼吸器・腎臓内科 科長 阿部　直樹 1 77,959
公立大学法人福島県立医科大学 消化器内科学講座 学内講師 阿部　和道 1 55,685
社会医療法人中信勤労者医療協会松本協立病院 循環器内科 センター長 阿部　秀年 1 55,685
一般財団法人自警会東京警察病院 脳血管内治療科 医長 阿部　肇 1 55,685
国立大学法人弘前大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 講師 阿部　尚央 1 89,096
国立大学法人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 阿部　史人 1 33,411
独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院 阿部　武士 1 89,096
医療法人社団正節会阿部内科 院長 阿部　了 1 54,000
国立大学法人弘前大学医学部附属病院 看護部 副看護師長 阿保　恵美子 1 33,411
茨城県立中央病院 茨城県地域がんセンター 消化器内科 部長 天貝　賢二 1 55,685
国家公務員共済組合連合会斗南病院 リウマチ・膠原病科 センター長 天崎　吉晴 2 89,685
日本赤十字社長野赤十字病院 第一泌尿器科 部長 天野　俊康 1 66,822
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 天野　宏一 3 278,425
国民健康保険富士吉田市立病院 整形外科 診療部長 天野　力郎 2 133,644
公立大学法人奈良県立医科大学 内科学第二講座 講師 天野　逸人 1 89,096
岩手医科大学 皮膚科学講座 教授 天野　博雄 1 111,370
学校法人東邦大学医学部 内科学講座　循環器内科学分野 講師 天野　英夫 1 55,685
医療法人社団ＳＥＡＳＯＮＳ自由が丘整形外科 院長 天本　藤緒 2 167,055
日本赤十字社諏訪赤十字病院 薬剤部 網野　一真 2 167,055
旭中央病院 泌尿器科 部長 網谷　兆康 1 89,096
医療法人社団東光会西東京中央総合病院 循環器科 医長 雨宮　正 1 55,685
あやべ内科医院 内科・リウマチ科・アレルギー科 院長 綾邉　健彦 3 200,466
特定医療法人慶友会慶友整形外科病院

整形外科部長・慶友リウマチセンター
長

綾部　敬生 4 356,384
東海大学医学部 内科学系　循環器内科学 綾部　健吾 1 77,959
九州大学病院 医療経営・管理学講座 鮎澤　純子 1 111,370
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管外科学分野 教授 荒井　裕国 1 167,056
医療法人鹿屋ハートセンター 院長 新井　英和 2 167,055
社会医療法人祐生会みどりヶ丘病院 院長 新井　基弘 1 55,685
新潟県立中央病院 整形外科 診療部長 荒井　勝光 4 256,151
医療法人行定病院 副院長 新井　富夫 1 55,685
千葉大学医学部附属病院 消化器内科 講師 新井　誠人 1 89,096
帝京大学医学部内科学講座 呼吸器・アレルギーグループ/研究室 講師 新井　秀宜 1 66,822
公益財団法人慈愛会今村病院 血液内科 部長 新居　亮彦 1 55,685
医療法人リウマチ謙恵会あずまリウマチ・内科クリニック 看護師長 新井　由美子 1 22,274
地方独立行政法人那覇市立病院 副院長 新垣　均 1 77,959
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 腫瘍内科 新垣　秀樹 1 89,096



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 呼吸器内科 診療教授 荒金　尚子 1 111,370

社会医療法人製鉄記念八幡病院
脳卒中・神経センター長　脳血管・神経
内科部長

荒川　修治 1 77,959

新潟県厚生農業協同組合連合会上越総合病院 脳神経外科 部長 荒川　泰明 1 55,685
社会医療法人宏潤会大同病院 循環器内科 部長 荒川　友晴 1 55,685
一般財団法人同友会藤沢湘南台病院 循環器内科 部長 荒川　健太郎 1 55,685
ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院 消化器内科（肝臓内科） 医長 荒川　智宏 1 66,822
社会医療法人美杉会男山病院 整形外科 院長 荒木　雅人 1 111,370
医療法人社団武蔵野会新座志木中央総合病院 内科 部長 荒木　佐知子 1 55,685
愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 循環器内科 荒木　孝 1 55,685
国立国際医療研究センター病院 膠原病科 新木　杏子 1 55,685
社会医療法人友愛会豊見城中央病院 副院長 新崎　修 1 55,685
学校法人東海大学東海大学医学部付属大磯病院 消化器内科 助教 荒瀬　吉孝 1 89,096
徳島大学病院 安全管理部 特任助教 荒瀬　裕己 1 44,548
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 部長 荒牧　俊幸 1 77,959
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 呼吸器内科 新屋　智之 1 33,411
国立大学法人九州大学病院 免疫・膠原病・感染症内科 助教 有信　洋二郎 1 89,096

杏林大学医学部
第一内科学教室（腎臓・リウマチ膠原
病内科）

客員教授 有村　義宏 1 55,685

医療法人島門会本島総合病院 血液内科 部長 有村　博成 1 55,685
国立大学法人山形大学医学部附属病院 第一内科 助教 有本　貴範 2 155,918
国立大学法人山口大学医学部附属病院 超音波センター 検査技師 有吉　亨 4 100,233
市立三次中央病院 呼吸器内科 医長 粟屋　禎一 2 122,507
松江市立病院 脳神経外科 部長 阿武　雄一 1 55,685
高槻赤十字病院 血液・腫瘍内科 部長 安齋　尚之 2 122,507
SUBARU健康保険組合太田記念病院 循環器内科 主任部長 安齋　均 1 77,959
国立大学法人北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学教室 教授 安斉　俊久 5 556,850
国立大学法人滋賀医科大学 内科学講座 教授 安藤　朗 5 556,850
日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 副院長・腎臓内科部長 安藤　亮一 1 77,959
医療法人ライヴスあんどうクリニック 院長 安藤　健二郎 1 33,411
医療法人関越中央病院 循環器内科 副院長　兼　CCU部長 安藤　寿章 1 77,959
国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 化学療法部 教授 安藤　雄一 1 89,096
佐賀大学医学部 内科学講座　血液・呼吸器・腫瘍内科 講師 安藤　寿彦 1 33,411
学校法人東海大学東海大学医学部付属病院 血液腫瘍内科 教授 安藤　潔 1 111,370
医療法人恵愛会　中村病院 総合診療内科部長 安藤　健明 1 55,685

自治医科大学
医学部　腎泌尿器外科学講座　泌尿器
科学部門

講師 安東　聡 1 55,685

医療法人社団医誠会湘陽かしわ台病院 内科・リウマチ科 安藤　仁 1 55,685
国立大学法人信州大学医学部附属病院 産科婦人科 診療助教 安藤　大史 1 33,411
石巻赤十字病院 循環器内科 安藤　薫 1 55,685
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 安藤　萌名美 1 55,685
富岡地域医療事務組合公立富岡総合病院 副院長 飯塚　邦彦 1 55,685
医療法人　川崎病院 内科 診療部長 飯田　正人 1 66,822
公立大学法人名古屋市立大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学 教授 飯田　真介 6 779,592
ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 代謝内分泌内科 部長 飯田　高久 1 55,685
君津中央病院 呼吸器外科 部長 飯田　智彦 1 55,685
静岡がんセンター　県立 循環器内科 医長 飯田　圭 1 44,548
社会福祉法人三井記念病院 泌尿器科 科長 飯田　勝之 1 55,685
学校法人日本大学日本大学病院 循環器内科 助教 飯田　圭 1 77,959
京都第二赤十字病院 血液内科 医長 河田　英里 1 55,685
整形外科たかひろクリニック 院長 飯田　高広 1 33,411
学校法人東海大学東海大学医学部付属八王子病院 循環器内科 飯田　剛幸 2 89,096
地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院 化学療法科 部長 飯野　昌樹 1 55,685
医療法人社団幸正会岩槻南病院 循環器内科 医長 飯野　立 1 77,959
国立大学法人九州大学大学院医学研究院 脳神経外科学 教授 飯原　弘二 1 167,056
滝田医院 院長 滝田　有 1 55,685
西公園前クリニック 循環器科 院長 家城　恵子 1 55,685
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 12 1,726,242
社会医療法人畿内会岡波総合病院 副院長 家村　順三 1 55,685
学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 腎・高血圧内科 准教授 井尾　浩章 1 111,370
関西電力病院 血液内科 医長 井尾　克宏 2 133,644
京都大学医学部附属病院 皮膚科 伊賀　那津子 1 55,685
岩手医科大学 泌尿器科学講座 五十嵐　大樹 1 33,411
東海大学医学部 内科学系　循環器内科学 教授 伊苅　裕二 2 189,329
東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター 整形外科 准教授 猪狩　勝則 3 278,425
日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科 臨床教授 井川　修 1 111,370
公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉病態学 教授 井口　広義 1 111,370
学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 神経内科 教授 井口　保之 5 690,497
社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 循環器内科 部長 池　信平 1 55,685
日本赤十字社松江赤十字病院 呼吸器内科 池内　智行 1 89,096
福島赤十字病院 消化器内科 教授 池上　正 1 111,370
地方独立行政法人静岡市立静岡病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 主任科長 池上　聰 2 122,507
学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 血液内科 講師 池亀　和博 1 66,822
滋賀県立成人病センター 循環器内科 副院長 池口　滋 1 33,411
いけざわ医院 内科・循環器 院長 生澤　哲朗 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会水戸済生会総合病院 整形外科 副院長 生澤　義輔 1 77,959
学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科 先任准教授 池嶋　健一 1 77,959
神戸市立医療センター中央市民病院 薬剤部 副部長代行 池末　裕明 1 22,274
公立大学法人福島県立医科大学 血液内科学講座 主任教授 池添　隆之 5 612,536
地方独立行政法人長野市民病院 病院長 池田　宇一 1 55,685
独立行政法人地域医療機能推進機構玉造病院 院長 池田　登 1 44,548
西宮市立中央病院 副院長 池田　聡之 1 77,959
市立四日市病院 呼吸器内科 部長 池田　拓也 2 111,370
横須賀市立うわまち病院 副病院長 池田　隆明 1 111,370
学校法人東京医科大学東京医科大学八王子医療センター 池田　幸穗 1 111,370



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
医療法人篠田好生会篠田総合病院 循環器科 医長 池田　こずえ 1 77,959
東邦大学大学院医学研究科 循環器内科学 教授 池田　隆徳 16 2,338,781
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 循環器内科 診療部長 池田　安宏 2 111,370
社会福祉法人三井記念病院 呼吸器外科 部長 池田　晋悟 1 55,685
東京医科大学 呼吸器・甲状腺外科分野 主任教授 池田　徳彦 1 111,370
国立大学法人長崎大学病院 循環器内科 講師 池田　聡司 1 77,959
独立行政法人国立病院機構松江医療センター 呼吸器内科 統括診療部長 池田　敏和 1 89,096
公立大学法人大阪市立大学医学部 機能細胞形態学 教授 池田　一雄 1 33,411
国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 循環器病センター 准教授 池田　俊太郎 1 111,370
社会医療法人北九州病院北九州総合病院 泌尿器科 部長 池田　洋 1 66,822
静岡県立静岡がんセンター 血液幹細胞移植科 部長 池田　宇次 4 300,699
国立がん研究センター東病院 肝胆膵内科 科長 池田　公史 1 89,096
国立大学法人岡山大学病院 消化器内科 助教 池田　房雄 2 144,781
順天堂大学医学部附属浦安病院 膠原病リウマチ内科 准教授 池田　圭吾 1 77,959
公立大学法人福島県立医科大学 輸血・移植免疫学講座 准教授 池田　和彦 1 55,685
国立大学法人千葉大学医学部附属病院 アレルギー・膠原病内科 診療講師 池田　啓 6 512,302
医療法人青仁会池田病院 内科 院長 池田　大輔 1 55,685
津山中央病院　財団 循環器内科 医長 池田　悦子 1 77,959
国立大学法人長崎大学病院 第二内科 助教 池田　喬哉 1 89,096
国立大学法人秋田大学医学部附属病院 血液内科 医員 池田　翔 1 33,411
君津中央病院企業団国保直営総合病院君津中央病院 呼吸器内科 池田　英樹 1 55,685
学校法人近畿大学近畿大学医学部堺病院 薬剤部 薬剤師 池田　奈津美 1 33,411
経済産業省診療所 所長 池田　健次 1 22,274
日本赤十字社医療センター 循環器内科 部長 池ノ内　浩 1 55,685
日本赤十字社熊本赤十字病院 循環器内科 池本　智一 1 55,685
伊佐内科クリニック 院長 伊佐　勝憲 1 55,685
斎藤医院 内科・循環器内科 院長 齋藤　功 1 55,685
医療法人博仁会　村瀬病院 院長 井阪　直樹 1 55,685
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学坂文種報德會病院 循環器内科 教授 井澤　英夫 2 278,426
医療法人社団石井内科皮膚科医院 内科 院長 石井　英正 1 55,685
関西電力病院 循環器内科 主任部長 石井　克尚 2 155,918
国立大学法人大分大学医学部附属病院 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座 准教授 石井　宏治 3 267,288
学校法人福岡大学福岡大学筑紫病院 泌尿器科 准教授 石井　龍 1 77,959
学校法人関西医科大学 関西医科大学総合医療センター 血液腫瘍内科 診療教授・部長 石井　一慶 2 89,096
公益社団法人鳥取県中部医師会立三朝温泉病院 整形外科 副院長 石井　博之 1 77,959
日本医科大学大学院医学研究科 心臓血管外科分野 准教授 石井　庸介 1 111,370
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 講師 石井　秀樹 3 233,877
国立大学法人香川大学医学部 血液・免疫・呼吸器内科学 講師 石井　知也 1 89,096

久留米大学医学部
内科学講座　呼吸器・神経・膠原病内
科（第一内科）

助教 石井　秀宣 1 55,685

北里大学医学部 循環器内科学 助教 石井　俊輔 1 77,959
学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属第三病院 腫瘍・血液内科 医員 石井　敬人 1 55,685
社会医療法人仁愛会浦添総合病院 呼吸器センター センター長 石垣　昌伸 1 66,822
新潟県立リウマチセンター 副院長 石川　肇 2 189,329
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

血液内科 部長 石川　隆之 4 256,151

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 診療教授 石川　利之 4 668,224
公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院 呼吸器内科 診療部長 石川　博一 3 189,329
国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 循環器内科 病院准教授 石川　哲憲 1 77,959
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 3 233,877
近江八幡市立総合医療センター 消化器内科 部長 石川　博己 2 178,192
小林病院 循環器科 部長 石川　浩 1 77,959
善行団地石川医院 院長 石川　範和 1 77,959
国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学 助教 石川　裕一 2 122,507
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 循環器内科 部長 石川　秀一 1 77,959
大船渡病院　県立 循環器科長 石川　有 1 55,685
愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 循環器センター 不整脈診療部長 石川　真司 2 111,370
日本赤十字社松江赤十字病院 呼吸器内科 医師 石川　総一郎 1 55,685
新潟県立新発田病院 内科 医長 石川　大輔 1 33,411
独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 リウマチ科・膠原病内科 石川　雄一 1 89,096
独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 リウマチ科・膠原病内科 石川　絢一 1 55,685
国立大学法人富山大学附属病院 薬剤部 石川　雄大 1 33,411
医療法人社団天宣会北柏リハビリ総合病院 臨床検査科 石川　清子 1 11,137
美摩病院 リハビリテーション室 石川　光利 1 33,411
トヨタ自動車㈱トヨタ記念病院 内科 科部長 石木　良治 1 55,685
国立大学法人山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学 石口　博智 1 33,411

名古屋大学大学院医学系研究科
総合医学専攻 運動・形態外科学講座
整形外科学

教授 石黒　直樹 4 612,538

独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 神経内科 部長 石黒　幸司 1 22,274
独立行政法人国立病院機構弘前病院 消化器・血液内科 臨床研究部長 石黒　陽 2 100,233
新潟県立がんセンター新潟病院 内科 内科部長 石黒　卓朗 1 89,096
手稲渓仁会病院　医療 腫瘍内科 腫瘍内科部長 石黒　敦 1 66,822
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 消化管・一般外科 講師 石畝　亨 1 55,685
医療法人社団石坂脳神経外科 副院長 石坂　俊輔 1 33,411
国立大学法人群馬大学医学部附属病院 血液内科 助教 石埼　卓馬 1 55,685
愛媛大学医学部附属病院 第一内科 特任講師 石﨑　淳 1 55,685
国立大学法人山形大学大学院医学系研究科 血液・細胞治療内科学講座 教授 石澤　賢一 4 445,481
国立大学法人香川大学医学部 循環器・腎臓・脳卒中内科学 講師 石澤　真 1 77,959
岩手県立宮古病院 循環器内科 石曾根　武徳 1 55,685
岩手医科大学医学部 内科学講座　血液腫瘍内科分野 教授 石田　陽治 1 111,370
日本赤十字社医療センター 血液内科 部長 石田　禎夫 4 334,110
南和広域医療企業団南奈良総合医療センター 脳神経外科 副院長 石田　泰史 1 55,685
国立大学法人信州大学医学部 保健学科　病院・病態検査学講座 教授 石田　文宏 1 55,685
石田内科循環器科 院長 石田　義裕 1 55,685
新潟県立中央病院 内科 部長 石田　卓士 1 66,822



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
名古屋市立大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学 准教授 石田　高司 1 77,959
公立豊岡病院組合立豊岡病院 循環器内科 部長 石田　明彦 2 111,370
日本赤十字社京都第一赤十字病院 泌尿器科 副部長 石田　博万 1 55,685

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学保健管理センター
バイオサイエンス研究科　機能ゲノム
医学研究室

石田　靖雅 1 111,370

学校法人昭和大学　昭和大学医学部 内科学講座腫瘍内科学部門 講師 石田　博雄 1 55,685
日本赤十字社石巻赤十字病院 呼吸器内科 副部長 石田　雅嗣 2 122,507
北里大学病院 輸血細胞移植学 助教 石田　隆 1 89,096
学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 リウマチ膠原病内科 助教 石田　貴昭 1 89,096

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
バイオサイエンス研究科 機能ゲノム医
学研究室

独立准教授 石田　靖雅 4 445,480

国立大学法人鹿児島大学病院 血液・膠原病内科 教授 石塚　賢治 4 501,166
国立大学法人島根大学医学部 総合医療学講座 教授 石橋　豊 1 111,370
医療法人輝栄会福岡輝栄会病院 機能神経外科 部長 石橋　秀昭 1 33,411
国立大学法人山梨大学医学部附属病院 循環器・呼吸器内科 准教授 石原　裕 1 77,959
兵庫医科大学 内科学冠疾患科 主任教授 石原　正治 1 167,056
社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 副院長 石原　正一郎 1 55,685
伊勢崎市民病院 診療長 石原　真一 1 55,685

社会医療法人同仁会耳原総合病院 循環器内科
循環器センター　セン
ター長

石原　昭三 1 55,685

独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 循環器内科 冠血管治療チーム主任 石原　隆行 1 77,959
医療法人春林会華岡青洲記念心臓血管クリニック 循環器内科 診療部長 石丸　伸司 2 111,370
社会医療法人敬愛会中頭病院 副院長 伊志嶺　朝彦 3 222,740
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 循環器センター内科、臨床生理検査 部長 石綿　清雄 2 111,370
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 血液腫瘍科 科長 伊豆津　宏二 1 10,000
日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 院長 泉　並木 1 167,056
地方独立行政法人栃木県立がんセンター 血液内科 科長 和泉　透 4 289,562
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 心臓センター　循環器内科 副部長 和泉　俊明 1 55,685
独立行政法人国立病院機構東京医療センター リウマチ膠原病内科 泉　啓介 1 55,685

国立大学法人金沢大学附属病院
金沢大学医薬保健研究域　医学系　泌
尿器集学的治療学

特任助教 泉　浩二 1 55,685

医療法人泉山会東仙台リウマチ科内科クリニック リウマチ科内科 院長 泉山　朋政 4 334,110
日本赤十字社医療センター 呼吸器内科 副部長 出雲　雄大 3 200,466
徳島大学病院 循環器内科 助教 伊勢　孝之 1 44,548
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 腫瘍皮膚科 主任部長 爲政　大幾 2 189,329
神奈川県厚生農業協同組合連合会　相模原協同病院 副院長 井關　治和 1 55,685

新潟県立がんセンター新潟病院
がん化学療法看護認
定看護師

磯貝　佐知子 5 55,685

名古屋市立大学大学院医学研究科　病態医科学 ウィルス学分野　肝疾患センター 助教 五十川　正記 1 89,096
自治医科大学 内科学講座　消化器内科学部門 教授 礒田　憲夫 2 167,055
宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 リウマチ膠原病内科 医長 礒田　健太郎 2 100,233
ＫＫＲ札幌医療センター 病院長 磯部　宏 2 222,740
国立大学法人島根大学医学部附属病院 呼吸器・化学療法内科 教授 礒部　威 1 111,370
学校法人聖マリアンナ医科大学 血液・腫瘍内科 講師 磯部　泰司 1 66,822
国立大学法人鳥取大学医学部附属病院 機能病態内科学 教授 磯本　一 1 111,370
新潟県厚生農業協同組合連合会柏崎総合医療センター 部長 井田　徹 1 55,685
日本赤十字社伊勢赤十字病院 呼吸器内科 井谷　英敏 3 167,055
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 腎臓内科 部長 板橋　美津世 1 89,096
一般財団法人広南会　広南病院 脳血管内科 部長 板橋　亮 1 77,959
松原メイフラワー病院 リウマチ内科 伊丹　哲 1 55,685
長野医療生活協同組合長野中央病院 循環器内科 科長 板本　智恵子 1 33,411
川上内科 内科・リウマチ科  看護師 板谷　優子 1 55,685
社会福祉法人聖テレジア会総合病院聖ヨゼフ病院 リウマチ科 名誉院長 市川　陽一 2 222,740
千葉大学医学部附属病院 泌尿器科 教授 市川　智彦 1 111,370
国立大学法人山梨大学医学部附属病院 第一外科 教授 市川　大輔 1 111,370
地方独立行政法人　長崎市立病院機構　長崎みなとメディカルセンター 消化器内科 主任診療部長 市川　辰樹 1 89,096
独立行政法人国立病院機構北海道医療センター リウマチ科 医長 市川　健司 1 33,411
地方独立行政法人市立東大阪医療センター 循環器内科 部長 市川　稔 2 133,644
学校法人関西医科大学 関西医科大学附属病院 整形外科 助教 市川　宜弘 1 66,822
国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 呼吸器・感染症内科 医員 市川　紘将 1 55,685
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 助教 市來　仁志 1 55,685
医療法人同愛会小澤病院 血液腫瘍内科 助教 一木　章史 1 89,096
医療法人社団康心会湘南東部総合病院 院長 市田　隆文 2 222,740
国立大学法人東北大学大学院医学系研究科 呼吸器内科学分野 教授 一ノ瀨　正和 1 111,370
国立大学法人広島大学原爆放射線医科学研究所 血液腫瘍内科研究分野 教授 一戸　辰夫 3 334,110
東京逓信病院 循環器内科 一戸　能麿 1 55,685
国立大学法人岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 血液腫瘍呼吸器内科学 助教 市原　英基 2 122,507
一般財団法人住友病院 循環器内科 市原　慎也 1 11,137
学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 内科学講座血液内科 特任教授 花村　一朗 8 1,225,076
学校法人埼玉医科大学総合医療センター 心臓内科 助教 一色　亜美 1 77,959
医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 心臓血管センター 特任副院長 一色　高明 6 334,110
医療法人社団寿奈実会井手医院 内科 院長 井手　功 1 33,411
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 1 111,370
日本赤十字社高松赤十字病院 血液内科 部長 井出　眞 1 55,685
市立大津市民病院 血液内科 井出　大輔 1 55,685
国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 第一内科 助教 井手口　武史 1 33,411
日本赤十字社　名古屋第一赤十字病院 　 副院長　病理部 部長 伊藤　雅文 1 111,370
国立大学法人三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学 教授 伊藤　正明 3 334,110
国立大学法人秋田大学 副学長 伊藤　宏 1 111,370
公益財団法人がん研究会有明病院 乳腺内科 部長 伊藤　良則 1 66,822
独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院 呼吸器内科 副院長 伊藤　清隆 1 77,959
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 消化器内科学 教授 伊藤　義人 4 501,166
独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院 院長補佐・消化器内科 部長 伊藤　敏文 2 144,781
新潟県立リウマチセンター リウマチ科 副院長 伊藤　聡 5 490,028
青森県立中央病院 整形外科 部長 伊藤　淳二 1 33,411



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
公立学校共済組合関東中央病院 循環器内科　カテーテル治療科 部長 伊藤　敦彦 2 111,370
学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 循環器内科 講師 伊藤　隆英 1 55,685
国立大学法人京都大学大学院医学研究科 整形外科学 准教授 伊藤　宣 3 334,110
日本赤十字社山梨県支部山梨赤十字病院 循環器科 部長 伊藤　誠司 2 89,096
トヨタ自動車㈱トヨタ記念病院 神経内科 科部長 伊藤　泰広 1 55,685
社会医療法人石川記念会ＨＩＴＯ病院 副院長 伊藤　彰 1 55,685
学校法人岩手医科大学医学部 臨床腫瘍学講座 教授 伊藤　薫樹 7 1,002,335
大阪市立大学大学院医学研究科 神経内科学 教授 伊藤　義彰 1 167,056
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 11 1,703,970
防衛医科大学校病院 泌尿器科学講座 准教授 伊藤　敬一 1 30,000
社会医療法人宏潤会大同病院 血液・化学療法内科 部長 伊藤　公人 1 66,822
札幌医科大学医学部 心臓血管外科学講座 准教授 伊藤　寿朗 1 77,959
独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 呼吸器内科 部長 伊藤　優 1 66,822
市立四日市病院 呼吸器内科 副部長 伊藤　源士 1 55,685
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 神経内科 講師 伊藤　康男 1 33,411
新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 呼吸器内科 医長 伊藤　竜 1 33,411
兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科 医長 伊藤　光哲 1 77,959
広島医療生活協同組合広島共立病院 循環器内科 医長 伊藤　尚志 1 55,685
日本赤十字社大阪赤十字病院 リウマチ・膠原病内科 伊藤　博崇 1 55,685
独立行政法人地域医療機能推進機構四日市羽津医療センター リウマチケア 看護師 伊藤　ちよ子 2 44,548
介護老人保健施設ケアセンター 理学療法士 伊藤　滋唯 1 33,411
国立大学法人山梨大学医学部附属病院 検査部　生理検査室 血管診療技師 伊藤　泉 1 55,685
国立大学法人鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 消化器疾患・生活習慣病学 教授 井戸　章雄 9 1,280,760
学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 講師 稲井　俊太 1 55,685
茨城県立こども病院 小児脳神経外科 部長 稲垣　隆介 1 33,411
草加市立病院 循環器内科 部長 稲垣　裕 2 111,370
置賜広域病院企業団公立置賜総合病院 診療部長(内科系三) 稲毛　稔 3 189,329
医療法人社団高邦会高木病院 循環器内科 部長 稲毛　智仁 2 111,370
東京医科歯科大学難治疾患研究所 教授 稲澤　譲治 1 55,685
日本赤十字社大阪赤十字病院 心臓血管センター　循環器内科 部長 稲田　司 1 77,959
医療法人社団晴緑会宮崎医療センター病院 消化器内科 医長 稲田　由紀子 1 55,685
社会医療法人　明生会 副理事長 稲葉　泉 1 55,685
公立大学法人和歌山県立医科大学 第一内科学講座 講師 稲葉　秀文 4 334,110
市立釧路総合病院 脳神経外科 部長 稲村　茂 1 77,959
日本赤十字社埼玉県支部さいたま赤十字病院 循環器内科 副部長 稲村　幸洋 2 133,644
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 造血幹細胞移植科 医員 稲本　賢弘 1 89,096
八尾市立病院 循環器内科 副医長 乾　礼興 1 55,685
国民健康保険小松市民病院 診療部長 井野　秀一 1 55,685
公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 循環器内科 医局長 猪野　靖 1 55,685
医療法人井上病院 リウマチ科・整形外科 理事長 井上　博 2 167,055
富山県済生会富山病院 院長 井上　博 6 634,809
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 血液内科 井上　信正 1 44,548
仙台厚生病院　財団 心臓血管センター　循環器内科 主任部長 井上　直人 1 55,685
学校法人獨協学園獨協医科大学 心臓血管内科 主任教授 井上　晃男 1 111,370
独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター 院長 井上　修平 1 44,548
日本赤十字社京都第二赤十字病院 糖尿病内分泌・腎臓内科・膠原病内科 検査部長 井上　衛 2 111,370
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 血液・腫瘍科 主任部長 井上　雅美 1 66,822
地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県総合医療センター 循環器内科 部長 井上　文隆 1 55,685
日本赤十字社京都第二赤十字病院 循環器内科 副部長 井上　啓司 1 77,959
地方独立行政法人下関市立市民病院 呼吸器外科 部長 井上　政昭 2 111,370
市立伊丹病院 血液内科 血液内科　科部長 井上　愛 1 89,096
佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生総合病院 呼吸器内科 主任部長 井上　卓 1 55,685
学校法人川崎学園川崎医科大学総合医療センター 脳卒中科 副部長 井上　剛 1 55,685
京都大学大学院医学研究科 泌尿器科学 准教授 井上　貴博 1 77,959
特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 不整脈科 内科部長/不整脈科長 井上　耕一 16 1,559,180
北九州市立医療センター 呼吸器内科 主部長 井上　孝治 1 66,822
愛媛大学大学院医学系研究科 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学 講師 井上　勝次 1 77,959
(株)麻生飯塚病院 循環器内科 部長 井上　修二朗 1 55,685
国立大学法人秋田大学医学部附属病院 泌尿器 准教授 井上　高光 1 55,685
医療法人社団青和会井上整形外科 理事長 井上　靖雄 1 89,096
医療法人井上病院 リウマチ科 副院長 井上　誠 2 133,644
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 呼吸器内科 診療主任 井上　貴子 6 445,480
医療法人社団清仁会宇多津病院 院長 猪尾　昌之 4 389,795
医療法人いのくち医院 内科 院長 猪口　哲彰 2 144,781
学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 血液内科 教授 猪口　孝一 3 334,111
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

消化器内科 部長 猪熊　哲朗 1 66,822

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 心臓センター 循環器内科 主任部長 猪子　森明 1 55,685
国立大学法人山梨大学医学部 皮膚科学講座 講師 猪爪　隆史 2 178,192
国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 教授 猪原　秀典 1 111,370
猪原歯科・リハビリテーション科 歯科・リハビリテーション科 副院長 猪原　健 1 55,685
北里大学北里研究所病院 循環器内科 部長 猪又　孝元 7 968,923
北海道厚生農業協同組合連合会ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院 呼吸器内科 部長 猪股　慎一郎 1 66,822
国立大学法人富山大学附属病院 第一内科 診療准教授 猪又　峰彦 3 167,055
大分大学医学部 微生物学講座  准教授  伊波　英克 1 77,959
日本赤十字社栃木県支部那須赤十字病院 脳神経外科 部長 井端　由紀郎 1 55,685
独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター 呼吸器内科 診療長 井端　英憲 1 22,274
国立大学法人香川大学医学部附属病院 内分泌代謝内科 井端　智裕 1 33,411
国立循環器病研究センター 脳神経内科 部長 猪原　匡史 2 222,740
医療法人社団冠心会大崎病院東京ハートセンター 不整脈センター 猪原　実 1 77,959
医療法人発心会井星医院 院長 井星　昭彦 1 22,274
医療法人一番町リウマチクリニック リウマチ内科 院長 今井　淳子 1 55,685
学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 教授 今井　裕一 1 111,370
社会医療法人中山会宇都宮記念病院 副院長 今井　政人 2 111,370
医療法人熊翔会今井医院 内科 院長 今井　忍 1 55,685



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
新潟大学大学院医歯学総合研究科 小児科学分野 准教授 今井　千速 1 77,959
自治医科大学 薬理学講座臨床薬理学部門 教授 今井　靖 3 501,168
高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 血液内科・輸血科 科長 今井　利 1 55,685
小牧市民病院 循環器内科 部長 今井　元 1 55,685
群馬県立がんセンター 呼吸器内科 部長 今井　久雄 1 55,685
地方独立行政法人市立大津市民病院 循環器内科 医長 今井　幹昌 1 33,411
日本赤十字社前橋赤十字病院 心臓血管内科 副部長 今井　美智子 1 33,411
日本赤十字社諏訪赤十字病院 薬剤部 今井　阿耶 2 155,918
市立釧路総合病院 脳神経外科 統括診療部長 今泉　俊雄 1 77,959
大崎市民病院 整形外科 副院長 今泉　秀樹 1 33,411
国民健康保険富士吉田市立病院 脳神経外科 部長 今江　省吾 1 33,411
独立行政法人国立病院機構函館病院 循環器科 主任医長 今川　正吾 1 77,959
国立大学法人広島大学病院 血液内科 助教 今川　潤 2 178,192
日本赤十字社大阪赤十字病院 血液内科 副院長 今田　和典 2 155,918
医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 放射線技術科 今田　秀尚 1 33,411
国立大学法人香川大学医学部附属病院 内分泌代謝内科 准教授 井町　仁美 1 77,959
医療法人青仁会池田病院 消化器内科 医長 今中　大 1 66,822
学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学 冠疾患科 助教 今仲　崇裕 1 44,548
国立大学法人神戸大学医学部附属病院 検査部 副検査技師長 今西　孝充 1 33,411
独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 神経内科 部長 今福　一郎 1 55,685
医療法人今村循環器科内科 循環器内科 院長 今村　陽一 1 55,685
公益社団法人出水郡医師会広域医療センター 消化器 副院長 今村　博 1 77,959
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 血液内科 診療部長 今村　豊 1 66,822
東京都立多摩総合医療センター 外科 部長 今村　和広 2 178,192
鹿児島市立病院 循環器内科 今村　春一 1 55,685
医療法人社団三成会新百合ケ丘総合病院 消化器・肝臓病研究所 所長 井廻　道夫 1 111,370
国立大学法人金沢大学附属病院 血液内科 井美　達也 1 89,096
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 リウマチ膠原病内科 主部長 井村　嘉孝 1 66,822
社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院 脳神経外科 副院長 入江　伸介 2 111,370
学校法人福岡大学　福岡大学医学部 泌尿器科学教室 講師 入江　慎一郎 1 89,096
筑波大学附属病院 看護部 がん看護専門看護師 入江　佳子 1 89,096
群馬県立がんセンター 血液腫瘍科 部長 入沢　寛之 1 66,822
学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 内科学系血液膠原病内科学分野 助教 入山　規良 2 155,918
学校法人日本大学医学部 内科学系血液膠原病内科学分野 助教 入山　規良 3 267,288
国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 循環器科 岩井　慎介 1 77,959
学校法人東京医科大学東京医科大学茨城医療センター 内科（呼吸器） 助教 岩井　悠希 1 33,411
兵庫県立がんセンター 頭頸部外科 部長 岩江　信法 2 222,740
特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 心臓・血管センター センター長 岩倉　克臣 3 245,014
国立大学法人三重大学医学部附属病院 消化器内科学 准教授 岩佐　元雄 1 44,548
医療法人社団誠馨会新東京病院 心臓内科 部長・不整脈部門部長 岩佐　篤 1 55,685
独立行政法人国立病院機構九州医療センター 血液内科 科長 岩﨑　浩己 1 89,096
日本医科大学大学院医学研究科 循環器内科学分野 講師 岩﨑　雄樹 1 77,959
日本赤十字社総合病院庄原赤十字病院 循環器内科 第一循環器科副部長 岩崎　年高 1 55,685
横須賀市立うわまち病院 循環器科 部長 岩澤　孝昌 1 77,959
国立大学法人千葉大学医学部附属病院 呼吸器内科 特任准教授 岩澤　俊一郎 2 178,192
新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 内科 部長 岩島　明 2 111,370
医療法人社団拓研会岩瀬内科循環器科クリニック 院長 岩瀨　孝 1 77,959
愛媛医療センター　独法 院長 岩田　猛 1 22,274
独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 呼吸器外科 部長 岩田　隆 6 412,069
日本赤十字社北見赤十字病院 泌尿器科 第二泌尿器科部長 岩田　達也 1 55,685
あいち小児保健医療総合センター 感染免疫科（予防診療科） 医長 岩田　直美 1 66,822
順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学 准教授 岩田　洋 1 111,370
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 皮膚科 准教授 岩田　洋平 1 89,096
国立大学法人千葉大学医学部附属病院 脳神経外科学 教授 岩立　康男 1 111,370
東京大学大学院医学系研究科 神経病理学分野 教授 岩坪　威 1 111,370
独立行政法人国立病院機構横浜医療センター 循環器内科 外来診療部長 岩出　和德 3 211,603
学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 循環器内科 准教授 岩永　善高 1 111,370
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 3 233,877
日本赤十字社総合病院岡山赤十字病院 脳卒中科 部長 岩永　健 1 77,959
佐賀大学医学部附属病院 肝疾患センター 講師 岩根　紳治 1 89,096
北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学 助教 岩野　弘幸 1 77,959
社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院 副院長 岩橋　正典 1 55,685
医療法人社団ヤマナ会東広島記念病院 院長 岩橋　充啓 2 189,329
国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科 特任准教授 岩部　真人 1 111,370
医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 肝胆膵・消化器病センター センター長 岩渕　省吾 2 155,918
大崎市民病院 循環器内科 副院長 岩渕　薫 2 111,370
学校法人愛知医科大学 整形外科学講座 教授 岩堀　裕介 3 334,110
国立大学法人名古屋大学総合保健体育科学センター 医学系研究科糖尿病・内分泌代謝学 講師 岩間　信太郎 5 423,206
つがる西北五広域連合つがる総合病院 消化器・血液・膠原病内科 副院長 岩村　秀輝 1 55,685
学校法人北里研究所北里大学医学部 泌尿器科学 主任教授 岩村　正嗣 1 111,370
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 腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 1 55,685
医療法人岩本整形外科 整形外科 院長 岩本　貴志 1 55,685
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 消化器内科 岩本　諭 1 22,274
国立大学法人秋田大学医学部附属病院 整形外科 岩本　陽輔 1 55,685
国立大学法人三重大学医学部附属病院 薬剤部 准教授・副薬剤部長 岩本　卓也 1 55,685
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 准教授 因田　恭也 5 389,795
医療法人社団恵仁会府中恵仁会病院 院長 宇井　進 1 55,685
公立学校共済組合中国中央病院 呼吸器内科 院長 上岡　博 1 111,370
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

植木　幸孝 2 222,740
東邦病院　医療 副院長 植木　嘉衛 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会支部熊本県済生会熊本病院 心臓血管センター心臓血管外科 部長 上杉　英之 1 33,411
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 血液内科 主任部長 上田　恭典 2 133,644
公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院 消化器センター　外科 副部長 上田　修吾 1 89,096
自治医科大学 内科学講座　血液学部門 講師 上田　真寿 6 456,617
国立大学法人広島大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 上田　勉 1 55,685



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
国立大学法人京都大学大学院医学研究科 消化器内科学 講師 上田　佳秀 1 55,685
国立大学法人千葉大学医学部附属病院 循環器内科 診療講師 上田　希彦 1 55,685
久留米大学医学部 泌尿器科 植田　浩介 1 55,685
大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻機能診断科学講座 上田　優衣 1 33,411
学校法人久留米大学久留米大学病院 循環器病センター 教授 上野　高史 1 111,370
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 呼吸器内科 主任部長 上野　清伸 2 133,644
国立大学法人山形大学医学部 内科学第二講座 教授 上野　義之 2 222,740
独立行政法人国立病院機構東京医療センター 血液内科 医長 上野　博則 1 44,548
社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院 脳神経外科 部長 上野　泰 3 233,877
日本赤十字社長浜赤十字病院 循環器内科 部長 上野　義記 1 55,685
独立行政法人国立病院機構別府医療センター 呼吸器内科 医長 上野　拓也 1 22,274
上野クリニック 院長 上野　直之 1 33,411
学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科 准教授 上野　祐司 1 111,370
高知大学医学部 脳神経外科学 教授 上羽　哲也 1 77,959
社会医療法人仁愛会浦添総合病院 循環器内科 主任部長 上原　裕規 1 77,959
国立大学法人旭川医科大学 皮膚科学講座 助教 上原　治朗 1 89,096
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 呼吸器内科 教授 植松　和嗣 2 222,740
学校法人近畿大学医学部 泌尿器科学教室 教授 植村　天受 5 946,649
学校法人川崎学園川崎医科大学 循環器内科学 教授 上村　史朗 3 334,110
埼玉東部循環器病院 院長 上村　竜太 1 55,685
国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 泌尿器腫瘍標的治療学寄附講座 寄附講座准教授 植村　元秀 1 111,370
独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院 循環器内科 医長 上村　孝史 1 22,274
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 薬剤部 副薬剤部長 植村　隆 1 11,137
学校法人近畿大学近畿大学医学部奈良病院 循環器内科 診療講師 上森　宜嗣 1 55,685
日本赤十字社旭川赤十字病院 心臓血管外科 部長 上山　圭史 1 55,685
国立大学法人山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学 講師 上山　剛 1 55,685
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 循環器内科 部長 上山　剛 1 55,685
日本赤十字社京都第二赤十字病院 血液内科 部長 魚嶋　伸彦 2 200,466
国立大学法人愛媛大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 准教授 鵜久森　徹 1 55,685
鹿児島市立病院 心臓血管外科 部長 牛島　孝 1 77,959
氏平医院 院長 氏平　徹 1 55,685
医療法人禄三堂 臼井循環器呼吸器内科 院長 臼井　康雄 1 55,685
学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属第三病院 教授 薄井　紀子 2 222,740
国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 心臓外科学 教授 碓氷　章彦 1 111,370
地方独立行政法人岡山市立総合医療センター岡山市立市民病院 副院長 臼井　正明 4 400,932
日本赤十字社長野赤十字病院 不整脈診療科 部長 臼井　達也 2 111,370
国家公務員共済組合連合会　浜の町病院 循環器内科 部長 臼井　真 1 55,685
ＪＲ東京総合病院 循環器内科 主任医長 碓井　伸一 2 111,370
独立行政法人国立病院機構旭川医療センター 看護部 臼井　千裕 1 22,274
ＮＴＴ東日本関東病院 血液内科 部長 臼杵　憲祐 2 133,644
富山県立中央病院 内科（循環器） 部長 臼田　和生 2 155,918
日本赤十字社和歌山医療センター 看護部 看護係長 鵜瀬　美紀 1 33,411
地方独立行政法人市立東大阪医療センター 免疫内科 主席部長 宇田　裕史 4 289,562
学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 看護学部　老年看護学領域 助教 宇多　雅 1 89,096
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 呼吸器内科 宇田川　響 1 89,096
国立大学法人九州大学大学院医学研究院 皮膚科学分野 准教授 内　博史 2 155,918
日本赤十字社安曇野赤十字病院 循環器内科 部長 内川　慎一郎 1 55,685
滝の水クリニック 内川　智浩 1 33,411
医療法人内田クリニック 院長 内田　詔爾 3 278,425
日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 部長 内田　俊樹 1 55,685
公立学校共済組合東海中央病院 循環器内科 部長 内田　一生 1 55,685
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 呼吸器内科 副部長 内田　純二 2 111,370
社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院 総合内科 部長 内田　英二 1 77,959
医療法人社団曙会流山中央病院 脳神経外科 内田　貴範 1 55,685
埼玉医科大学 消化器内科・肝臓内科 助教 内田　義人 4 334,110
日本赤十字社静岡赤十字病院 循環器内科 内田　剛敬 1 55,685
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 呼吸器内科 内田　嘉隆 1 89,096
医療法人杏和会城南病院 神経内科 院長 内野　誠 1 55,685
地方独立行政法人那覇市立病院 血液内科 部長 内原　潤之介 1 77,959
医療法人あおい会内村整形外科 整形外科 副院長 内村　暢幸 1 55,685
医療法人財団順和会山王病院 脳血管センター センター長 内山　真一郎 1 111,370
医療法人社団東光会戸田中央総合病院 副院長 内山　隆史 1 55,685
日本赤十字社諏訪赤十字病院 血液内科 部長 内山　倫宏 8 690,494
社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 循環器内科 研修医 内山　照也 1 33,411
医療法人うちわ内科クリニック 院長 打和　靖宏 2 111,370
社会医療法人景岳会南大阪病院 循環器内科 部長 宇津　典明 1 55,685
公益財団法人慈愛会今村総合病院 血液内科 院長 宇都宮　與 3 334,111
広島大学病院 循環器内科 助教 宇都宮　裕人 1 77,959
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 副院長兼センター長 宇都　浩文 8 634,809
独立行政法人地域医療機能推進機構南海医療センター 血液内科 部長 卯野　規敬 1 66,822
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 耳鼻咽喉・頭頸部外科 主任部長 宇野　敦彦 1 66,822
社会医療法人緑壮会金田病院 内科 部長 海野　正俊 1 55,685
北海道公立大学法人札幌医科大学 皮膚科 教授 宇原　久 1 111,370
医療法人二重丸会うぶかた循環器クリニック 循環器科 院長 生方　聡 2 133,644
岩手県立中央病院 呼吸器内科 科長 宇部　健治 1 60,000
国保松戸市立病院 リウマチ膠原病センター センター長 海辺　剛志 3 200,466
地方独立行政法人筑後市立病院 循環器内科 科長 梅井　秀和 1 55,685
梅田クリニック 院長 梅田　慶一 1 33,411

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院
循環器病センター統括部長(兼)教育研
修センター統括部長

統括部長 梅谷　健 3 167,055

市立長浜病院 リウマチ・膠原病内科 責任部長 梅原　久範 1 66,822
国立大学法人信州大学医学部 内科学第二教室 准教授 梅村　武司 1 77,959
京都府立医科大学大学院医学研究科 消化器内科学 助教 楳村　敦詩 1 89,096
うめもと循環器科・内科クリニック 院長 梅本　清嗣 1 55,685
豊橋市民病院 消化器内科 副院長兼第一部長 浦野　文博 1 77,959



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
社会福祉法人恩賜財団済生会支部熊本県済生会熊本病院 泌尿器科 占部　裕巳 1 55,685
独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院 腫瘍内科 医長 浦本　秀志 1 44,548
医療法人社団うりた循環器科・内科クリニック 院長 瓜田　雷己 1 33,411
医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 呼吸器内科 部長 瓜生　恭章 1 55,685
国立大学法人 浜松医科大学 内科学第三講座 助教 漆田　毅 1 77,959
日本赤十字社松江赤十字病院 副院長 漆谷　義徳 1 66,822
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 腫瘍内科 部長 嬉野　紀夫 1 55,685

国立大学法人岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
病態制御科学専攻 腫瘍制御学講座
免疫学分野

助教 榮川　伸吾 1 55,685

医療法人正隆会榮樂内科クリニック 院長 榮樂　信隆 3 278,425
東京女子医科大学 消化器外科 教授 江川　裕人 1 167,056
㈱日立製作所日立総合病院 循環器内科 主任医長 悦喜　豊 1 55,685
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 顧問 江口　勝美 1 111,370
国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 肝疾患センター センター長・特任教授 江口　有一郎 2 222,740
公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 循環器科 部長 江熊　広海 1 33,411
独立行政法人国立病院機構九州がんセンター 消化管・腫瘍内科 センター長 江﨑　泰斗 1 66,822
岡山大学病院 循環器内科 江尻　健太郎 1 55,685
京都大学大学院医学研究科 消化器内科学 院生 惠莊　裕嗣 1 33,411
国立大学法人大阪大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科学 講師 江副　幸子 1 55,685
下倉田ハートクリニック 院長 悦田　浩邦 1 55,685
伊勢崎市民病院 泌尿器科 医長 悦永　徹 2 111,370
国家公務員共済組合連合会浜の町病院 血液内科 部長 衛藤　徹也 2 178,192

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 2 222,740

独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院 血液内科 診療部長 江藤　健一郎 1 66,822
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 6 890,965
関西電力㈱関西電力病院 臨床検査部 江藤　博昭 1 22,274
国立大学法人山梨大学医学部 第一内科 教授 榎本　信幸 3 445,482
兵庫医科大学 内科学　肝・胆・膵科 准教授 榎本　平之 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 循環器内科 副部長 榎本　志保 1 55,685
社会福祉法人三井記念病院 泌尿器科 部長 榎本　裕 1 66,822
公益財団法人天理よろづ相談所病院 循環器内科 榎本　操一郎 1 11,137
国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 脳神経外科 講師 榎本　由貴子 4 267,288
東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 助教 榎本　善成 1 55,685
国民健康保険富士吉田市立病院 循環器内科 統括診療部長 江波戸　文賢 1 55,685
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 循環器内科 医長 江原　夏彦 1 55,685
㈱麻生飯塚病院 呼吸器腫瘍内科 部長 海老　規之 2 122,507
とちぎメディカルセンターしもつが 循環器内科 診療部長 海老澤　勝人 1 55,685
国立大学法人信州大学医学部附属病院 循環器内科 講師

海老澤　聡
朗

1 55,685
国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 外科系講座　産科婦人科学分野 准教授 蝦名　康彦 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会水戸済生会総合病院 腎臓内科 副院長 海老原　至 1 77,959
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 血液内科学 教授 惠美　宣彦 1 167,056
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会福岡総合病院 外科 部長 江見　泰徳 1 55,685

公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科
代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内
科学

准教授 絵本　正憲 1 111,370

梅郷診療所 循環器内科 所長 江本　浩 1 55,685
独立行政法人地域医療機能推進機構福井勝山総合病院 循環器内科 主任部長 江守　裕子 1 55,685
自治医科大学 外科学講座　呼吸器外科部門 主任教授 遠藤　俊輔 1 77,959
公立大学法人横浜市立大学医学部 消化器・腫瘍外科学 主任教授 遠藤　格 1 55,685
社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 循環器内科 副院長 遠藤　優枝 2 111,370
社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市南部病院 循環器内科 副院長 猿渡　力 2 133,644
国立大学法人島根大学医学部附属病院 循環器内科 講師 遠藤　昭博 1 55,685
国立大学法人弘前大学医学部附属病院 消化器・血液・膠原病内科 講師 遠藤　哲 3 245,014

国立大学法人北海道大学大学院医学研究院
内科系部門　内科学講座　血液内科学
教室

講師 遠藤　知之 2 155,918

地方独立行政法人市立東大阪医療センター 消化器外科 副部長 遠藤　俊治 1 55,685
一般財団法人広南会広南病院 脳血管内科 遠藤　薫 2 155,918
学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 看護科 遠藤　美沙 1 33,411
広島大学大学院医歯薬保健学研究院　応用生命科学部門 消化器・移植外科学 教授 大段　秀樹 1 111,370
日本赤十字社鹿児島赤十字病院 リウマチ科 部長 大坪　秀雄 1 77,959
国立大学法人東北大学病院 血液・免疫科 講師 大西　康 2 133,644
独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院 整形外科 統括部長 大脇　肇 3 222,740
南相馬市立総合病院 院長 及川　友好 1 55,685
公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院 泌尿器科 診科長 及川　剛宏 1 55,685
日本大学病院 整形外科 助教 及川　昇 1 55,685
学校法人北里研究所北里大学医学部 循環器内科学 助教 及川　淳 2 111,370
三重大学医学部附属病院 輸血部 部長 大石　晃嗣 1 66,822
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 教授 大石　充 1 111,370
国立大学法人熊本大学医学部附属病院 循環器内科 老松　優 1 33,411
医療法人恵修会大内整形外科医院 副院長 大内　直久 1 55,685
大内病院 院長 大内　英樹 1 33,411
学校法人中部大学中部大学生命健康科学部 臨床工学科　医療技術実習センター 助手 大海　雄介 1 89,096
医療法人財団樹徳会上ヶ原病院 血液内科 理事長 大江　与喜子 2 122,507
伊藤病院 内科 大江　秀美 1 89,096
久留米大学医学部 内科学講座　心臓・血管内科部門 講師 大江　征嗣 1 77,959
佐賀大学医学部付属病院 肝疾患センター 助教 大枝　敏 1 55,685
国立大学法人山形大学医学部附属病院 外科学第二講座 准教授 大泉　弘幸 1 77,959
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 呼吸器内科 副院長・呼吸器内科長 大江　裕一郎 1 111,370
独立行政法人国立病院機構東京医療センター 院長 大島　久二 1 111,370
学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学病院 消化器内科 教授 大竹　孝明 1 167,056
おおにし内科クリニック 内科 院長 大西　弘生 1 55,685
公立大学法人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 准教授 大野　滋 7 662,987
学校法人東京医科大学 血液内科学分野 主任教授 大屋敷　一馬 5 612,536
学校法人岩手医科大学 内科学講座　循環器内科分野 講師 大和田　真玄 4 311,836
医療法人厚生会虹が丘病院 循環器内科 岡　秀樹 1 55,685



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
社会医療法人峰和会鈴鹿回生病院 血液内科 副院長 岡　宏次 1 77,959
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 循環器科 副院長 岡　俊明 1 55,685
津山中央病院　財団 循環器内科 院長補佐 岡　岳文 1 55,685
医療法人伯鳳会はくほう会セントラル病院 循環器内科 部長 岡　克己 3 189,329
学校法人東北医科薬科大学東北医科薬科大学病院 内科学第三 助教 岡　友美子 1 55,685
特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 不整脈科 医長 岡　崇史 6 467,754
社会医療法人河北医療財団河北総合病院分院 膠原病・リウマチ科 院長 岡井　隆広 1 111,370
社会医療法人河北医療財団サテライトクリニック 膠原病・リウマチ科 院長 岡井　隆広 1 111,370
社会医療法人健生会土庫病院 循環器内科 尾垣　広幸 1 55,685
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 准教授 岡﨑　貴裕 1 55,685
東京女子医科大学 整形外科 教授・講座主任 岡崎　賢 1 111,370
学校法人岩手医科大学 脳神経外科学講座 教授 小笠原　邦昭 1 111,370
大館市立総合病院 消化器・血液・腫瘍内科 副診療局長 小笠原　仁 4 300,699
滝山病院 循環器内科 名誉院長 小笠原　芳宏 1 55,685
東京都立大塚病院 リウマチ膠原病科 医長 小笠原　孝 1 77,959
順天堂大学医学部 膠原病内科学講座 准教授 小笠原　倫大 1 111,370
学校法人東海大学東海大学医学部付属病院 臨床検査技術科 小笠原　篤 4 345,247
地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院 循環器内科 科部長 岡嶋　克則 3 233,877
医療法人社団倫生会みどり病院 心臓血管外科 心臓弁膜症センター長 岡田　行功 1 77,959
国立大学法人熊本大学エイズ学研究センター 岡田プロジェクト研究室 教授 岡田　誠治 1 111,370
独立行政法人国立病院機構九州医療センター 臨床研究センター長 岡田　靖 3 334,110
地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院 循環器内科 部長 岡田　隆 1 55,685
鳥取医療生活協同組合鳥取生協病院 循環器内科 副院長 岡田　睦博 2 111,370
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 3 389,796
国立大学法人信州大学医学部 外科学講座心臓血管部門 教授 岡田　健次 1 77,959
兵庫医科大学 血液内科 講師 岡田　昌也 2 144,781
滋賀県立成人病センター 兼　心血管センター長 循環器内科　科長 岡田　正治 1 55,685
学校法人関西医科大学 関西医科大学 産科学婦人科学 教授 岡田　英孝 1 111,370
日本赤十字社広島赤十字・原爆病院 循環器内科 部長 岡田　武規 3 211,603
独立行政法人国立病院機構福山医療センター 呼吸器内科 医長 岡田　俊明 1 66,822
草加市立病院 循環器内科 医長 岡田　寛之 3 211,603
信州大学医学部付属病院 不整脈治療学講座 講師 岡田　綾子 1 55,685
国立大学法人北海道大学病院 血液内科学分野 特任助教 岡田　耕平 1 66,822
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会吹田病院 呼吸器内科 医長 岡田　あすか 1 33,411
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 血液内科 副医長 岡田　和也 2 144,781
地方独立行政法人　岐阜県総合医療センター 内科・総合診療科 岡田　英之 1 55,685
学校法人順天堂順天堂大学医学部附属静岡病院 膠原病内科・リウマチ科 助手 岡田　隆 1 55,685
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 岡田　啓五 1 89,096
学校法人埼玉医科大学総合医療センター 岡田　悠介 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構燕労災病院 副院長 小方　則夫 1 77,959
大分大学医学部 腫瘍・血液内科 診療准教授 緒方　正男 1 55,685
気仙沼市立病院 循環器科 診療部長 尾形　和則 1 55,685
医療法人桜丘会桜ヶ丘クリニック 循環器内科 院長 緒方　憲一 1 77,959
医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 循環器内科 科長 緒方　信彦 1 55,685
西日本電信電話㈱ＮＴＴ西日本大阪病院 副院長 緒方　篤 2 189,329
地方独立行政法人徳島県鳴門病院 循環器内科 部長 尾形　竜郎 1 33,411
学校法人関西医科大学 関西医科大学附属病院 呼吸器・感染症内科 講師 尾形　誠 1 55,685
学校法人埼玉医科大学　埼玉医科大学病院 皮膚科 講師 緒方　大 2 167,055
公立学校共済組合中国中央病院 呼吸器内科 緒方　正史 1 89,096
医療法人三州会大勝病院 理事長 大勝　秀樹 1 55,685
医療法人雄心会函館新都市病院 脳神経外科 副院長 尾金　一民 1 77,959
川崎市立川崎病院 リウマチ膠原病・痛風センター 所長 岡野　裕 1 55,685
三重県厚生農業協同組合連合会鈴鹿中央総合病院 消化器内科 部長 岡野　宏 1 89,096
東京医科大学 呼吸器・甲状腺外科学分野 講師 岡野　哲也 2 133,644
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 医員 岡野　晋 2 178,192
独立行政法人国立病院機構静岡医療センター 循環器内科 部長 小鹿野　道雄 2 89,096
大阪府済生会吹田病院 名誉院長 岡上　武 6 835,278
医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院 院長 岡部　正明 1 55,685
医療法人聖麗会聖麗メモリアル病院 脳神経外科 院長 岡部　慎一 3 233,877
公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 循環器内科 部長 岡部　太一 1 55,685
一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 呼吸器外科 科長 岡部　直行 2 111,370
学校法人東海大学医学部 耳鼻咽喉科 教授 大上　研二 3 334,110
マツダ㈱マツダ病院 脳神経外科・脳血管内治療科 部長 尾上　亮 1 77,959
国立大学法人九州大学病院 産科婦人科 助教 大神　達寛 1 77,959
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 センター長 岡村　孝 1 55,685
医療法人岡村内科クリニック 院長 岡村　秀樹 1 111,370
医療法人おかむら内科クリニック 院長 岡村　誠介 1 55,685
特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 循環器内科 部長 岡村　篤徳 1 55,685
学校法人獨協学園獨協医科大学越谷病院 糖尿病内分泌・血液内科 准教授 岡村　隆光 2 133,644
地方独立行政法人加古川市民病院機構　加古川中央市民病院 腫瘍・血液内科 主任科部長 岡村　篤夫 1 89,096
公益社団法人地域医療振興協会練馬光が丘病院 心臓血管外科 部長 岡村　誉 1 55,685
宝塚市立病院 診療部長 岡本　隆弘 1 66,822
岩崎病院　医療 内科 部長 岡本　紳也 1 55,685
横浜市立市民病院 呼吸器内科・腫瘍内科 部長 岡本　浩明 1 66,822
慶應義塾大学医学部 血液内科 教授 岡本　真一郎 5 668,222
岡本内科 院長 岡本　英之 1 111,370
国立大学法人九州大学病院 呼吸器科 診療准教授 岡本　勇 3 334,110
独立行政法人国立病院機構姫路医療センター リウマチ科 医長 岡本　享 3 167,055
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 呼吸器内視鏡内科 主部長 岡本　紀雄 1 89,096
兵庫県立淡路医療センター 循環器内科 部長 岡本　浩 1 55,685
学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 整形外科 助教 岡本　純典 1 55,685
東京医科大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 講師 岡本　伊作 1 55,685
医療法人社団慈恵会新須磨病院 岡本　明子 1 33,411
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 看護師 岡本　紀代香 1 22,274
国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 骨免疫学寄付講座 特任准教授 岡本　一男 1 111,370



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
医療法人社団喜峰会東海記念病院 整形外科 副理事長 岡山　直樹 2 111,370
国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 教授 岡山　昭彦 1 111,370
愛媛県立中央病院 循環器内科 循環器病センター長 岡山　英樹 2 111,370
地方独立行政法人　大阪府立病院機構　大阪府立成人病センター 肝胆膵内科 主任部長 大川　和良 1 89,096
香川県立中央病院 循環器内科 医長 大河　啓介 4 293,877
福島赤十字病院 泌尿器科学講座 教授 小川　良雄 1 111,370
京都大学大学院医学研究科 泌尿器科学 教授 小川　修 1 111,370
ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 循環器科 診療部長 小川　裕二 1 55,685
医療法人宝生会ＰＬ病院 循環器内科 部長 小川　巌 1 55,685
浜松医科大学医学部附属病院 リウマチ内科 講師 小川　法良 1 66,822
京都大学大学院医学研究科 腫瘍生物学講座 教授 小川　誠司 1 167,056
東海大学医学部内科学系 血液腫瘍内科学 教授 小川　吉明 2 222,740
学校法人福岡大学福岡大学病院 循環器内科 准教授 小川　正浩 4 445,480
小牧市民病院 副院長 小川　恭弘 1 55,685
北海道大学大学院医学研究科 内科学講座　消化器内科学分野 助教 小川　浩司 1 89,096
日本赤十字社　高松赤十字病院 消化器内科 副部長 小川　力 1 55,685
国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 免疫・リウマチ内科 診療助教 小川　久美子 1 77,959
国家公務員共済組合連合会　浜の町病院 循環器内科 小河　清寛 1 33,411
学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター 膠原病・感染内科 医長 小川　英佑 4 300,699
公立大学法人福島県立医科大学 血液内科学講座 講師 大河原　浩 2 111,370
信州大学附属病院 第二内科 医員

小川原　秀太
郎

1 89,096
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 准教授・部長 大木　貴博 2 189,329
横浜市立みなと赤十字病院 心臓病センター長 沖重　薫 1 111,370
学校法人順天堂順天堂大学医学部附属静岡病院 循環器科 准教授 荻田　学 2 155,918
学校法人北里研究所北里大学医学部 血液内科学 診療講師 翁　祖誠 1 55,685
大阪市立大学大学院医学研究科 機能細胞形態学/肝胆膵病態内科学 翁　良徳 1 33,411
秋田県厚生農業協同組合連合会湖東厚生病院 整形外科 科長 荻野　正明 1 55,685
東京医科大学 心臓血管外科学分野 主任教授 荻野　均 2 222,740
公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター 荻野　尭 1 55,685
産業医科大学医学部 不整脈先端治療学 講師 荻ノ沢　泰司 2 155,918
国立大学法人三重大学医学部附属病院 循環器内科 助教 荻原　義人 2 155,918
市立宇和島病院 循環器内科 科長 大木元　明義 3 144,781
医療法人ハートマインドこくら台ハートクリニック 副院長 沖山　光則 1 33,411
医療法人上毛会伊勢崎福島病院 整形外科 看護師長 荻原　真弓 1 33,411
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 循環器内科 医長 於久　幸治 1 22,274
北海道大学病院 内科Ⅱ 診療講師 奥　健志 1 89,096
自治医科大学附属さいたま医療センター 看護部 奥澤　亜美 1 33,411
大櫛内科循環器科 院長 大櫛　日出郷 1 55,685
独立行政法人国立病院機構高知病院 呼吸器内科 院長 大串　文隆 3 300,699
日本赤十字社姫路赤十字病院 内科 副院長 奥新　浩晃 2 155,918
松原メイフラワー病院 整形外科 部長 奥田　康介 2 111,370
社会医療法人恵佑会札幌病院 腫瘍内科 部長 奥田　博介 1 55,685
横須賀市立市民病院 循環器内科 診療部長 奥田　純 1 55,685
医療法人永元会はしもとじんクリニック 看護師長 奥田　理恵 1 33,411
内科・リウマチ科大口クリニック 院長 大口　義人 1 55,685
国立大学法人信州大学医学部附属病院 循環器内科 助教 小口　泰尚 1 77,959
国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部 血液内科学分野 准教授 奥野　豊 2 222,740
独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 循環器内科 奥野　翔太 1 44,548
大分県立病院 血液内科 奥廣　和樹 1 33,411
一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院 循環器内科 診療部長 大久保　英明 1 55,685
学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 消化器内科 准教授 大久保　裕直 3 278,425

社会福祉法人恩賜財団済生会支部熊本県済生会熊本病院
心臓血管センター循環器内科　不整脈
先端治療部門

最高技術顧問 奥村　謙 4 697,992

富山県立中央病院 内科（血液） 部長 奥村　廣和 4 245,014
社会医療法人製鉄記念八幡病院 泌尿器科 部長 奥村　幸司 1 66,822
医療法人協仁会小松病院 循環器内科 部長 奥村　啓之 1 55,685
学校法人日本大学医学部 内科学系循環器内科学分野 准教授 奥村　恭男 4 245,014
国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 重症心不全治療センター循環器内科 病院講師 奥村　貴裕 3 233,877
国立大学法人旭川医科大学病院 呼吸器センター 助教 奥村　俊介 1 55,685
国立大学法人山形大学医学部附属病院 病棟長 奥本　和夫 2 111,370
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 循環器疾患センター 部長 奥山　裕司 17 1,893,290
国立大学法人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 病院准教授 奥山　慎 3 267,288
学校法人埼玉医科大学総合医療センター 奥山　あゆみ 1 55,685
おぐらクリニック 内科・リウマチ科 院長 小椋　庸隆 2 111,370
東邦大学医療センター大橋病院 膠原病リウマチ科 助教 小倉　剛久 1 89,096
日本赤十字社徳島赤十字病院 循環器内科 副部長 小倉　理代 1 33,411
医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 循環器内科 医長 小椋　裕司 1 33,411
国立大学法人旭川医科大学 病理学講座　免疫病理分野 講師 大栗　敬幸 2 144,781
学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 泌尿器科 医長 桶川　隆嗣 1 111,370
鹿児島市立病院 循環器内科 科長 桶谷　直也 1 55,685
国立循環器病研究センター 病理部　臨床病理科 医長 大郷　恵子 1 77,959
大越医院 院長 大越　恭二 1 33,411
市立池田病院 整形外科 副院長 大河内　敏行 1 77,959
仙台厚生病院　財団 心臓血管センター　循環器内科 医長 筬井　宣任 1 77,959
おさか循環器クリニック 循環器内科 院長 小坂　利幸 2 155,918
医療法人社団新進会おさか脳神経外科病院 院長 苧坂　直博 2 111,370
医療法人社団小坂田医院 院長 小坂田　宗倫 1 55,685
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 66,822
国立大学法人旭川医科大学病院 副病院長 兼 呼吸器センター 教授 大崎　能伸 1 111,370
医療法人社団おおさき内科 院長 大崎　博史 1 55,685
学校法人久留米大学久留米大学病院 血液・腫瘍内科 助教 大﨑　浩一 2 133,644
独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 薬剤部 薬務主任 尾﨑　誠一 1 33,411
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 循環器内科 講座教授 尾崎　行男 2 278,426
徳島県立中央病院 血液内科 医療局次長 尾崎　修治 2 100,000
東邦大学医療センター大橋病院 心臓血管外科 教授 尾﨑　重之 1 167,056



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
学校法人関西医科大学 関西医科大学附属病院 リウマチ・膠原病科 科長 尾﨑　吉郎 4 300,699
独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター 診療長 尾﨑　良智 1 44,548
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床腫瘍科 尾崎　由記範 1 55,685
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科 副医長 尾﨑　正知 1 55,685
徳島市民病院 泌尿器科 医長 尾﨑　啓介 1 55,685
愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 循環器センター 尾崎　祐太 1 22,274
公益社団法人鹿児島市医師会病院 外科 診療部長 大迫　政彦 1 66,822
札幌医科大学医学部 整形外科学講座 助教 小笹　泰宏 1 55,685
国立大学法人京都大学大学院医学研究科 循環器内科学 助教 小笹　寧子 1 77,959
京都大学医学部附属病院 呼吸器内科学 助教 小笹　裕晃 1 89,096
医療法人長田内科循環器科医院 循環器内科 院長 長田　和裕 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 不整脈科 医師 長田　淳 1 77,959
特定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 主任部長 大里　和雄 1 77,959
公立陶生病院 循環器内科 部長 長内　宏之 7 545,713
社会福祉法人仁生社江戸川病院 腫瘍血液内科 部長 大澤　浩 1 55,685
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 薬剤部 課長補佐 大澤　雄一郎 1 33,411
学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 専任講師 小澤　宏之 1 55,685
岐阜市民病院 循環器内科 部長 小塩　信介 1 55,685
愛媛県立今治病院 循環器内科 部長 大下　晃 1 55,685
医療法人大島整形外科 整形外科 院長 大島　正義 1 55,685
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 免疫異常疾患研究室 室長 大島　至郎 3 222,740
学校法人久留米大学医学部 病理学教室 教授 大島　孝一 2 278,426
国立大学法人群馬大学大学院医学系研究科 救急医学 教授 大嶋　清宏 1 55,685
公立大学法人横浜市立大学医学部 外科治療学 准教授 大島　貴 1 77,959
医療法人おもと会大浜第一病院 循環器内科 病院長 大城　康一 4 289,562
独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター 脳神経外科 部長 大城　真也 1 22,274
医療法人沖縄徳洲会中部徳洲会病院 循環器内科・不整脈センター長 部長 大城　力 1 55,685
社会医療法人孝仁会　北海道大野記念病院 循環器内科 大城　和恵 1 77,959
日本赤十字社京都第一赤十字病院 血液内科 医長 大城　宗生 2 111,370
防衛医科大学校病院 呼吸器外科 臨床教育教授 尾關　雄一 1 20,000
JA北海道厚生連札幌厚生病院 消化器内科（肝臓内科） 主任部長 小関　至 5 378,658
愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 血液・腫瘍内科 部長 尾関　和貴 1 89,096
国立大学法人大分大学医学部附属病院 呼吸器・乳腺外科 講師 小副川　敦 1 55,685
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 呼吸器外科 院長 太田　三徳 1 55,685
医療法人新生会総合病院高の原中央病院 関西ハートセンター センター長 太田　剛弘 1 55,685
医療法人辰星会枡記念病院 脳神経外科 院長 太田　守 1 55,685
青森県立中央病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 部長 太田　修司 1 66,822
大阪府済生会中津病院 血液内科 部長 太田　健介 7 601,398
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 3 233,877
松江市立病院 循環器内科 科長 太田　哲郎 1 55,685
医療法人社団親樹会恵泉クリニック 顧問 太田　祥一 1 55,685
一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院 循環器内科 部長 太田　総一郎 1 77,959
三重県厚生農業協同組合連合会　鈴鹿中央総合病院 循環器内科 医長 太田　覚史 1 77,959
学校法人帝京大学帝京大学医学部 腫瘍内科 助教 太田　修二 1 77,959
新潟県立がんセンター新潟病院 頭頸部外科 太田　久幸 1 33,411
地方独立行政法人下関市立市民病院 内科・膠原病内科 医長 大田　俊一郎 1 66,822
国立大学法人九州大学病院 呼吸器科 臨床助教 大田　恵一 1 44,548
国立大学法人弘前大学医学部附属病院 消化器血液膠原病内科 太田　真二 2 89,096
独立行政法人国立病院機構弘前病院 看護部 副看護師長 太田　宰子 1 22,274
国立大学法人岡山大学病院 リハビリテーション部 岡山県理学療法士会 太田　晴之 1 33,411
新潟市民病院 循環器内科 副院長 小田　弘隆 1 55,685
白山石川医療企業団公立松任石川中央病院 循環器内科 部長 織田　裕之 1 77,959
島根県立中央病院 循環器科 部長 小田　強 1 55,685
京都府立医科大学大学院医学研究科 運動器機能再生外科学 講師 小田　良 1 89,096
医療法人日和会おだかクリニック 院長 小鷹　日出夫 1 55,685
公立大学法人横浜市立大学附属病院 泌尿器科 小高　久和 1 55,685
九州大学大学院医学研究院 応用病態修復内科学講座 准教授 小田代　敬太 1 111,370
茨城県立中央病院 泌尿器科 副院長 大谷　幹伸 1 55,685
公立岩瀬病院 内科 副院長 大谷　弘 1 55,685
市立岸和田市民病院 整形外科 部長 大谷　和裕 2 111,370
日本赤十字社徳島赤十字病院 第一循環器内科 部長 大谷　龍治 2 111,370
公立大学法人福島県立医科大学 医療人育成・支援センター センター長 大谷　晃司 1 167,056
学校法人北里研究所北里大学医学部 呼吸器内科学 診療講師 大谷　咲子 1 55,685
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 院長 大津　敦 1 111,370
独立行政法人国立病院機構都城医療センター 薬剤部 大津　貴寛 1 11,137
国立大学法人神戸大学医学部附属病院 総合内科 助教 乙井　一典 10 712,768
大分県立病院 血液内科 部長 大塚　英一 2 144,781
独立行政法人国立病院機構福山医療センター 胃腸・内視鏡外科医長 医長 大塚　眞哉 1 22,274
公立大学法人福島県立医科大学附属病院 皮膚科学講座 准教授 大塚　幹夫 2 155,918
東京都立多摩総合医療センター 心臓血管外科 部長 大塚　俊哉 1 77,959
ＪＡ秋田県厚生農業協同組合連合会雄勝中央病院 脳神経外科 部長 大塚　聡郎 1 55,685
公益財団法人　心臓血管研究所 循環器内科 不整脈担当部長 大塚　崇之 1 77,959
医療法人上毛会 伊勢崎福島病院 大塚　恵子 1 55,685
静岡県立静岡がんセンター 皮膚科 医長 大塚　正樹 1 77,959

京都大学医学部附属病院
外胚葉性疾患創薬医学講座（皮膚科
兼任）

准教授 大塚　篤司 2 189,329

医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 循環器内科 医長 大塚　龍彦 1 55,685
立川相互病院 循環器内科 科長・内科部長 大塚　信一郎 1 55,685
医療法人亀岡病院 理事長 大槻　克一 1 55,685
大辻整形外科 整形外科 院長 大辻　孝昭 1 55,685
国立大学法人金沢大学附属病院 がんセンター 講師 大坪　公士郎 1 55,685
公立大学法人名古屋市立大学大学院医学研究科 心臓･腎高血圧内科学 教授 大手　信之 3 334,110
青梅市立総合病院 循環器内科 副院長 大友　建一郎 2 167,055
慶應義塾大学 医学部 リウマチ・膠原病内科 講師 大友　耕太郎 1 55,685
国立大学法人千葉大学大学院医学研究院 整形外科学 教授 大鳥　精司 1 111,370



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
昭和大学医学部内科学講座 神経内科学部門 助教 大中　洋平 1 55,685
医療法人社団清仁会宇多津病院 副院長 大西　郁子 2 133,644
独立行政法人　国立病院機構　東近江総合医療センター 循環器内科 部長 大西　正人 1 55,685
大西内科ハートクリニック 循環器内科 院長 大西　勝也 1 77,959
日本赤十字社高松赤十字病院 副院長 大西　宏明 1 77,959
兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科 医長 大西　哲存 1 55,685
岩手医科大学医学部 皮膚科学講座 特任講師 大西　正純 1 77,959
日本赤十字社大津赤十字病院 循環器科 大西　尚昭 1 55,685
医療法人社団善仁会小山記念病院 循環器内科 大西　克実 1 55,685
東海大学医学部内科学系 血液腫瘍内科学 准教授 鬼塚　真仁 4 412,069
社会医療法人明和会中通リハビリテーション病院 院長 小貫　渉 1 55,685
医療法人平善会大野クリニック 院長 大野　修嗣 1 111,370
山口県済生会山口総合病院 副院長 小野　史朗 1 77,959
日本赤十字社大津赤十字病院 血液免疫内科 副院長 大野　辰治 1 77,959
長野県厚生農業協同組合連合会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 部長 小野　靜一 1 89,096
おおの整形外科．リウマチ科 整形外科・リウマチ科 院長 大野　博史 1 111,370
一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 循環器科 科長 小野　正博 2 133,644
医療法人青仁会池田病院 血液内科 副院長 大納　伸人 2 133,644
医療法人貴和会大野内科医院 院長 大野　修一 1 111,370
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 血液・腫瘍内科 部長 大野　稔人 1 44,548
青梅市立総合病院 循環器内科 部長 小野　裕一 1 33,411
国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 血液内科 病院講師 小野　孝明 1 66,822
昭和大学医学部内科学講座 神経内科学部門 主任教授 小野　賢二郎 1 111,370
日本赤十字社北見赤十字病院 循環器内科 部長 小野　太祐 1 55,685
久留米大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 講師 小野　剛治 1 55,685
国立大学法人山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学 診療助教 大野　誠 3 189,329
医療法人王子総合病院 血液腫瘍内科 主任科長 小野　薫 1 55,685
一般財団法人富士脳障害研究所附属病院 脳神経外科 部長 小野　秀明 2 133,644
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

血液内科 副医長 小野　祐一郎 1 55,685

尾上内科・循環器内科医院 院長 尾上　豪 1 55,685
兵庫県立がんセンター 腫瘍内科 医長 尾上　琢磨 1 89,096
社会医療法人抱生会 丸の内病院 リウマチ膠原病センター リウマチケア看護師 小野澤　恵 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会支部香川県済生会病院 循環器内科 部長 斧田　尚樹 1 55,685
地方独立行政法人静岡市立静岡病院 循環器内科 副病院長 小野寺　知哉 1 55,685
一般財団法人筑波麓仁会筑波学園病院 リウマチ科 部長 尾登　誠 3 278,425
医療法人青藍会大場内科クリニック 院長 大塲　正二 1 111,370
西志津おおば内科 内科・循環器内科 院長 大場　崇芳 1 55,685
国立大学法人長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 泌尿器科学 講師 大庭　康司郎 1 55,685
社会医療法人友愛会豊見城中央病院 循環器内科 医長 大庭　景介 2 111,370
がん・感染症センター都立駒込病院 血液内科 部長 大橋　一輝 3 233,877
国立がん研究センター中央病院 総合内科 科長 大橋　健 1 55,685
日本赤十字社広島赤十字・原爆病院 循環器内科 副部長 大橋　紀彦 1 55,685
トータス往診クリニック 血液内科 院長 大橋　晃太 1 111,370
医療法人社団松慶会　赤坂一ツ木通りクリニック 循環器科 大橋　成孝 1 77,959
日本赤十字社静岡赤十字病院 検査部 技師長 大畑　雅彦 2 144,781
光中央診療所 院長 小幡　純一 3 222,740
独立行政法人国立病院機構　帯広病院 循環器科 副院長 尾畑　弘美 1 44,548
奈良県立医科大学 病理診断学講座 教授 大林　千穂 1 167,056
赤坂虎の門クリニック 皮膚科 大原　國章 1 167,056
京都府立医科大学大学院医学研究科 神経内科学 講師 尾原　知行 2 133,644
社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院 循環器内科 部長 大原　美奈子 1 55,685
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 神経内科 医長 尾原　信行 1 55,685
南和広域医療企業団南奈良総合医療センター 神経内科 小原　啓弥 1 22,274
慶應義塾大学 外科 准教授 尾原　秀明 1 111,370
筑波大学 医学医療系　血液内科 准教授 小原　直 1 77,959
岩手医科大学 泌尿器科学講座 教授 小原　航 3 445,482
公立大学法人福島県立医科大学 消化器内科学講座 教授 大平　弘正 2 222,740
社会福祉法人恩賜財団済生会水戸済生会総合病院 循環器内科 診療部長 大平　晃司 2 111,370
医療法人新輝会循環器科・内科大平医院 循環器・内科 院長 大平　和輝 1 55,685
公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター 循環器内科 部長

小船井　光太
郎

1 77,959
地方独立行政法人山梨県立病院機構 理事長 小俣　政男 1 167,056
京都大学大学院医学研究科 内科学講座 臨床免疫学 准教授 大村　浩一郎 4 345,247
社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院 救急部 科長 大村　昌人 1 33,411
一般社団法人朝倉医師会　朝倉医師会病院 循環器内科 医長 大村　治也 1 55,685
学校法人東日本学園北海道医療大学歯学部 内科学講座 講師 大村　一将 1 89,096
大本医院 院長 大本　一夫 1 33,411
山形県立中央病院 輸血部 部長 大本　英次郎 2 178,192
大館市立扇田病院 総合診療科 院長 大本　直樹 1 55,685
国立大学法人京都大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 教授 大森　孝一 1 111,370
自治医科大学附属病院 生化学講座　病態生化学部門 准教授 大森　司 1 55,685
医療法人王子総合病院 血液腫瘍内科 研修医 大森　銀治 1 55,685
国立大学法人琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学講座 教授 大屋　祐輔 1 111,370
学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部 泌尿器科学教室 教授 大家　基嗣 9 1,225,074
愛知県がんセンター中央病院 呼吸器内科部 大矢　由子 1 60,000
静岡県立静岡がんセンター 循環器内科 副医長 親川　拓也 1 11,137
岩手医科大学 内科学講座　血液腫瘍内科分野 講師 小宅　達郎 1 66,822
市立輪島病院 循環器内科 診療部長 尾山　光一 1 55,685
弘前大学大学院医学研究科 泌尿器科学講座 教授 大山　力 2 222,740
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学国際医療センター 泌尿器腫瘍科 教授 小山　政史 2 222,740
気仙沼市立病院 泌尿器科 科長 折笠　一彦 1 55,685
横浜市立大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 主任教授 折舘　伸彦 2 222,740
社会福祉法人恩賜財団済生会支部香川県済生会病院 消化器内科 副院長 尾立　磨琴 1 33,411
国立大学法人九州大学病院別府病院 免疫・血液・代謝内科 押領司　大助 1 55,685
独立行政法人国立病院機構南九州病院 呼吸器科 大脇　一人 1 14,849



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
福島赤十字病院 循環器センター長兼第一循環器内科 部長 大和田　尊之 2 133,644
福島県立医科大学　医学部 呼吸器外科学講座 助手 大和田　有紀 1 55,685
独立行政法人国立病院機構沖縄病院 副院長 大湾　勤子 1 44,548
埼玉県立がんセンター 呼吸器内科 医長 恩田　直美 1 55,685
日本赤十字社高槻赤十字病院 血液・腫瘍内科 　 恩田　佳幸 1 44,548
久留米大学医療センター 循環器内科 副院長　教授 甲斐　久史 1 111,370
公益財団法人仁泉会北福島医療センター 血液疾患センター センター長 甲斐　龍幸 1 55,685
独立行政法人国立病院機構別府医療センター 皮膚科 部長 甲斐　宜貴 1 44,548
大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学 甲斐　優吾 2 122,507
日本赤十字社鹿児島赤十字病院 リウマチ科 海江田　智絵 1 66,822
一般財団法人大原記念財団大原綜合病院 副院長 海瀬　俊治 1 77,959
日本赤十字社大津赤十字病院 第一循環器科 部長 貝谷　和昭 3 189,329
国立大学法人群馬大学大学院医学系研究科 がん治療臨床開発学講座 教授 解良　恭一 2 167,055
山梨大学大学院総合研究部 外科学講座第二教室 講師 加賀　重亜喜 1 55,685
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

加々美　新
郎

1 89,096
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 17 2,784,266
社会医療法人北楡会札幌北楡病院 消化器内科 院長 香川　惠造 1 111,370
独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 脳神経外科 部長 加川　隆登 1 44,548
坂出市立病院 薬局長 香川　雅俊 1 33,411
医療法人沖縄徳洲会榛原総合病院 心臓血管外科 部長 垣　伸明 1 77,959
国立大学法人　神戸大学大学院医学研究科 内科学講座　腫瘍・血液内科学分野 垣内　誠司 1 89,096
岩手医科大学 内科学講座　消化器内科肝臓分野 助教 柿坂　啓介 2 155,918
国立大学法人群馬大学医学部附属病院 消化器・肝臓内科 診療准教授 柿崎　暁 2 133,644
日本赤十字社諏訪赤十字病院 脳神経外科 部長 柿澤　幸成 1 33,411
独立行政法人労働者健康安全機構新潟労災病院 副院長 柿沼　健一 1 55,685
医療法人豊友会仙台青葉皮ふ科 院長 柿沼　誉 1 89,096
社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院 院長 柿木　滋夫 1 55,685
市立旭川病院 血液内科 診療部長 柿木　康孝 2 133,644
国立大学法人東京大学医学部附属病院 免疫細胞治療学講座 特任教授 垣見　和宏 2 334,112
社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 循環器内科 部長 垣本　斉 1 55,685
富山赤十字病院 循環器内科 部長 賀来　文治 1 55,685
国立大学法人東京大学医学部附属病院 呼吸器内科 特任講師 鹿毛　秀宣 1 55,685
神戸大学大学院医学研究科 外科学講座　食道胃腸外科学分野 教授 掛地　吉弘 1 111,370
徳島県立海部病院 脳神経外科 医療局次長 影治　照喜 1 40,000
国立大学法人香川大学医学部 泌尿器科学 教授 筧　善行 1 111,370
公益財団法人天理よろづ相談所病院 耳鼻咽喉科 鹿子島　大貴 1 55,685
日本赤十字社伊勢赤十字病院 循環器内科 部長 笠井　篤信 2 133,644
地方独立行政法人栃木県立がんセンター 呼吸器内科 副科長 笠井　尚 1 55,685
一般財団法人自警会東京警察病院 循環器科 部長 笠尾　昌史 2 111,370

国立大学法人金沢大学
医薬保健研究域医学系 血液・呼吸器
内科

准教授 笠原　寿郎 3 334,110

ＮＴＴ東日本札幌病院 リウマチ膠原病内科 部長 笠原　英樹 1 89,096
岐阜市民病院 血液内科 部長 笠原　千嗣 1 66,822
近江八幡市立総合医療センター リハビリテーション科　兼　整形外科 部長 笠原　俊幸 1 55,685
国立大学法人群馬大学医学部附属病院 循環器内科 部内講師 笠間　周 1 55,685
社会医療法人至仁会圏央所沢病院 看護部 SCU師長 風間　友博 1 55,685
医療法人藤井会石切生喜病院 循環器内科 副院長 笠行　典章 1 55,685
公立大学法人奈良県立医科大学 内科学第三講座 助教 鍛治　孝祐 2 122,507
国立大学法人富山大学大学院医学薬学教育部 臨床腫瘍学講座 教授 菓子井　達彦 1 111,370
富山大学大学院医学薬学研究部 臨床腫瘍学講座 助教 梶浦　新也 1 55,685
独立行政法人国立病院機構福山医療センター 循環器内科 臨床研究部長 梶川　隆 1 44,548
公益財団法人唐澤記念会大阪脳神経外科病院 脳神経外科 部長 梶川　隆一郎 1 55,685
公立陶生病院 血液・腫瘍内科 主任部長 梶口　智弘 1 66,822
阿伎留病院企業団公立阿伎留医療センター 循環器内科 副院長 樫田　光夫 1 55,685
金沢医科大学 循環器内科学 教授 梶波　康二 1 111,370
一般財団法人操風会岡山旭東病院 神経内科 部長 柏原　健一 1 55,685
社会医療法人財団池友会福岡和白病院 脳神経外科 梶原　真仁 1 33,411
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 血液内科 梶邑　泰子 1 55,685
尼崎医療生活協同組合尼崎医療生協病院 整形外科 医長 柏木　聡 1 89,096
日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 臨床検査部 柏瀬　美佐子 1 66,822
国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 循環器科 梶原　正貴 1 77,959
南平台メディカルクリニック 院長 春日　哲也 1 77,959
医療法人博光会御幸病院 LTAC心不全センター 病院長 兼 センター長 西上　和宏 4 289,562
済生会熊本病院 診療技術教育部長 西上　和宏 2 155,918
国立大学法人北海道大学病院 脳神経外科 講師 数又　研 1 55,685
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 循環器内科 部長 加田　賢治 1 33,411
愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 循環器内科 部長 片岡　浩樹 1 55,685
国立大学法人京都大学医学部 腫瘍生物学 特定助教 片岡　圭亮 1 111,370
新潟県立中央病院 泌尿器内科 部長 片桐　明善 1 66,822
学校法人順天堂順天堂大学医学部附属静岡病院 膠原病内科・リウマチ科・アレルギー科 准教授 片桐　彰 3 300,699
医療法人社団高邦会高木病院 循環器内科 片桐　敏雄 1 44,548
学校法人東京医科大学東京医科大学八王子医療センター 消化器外科・移植外科 講師 片栁　創 1 89,096
国立大学法人三重大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 教授 片山　直之 2 222,740
医療法人社団片山整形外科リウマチ科クリニック 院長 片山　耕 6 445,247
西脇市立西脇病院 脳神経外科 部長 片山　重則 2 133,644
日本赤十字社大阪赤十字病院 リウマチ･膠原病内科 部長 片山　昌紀 2 122,507
日本赤十字社福岡赤十字病院 循環器内科 甲木　雅人 1 33,411
医療法人社団甲友会西宮協立リハビリテーション病院 リハビリテーション科 副部長 勝谷　将史 2 111,370
香川県立中央病院 脳神経外科 部長 勝間田　篤 1 77,959
北海道公立大学法人 札幌医科大学 腫瘍内科学講座 教授 加藤　淳二 1 111,370
函館脳神経セントラルクリニック 脳神経外科 院長 加藤　功 1 55,685
加藤医院 院長 加藤　一晴 1 77,959
茨城県民生活協同組合友愛記念病院 消化器外科 病院長 加藤　奨一 1 55,685
国立大学法人九州大学大学院医学研究院 生殖病態生理学分野 教授 加藤　聖子 1 111,370
学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学病院 神経内科 教授 加藤　宏之 1 111,370



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
独立行政法人国立病院機構長良医療センター 呼吸器内科 統括診療部長 加藤　達雄 2 133,644
医療法人厚生会福井厚生病院 循環器科 副院長 加藤　浩司 1 55,685
医療法人財団明理会新松戸中央総合病院 循環器内科 部長 加藤　丈二 1 55,685
社会医療法人至仁会圏央所沢病院 脳神経外科 脳卒中センター長 加藤　裕 1 55,685
医療法人秋田病院 理事長 加藤　知里 1 66,822
独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター 肝臓病センター センター長 加藤　彰 1 66,822
学校法人東京医科大学東京医科大学八王子医療センター 皮膚科 准教授 加藤　雪彦 1 111,370
一部事務組合下北医療センターむつ総合病院 循環器内科 部長 加藤　武 2 133,644
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 耳鼻咽喉科学 准教授 加藤　久幸 1 77,959
大阪大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学 助教 加藤　恒 1 55,685
医療法人社団仙石病院 脳神経外科 副院長 加藤　秀明 1 55,685
国立大学法人山形大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 副部長 加藤　裕一 2 144,781
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 消化器内科 医長 加藤　健 1 77,959
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 呼吸器内科 医長 加藤　晃史 3 334,110
一般社団法人日本海員掖済会名古屋掖済会病院 循環器内科 部長 加藤　俊昭 1 55,685
社会医療法人財団大和会　東大和病院 心臓血管センター センター長 加藤　隆一 1 77,959
医療法人財団明理会新松戸中央総合病院 部長 加藤　慶三 1 55,685
金沢大学大学院先進予防医学研究科 システム代謝学講座 特任准教授 加藤　武史 3 233,877
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中内科 准教授 加藤　裕司 1 33,411
国立大学法人北海道大学病院 内科Ⅱ 助教 加藤　将 2 122,507
三重ハートセンター　医療 循環器内科 医長 加藤　真史 1 22,274
学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 腫瘍内科 加藤　了資 1 33,411
京都大学ウイルス・再生医科学研究所 分子遺伝学研究分野 准教授 加藤　博己 1 111,370
千葉大学大学院医学研究院 消化器内科学 教授 加藤　直也 5 723,908
国立大学法人東京大学医科学研究所 准教授 加藤　直也 1 111,370
医療法人藤幸会かとう整形外科 院長 加藤　武史 2 129,600
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科 主任部長 門田　一繁 4 300,699
独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 整形外科 第三整形外科部長 門田　弘明 3 171,370
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 香取　美津治 1 44,548
国立大学法人香川大学医学部 血液・免疫・呼吸器内科学 教授 門脇　則光 3 389,796
慶應義塾大学医学部 内科学（消化器） 教授 金井　隆典 1 111,370
京都医療センター　独法 呼吸器科 金井　修 1 55,685
国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学 教授 金倉　譲 2 222,740
医療法人社団曙会流山中央病院 脳神経外科 部長 金澤　隆三郎 1 77,959
国立大学法人熊本大学医学部附属病院 不整脈先端医療寄附講座 特任助教 金澤　尚徳 2 155,918
社会医療法人近森会近森病院 循環器内科 部長 要　致嘉 1 77,959
医療法人社団金谷医院 院長 金谷　雄生 1 33,411
医療法人王子総合病院 血液腫瘍内科 主任科長 蟹澤　祐司 1 55,685
国立大学法人群馬大学大学院医学系研究科 内科学講座 准教授 金古　善明 4 445,480
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野 准教授 金子　賢一 1 55,685
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 膠原病科 科長 金子　礼志 1 66,822
一般社団法人愛生会愛生会山科病院 副院長 兼子　裕人 1 77,959
独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 整形外科リウマチ科 医長 金子　敦史 3 133,644
医療法人医伸会かねこ内科リウマチ科クリニック 理事長 金子　元英 6 478,891
JA愛知厚生連　豊田厚生病院 循環器内科 循環器センター長 金子　鎮二 4 378,658
学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部 リウマチ内科 講師 金子　祐子 6 478,891
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 金子　佳代子 1 55,685
本荘リウマチクリニック 看護師長 金子　真弓 2 111,370
国立大学法人金沢大学附属病院 消化器内科 教授 金子　周一 2 324,000
医療法人恒生堂永田整形外科病院 整形外科 院長 金﨑　克也 3 334,110
ＮＴＴ東日本関東病院 消化器内科 医師 金崎　峰雄 1 55,685
公立大学法人福島県立医科大学 不整脈病態制御医学講座 准教授 金城　貴士 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 整形外科 金城　聖一 2 111,370
学校法人北里研究所北里大学北里研究所病院 外科 医長 金田　宗久 1 77,959
市立岸和田市民病院 腫瘍内科 部長 金田　裕靖 9 779,590
岐阜市民病院 血液内科 金田　裕人 1 55,685
日本赤十字社松山赤十字病院 呼吸器内科 部長 兼松　貴則 3 167,055
中濃厚生病院 血液内科 部長 兼村　信宏 1 66,822
藤枝市立総合病院 リウマチ科 科長 金本　素子 2 111,370
独立行政法人国立病院機構福山医療センター 肝臓内科 診療部長 金吉　俊彦 1 44,548
医療法人社団みずきが丘クリニック 院長 鹿野　純生 1 55,685
国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院 リウマチ・膠原病科 診療科長 狩野　俊和 3 150,000
鏑木医院 内科・循環器内科 副院長 鏑木　敏志 1 55,685
茨城県立中央病院 副院長 鏑木　孝之 1 77,959
国家公務員共済組合連合会大手前病院 血液内科 部長 釜江　剛 1 55,685
医療法人社団まほし会真星病院 名誉院長 鎌倉　史郎 1 55,685
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 整形外科 鎌田　敬子 1 33,411
医療法人社団鎌田整形外科医院 整形外科 院長 鎌田　雄一郎 3 278,425
鹿児島市立病院 鎌田　勇平 1 33,411
日本赤十字社　唐津赤十字病院 内科 蒲池　和晴 1 89,096
旭川医科大学病院 がん相談支援センター

がん相談専門員看護
師

鎌仲　知美 1 33,411
トヨタ自動車㈱トヨタ記念病院 循環器科 医長 上久保　陽介 1 77,959
学校法人獨協学園獨協医科大学 心臓・血管内科 講師 上嶋　亨 2 89,096
市立福知山市民病院 内科 医長 上辻　由里 1 89,096
加賀市医療センター 内科 副診療部長 上出　真一 1 55,685
社会医療法人春回会井上病院 脳神経外科 部長

上之郷　眞木
雄

1 77,959
原三信病院 血液内科 部長 上村　智彦 1 89,096
神谷内科整形外科 神谷　守雄 1 55,685
日本赤十字社名古屋第一赤十字病院 第一循環器内科 部長 神谷　春雄 1 55,685
神谷医院 院長 神谷　達司 2 111,370
医療法人澄心会岐阜ハートセンター 循環器内科 部長 神谷　宏樹 1 55,685
学校法人昭和大学昭和大学江東豊洲病院 脳血管センター　脳神経内科 准教授 神谷　雄己 2 222,740

医療法人社団片山整形外科リウマチ科クリニック
日本リウマチ財団登録リウマチケア看
護師

紙谷　清美 2 78,685

医療法人アミカル神山クリニック 院長 神山　宏 1 33,411



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）

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 21 2,216,263

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 膠原病内科 医師 亀井　優衣子 1 55,685
国立大学法人秋田大学医学部附属病院 血液内科 准教授 亀岡　吉弘 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会支部広島県済生会済生会広島病院 外科 副院長 亀田　彰 2 155,918

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 7 779,590

地方独立行政法人新小山市民病院 神経内科 副部長 亀田　知明 2 133,644
柏市立柏病院 神経内科 副院長 亀谷　寛 1 55,685
医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合病院 副院長 亀谷　良介 1 33,411
公益財団法人　東京都保健医療公社　多摩北部医療センター 循環器内科 医長 亀山　欽一 1 77,959
日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 内科 副部長 亀山　洋樹 1 55,685
公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 皮膚科 准教授 加茂　理英 2 189,329
株式会社日立製作所日立総合病院 消化器内科 主任医長 鴨志田　敏郎 2 122,507
医療法人整友会豊橋整形外科向山クリニック 整形外科 院長 嘉森　雅俊 1 77,959
地方独立行政法人りんくう総合医療センター 血液内科 部長 烏野　隆博 1 66,822
学校法人自治医科大学自治医科大学 内科学講座循環器内科学部門 主任教授 苅尾　七臣 1 111,370
ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院 院長 狩野　吉康 8 1,225,076
岡山市立市民病院 消化器内科 主任部長 狩山　和也 1 66,822
市立砺波総合病院 内科 副院長 河合　博志 1 111,370
兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科 副院長 川合　宏哉 2 133,644
社会医療法人近森会近森病院 循環器内科 副院長　主任部長 川井　和哉 3 189,329
社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山済生会総合病院 診療部長 呼吸器内科 川井　治之 2 111,370
兵庫医科大学 冠疾患内科 助教 河合　健志 1 55,685
国立大学法人九州大学病院 循環器内科 医員 河合　俊輔 1 33,411
学校法人東海大学東海大学医学部付属病院 血液腫瘍内科 助教 川井　英嗣 1 89,096
東京都立多摩総合医療センター 呼吸器腫瘍内科 川合　祥子 1 22,274
香川県立中央病院 脳神経外科 主部長 河内　正光 2 111,370
公益社団法人鹿児島共済会 南風病院 整形外科・小児整形外科 副院長兼主任部長 川内　義久 1 55,685
国立大学法人滋賀医科大学 泌尿器科学 教授 河内　明宏 1 111,370
慶應義塾大学医学部 先端医科学研究所 細胞情報研究部門 教授 河上　裕 3 445,482
三重県厚生農業協同組合連合会鈴鹿中央総合病院 血液・腫瘍内科 副院長 川上　恵基 1 77,959
香川県立中央病院 血液・腫瘍内科 診療科長 川上　公宏 1 70,000
公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 血液・化学療法内科 部長 川上　学 1 55,685
広島大学病院 総合医療研究推進センター 准教授 川上　由育 1 111,370
九州労災病院門司メディカルセンター 循環器内科 主部長 川上　和伸 1 55,685
医療法人清祥会川上内科 院長 川上　勝之 2 89,096
社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山済生会総合病院 薬剤科長 川上　恭弘 1 33,411
学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 病理診断科 川上　りか 1 44,548
青森県立中央病院 泌尿器科 部長 川口　俊明 1 66,822
公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 呼吸器内科学 准教授 川口　知哉 2 133,644
国立大学法人山形大学医学部附属病院 皮膚科 准教授 川口　雅一 1 77,959
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 肝胆膵内科 部長 河口　康典 1 55,685
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 循環器科 医長 川口　由高 1 55,685
日本赤十字社諏訪赤十字病院 循環器科 部長 川口　政徳 1 77,959
日本赤十字社福岡赤十字病院 呼吸器内科 部長 河口　知允 1 66,822
医療法人社団清仁会宇多津病院 看護師長 川口　由美 1 33,411
独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院 名誉院長 川﨑　寛中 1 22,274
社会医療法人天神会新古賀病院 循環器内科 センター長・副院長 川﨑　友裕 1 55,685
医療法人社団愛友会千葉愛友会記念病院 脳神経外科 部長 川崎　剛 1 55,685
社会医療法人明生会網走脳神経外科・リハビリテーション病院 副院長 川崎　和凡 1 55,685
自治医科大学 内科学講座 血液学部門 大学院 川崎　泰史 1 89,096
草加市立病院 膠原病内科 医師 川﨑　達也 1 55,685
日本赤十字社京都第一赤十字病院 血液内科 川路　悠加 1 55,685
社会医療法人壮幸会行田総合病院 循環器内科 理事長 川嶋　賢司 1 55,685
日本赤十字社成田赤十字病院 リウマチ・アレルギー内科 副部長 川島　広稔 1 55,685
医療法人徳洲会松原徳洲会病院 循環器内科 部長 川尻　健司 2 111,370
一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院 脳神経外科 部長 川添　琢磨 1 55,685
かわぞえ内科クリニック 院長 川添　聖治 1 66,822
大阪市立大学　大学院医学研究科 肝胆膵病態内科学 教授 河田　則文 1 111,370
一般財団法人操風会岡山旭東病院 神経内科 主任医長 河田　幸波 1 33,411
慶應義塾大学病院 呼吸器内科 専任講師 川田　一郎 1 66,822
岡山大学病院 循環器内科 川田　哲史 1 77,959
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 血液内科 医員 西田　彩 1 89,096
えびの市立病院 院長 河内　謙介 1 55,685
かわぐち湖ファミリークリニック 院長 河内　恵介 1 33,411
社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 健康増進センター 医長 永尾　奈津美 1 55,685
かわなみふじたクリニック 循環器内科 院長 河南　昌樹 1 55,685
社会医療法人社団順江会　江東病院 膠原病リウマチ内科 部長 河西　利昭 1 55,685
医療法人清幸会三原城町病院 血液内科 部長 川野　宏則 1 55,685
社会医療法人同心会古賀総合病院 内科 医長 河野　浩 1 55,685
京都中部総合医療センター 総合内科・呼吸器内科 部長 河野　秀彦 1 66,822
茨城県厚生農業協同組合連合会ＪＡとりで総合医療センター 脳神経外科 部長 河野　能久 1 55,685
熊本大学医学部附属病院 血液内科 河野　和 1 33,411
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 川畑　仁人 9 1,002,330
独立行政法人国立病院機構沖縄病院 院長 川畑　勉 1 111,370
学校法人金沢医科大学 血液免疫内科学 特任教授 川端　浩 2 222,741
ＪＡ秋田県厚生農業協同組合連合会秋田厚生医療センター 血液内科 診療部長 川端　良成 1 66,822
川原内科 循環器内科 院長 川原　康洋 1 55,685
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 川人　豊 13 1,414,399
日本赤十字社埼玉県支部さいたま赤十字病院 呼吸器内科 川辺　梨恵 1 55,685
医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 循環器内科 副科長 川俣　哲也 1 55,685
日本赤十字社 芳賀赤十字病院 循環器内科 部長 河又　典文 1 55,685
津島市民病院 循環器内科 主任医長 河宮　俊樹 1 77,959
国立大学法人旭川医科大学保健管理センター 教授 川村　祐一郎 2 222,740



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
独立行政法人国立病院機構姫路医療センター 呼吸器内科 医長 河村　哲治 1 55,685
八戸市立市民病院 脳神経外科 部長 川村　強 1 55,685
学校法人昭和大学医学部 内科学講座 循環器内科学部門 講師 河村　光晴 3 189,329
社会福祉法人恩賜財団済生会支部熊本県済生会熊本病院 呼吸器内科 医長 川村　宏大 1 55,685
一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 外科 部長 河村　祐一郎 1 55,685
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 肝臓内科 川村　祐介 1 77,959
東京都立広尾病院 循環器科 医員 河村　岩成 1 55,685
国保松戸市立病院 整形外科、人工関節センター 副部長、センター長 河本　泰成 2 144,781
国立大学法人　神戸大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 講師 川本　晋一郎 1 55,685

京都大学ウィルス・再生医科学研究所
再生組織構築研究部門 再生免疫学分
野

教授 河本　宏 1 111,370

医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 消化器内科 主医長 姜　貞憲 2 178,192
かんのリズムハートクリニック 院長 菅野　裕幸 1 55,685
日本赤十字社芳賀赤十字病院 検査部 菅野　佳之 1 66,822
公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 脳卒中部門 部門長 神澤　孝夫 1 55,685
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 循環器内科 主部長 神田　順二 4 267,288

自治医科大学
内科学講座血液学部門・総合医学第1
講座血液科

教授 神田　善伸 4 445,480

国立大学法人東京大学大学院医学系研究科
免疫療法管理学講座　アレルギー・リ
ウマチ内科

特任准教授 神田　浩子 4 378,658

社会福祉法人十善会十善会病院 循環器内科部長 神田　宗武 1 55,685
国立がん研究センター中央病院 呼吸器内科 医員 神田　慎太郎 1 77,959
筑波大学医学医療系 腎泌尿器外科 神鳥　周也 1 55,685
国立大学法人東北大学病院 皮膚科 神林　由美 1 55,685
学校法人東京女子医科大学東医療センター 整形外科・リウマチ科 准教授 神戸　克明 8 746,179
社会医療法人ペガサス馬場記念病院 脳神経外科　部長 副院長 魏　秀復 2 133,644

国立大学法人神戸大学大学院医学研究科
内科学講座・循環器内科学分野　不整
脈先端治療学部門

特命助教 木内　邦彦 1 55,685

奈良県総合医療センター 院長 菊池　英亮 1 111,370
学校法人近畿大学近畿大学医学部堺病院 整形外科 院長 菊池　啓 5 478,891
公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院 泌尿器科 副院長 菊池　孝治 2 111,370
医療法人継心会はちのへハートセンタークリニック 院長 菊池　文孝 1 55,685
国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 呼吸器・感染症内科学分野 教授 菊地　利明 3 233,877
社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会東京都済生会中央病
院

血液・感染症内科 医長 菊池　隆秀 1 55,685

独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 循環器科 医長 菊池　幹 1 22,274
社会福祉法人仁生社江戸川病院 循環器内科 医長 菊池　達郎 1 55,685
医療法人社団青泉会下北沢病院 足病総合センター センター長 菊池　恭太 1 89,096
医療法人社団豊済会下落合クリニック 院長 菊地　勘 2 334,112
社会医療法人河北医療財団河北総合病院 内科 科長 菊地　英豪 2 178,192
学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 血液内科 助教・病棟医長 菊池　拓 1 55,685
慶應義塾大学医学部 リウマチ内科 助教 菊池　潤 1 55,685
学校法人東京医科大学東京医科大学茨城医療センター 内科（呼吸器） 助教 菊池　亮太 1 33,411

自治医科大学
分子病態治療研究センター　幹細胞制
御部

准教授 菊池　次郎 1 111,370

公立学校共済組合中国中央病院 血液内科 部長 木口　亨 3 245,014
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 教授 木崎　昌弘 9 1,169,388
医療法人橿原友紘会大和橿原病院 整形外科 医長 城﨑　和久 1 55,685
社会医療法人生長会府中病院 血液内科 医員 喜澤　佑介 1 89,096
新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 内科 内科部長 岸　賢治 2 133,644
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 呼吸器センター内科 部長 岸　一馬 1 77,959
岡山ハートクリニック 薬局長 岸　哲史 1 33,411
日本赤十字社長野赤十字病院 第一泌尿器科 岸蔭　貴裕 1 33,411
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 泌尿器科 部長 岸田　健 1 55,685
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 薬剤部 部長 岸野　亨 1 77,959
北里大学医学部 循環器内科学 助教 岸原　淳 1 77,959
兵庫医科大学 循環器内科 助教 貴島　秀行 1 77,959
公益財団法人星総合病院 特任病院長 木島　幹博 1 77,959
医療法人社団木島整形外科 整形外科 院長 木島　秀人 1 66,822
学校法人兵庫医科大学 内科学講座呼吸器科 主任教授 木島　貴志 1 111,370
医療法人社団和風会所沢中央病院 院長 北　秀幸 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 リウマチ科・膠原病内科 部長 北　靖彦 3 189,329
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 呼吸器内科 部長 北　俊之 1 33,411
順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院 准教授 木田　一成 2 89,096
独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 整形外科・リウマチ科 来田　大平 3 133,644
一般財団法人住友病院 血液内科 烏野　侑子 1 44,548
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
ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 循環器科 主任部長 貴田岡　享 1 55,685
医療法人社団圭春会小張総合病院 呼吸器内科 北岡　有香 1 55,685
東京女子医科大学 神経内科学 教授・講座主任 北川　一夫 1 167,056
兵庫県立リハビリテーション中央病院 整形外科 部長 北川　篤 1 66,822
国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 輸血部 臨床講師 北川　順一 2 144,781

国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 循環器内科
循環器内科部長 兼 心
臓血管センター長

北口　勝司 2 133,644

京都大学大学院医学研究科 内科学講座 臨床免疫学 北郡　宏次 1 55,685
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 5 523,439
富山大学大学院医学薬学研究所臨床分子病態検査学講座 教授 北島　勲 1 167,056
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 血液内科 医長 北嶋　俊樹 1 55,685
医療法人財団康生会武田病院 不整脈科 医長 北嶋　宏樹 1 55,685
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学 教授 北園　孝成 2 222,740
公立大学法人　奈良県立医科大学 内科学第三講座 学内講師 北出　光輝 1 33,411
医療法人北野病院 循環器内科 院長 北野　敬造 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 先端医療科 医員 北野　滋久 6 456,617
ＪＡ秋田県厚生農業協同組合連合会秋田厚生医療センター 血液内科 診療部長 北林　淳 2 144,781
伊那中央行政組合伊那中央病院 循環器内科 部長 北林　浩 1 55,685



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
国家公務員共済組合連合会東北公済病院 循環器内科 医長 北向　修 1 55,685
函館五稜郭病院 整形外科 診療部長 北村　公一 1 66,822
社会福祉法人恩賜財団済生会京都府病院 前立腺センター長 泌尿器科 北村　浩二 1 55,685
日本大学医学部 内科学系血液膠原病内科学分野 准教授 北村　登 5 501,165
三重県厚生農業協同組合連合会　鈴鹿中央総合病院 循環器内科 診療部長 北村　哲也 2 111,370
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 血液内科 部長 北村　憲一 1 55,685
国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 社会医学講座　環境医学 助教 北村　哲久 1 77,959
独立行政法人国立病院機構宮崎東病院 呼吸器内科 北村　瑛子 1 44,548
光中央診療所 リウマチ科 看護師 北村　佐代 2 66,822
京都府立医科大学附属病院 看護部 北村　治子 1 66,822
国立大学法人富山大学大学院医学薬学研究部 腎泌尿器科学講座 教授 北村　寛 5 690,497
国立大学法人九州大学大学院医学研究院 腎泌尿器科学講座 教授 北村　寛 1 167,056
国立大学法人京都大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 助教 北脇　年雄 3 211,603
国立大学法人滋賀医科大学医学部附属病院 血液内科 病院教授 木藤　克之 2 178,192
医療法人社団苑田会苑田第一病院 脳神経外科 診療総合部長 木戸　悟郎 2 111,370
国立大学法人愛媛大学大学院医学系研究科 放射線医学 講師 城戸　輝仁 1 77,959
地方独立行政法人岡山市立総合医療センター岡山市立市民病院 整形外科 主任医長 木浪　陽 1 77,959
富山大学大学院医学薬学研究部 内科学第二 教授 絹川　弘一郎 1 167,056
医療法人きねぶちクリニック 内科/消化器内科/循環器内科 院長 杵渕　修 1 55,685
大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻 生物プロセスシステム工学領域 教授 紀ノ岡　正博 1 111,370
社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 消化器内視鏡センター 副院長 木下　昇 1 55,685
日本赤十字社安曇野赤十字病院 循環器内科 副院長 木下　修 1 55,685
学校法人近畿大学近畿大学医学部堺病院 膠原病内科 准教授 木下　浩二 1 77,959
学校法人関西医科大学 腎泌尿器外科学 病院教授 木下　秀文 1 111,370
医療法人社団水光会宗像水光会総合病院 脳神経外科 部長 木下　良正 1 22,274
医療法人社団幾晃会木原循環器科内科医院 院長 木原　一 1 55,685
広島大学大学院医歯薬保健学研究院 循環器内科学 教授 木原　康樹 3 389,796
医療法人きびら内科クリニック 院長 鬼平　聡 1 33,411
国立大学法人岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 形成再建外科学講座 教授 木股　敬裕 1 111,370
医療法人緑風会海里マリン病院 リウマチ内科 木俣　敬仁 2 155,918
大津市民病院 循環器内科 医長 木股　正樹 1 55,685
学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院 循環器内科 木全　啓 1 33,411
公益財団法人仁泉会北福島医療センター 院長 木村　秀夫 2 167,055
公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター 教授 木村　一雄 3 334,110
西脇市立西脇病院 副院長 木村　充 1 55,685
国立大学法人京都大学大学院医学研究科 循環器内科学 教授 木村　剛 3 389,796
国立大学法人佐賀大学医学部 内科学講座　血液・呼吸器・腫瘍内科 教授 木村　晋也 8 1,058,019
防衛医科大学校 血液内科 教授 木村　文彦 4 90,000
公立紀南病院組合紀南病院 循環器科 主任部長 木村　桂三 1 55,685
学校法人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 13 2,060,356
学校法人日本医科大学 泌尿器科 准教授 木村　剛 7 913,237
医療法人社団静岡循環器クリニックおもて循環器科 循環器内科 木村　雅彦 2 155,918
北見赤十字病院 脳神経外科 部長 木村　輝雄 1 55,685
木村医院 院長 木村　俊明 1 55,685
日本赤十字社京都第一赤十字病院 消化器内科 副部長 木村　浩之 1 77,959
がん・感染症センター東京都立駒込病院 肝臓内科 部長 木村　公則 2 178,192
医療法人磐清会木村消化器内科 院長 木村　義人 1 55,685
国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 高血圧・脳卒中内科学講座 准教授 木村　正臣 3 245,014

国立大学法人金沢大学
医薬保健研究域医学系　血液・呼吸器
内科

助教 木村　英晴 2 89,096

慶應義塾大学医学部 循環器内科 特任助教 木村　雄弘 1 55,685
信州大学附属病院 第二内科 助教 木村　岳史 1 66,822
新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 内科 医長 木村　陽介 2 66,822
東京医科大学茨城医療センター 循環器内科 助教 木村　一貴 1 77,959
熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科 博士研究員 木村　優一 1 77,959
独立行政法人国立病院機構別府医療センター リウマチ膠原病内科 木村　大作 1 22,274
地方独立行政法人市立大津市民病院 消化器内科 木村　英憲 1 55,685
医療法人社団くすの木会きもとクリニック 内科・リウマチ科 院長 木本　理 1 55,685
国立大学法人九州大学病院別府病院 免疫・血液・代謝内科 助教 木本　泰孝 3 189,329
㈱麻生飯塚病院 血液内科 喜安　純一 2 144,781
国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学 教授 清井　仁 5 556,850
医療法人社団清泉会富士森内科クリニック 院長 清川　重人 3 334,110
医療法人社団清泉会富士森内科クリニック リウマチ科 清川　智史 1 55,685
国立大学法人神戸大学医学部附属病院 腫瘍センター 特命准教授 清田　尚臣 9 902,097
社会医療法人栄光会　栄光病院 チャプレン グリーフカウンセラー 清田　直人 1 55,685
富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 血液内科 科長 経田　克則 2 111,370
大分大学医学部 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座 清永　恭弘 1 77,959
静岡県立静岡がんセンター 皮膚科 部長 清原　祥夫 2 178,192
学校法人関西医科大学関西医科大学総合医療センター 皮膚科 教授 清原　隆宏 1 111,370
国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 呼吸器内科 桐生　辰徳 1 66,822
国立大学法人山梨大学医学部附属病院 血液腫瘍内科 教授 桐戸　敬太 1 111,370
医療法人慈心会ライフクリニック 院長 金　國鍾 1 55,685
社会医療法人財団池友会福岡新水巻病院 脳神経外科 部長 金　茂成 1 55,685
ＮＴＴ西日本大阪病院 血液内科 部長 金　義浩 1 66,822
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 4 300,699
医療法人若葉会若葉病院 整形外科 副院長 久我　芳昭 1 55,685
社会医療法人寿会富永病院 脳神経外科 医長 久貝　宮仁 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構和歌山労災病院 第2循環器内科 部長 九鬼　新太郎 1 55,685
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 循環器内科 科長 久佐　茂樹 1 77,959
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 腎泌尿器外科学講座 教授 日下　守 1 111,370
宮崎県立延岡病院 循環器内科 副医長 日下　裕章 1 33,411
地方独立行政法人　大阪府立病院機構　大阪府立成人病センター 肝胆膵内科 日下部　瑛 1 33,411
国立循環器病研究センター 心臓血管内科 部長 草野　研吾 8 890,960
九州大学大学院医学研究院 連携病態修復内科学 准教授 草場　仁志 1 111,370
医療法人日鼻医院 内科・小児科 院長 日鼻　靖 1 55,685



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
京都府立医科大学附属病院 リハビリテーション部 櫛田　里恵  2 111,370
独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 泌尿器科 副部長 楠田　雄司 1 55,685
国家公務員共済組合連合会東京共済病院 リウマチ膠原病科 楠田　岳 1 55,685
宮崎県立延岡病院 薬剤部 楠田　絵梨 1 11,137
医療法人十全会おおうらクリニック 副院長 楠　憲夫 1 55,685
公立大学法人名古屋市立大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学 講師 楠本　茂 4 356,384
出水総合医療センター 循環器内科 部長 楠元　孝明 1 55,685
永弘クリニック 院長 楠山　弘之 2 111,370
国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 国際感染症センター 忽那　賢志 1 77,959
学校法人近畿大学医学部 消化器内科 主任教授 工藤　正俊 3 445,482
工藤医院 院長 工藤　澄彦 1 55,685
国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 血管外科 准教授 工藤　敏文 1 77,959
国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 先進癌薬物療法開発学 助教 工藤　敏啓 2 144,781
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科 医長 工藤　慶太 1 33,411
一般財団法人三友堂病院 脳神経外科 科長 工藤　陽平 1 55,685
日本赤十字社福岡赤十字病院 呼吸器内科 工藤　国弘 2 111,370
青森県立中央病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 工藤　直美 1 55,685
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 國枝　武治 1 111,370
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院佐久医療センター 腫瘍内科 医長 國枝　献治 1 66,822
日本赤十字社医療センター 化学療法科 部長 國頭　英夫 3 311,837
川口市立医療センター 循環器科 副院長 國本　聡 1 55,685
医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 薬剤部 主任 国吉　央城 1 22,274
独立行政法人地域医療機能推進機構星ケ丘医療センター 整形外科 部長 椚座　康夫 2 155,918
国立大学法人宮崎大学医学部 内科学講座消化器血液学分野 講師 久冨木　庸子 1 89,096

京都府立医科大学大学院医学研究科
運動器機能再生外科学（整形外科学
教室）

教授 久保　俊一 1 111,370

大和市立病院 循環器内科 担当部長 久保　貴昭 1 55,685
日本赤十字社松山赤十字病院 循環器内科 部長 久保　俊彦 3 144,781
国立大学法人東京大学医学部附属病院 アレルギー・リウマチ内科 講師 久保　かなえ 1 66,822
産業医科大学医学部 第1内科学講座 助教 久保　智史 11 890,960
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科 副医長 久保　俊介 1 55,685
国立大学法人香川大学医学部附属病院 皮膚科 教授 窪田　泰夫 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 頭頸部外科 部長 久保田　彰 1 55,685
学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 呼吸器内科 教授 久保田　馨 2 222,740
太田ハートクリニック 院長 久保田　修平 1 33,411
国家公務員共済組合連合会三宿病院 内科 部長 久保田　孝雄 1 66,822
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会福岡総合病院 副主部 久保田　徹 1 111,370
埼玉県立がんセンター 血液内科 副部長 久保田　靖子 1 66,822
佐賀大学医学部 内科学講座　血液腫瘍内科 講師 久保田　寧 2 178,192
国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 循環器内科 臨床講師 久保田　知希 1 77,959
公益社団法人鹿児島共済会南風病院 呼吸器内科 窪田　幸司 1 33,411
日本医科大学 循環器内科学 助教 久保田　芳明 1 55,685
医療法人ＳＯＲＲしげのぶ整形外科リウマチ・リハビリクリニック 看護師長

久保田　智恵
美

1 33,411
医療法人社団東信会東信よしだ内科・リウマチ科 久保田　順子 1 55,685
日本大学病院 循環器内科 久保地　泰仁 1 55,685
社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院 膠原病リウマチセンター センター長 熊谷　俊一 1 66,822
医療法人社団高邦会福岡山王病院 ハートリズムセンター センター長 熊谷　浩一郎 4 412,069
青梅市立総合病院 血液内科 部長 熊谷　隆志 5 367,521
群馬県立心臓血管センター 循環器内科 第四部長 熊谷　浩司 2 133,644
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 呼吸器内科 熊谷　尚悟 1 22,274
国立大学法人山梨大学医学部附属病院 血液腫瘍内科 熊谷　拓磨 1 89,096
岐阜県厚生農業協同組合連合会西美濃厚生病院 整形外科 部長 熊澤　愼志 1 55,685
国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 分院長 熊田　博光 18 3,007,008
大垣市民病院 副院長 熊田　卓 4 412,069
学校法人東邦大学医療センター佐倉病院 膠原病内科 臨床教授 熊野　浩太郎 2 111,370
北里大学医学部 外科 准教授 隈元　雄介 1 33,411
秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院 血液内科 科長 久米　正晃 1 33,411
学校法人川崎学園川崎医科大学 循環器内科学 講師 久米　輝善 2 155,918
医療法人慶友会守谷慶友病院 血管外科 医局長 久米　博子 1 77,959
国立大学法人愛媛大学大学院医学系研究科 地域医療再生学 教授 久門　良明 1 111,370
社会医療法人近森会近森病院 リウマチ・膠原病内科 部長 公文　義雄 3 233,877
独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 呼吸器内科 医長 久山　彰一 4 278,425
日本赤十字社長野赤十字病院 第二呼吸器内科 部長 倉石　博 1 66,822
鳥取市立病院 泌尿器科 部長 倉繁　拓志 1 55,685
学校法人関西医科大学附属病院 呼吸器腫瘍内科 病院教授 倉田　宝保 5 612,537

筑波大学
医学医療系内科(膠原病・リウマチ・ア
レルギー)

蔵田　泉 1 55,685

東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター リハビリテーション室 副技師長 倉田　典和 1 55,685
国立大学法人群馬大学医学部 内科学講座循環器内科学 教授 倉林　正彦 2 222,740
一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 副部長 藏満　昭一 1 77,959
中津市立中津市民病院 倉光　絵梨奈 1 55,685
医療法人社団聖仁会我孫子聖仁会病院 循環器内科 倉持　雄彦 1 55,685
市立岸和田市民病院 泌尿器科 医長 倉本　朋未 1 55,685
筑波メディカルセンター病院 呼吸器内科 専門科長 栗島　浩一 1 55,685
広島大学大学院医歯薬保健学研究院 脳神経外科学 教授 栗栖　薫 1 111,370
近畿大学医学部附属病院 心臓血管センター 教授 栗田　隆志 9 1,336,446
国際医療福祉大学三田病院 心臓血管センター　国際医療福祉大学 准教授 栗田　康生 1 55,685
川崎市立井田病院 リウマチ膠原病・痛風センター 内科担当部長 栗原　夕子 1 66,822
日本赤十字社徳島赤十字病院 循環器内科 栗本　真吾 1 22,274
株式会社アール・ケア 理学療法士 栗山　努 1 33,411
日本赤十字社徳島赤十字病院 心臓血管外科 副部長 来島　敦史 1 77,959
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 來留島　章太 1 55,685
公益社団法人山梨勤労者医療協会甲府共立病院 副院長 車谷　容子 1 55,685
公立大学法人和歌山県立医科大学 内科学第４教室 助教 黒井　章央 2 155,918
学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 脳神経外科 教授 黒岩　敏彦 1 111,370



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
医療法人井上病院群馬リウマチクリニック リウマチ膠原病内科 院長 黒岩　卓 4 256,151
城山クリニック 内科 院長 黒江　幸四郎 1 55,685
日本赤十字社富山赤十字病院 血液内科 部長 黒川　敏郎 3 189,329
国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍病態学 教授 黒川　峰夫 2 278,426

自治医科大学
医学部　腎泌尿器外科学講座　泌尿器
科学部門

講師 黒川　真輔 1 55,685

ＪＡ秋田県厚生農業協同組合連合会由利組合総合病院 内科 診療部長 黒木　淳 1 33,411
横須賀市立うわまち病院 循環器科 黒木　茂 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 循環器内科 部長 黒崎　健司 1 77,959
独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター 内科系診療部長 黒澤　光俊 1 66,822
独立行政法人国立病院機構弘前病院 整形外科 黒瀬　理恵 1 33,411
社会医療法人社団順江会江東病院 消化器内科 名誉院長 黒田　博之 1 111,370
富山大学医学部 脳神経外科学 教授 黒田　敏 1 111,370
国立大学法人新潟大学 保健管理センター 准教授 黒田　毅 5 456,617
社会医療法人製鉄記念室蘭病院 消化器内科・血液腫瘍内科 科長 黒田　裕行 1 77,959
黒田内科診療所 院長 黒田　央文 1 55,685
京都府立医科大学大学院医学研究科 血液内科学 教授 黒田　純也 12 1,893,300
九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学 講師 黒田　淳哉 2 155,918
東京医科大学茨城医療センター 泌尿器科 准教授 黒田　功 1 77,959
学校法人昭和大学昭和大学横浜市北部病院 呼吸器センター 助教 黒田　佑介 1 55,685
日本赤十字社長岡赤十字病院 血液内科 部長 黒羽　高志 1 55,685
徳島大学大学院医歯薬学研究部 心臓血管外科学分野 助教 黒部　裕嗣 1 44,548
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 医長 桑城　貴弘 2 55,685
田川市立病院 循環器内科 部長 桑田　孝一 1 77,959
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 助教 鍬塚　大 2 122,507
学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 リウマチ・膠原病内科 教授 桑名　正隆 1 167,056
東京ハートリズムクリニック 循環器内科 院長 桑原　大志 2 155,918
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 8 1,135,979
東京慈恵会医科大学附属病院 腫瘍・血液内科 助教 郡司　匡弘 1 89,096
公立学校共済組合中国中央病院 呼吸器内科 副院長 玄馬　顕一 4 356,384
社会福祉法人仁生社江戸川病院 循環器内科 部長 慶田　毅彦 4 378,658
公立南丹病院 循環器内科 副院長 計良　夏哉 1 55,685
順天堂大学医学部附属静岡病院 消化器内科 先任准教授 玄田　拓哉 2 133,644
日本医科大学 学長 弦間　昭彦 3 334,110
静岡県立静岡がんセンター 呼吸器内科 医長 釼持　広知 4 278,425
医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 腫瘍内科 部長 洪　鉉壽 1 89,096
国立大学法人佐賀大学医学部 膠原病・リウマチ内科 特講師 小荒田　秀一 2 89,096
弘前大学大学院医学研究科 泌尿器科学講座 准教授 古家　琢也 1 89,096
ＮＴＴ東日本札幌病院 院長 小池　隆夫 2 222,740
筑波大学 医学医療系　医療科学・循環器内科学 教授 小池　朗 1 111,370
公益財団法人白浜医療福祉財団白浜はまゆう病院 整形外科 部長 小池　達也 2 178,192
順天堂大学医学部附属静岡病院 血液内科 教授 小池　道明 1 55,685
東邦大学　大学院医学研究科 循環器内科学 助教 小池　秀樹 1 33,411
群馬大学医学部附属病院 循環器内科 部内講師 小板橋　紀通 1 77,959
医療法人社団慈誠会上板橋病院 病院長 小出　純 3 334,110
京都大学大学院医学研究科 循環器内科学 准教授 尾野　亘 1 77,959
斜里町国民健康保険病院 院長 合地　研吾 2 155,918
学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院 企画経営部医療情報部 部長・教授 興梠　貴英 3 445,482
医療法人社団慈恵会新須磨病院 リウマチ膠原病センター センター長 郡山　健治 2 133,644
社会医療法人天神会新古賀病院 理事長 古賀　伸彦 1 22,274
がん・感染症センター都立駒込病院 腎泌尿器外科 部長 古賀　文隆 1 77,959
㈱麻生飯塚病院 消化管・内視鏡外科 部長 古賀　聡 1 55,685
社会医療法人財団池友会新行橋病院 ハートセンター センター長 古賀　英信 1 55,685
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 肝胆膵内科 古賀　風太 1 89,096
神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院 循環器内科 古賀　将史 1 55,685
国立大学法人神戸大学医学部附属病院 膠原病リウマチ内科 助教 古形　芳則 1 55,685
千葉県救急医療センター 診療部長/神経系治療科　部長 古口　德雄 1 55,685
国立大学法人山形大学医学部附属病院 脳神経外科 准教授　病院教授 小久保　安昭 2 278,426
日本医科大学千葉北総病院 呼吸器内科 医局長 小齊平　聖治 1 55,685
学校法人金沢医科大学 一般・消化器外科学 教授 小坂　健夫 1 111,370
慶應義塾大学医学部 循環器内科 専任講師 香坂　俊 18 1,871,016
独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院 神経内科 部長 幸崎　弥之助 1 77,959
佐賀大学医学部内科学講座 血液・呼吸器・腫瘍内科 准教授 小島　研介 1 77,959
ＫＫＲ札幌医療センター 腫瘍センター長 小島　哲弥 2 155,918
福井県立病院 呼吸器内科 医長 小嶋　徹 1 66,822
医療法人誠心会小島内科 循環器内科 副院長 小島　貴彦 1 33,411
筑波大学医学医療系 腎泌尿器外科 講師 小島　崇宏 1 55,685
国立大学法人東京大学医学部附属病院 循環器科 助教 小島　敏弥 2 111,370
医療法人名古屋究佳会さいとう整形外科リウマチ科 看護師 小島　ゆかり  1 33,411
藤枝市立総合病院 第一診療部長 小清水　直樹 1 55,685
市立豊中病院 血液内科 部長 小杉　智 1 66,822
大垣市民病院 血液内科 部長 小杉　浩史 1 111,370
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 呼吸器内科 臨床試験室長 上月　稔幸 1 77,959
公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター 准教授 小菅　雅美 2 222,740
全国土木建築国民健康保険組合　総合病院厚生中央病院 循環器内科 部長 五関　善成 1 55,685
医療法人社団三思会くすの木病院 消化器内科 診療部長 小曽根　隆 1 55,685
岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院 循環器内科 部長 香田　雅彦 1 55,685
兵庫医科大学 内科学　循環器内科 講師 合田　亜希子 1 33,411
社会福祉法人恩賜財団済生会支部香川県済生会病院 循環器内科 医長 合田　智絵 1 33,411
社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院 血液内科 部長 小髙　泰一 1 66,822
学校法人東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター 膠原病リウマチ内科 准教授 小竹　茂 2 155,918
学校法人近畿大学近畿大学医学部奈良病院 臨床検査部 主任 小谷　敦志 1 55,685
学校法人日本医科大学多摩永山病院 内科・循環器内科 講師 小谷　英太郎 8 612,535
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 循環器センター内科 医長 児玉　隆秀 2 111,370
大阪市立大学　大学院医学研究科 肝胆膵病態内科学 病院講師 小塚　立蔵 1 55,685



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
学校法人帝京大学医学部 内科学講座　循環器内科 教授 上妻　謙 3 412,071
名古屋大学医学部附属病院 泌尿器科 教授 後藤　百万 1 111,370
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 呼吸器内科 科長 後藤　功一 4 556,852
後藤泌尿器科皮膚科医院 泌尿器科 副院長 後藤　康樹 1 55,685
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 後藤　大輔 2 189,329
東北大学病院 移植・再建・内視鏡外科 准教授 後藤　均 1 77,959
独立行政法人国立病院機構横浜医療センター 呼吸器内科 医長 後藤　秀人 1 55,685
国立大学法人北海道大学病院 血液内科学分野 助教 後藤　秀樹 2 155,918
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 呼吸器内科 医員 後藤　悌 2 133,644
ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院 整形外科 主任医長 後藤　礼大 2 111,370
地方独立行政法人静岡市立静岡病院 泌尿器科 後藤　修平 1 77,959
独立行政法人国立病院機構茨城東病院 呼吸器内科 後藤　瞳 3 111,370
東京大学大学院  薬学系研究科 教授 後藤　由季子 1 167,056
医療法人社団山東第二医院 臨床工学部 後藤　博之 1 33,411
佐賀大学医学部 先進心不全医療学講座 准教授 琴岡　憲彦 1 111,370
松江市立病院 呼吸器内科 科長 小西　龍也 1 89,096
みなと医療生活協同組合協立総合病院 内科 部長 小西　淳一 1 55,685
日本赤十字社旭川赤十字病院 血液・腫瘍内科 副部長 小沼　祐一 1 55,685
国立大学法人長崎大学医学部 副学長、名誉教授 河野　茂 1 167,056
京都府公立大学法人京都府立医科大学 免疫内科学 講師 河野　正孝 2 155,918
長野医療生活協同組合長野中央病院 循環器内科 部長 河野　恆輔 2 111,370
学校法人帝京大学医学部 内科学講座 教授 河野　肇 4 412,069
日本赤十字社名古屋第一赤十字病院 呼吸器内科

第二呼吸器内科副部
長

高納　崇 1 55,685
長崎県病院企業団長崎県五島中央病院 循環器内科 医師 河野　政紀 1 55,685
多野藤岡医療事務市町村組合公立藤岡総合病院 呼吸器内科 医員 髙野　峻一 1 66,822
国立大学法人北海道大学病院 内科Ⅱ 河野　通大 1 55,685
学校法人昭和大学昭和大学医学部 内科学講座　循環器内科学部門 准教授 木庭　新治 1 55,685
日本赤十字社総合病院岡山赤十字病院 肝臓内科 部長 小橋　春彦 1 66,822
東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター 膠原病リウマチ内科 助教 小橋川　剛 2 167,055
伊勢崎市民病院 院長 小林　幹男 2 66,822
昭和大学医学部 特任教授 小林　洋一 1 55,685
市立島田市民病院 呼吸器外科 主任部長 小林　淳 1 66,822
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 小林　国彦 1 167,056
学校法人東海大学東海大学医学部付属八王子病院 循環器内科 教授 小林　義典 4 467,755
医療法人杉の子会須藤内科クリニック 内科 副院長 小林　仁 1 77,959
大垣市民病院 整形外科 部長 小林　正明 1 55,685
学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院 内科 教授 小林　茂人 3 278,425
ＫＫＲ札幌医療センター 小児・アレルギーリウマチセンター センター長 小林　一郎 1 66,822
学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 内科学系血液膠原病内科学分野 診療准教授 原岡　ひとみ 2 155,918
獨協学園獨協医科大学越谷病院 循環器内科 准教授 小林　さゆき 1 55,685
国立大学法人山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学 准教授 小林　茂樹 1 111,370
福井県立病院 泌尿器科 主任医長 小林　忠博 1 66,822
国立大学法人千葉大学大学院医学研究院 循環器内科学 教授 小林　欣夫 5 668,222
国立大学法人三重大学医学部附属病院 呼吸器内科 科長・病院教授 小林　哲 2 155,918
国立大学法人旭川医科大学 病理学講座　免疫病理分野 教授 小林　博也 1 111,370
新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 消化器内科 医長 小林　由夏 1 89,096
学校法人東京女子医科大学 泌尿器科 講師 小林　博人 2 122,507
社会医療法人高清会高井病院 呼吸器内科 部長 小林　厚 2 133,644
医療法人正観会御野場病院 リハビリテーション科 副院長 小林　佳美 1 33,411
東邦大学医学部 内科学講座循環器内科学分野 助教 小林　建三郎 1 55,685
社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 血液内科 副部長 小林　正行 1 33,411
日本赤十字社石巻赤十字病院 呼吸器内科 部長 小林　誠一 1 66,822
医療法人社団慈恵会新須磨病院 副センター長 古林　啓介 1 55,685
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 心臓血管外科 准教授 小林　昌義 1 111,370
日本赤十字社栃木県支部那須赤十字病院 血液内科 部長 小林　洋行 2 178,192
国立大学法人東北大学病院 血液免疫科 助教 小林　匡洋 1 55,685
新潟県立リウマチセンター リウマチ科 部長 小林　大介 2 178,192
国立大学法人秋田大学医学部附属病院 血液内科 医員 小林　敬宏 1 33,411
国立大学法人群馬大学医学部附属病院 消化器・肝臓内科 小林　剛 1 33,411
独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院 脳神経外科 小林　聡 1 77,959
杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 小林　知志 1 55,685
横須賀市立市民病院 循環器内科 小林　弘典 1 55,685
地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院 心臓血管外科 小林　龍宏 1 77,959
医療法人社団緑成会横浜総合病院 外来看護師 小林　恵 2 66,822
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター リハビリテーション部 小林　大祐 1 55,685
広島県厚生農業協同組合連合会　廣島総合病院 泌尿器科 顧問 小深田　義勝 1 55,685
医療法人社団真愛かおり会こぼり整形外科クリニック 院長 小堀　かおり 2 178,192
神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科 医長 小堀　敦志 2 133,644
医療法人社団東光会戸田中央総合病院 心臓血管センター内科 副部長 小堀　裕一 1 77,959
学校法人関西医科大学 関西医科大学総合医療センター 血管外科 教授 駒井　宏好 1 55,685

杏林大学医学部
第一内科学教室（腎臓・リウマチ膠原
病内科）

准教授 駒形　嘉紀 3 267,288

駒ケ嶺リウマチ整形外科クリニック 院長 駒ヶ嶺　正隆 1 111,370
静岡県立静岡がんセンター 化学療法・支持療法センター 看護師 小又　美重子 1 55,685
独立行政法人国立病院機構都城医療センター 消化器病センター センター長 駒田　直人 1 66,822
地方独立行政法人市立秋田総合病院 理事長 小松　眞史 1 111,370
国立大学法人筑波大学附属病院 日立社会連携教育研究センター 教授 小松　洋治 4 367,521
岩手医科大学附属病院 心血管・腎・内分泌内科分野 准教授 小松　隆 3 278,425
国立大学法人北海道大学病院 腫瘍センター 診療教授 小松　嘉人 4 556,852
社会福祉法人大阪暁明館病院 循環器内科 心臓血管病センター長 小松　誠 1 50,000
京都第一赤十字病院 外科 医長 小松　周平 1 55,685
医療法人社団青虎会フジ虎ノ門整形外科病院 整形外科 小松　美月 1 55,685
筑波大学 循環器内科 医師 小松　雄樹 1 77,959
東京大学医学部附属病院 アレルギー・リウマチ内科 土屋　遥香 1 55,685
独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院 呼吸器内科 小松　太陽 1 22,274



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
医療法人秋田病院 臨床検査科 小松　勇人 1 33,411
国立大学法人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 准教授 小松田　敦 2 189,329
ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 消化器科 主医長 駒場　福雄 1 66,822
日本赤十字社諏訪赤十字病院 外科 副部長 五味　邦之 1 89,096
国立大学法人信州大学医学部附属病院 信州がんセンター 医師 五味　大輔 1 33,411
社会医療法人泉和会千代田病院 循環器内科 部長 小宮　憲洋 1 55,685
国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 呼吸器内科 助教 小宮　一利 1 89,096

学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院 心血管センター　/ 循環器内科
副院長/心血管セン
ター長 /循環器内科部

小宮山　伸之 2 111,370

学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 呼吸器内科 講師
小宮山　謙一
郎

1 66,822
学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 循環器内科 准教授 小武海　公明 3 189,329
国保日高総合病院 循環器内科 部長 小向　賢一 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 循環器内科 部長 小村　悟 2 111,370
東京大学大学院医学系研究科 循環器内科学 教授 小室　一成 2 222,740
日本赤十字社総合病院岡山赤十字病院 薬剤部 甲元　大樹 1 22,274
自治医科大学 内科学講座　循環器内科学部門 講師 小森　孝洋 1 33,411
京都第二赤十字病院 血液内科 小森　友紀子 1 55,685
国立大学法人東京大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 助教 古屋　淳史 1 89,096
国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 循環器内科 准教授 合屋　雅彦 2 189,329
公立学校共済組合近畿中央病院 呼吸器内科 部長 合屋　将 1 66,822
愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 循環器内科 CCU部長 子安　正純 2 155,918
さくらの木心臓血管外科クリニック 院長 小栁　勝司 1 55,685
産業医科大学病院 リウマチコーディネーター 小柳　徳子 1 33,411
小山内科循環器科医院 内科・循環器内科 院長 小山　秀樹 1 33,411
日本赤十字社総合病院岡山赤十字病院 膠原病リウマチ内科 部長 小山　芳伸 2 178,192
特定医療法人丸山会丸子中央病院 内科 小山　潤 1 77,959
医療法人社団進和会旭川リハビリテーション病院 内科部長 小山　聡 1 55,685
学校法人東京医科大学東京医科大学八王子医療センター 臨床腫瘍科 教授 小山　信之 4 445,481
藤沢市民病院 神経内科 部長 小山　主夫 1 77,959
順天堂大学医学部附属順天堂医院 呼吸器内科 助教 小山　良 2 133,644
国立大学法人秋田大学大学院医学系研究科 循環器内科学・呼吸器内科学 特任准教授 小山　崇 1 111,370

大阪大学大学院医学系研究科
呼吸器・免疫アレルギー内科　免疫学
フロンティア研究センター

特任助教 小山　正平 1 89,096

国立大学法人山梨大学医学部 整形外科 助教 小山　賢介 1 55,685
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 6 668,220
中津市立中津市民病院 院長 是永　大輔 1 89,096
国立大学法人群馬大学医学部附属病院 総合医療学 講師 小和瀬　桂子 1 55,685
八戸市立市民病院 院長 今　明秀 1 77,959
八戸市立市民病院 救命救急センター 部長 今野　慎吾 1 33,411
青森県立中央病院 循環器科 部長 今田　篤 1 55,685
医療法人近藤リウマチ・整形外科クリニック 整形外科・リウマチ科 院長 近藤　正一 1 111,370
近藤医院 院長 近藤　邦夫 1 55,685
山形市立病院済生館 脳神経外科 科長 近藤　礼 1 77,959
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 泌尿器科 教授 近藤　恒徳 2 334,112
社会医療法人北斗　北斗病院 脳神経内科 副院長 金藤　公人 1 55,685
北海道大学大学院医学研究科 内科学講座 血液内科学分野 診療准教授 近藤　健 1 77,959
日本赤十字社大津赤十字病院 消化器科 副部長 近藤　雅彦 1 55,685
公益財団法人健和会健和会大手町病院 循環器科 部長 近藤　克洋 1 77,959
日本赤十字社　高知赤十字病院 循環器内科 部長 近藤　史明 2 133,644
国立大学法人金沢大学附属病院 血液内科 講師 近藤　恭夫 2 133,644
学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 呼吸器外科 講師 近藤　展行 1 66,822
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 呼吸器内科 医長 近藤　哲郎 1 55,685
社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 脳神経外科 副部長 近藤　竜史 1 55,685
国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 整形外科 講師 近藤　直樹 6 434,343
一般財団法人厚生会仙台厚生病院 肝臓内科 主任部長 近藤　泰輝 3 311,836

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 近藤　裕也 1 66,822

社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 脳卒中科 部長 近土　善行 1 77,959
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 近藤　恒夫 3 267,288
医療法人広島ハートセンター広島心臓血管クリニック 循環器内科 部長 近藤　健人 1 55,685
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床腫瘍科 近藤　千紘 1 55,685
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 薬剤部 部長 近藤　正巳 2 111,370
佐藤内科 リウマチケア 看護師 近藤　百合 2 55,685
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 呼吸器内科学Ⅰ 臨床教授 近藤　征史 4 445,481
国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 呼吸器内科 准教授 近藤　征史 1 77,959
千葉大学大学院医学研究院 循環器病先端治療学寄附講座 助教 近藤　祐介 2 133,644
順天堂東京江東高齢者医療センター 循環器内科 助教 蔡　榮龍 1 33,411
国立大学法人愛媛大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 教授 雑賀　隆史 1 111,370
地方独立行政法人市立東大阪医療センター 免疫内科 佐伯　修 1 66,822
国立大学法人信州大学医学部附属病院 循環器内科 講師 三枝　達也 1 55,685
独立行政法人国立病院機構都城医療センター 副院長 税所　幸一郎 2 89,096
国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 腫瘍内科学分野 教授 西條　康夫 2 155,918
医療法人社団東光会戸田中央総合病院 内科 西條　天基 2 111,370
特定非営利活動法人　日本臨床腫瘍学会 特別顧問 西條　長宏 3 222,740
大分県厚生連鶴見病院 循環器内科 部長 財前　博文 1 55,685
駒沢・風の診療所　医療 リウマチ科 院長 齊藤　榮造 1 111,370
地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院 副院長 齊藤　宗一 1 77,959
さいとう整形外科医院 整形外科 院長 齋藤　哲文 1 55,685
山形市立病院済生館 脳卒中センター センター長　副館長 齋藤　伸二郎 1 55,685
公立大学法人奈良県立医科大学 第一内科学教室 教授 斎藤　能彦 1 111,370
医療法人社団汎和会さいとう医院 院長 齋藤　寛和 1 55,685
独立行政法人国立病院機構茨城東病院 院長 齋藤　武文 4 445,480
ＪＡ秋田県厚生農業協同組合連合会秋田厚生医療センター 循環器内科 副院長 齊藤　崇 1 55,685
医療法人けやき会すみのやリウマチ整形外科 院長 齊藤　宏一 2 167,055
琉球大学大学院医学研究科 腎泌尿器外科学講座 教授 齋藤　誠一 1 111,370



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
日本大学医学部 整形外科学系整形外科学分野 准教授 齋藤　修 1 77,959
医療法人社団成和会西新井ハートセンター病院 病院長　兼　循環器内科部長 齊藤　克己 1 55,685
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 呼吸器内科 医長 齋藤　春洋 2 222,740
公益財団法人　鷹揚郷腎研究所弘前病院 院長 齋藤　久夫 1 55,685
社会医療法人峰和会　鈴鹿回生病院 副院長 齋藤　誉宏 1 55,685
自治医科大学附属病院 透析部 教授 齋藤　修 1 111,370
公立大学法人横浜市立大学医学部 肝胆膵消化器病学 准教授 斉藤　聡 1 77,959

札幌医科大学
アドミッションセンター 兼 神経内科学
講座

講師 齊藤　正樹 2 155,918

日本赤十字社北見赤十字病院 循環器内科 部長 齋藤　高彦 2 111,370
東京慈恵会医科大学 整形外科学講座 准教授 斎藤　充 1 111,370
越谷市立病院 救急科 部長 齋藤　力三 1 77,959
医療法人名古屋究佳会さいとう整形外科リウマチ科 院長 齋藤　究 2 189,329
学校法人昭和大学昭和大学病院 血液内科 講師 齋藤　文護 1 89,096
大船渡病院　県立 脳神経外科 科長 齋藤　秀夫 1 55,685
岩手医科大学 呼吸器・アレルギー・膠原病内科 助教 齋藤　平佐 2 111,370
国立大学法人秋田大学医学部附属病院 血液・腎臓・膠原病内科学講座 齋藤　綾乃 1 33,411
一般財団法人厚生会仙台厚生病院 呼吸器内科 医員 齊藤　亮平 1 89,096
社会医療法人社団木下会鎌ケ谷総合病院 整形外科 看護師 齋藤　るみ 1 55,685
戸畑総合病院 院長 齋藤　和義 1 55,685
産業医科大学　医学部 第1内科学講座 准教授 齋藤　和義 1 111,370
国立大学法人高知大学医学部附属病院 肝・胆膵科 教授 西原　利治 1 111,370
学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 リハビリテーション科 教授 佐浦　隆一 1 111,370
一般財団法人甲南会甲南病院 整形外科 院長代行 三枝　康宏 2 133,644
国保松戸市立病院 化学療法内科 部長 五月女　隆 1 55,685
一般財団法人同友会藤沢湘南台病院 循環器内科 部長 坂　賢一郎 1 55,685
医療法人啓仁会平成の森・川島病院 循環器内科 院長 坂井　誠 1 55,685
埼玉県立がんセンター 呼吸器内科 科長兼部長 酒井　洋 8 1,280,762
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 消化器内科 統轄院長補 酒井　義法 1 111,370
獨協学園獨協医科大学越谷病院 循環器内科 教授 酒井　良彦 1 33,411
医療法人社団こうかん会日本鋼管病院 循環器内科 医局長 酒井　哲郎 1 55,685
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 血液内科 主任部長 酒井　基 1 66,822
社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 心臓血管センター 不整脈科 部長 酒井　毅 1 55,685
市立釧路総合病院 心臓血管内科 統括診療部長 坂井　英世 1 55,685
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 腫瘍内科 部長 酒井　リカ 2 133,644
国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 先進癌薬物療法開発学寄附講座 寄附講座助教 坂井　大介 2 178,192
山口大学大学院医学系研究科 消化器内科学 教授 坂井田　功 3 334,110
日本赤十字社水戸赤十字病院 第二内科 部長 坂内　通宏 1 66,822
社会医療法人近森会近森病院 消化器内科 主任部長 榮枝　弘司 1 55,685
社会福祉法人仁生社江戸川病院 心臓血管外科

心臓血管外科統括部
長

榊原　直樹 1 77,959
独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院 呼吸器内科 副部長 榊原　智博 3 189,329
坂口医院 院長 坂口　好秀 1 55,685
学校法人近畿大学近畿大学医学部堺病院 腎臓内科 講師 坂口　美佳 1 77,959
福山市民病院 院長 坂口　孝作 1 111,370
洛和会音羽病院　医療 呼吸器内科 医長 坂口　才 1 33,411
国立大学法人大阪大学免疫学フロンティア研究センター 実験免疫学 教授 坂口　志文 3 501,168
東京医科歯科大学医学部 臨床腫瘍学分野 特任助教 坂下　博之 1 89,096
医療法人愛生堂坂田病院 副院長 坂田　師通 1 55,685
東北大学大学院医学系研究科 循環器内科学分野 准教授 坂田　泰彦 2 189,329
国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 教授 坂田　泰史 4 334,110
社会福祉法人恩賜財団済生会支部熊本県済生会熊本病院 呼吸器内科 主任医員 坂田　能彦 2 144,781
一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 泌尿器科 部長 坂野　滋 2 155,918
医療法人清和会垣田病院 循環器科 The director 坂本　雅彦 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会支部熊本県済生会熊本病院 心臓血管センター循環器内科 部長 坂本　知浩 4 267,288
国立大学法人山梨大学医学部附属病院 肝疾患センター センター長 坂本　穣 1 111,370
弘前市立病院 内科科長 坂本　十一 1 66,822
独立行政法人国立病院機構東京医療センター 循環器内科  心血管・不整脈センター 副センター長 坂本　宗久 1 55,685
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院 循環器内科 部長 坂本　裕樹 2 111,370
国立大学法人鳥取大学医学部 脳神経外科 准教授 坂本　誠 1 111,370
医療法人財団明理会イムス富士見総合病院 循環器内科 医長 坂元　敦 1 77,959
高槻赤十字病院 血液・腫瘍内科 副部長 坂本　宗一郎 1 44,548
国立大学法人北海道大学大学院医学研究科 内科学講座 消化器内科学分野 教授 坂本　直哉 4 612,538
医療法人澄心会豊橋ハートセンター 循環器内科 医長 坂元　裕一郎 4 245,014
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会福岡総合病院 部長 坂本　和生 1 77,959
独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院 呼吸器内科 坂本　一比古 1 55,685
国立大学法人岡山大学病院 血液・腫瘍内科 坂本　真衣子 1 66,822
市立豊中病院 血液内科 坂本　達哉 1 22,274
独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター 腫瘍内科 医長 佐川　保 1 66,822
学校法人福岡大学福岡大学医学部 消化器内科 教授 向坂　彰太郎 2 222,740
日本大学医学部 視覚科学系眼科学分野 准教授 﨑元　暢 1 111,370
社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 副院長 佐久川　廣 1 77,959
社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念クリニック 所長 佐久間　一郎 1 77,959
学校法人獨協学園獨協医科大学 心臓・血管内科 佐久間　理吏 1 55,685
医療法人社団さくらいクリニック 整形外科 院長 桜井　隆 1 111,370
さっぽろ不整脈クリニック 院長 櫻井　聖一郎 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会福岡総合病院 呼吸器内科 櫻井　優子 1 33,411
独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 循環器内科 診療部長 櫻木　悟 1 55,685
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 臨床検査科 桜山　千恵子 2 66,822
学校法人福岡大学福岡大学病院 循環器内科 講師 佐光　英人 1 77,959
学校法人東海大学東海大学医学部付属八王子病院 泌尿器科 教授 座光寺　秀典 1 111,370
国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部 消化器内科学分野 教授 佐々木　裕 5 556,850
昭和大学医学部 内科学講座　腫瘍内科学部門 教授 佐々木　康綱 1 111,370
日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科 部長 佐々木　俊一 2 89,096
ささき整形外科 整形外科 院長 佐々木　博幸 1 111,370
地方独立行政法人宮城県立病院機構宮城県立がんセンター 血液内科 診療科長 佐々木　治 1 89,096
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学校法人北里研究所北里大学医学部
新世紀医療開発センター　横断的医療
領域開発部門　臨床腫瘍学

教授
佐々木　治一
郎

2 222,740

医療法人啓光会藍の都脳神経外科病院 脳神経外科 理事長・院長 佐々木　庸 1 77,959
東広島記念病院 リウマチ・膠原病科 医局長 佐々木　理恵 1 55,685
医療法人光成会宮城中央病院 内科 佐々木　徹 1 55,685
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 講師 佐々木　修 1 55,685
特定医療法人録三会太田病院 整形外科 部長 佐々木　智浩 1 55,685
学校法人岩手医科大学医学部 呼吸器・アレルギー・膠原病内科分野 講師 佐々木　信人 3 267,288
独立行政法人国立病院機構　災害医療センター 循環器内科 不整脈センター長 佐々木　毅 1 55,685
国立大学法人旭川医科大学病院 呼吸器センター 講師 佐々木　高明 5 389,795
青森県立中央病院 循環器科 副部長 佐々木　憲一 1 55,685
日本赤十字社八戸赤十字病院 血液内科 部長 佐々木　了政 1 66,822
学校法人川崎学園川崎医科大学附属病院 佐々木　恭 1 89,096
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

循環器内科 副医長 佐々木　康博 1 77,959

大分県厚生連鶴見病院 血液内科 佐々木　人大 1 33,411
日本赤十字社前橋赤十字病院 心臓血管内科 佐々木　孝志 1 33,411
兵庫医科大学 集学的腫瘍外科 特任教授 笹子　三津留 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 臨床研究所 部長 笹田　哲朗 1 111,370
国立大学法人神戸大学医学部附属病院 脳神経外科 講師 篠山　隆司 1 66,822
ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 泌尿器科 副院長 佐澤　陽 1 55,685
国立大学法人千葉大学予防医学センター 運動器疼痛疾患学 教授 佐粧　孝久 2 222,740
千葉大学医学部附属病院 泌尿器科 助教 佐塚　智和 1 89,096
徳島大学大学院医歯薬学研究部 循環器内科学 教授 佐田　政隆 5 556,850
地方独立行政法人りんくう総合医療センター 血液内科 医長 佐多　弘 1 89,096
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 講師 佐竹　敦志 1 55,685
神戸市立医療センター中央市民病院 腫瘍内科 副医長 佐竹　悠良 1 55,685
学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学病院 循環器内科 佐竹　洋之 1 33,411
国立大学法人山形大学医学部 外科学第二講座 教授 貞弘　光章 1 111,370
国保水俣市立総合医療センター 呼吸器内科 副医長 貞松　智貴 1 55,685
医療法人すずき医院 診療部長 佐藤　正 1 55,685
社会医療法人春回会長崎北病院 院長 佐藤　聡 1 55,685
佐藤内科 リウマチ 院長 佐藤　孝之 1 55,685

国立大学法人鹿児島大学病院
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
循環器呼吸器病学講座呼吸器外科学
分野

教授 佐藤　雅美 1 111,370

時計台記念病院 循環器センター 参与 佐藤　勝彦 1 55,685

国立大学法人東北大学大学院医学系研究科
難治性高血圧・内分泌代謝疾患地域
連携寄付講座

教授 佐藤　文俊 1 167,056

医療法人大輪会大橋・谷整形外科 整形外科 リウマチセンター長 佐藤　正夫 5 456,617
兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科 部長 佐藤　幸人 3 211,603
一般財団法人温知会会津中央病院 循環器科 循環器病センター所長 佐藤　匡也 1 55,685
学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学三田病院 腎臓・高血圧内科 副院長 佐藤　敦久 1 111,370
一般財団法人脳神経疾患研究所附属南東北福島病院 医長 佐藤　光夫 1 55,685
学校法人順正学園九州保健福祉大学薬学部 薬学部薬学科　臨床生化学講座 主任教授 佐藤　圭創 2 222,740

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
医療情報管理部長　兼　整形外科・リ
ウマチ科　整形外科部長

佐藤　智太郎 1 44,548

国立大学法人群馬大学医学部附属病院 内分泌糖尿病内科 講師 佐藤　哲郎 1 33,411
医療法人銀門会甲州リハビリテーション病院 内科/リハビリテーション科 院長 佐藤　吉沖 1 33,411
富士宮市立病院 循環器内科 副院長 佐藤　洋 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
医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 泌尿器科 科長 佐藤　聡 1 55,685
国立大学法人群馬大学医学部附属病院 消化器・肝臓内科 講師 佐藤　賢 2 155,918
駒木台クリニック 整形外科 佐藤　馨太 1 55,685
医療法人蒼龍会井上病院 整形外科・リウマチ科 副院長 佐藤　宗彦 8 679,357
筑波大学 医学医療系　循環器内科 准教授 佐藤　明 3 334,110
新潟県立がんセンター新潟病院 頭頸部外科 頭頸部外科部長 佐藤　雄一郎 2 133,644
医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院 呼吸器内科 主任部長 佐藤　英夫 1 33,411
国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 先進癌薬療法開発学 教授 佐藤　太郎 2 222,740
国立大学法人島根大学医学部附属病院 光学医療診療部 准教授 佐藤　秀一 1 77,959
医療法人俊紅会那須高原クリニック 院長 佐藤　英智 1 55,685
筑波大学 循環器内科 准教授 佐藤　明 1 111,370
ＮＴＴ東日本関東病院 循環器内科 佐藤　高栄 3 167,055
社会医療法人友愛会豊見城中央病院 呼吸器内科 医長 佐藤　陽子 2 111,370
社会福祉法人恩賜財団済生会北上済生会病院 循環器科 科長 佐藤　嘉洋 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 循環器内科 医長 佐藤　慎二 1 55,685
医療法人名古屋澄心会名古屋ハートセンター 循環器内科 医長 佐藤　公洋 2 133,644
国家公務員共済組合連合会大手前病院 循環器内科 医長 佐藤　芙美 1 77,959
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 血液内科 医長 佐藤　亜紀 1 55,685
医療法人社団緑成会横浜総合病院 脳神経外科 副部長 佐藤　健一郎 1 55,685
仙台市立病院 循環器内科 医長 佐藤　弘和 2 155,918
名張市立病院 循環器内科 担当部長 佐藤　雄一 1 55,685
山梨大学医学部 第一内科 助教 佐藤　光明 2 178,192
弘前大学大学院医学研究科 腫瘍内科学講座 教授 佐藤　温 1 111,370
国立大学法人島根大学医学部附属病院 循環器内科 医長 佐藤　寛大 1 55,685
置賜広域病院企業団公立置賜総合病院 呼吸器内科 佐藤　正道 1 55,685
学校法人東京女子医科大学 呼吸器内科 佐藤　昭寿 1 77,959
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 循環器内科 医員 佐藤　宏行 1 55,685
山形大学医学部　メディカルサイエンス推進研究所 ゲノム情報解析ユニット 助教 佐藤　秀則 2 178,192
大阪大学微生物病研究所 自然免疫学分野 助教 佐藤　荘 1 77,959
独立行政法人国立病院機構旭川医療センター リハビリテーション科 佐藤　弘教 1 33,411
関西電力病院 臨床検査部 佐藤　洋 1 55,685
医療法人清仁会北海道内科リウマチ科病院 リハビリテーション課 課長 佐藤　潤一 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 8 890,960
公立大学法人福島県立医科大学 医学部　心臓血管外科講座 准教授 佐戸川　弘之 1 111,370



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
東京医科大学 循環器内科学 准教授 里見　和浩 6 668,220
学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 脳神経外科 講師 眞田　寧皓 1 55,685
国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 助教 眞田　朋昌 1 55,685
公益財団法人がん研究会有明病院 消化器センター 副院長・センター長 佐野　武 1 111,370
兵庫医科大学 内科学　リウマチ・膠原病科 主任教授 佐野　統 2 222,740
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 副院長 佐野　文明 1 77,959
本山町立国保嶺北中央病院 内科 院長 佐野　正幸 1 55,685
地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院 循環器内科 部長 佐野　圭太 1 55,685
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 医長 佐野　悠子 1 55,685
大分県立病院 血液内科 部長 佐分利　能生 4 300,699
大分県厚生連鶴見病院 血液内科 佐分利　益穂 1 33,411
社会医療法人仁愛会浦添総合病院 部長 佐村　博範 1 33,411
国立大学法人愛媛大学大学院医学系研究科 皮膚科 教授 佐山　浩二 1 111,370
公益社団法人鳥取県中部医師会立三朝温泉病院 三朝地域医療支援センター 更科　俊洋 2 133,644
愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 血液・腫瘍内科 統括部長 澤　正史 3 222,740
愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 血液・腫瘍内科 澤　ひとみ 1 89,096
学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 麻酔科 准教授 澤井　俊幸 2 155,918
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 臨床腫瘍科 准教授 澤木　明 1 89,096
鳥取県立厚生病院 循環器内科 部長 澤口　正彦 1 55,685
日本赤十字社広島赤十字・原爆病院 リウマチ科 部長 澤部　琢哉 2 122,507
医療法人清仁会北海道内科リウマチ科病院 リウマチ膠原病センター センター長 澤向　範文 3 211,603
新潟市民病院 脳神経内科 副部長 新保　淳輔 1 77,959
自治医科大学 内科学講座循環器内科学部門 教授 新保　昌久 1 111,370
国立大学法人島根大学医学部 泌尿器科学講座 教授 椎名　浩昭 1 111,370
医療法人社団三成会新百合ケ丘総合病院 肝臓内科 部長 椎名　正明 1 66,822
金櫻堂医院 循環器内科 院長 塩入　公保 1 55,685
医療法人社団サーレ塩川八幡ヒルズクリニック 院長 塩川　和彦 1 55,685
聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部 主任 塩川　尚恵 2 122,507
学校法人順天堂順天堂大学医学部附属静岡病院 循環器科 塩澤　知之 1 77,959
学校法人関西医科大学 関西医科大学 内科学　第二講座 主任教授 塩島　一朗 1 111,370
国家公務員共済組合連合会呉共済病院 呼吸器内科 副院長 塩田　雄太郎 1 77,959
京都第一赤十字病院 化学療法部 副部長 塩津　伸介 1 55,685
大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学 塩出　悠登 1 89,096
学校法人北里研究所北里大学メディカルセンター ハートセンター　循環器内科 部長 塩野　方明 1 55,685
多野藤岡医療事務市町村組合公立藤岡総合病院 看護部 塩野　智則 1 33,411
一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 呼吸器内科 部長 塩見　哲也 1 66,822
東京女子医科大学 循環器内科学 准教授 志賀　剛 3 300,699
学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学三田病院 救急医学講座 准教授 志賀　隆 1 111,370
福岡大学医学部 心臓・血管内科学 講師 志賀　悠平 1 77,959
金沢医科大学 循環器外科学 臨床教授 四方　裕夫 1 55,685
市立宇和島病院 血液内科 副科長 鹿田　久治 1 55,685
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 泌尿器科 科長 繁田　正信 1 66,822
医療法人ＳＯＲＲしげのぶ整形外科リウマチ・リハビリクリニック 院長 重信　浩一 3 211,603
聖マリアンナ医科大学 内科学　消化器・肝臓内科 助教 重福　隆太 1 89,096
学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学熱海病院 循環器内科 教授 重政　朝彦 1 167,056
ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院 脳神経内科（神経内科） 主任部長 静川　裕彦 1 89,096
国立大学法人京都大学医学部附属病院 循環器内科 講師 静田　聡 18 1,971,249
国立大学法人北海道大学病院 内科Ⅱ 菅原　恵理 1 89,096
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 消化管内科 医長 設樂　紘平 1 111,370
国立大学法人宮崎大学医学部 内科学講座 消化器血液学分野 助教 幣　光太郎 1 89,096
㈱日立製作所日立総合病院 血液・腫瘍内科 主任医長 品川　篤司 1 55,685
医療法人渓和会江別病院 理事長 品田　恵佐 2 133,644
沼津市立病院 副院長 篠﨑　正美 1 111,370
公立学校共済組合九州中央病院 呼吸器内科 篠崎　聖兒 1 33,411
JA愛知厚生連　豊田厚生病院 循環器内科 副院長 篠田　政典 1 55,685
医療法人きたじま倚山会きたじま田岡病院 循環器内科 部長 篠原　昇一 1 44,548
北海道大学大学院医学研究科 腎泌尿器外科学分野 教授 篠原　信雄 2 389,797
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

頭頸部外科 部長 篠原　尚吾 2 122,507

医療法人社団三矢会前橋広瀬川クリニック 院長 篠原　正彦 1 77,959
国立大学法人大分大学医学部附属病院 循環器内科・臨床検査診断学講座 助教 篠原　徹二 2 133,644
美摩病院 吉野川リウマチセンター長 名誉院長 四宮　文男 4 378,658
君津中央病院 呼吸器外科 附属看護学校長 柴　光年 1 55,685
学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学病院 循環器内科 教授 柴　信行 2 200,467
新潟大学医歯学総合病院 高密度無菌治療部 助教 柴崎　康彦 1 77,959
社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 循環器内科 副部長 芝﨑　太郎 1 77,959
社会医療法人全仁会倉敷平成病院 脳卒中内科 部長 芝崎　謙作 1 77,959
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 5 445,480
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 消化管内科学 教授 柴田　知行 1 111,370
日本赤十字社伊勢赤十字病院 部長 柴田　益成 1 77,959
学校法人聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 リウマチ・膠原病内科 部長 柴田　朋彦 2 144,781
国立循環器病研究センター 心臓血管内科 柴田　佳穂 1 77,959
医療法人鉄蕉会亀田総合病院 リウマチアレルギー内科 医長 地畠　暁 1 55,685
地方独立行政法人堺市立病院機構堺市立総合医療センター 血液内科 部長 柴野　賢 1 66,822
日本赤十字社伊勢赤十字病院 泌尿器科 副部長 芝原　拓児 2 111,370
医療法人社団柴本内科循環器科 院長 柴本　茂樹 1 55,685
国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学 准教授 柴山　浩彦 3 233,877
東京都立広尾病院 循環器科 部長 渋井　敬志 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院 副部長 渋谷　慎太郎 1 77,959
筑波大学 医学医療系　免疫学 准教授 渋谷　和子 1 111,370
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 呼吸器センター 島　寛 1 89,096
国立大学法人金沢大学附属病院 地域医療教育センター 特任教授 島上　哲朗 1 55,685
独立行政法人地域医療機能推進機構京都鞍馬口医療センター 院長 島﨑　千尋 1 111,370
国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 整形外科 助教 嶋﨑　貴文 1 33,411
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 臨床開発センター センター長 島津　章 2 167,055



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
国立大学法人筑波大学附属病院 茨城県地域臨床教育センター 教授 島居　徹 1 111,370
国立大学法人山梨大学医学部 学長 島田　眞路 2 222,740
一般財団法人恵愛会聖隷富士病院 脳神経外科 副院長 嶋田　務 1 55,685
国立大学法人秋田大学医学部附属病院 整形外科 教授 島田　洋一 1 111,370
医療法人社団博永会島田整形外科 院長 島田　克博 2 222,740
東京都立多摩総合医療センター リウマチ膠原病科 医長 島田　浩太 2 122,507
国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学 講師 島田　和之 1 55,685
学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部 小児科 専任講師 嶋田　博之 1 89,096
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 部長 嶋谷　祐二 1 55,685
兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科 部長 嶋根　章 4 245,014
東京都立墨東病院 リウマチ膠原病科 医長 島根　謙一 1 77,959
医療法人島村内科消化器科クリニック 内科 院長 島村　隆二 1 55,685
大阪大学大学院医学系研究科 神経内科学・健康発達医学 寄付講座准教授 島村　宗尚 1 111,370
岐阜市民病院 脊椎センター長 清水　克時 1 66,822
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
清水医院 院長 清水　完悦 1 55,685
国立大学法人秋田大学大学院医学系研究科 脳神経外科学講座 教授 清水　宏明 2 278,426
南砺市民病院 消化器内科 院長 清水　幸裕 1 55,685
一宮市立市民病院 循環器内科 循環器センター長 志水　清和 1 55,685
独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 呼吸器内科 部長 清水　雄至 1 22,274
地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院 循環器内科 院長補佐 清水　宏紀 1 55,685
日本医科大学大学院医学研究科 循環器内科学分野 大学院教授 清水　渉 29 4,677,566
社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院 呼吸器内科 部長 清水　邦彦 1 66,822
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 肝臓内科 部長 清水　省吾 1 66,822
医療法人健仁会益子病院 副院長 清水　昭吾 1 55,685
伊那中央行政組合伊那中央病院 神経内科 部長 清水　雄策 1 55,685
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 血液内科 部長 清水　誠一 3 178,192
宝塚市立病院 血液内科 主部長 清水　義文 1 55,685
しみず内科クリニック 内科 院長 清水　智雄 1 55,685
国立大学法人岐阜大学大学院医学系研究科 消化器病態学 教授 清水　雅仁 2 222,740
医療法人東洋病院 理事 清水　輝記 1 55,685
日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野 呼吸器内科 助教 清水　哲男 1 66,822
学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 循環器内科 講師 清水　一寛 2 133,644
愛知県がんセンター中央病院 呼吸器内科部 医長 清水　淳市 2 86,600
学校法人聖マリアンナ医科大学聖マリアンナ医科大学 神経内科 助教 清水　高弘 1 11,137
国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 循環器内科学/先進老化制御学 准教授 清水　逸平 1 77,959
ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 消化器内科 医長 清水　裕香 1 55,685
神戸市立医療センター中央市民病院 総合内科 副医長 志水　隼人 1 55,685
国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 循環器内科 清水　悠輝 1 77,959
札幌山の上病院 リハビリテーション部 部長 清水　兼悦 1 23,000
順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床検査部 清水　千晶 1 33,411
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 看護部外来師長 志村　育子 1 55,685
医療法人清梁会高梁中央病院 内科 部長 志茂　公洋 1 55,685
東北大学大学院　医学系研究科 循環器内科学分野 教授 下川　宏明 5 612,536
横浜市立市民病院 呼吸器内科 医長 下川　恒生 1 66,822
社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院 循環器内科 医長 下地　顕一郎 1 55,685
社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院 循環器内科 統括部長 下重　晋也 4 289,562
国立大学法人信州大学医学部 脳神経内科,リウマチ膠原病内科 准教授 下島　恭弘 1 77,959
愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 循環器センター 下條　将史 1 55,685
国立大学法人東北大学病院 消化器内科 教授 下瀬川　徹 3 334,110
国立大学法人宮崎大学医学部 内科学講座消化器血液学分野 教授 下田　和哉 6 723,906
公立玉名中央病院 呼吸器内科 佐藤　美菜子 1 66,822
市立豊中病院 消化器内科 下田　彬允 1 33,411
学校法人金沢医科大学金沢医科大学病院 再生医療学 主任教授 下平　滋隆 1 111,370
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 リハビリテーション医学 教授 下堂薗　恵 1 111,370
医療法人社団エテルナしもの循環器・内科クリニック 循環器内科 院長 下野　恒 2 111,370
日本赤十字社長浜赤十字病院 外科 第二外科部長 下松谷　匠 1 66,822
医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 循環器内科 副院長 下村　英紀 1 55,685
独立行政法人国立病院機構広島西医療センター 血液内科 診療部長 下村　壮司 1 44,548
日本赤十字社長崎原爆病院 血液内科 部長 城　達郎 3 200,466
日本赤十字社松山赤十字病院 肝臓・胆のう・膵臓内科 副院長 上甲　康二 1 55,685
中津市立中津市民病院 循環器内科 部長 小路　高史 1 55,685
昭和大学医学部 内科学講座　循環器内科学部門 講師 正司　真 1 55,685
学校法人東海大学東海大学医学部付属八王子病院 泌尿器科 准教授 小路　直 1 55,685
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 看護部　8階北病棟 東海林　大輔 1 22,274
国立大学法人信州大学医学部 内科学第二教室 助教 城下　智 1 89,096
長和町・上田市組合立国保依田窪病院 健診科 城下　奈央 1 89,096
国立大学法人富山大学附属病院 耳鼻咽喉科 科長 將積　日出夫 1 111,370
東京女子医科大学 循環器内科 臨床教授 庄田　守男 1 167,056
東京大学医学部附属病院 アレルギー・リウマチ内科 庄田　宏文 1 77,959
宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 リウマチ膠原病内科 リウマチセンター長 庄田　武司 2 122,507
学校法人産業医科大学 呼吸器内科学 丈達　陽順 2 111,370
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
社会福祉法人恩賜財団済生会支部熊本県済生会みすみ病院 循環器内科 院長 庄野　弘幸 1 55,685
学校法人福岡大学福岡大学筑紫病院 循環器内科 准教授 白井　和之 1 55,685
医療法人山下病院 消化器外科 副院長 白井　量久 1 55,685
一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 部長 白井　伸一 2 155,918
東京大学医学部附属病院 アレルギー・リウマチ内科 白井　晴己 1 55,685
学校法人東海大学東海大学医学部付属大磯病院 消化器内科 教授 白石　光一 1 167,056
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 循環器内科学 講師 白石　裕一 3 189,329
国立大学法人山形大学医学部附属病院 薬剤部長 白石　正 1 66,822
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井県済生会病院 内科 部長 白﨑　浩樹 1 66,822
学校法人東海大学東海大学医学部付属病院 内科学系血液腫瘍内科 准教授 白杉　由香理 1 77,959
医療法人財団明理会春日部中央総合病院 心臓血管外科 白杉　岳洋 1 55,685
国立大学法人九州大学病院 病態制御内科学 講師 白土　基明 1 66,822



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
帝京大学医学部附属病院 血液内科 教授 白藤　尚毅 1 111,370

国立大学法人群馬大学大学院医学系研究科
病態腫瘍制御学講座　肝胆膵外科学
分野

教授 調　憲 1 167,056

京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 准教授 白山　武司 1 111,370
医療法人玄和会ひまわりＡクリニック 院長 白水　玄山 1 33,411
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 腎泌尿器外科学講座 教授 白木　良一 1 111,370
日本赤十字社高山赤十字病院 第一内科 部長 白子　順子 1 89,096
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学国際医療センター 泌尿器腫瘍科 講師 城武　卓 1 55,685
国立大学法人東北大学病院 臨床研究推進センター 特任准教授 白戸　崇 2 155,918
兵庫県立がんセンター 皮膚科 医長 新川　衣里子 1 44,548
北海道大学大学院医学研究院 循環器・呼吸器外科学教室 講師 新宮　康栄 1 55,685
社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 呼吸器内科 神宮　直樹 1 55,685
公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院 呼吸器科 神宮　大輔 1 66,822
国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 内科学講座　循環器内科学分野 准教授 新家　俊郎 1 77,959
独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター 循環器内科 医員 新谷　卓也 1 44,548
医療法人社団愛友会三郷中央総合病院 循環器センター 循環器科 部長 新谷　陽道 1 77,959
大垣市民病院 呼吸器内科 主任部長 進藤　丈 3 189,329
しんどうクリニック 院長 新道　譲二 1 55,685
倉敷医療生活協同組合玉島協同病院 院長 進藤　真 1 55,685
医療法人社団武蔵野会新座志木中央総合病院 循環器内科 部長 進藤　直久 1 55,685
国立大学法人京都大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学 助教 進藤　岳郎 1 33,411
日本赤十字社熊本赤十字病院 神経内科 進藤　誠悟 1 55,685
福山市民病院 内科 科長 末次　慶收 1 55,685
国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 第一内科 臨床講師 末次　淳 1 55,685
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 部長 末成　和義 2 155,918
筑波大学大学院 人間総合科学研究科 末原　泰人 1 89,096
独立行政法人国立病院機構九州がんセンター 血液内科 医長 末廣　陽子 1 89,096
広島県厚生農業協同組合連合会ＪＡ広島総合病院 消化器内科 末廣　洋介 1 55,685
国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 第一内科 特任講師 末盛　浩一郎 1 55,685
鳥取県立中央病院 心臓内科 部長 菅　敏光 4 389,795
東京大学大学院理学系研究科 化学専攻生物有機化学教室 菅　裕明 1 167,056
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学国際医療センター 頭頸部腫瘍科 教授 菅澤　正 1 111,370
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 准教授 菅野　晃靖 1 77,959
一般財団法人厚生会仙台厚生病院 呼吸器内科 副院長 菅原　俊一 10 1,058,015
医療法人橿原友紘会大和橿原病院 循環器内科 菅原　裕 1 55,685
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 呼吸器センター内科 髙橋　由以 1 55,685
学校法人北里研究所北里大学病院 薬剤部 課長補佐 菅原　充広 1 33,411
医療法人笹生循環器クリニック 検査科 菅原　和章 1 11,137
医療法人邦友会小田原循環器病院 循環器内科 院長 杉　薫 3 334,110
いわき市立総合磐城共立病院 循環器内科 主任部長 杉　正文 1 55,685
東京都立多摩総合医療センター リウマチ膠原病科 部長 杉井　章二 6 456,617
医療法人杉浦整形外科 整形外科 院長 杉浦　憲治 1 55,685
豊橋市民病院 血液・腫瘍内科 副院長兼第一部長 杉浦　勇 4 389,795
医療法人社団杉浦医院 理事長 杉浦　敏之 1 33,411
医療法人医純会すぎうら医院 リウマチ科 副院長 杉浦　智子 2 155,918
碧南市民病院 循環器内科 副院長 杉浦　厚司 2 111,370
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 皮膚科 教授 杉浦　一充 1 111,370
新潟県厚生農業協同組合連合会新潟医療センター 循環器内科 部長 杉浦　広隆 2 133,644
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 不整脈科 部長 杉浦　亮 1 77,959
松阪中央総合病院　厚生連 循環器内科 医師 杉浦　伸也 1 22,274
国立大学法人大分大学医学部附属病院 呼吸器・乳腺外科 教授 杉尾　賢二 2 222,740
公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学 講師 杉岡　憲一 1 77,959
医療法人横浜柏堤会戸塚共立第１病院 名誉院長 杉﨑　徹三 1 55,685
国立大学法人北海道大学病院 血液内科学分野 助教 杉田　純一 2 144,781
独立行政法人国立病院機構呉医療センター 循環器内科 科長 杉野　浩 1 55,685
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 副院長 杉原　潤一 1 55,685
学校法人川崎学園川崎医科大学 血液内科学 教授 杉原　尚 2 278,426
日本赤十字社仙台赤十字病院 部長 杉村　彰彦 1 55,685
社会医療法人明和会中通総合病院 整形外科 科長 杉村　祐介 2 111,370
ＪＲ東京総合病院 血液・腫瘍内科 副院長 杉本　耕一 1 55,685
独立行政法人国立病院機構下志津病院 リウマチ科 医長 杉本　豊彦 1 44,548
国立大学法人三重大学医学部附属病院 中央検査部 講師 杉本　和史 1 66,822
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 腫瘍内科 副部長 杉本　直俊 1 55,685
医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 部長 杉本　栄康 1 66,822
学校法人近畿大学医学部 泌尿器科学 講師 杉本　公一 1 77,959
公立学校共済組合関東中央病院 呼吸器内科 杉本　直也 1 55,685
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 脳血管内科 センター長 杉森　宏 1 55,685
独立行政法人国立病院機構下志津病院 リウマチ膠原病センター長 杉山　隆夫 1 66,822
国立大学法人広島大学病院 リウマチ・膠原病科 教授 杉山　英二 5 556,850
国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 呼吸器内科 診療科長 杉山　温人 1 66,822
国立大学法人広島大学病院 がん化学療法科 教授 杉山　一彦 1 111,370
愛知医科大学病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 杉山　浩一 1 55,685
国立研究開発法人国立国際医療研究センター研究所 ゲノム医科学プロジェクト 副プロジェクト長 杉山　真也 1 83,333
三宅整形外科医院 整形外科 杉山　優美 1 33,411
一般社団法人日本人工関節研究所 理事長 勝呂　徹 1 77,959
石巻赤十字病院 循環器内科 部長 祐川　博康 1 55,685
医療法人おもと会大浜第一病院 循環器内科 科長 瑞慶覧　貴子 1 55,685
医療法人寿芳会芳野病院 循環器内科 副院長 鈴鹿　博史 1 55,685
医療法人澄心会豊橋ハートセンター 循環器内科 院長 鈴木　孝彦 1 33,411
鈴木クリニック 院長 鈴木　定 3 245,014
日本赤十字社医療センター 骨髄腫アミロイドーシスセンター センター長 鈴木　憲史 15 2,283,096
西那須野内科循環器科クリニック 循環器科 院長 鈴木　明裕 2 167,055
社会医療法人青嵐会本荘第一病院 副院長 鈴木　泰 1 77,959
長野県厚生農業協同組合連合会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 鈴木　貞博 3 178,192
社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院 腎臓内科 副院長 鈴木　理志 1 77,959



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
医療法人輝栄会福岡輝栄会病院 脳神経外科 副院長 鈴木　聡 1 33,411
川崎市立多摩病院 院長 鈴木　通博 2 167,055
国立大学法人千葉大学フロンティア医工学センター 教授 鈴木　昌彦 2 222,740
新潟県立坂町病院 院長 鈴木　薫 1 55,685
鈴木慶やすらぎクリニック 院長 鈴木　慶 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構青森労災病院 脳神経外科 部長 鈴木　直也 1 33,411
国立大学法人島根大学医学部附属病院 腫瘍・血液内科 准教授 鈴木　律朗 1 111,370
公立藤田総合病院 内科 部長 鈴木　修三 2 133,644
新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院 循環器内科 副院長 鈴木　啓介 1 55,685
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 肝臓内科 部長 鈴木　義之 7 1,169,392
すずひろクリニック リウマチ内科 院長 鈴木　王洋 2 167,055
クリニックひでとし 院長 鈴木　英年 1 55,685
公立大学法人福島県立医科大学 医学部　呼吸器外科学講座 教授 鈴木　弘行 5 779,594
公立大学法人福島県立医科大学 循環器内科学講座 准教授 鈴木　均 2 167,055
学校法人昭和大学昭和大学藤が丘病院 循環器内科 教授 鈴木　洋 1 111,370
国立大学法人琉球大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座 教授 鈴木　幹男 1 111,370
医療法人道北勤労者医療協会一条通病院 院長 鈴木　和仁 1 55,685
日本赤十字社医療センター アレルギー・リウマチ科 部長 鈴木　毅 2 178,192
国家公務員共済組合連合会東北公済病院 循環器内科 部長 鈴木　秀 1 77,959
東京医科大学茨城医療センター 消化器外科学分野 主任教授 鈴木　修司 2 167,055
国立大学法人鹿児島大学病院 腫瘍センター 副センター長 鈴木　紳介 2 111,370
医療法人社団ソレイユいずみ向日葵クリニック 院長 鈴木　陽子 3 267,288
川崎市立井田病院 リウマチ膠原病・痛風センター 所長 鈴木　貴博 1 66,822
山形県立中央病院 内科（呼吸器） 医長 鈴木　博貴 1 66,822
国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 整形外科 講師・外来医長 鈴木　基裕 1 89,096
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 肝臓センター 部長 鈴木　文孝 4 668,224
学校法人北里研究所北里大学医学部 血液内科学 教授 鈴木　隆浩 1 111,370
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 鈴木　重明 5 412,069
稲沢市民病院 循環器内科 部長 鈴木　智理 1 55,685
国立大学法人千葉大学大学院医学研究院 アレルギー臨床免疫学 講師 鈴木　浩太郎 1 66,822
学校法人愛知医科大学 循環器内科 准教授 鈴木　靖司 3 245,014
社会福祉法人三井記念病院 膠原病リウマチ内科 科長 鈴木　曉岳 2 122,507
医療法人社団診誠会すずき内科クリニック 内科 院長 鈴木　憲治 1 55,685
学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部 リウマチ内科 講師 鈴木　勝也 2 144,781
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 外来化学療法科 部長 鈴木　秀和 2 133,644
国立大学法人　浜松医科大学 内科学第三講座 助教 鈴木　大介 1 66,822
東京都済生会中央病院 循環器内科 副医長 鈴木　健之 1 77,959
大阪大学大学院　医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室 助教 鈴木　基之 1 55,685
名古屋大学医学部附属病院 循環器内科 病院助教 鈴木　進 1 55,685
公益財団法人心臓血管研究所付属病院 循環器内科 医長 鈴木　信也 4 289,562
伊勢崎市民病院 呼吸器内科 医長 鈴木　邦明 1 55,685
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 4 322,973
日本赤十字社八戸赤十字病院 血液内科 副部長 鈴木　雄造 1 66,822
国立大学法人山梨大学医学部附属病院 第一内科 助教 鈴木　雄一朗 1 55,685
旭川医療センター　独法 呼吸器内科 鈴木　北斗 1 77,959
青梅市立総合病院 血液内科 鈴木　さやか 1 55,685
掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 循環器内科 鈴木　智隆 1 33,411
仙台市立病院 循環器内科 鈴木　啓資 1 55,685
市立旭川病院 がん化学療法看護 認定看護師 鈴木　慎太郎 1 33,411
医療法人社団ソレイユいずみ向日葵クリニック 内科 看護師 鈴木　光子 1 33,411
医療法人創起会くまもと森都総合病院 血液内科 内科診療部長 鈴島　仁 1 66,822
国立大学法人島根大学医学部附属病院

先端がん治療センター/腫瘍・血液内
科

教授 鈴宮　淳司 1 111,370
社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 脳神経外科 主任部長 須田　喜久夫 1 55,685
北海道大学大学院医学研究科 内科学講座　消化器内科学分野 特任助教 須田　剛生 3 256,151
須田医院 内科 院長 須田　憲男 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院 内科 須藤　啓斗 1 89,096
三重大学大学院医学系研究科 運動器外科学・腫瘍集学治療学 教授 須藤　啓広 2 222,740
谷津保健病院　医療 内科 副院長　内科部長 須藤　真児 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会下関総合病院 呼吸器外科 須藤　学拓 1 55,685
国立がん研究センター中央病院 乳腺・腫瘍内科 須藤　一起 1 89,096
国立大学法人滋賀医科大学医学部附属病院 化学療法室 室長 須藤　正朝 1 55,685
国立大学法人群馬大学医学部附属病院 腫瘍センター 副センター長 砂長　則明 1 55,685
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 血液内科 医長 角南　一貴 4 445,480
日本赤十字社長野赤十字病院 血液内科 副部長 住　昌彦 1 89,096
糸島医師会病院 循環器内科 角　俊一郎 1 55,685
鳥取県立中央病院 呼吸器内科 医長 澄川　崇 1 66,822

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）

教授 住田　孝之 3 389,796

学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 内科学講座　肝胆膵内科 准教授(特任) 角田　圭雄 1 111,370
東京大学医学部附属病院 緩和ケア診療部 准教授 住谷　昌彦 1 77,959
喜多医師会病院 循環器内科 院長 住元　巧 1 55,685
ＪＲ東京総合病院 リウマチ・膠原病科 医長 陶山　恭博 1 89,096
社会医療法人仙養会北摂総合病院 臨床検査科 部長 諏訪　道博 2 155,918
学校法人順天堂順天堂大学医学部附属静岡病院 循環器科 先任准教授 諏訪　哲 1 77,959
学校法人東京女子医科大学東医療センター 内科 助教 諏訪　邦明 1 55,685
国立大学法人大分大学医学部附属病院 肝疾患相談センター 診療教授 清家　正隆 2 211,603
学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 呼吸器内科 准教授 清家　正博 2 200,466
社会医療法人社団熊本丸田会熊本整形外科病院 リウマチ科 リウマチセンター部長 清家　一郎 1 55,685
せお内科クリニック 循環器内科 院長 瀨尾　俊彦 1 55,685
筑波大学　医学医療系 循環器内科 准教授 瀬尾　由広 2 222,740
学校法人朝日大学朝日大学歯学部附属村上記念病院 循環器内科 教授 瀨川　知則 1 111,370
医療法人社団 誠心会　萩原中央病院 副院長 瀬川　潤 1 77,959
医療法人社団ＫＦＣ釜石ファミリークリニック 脳神経外科 院長 関　薫 2 155,918
社会医療法人近森会近森病院 循環器内科 部長 關　秀一 2 133,644
学校法人帝京大学医学部 内科学講座　腫瘍内科 病院教授 関　順彦 9 1,336,446



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
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 関口　康宣 1 55,685
筑波大学 医学医療系　循環器内科 准教授 関口　幸夫 3 300,699
日本赤十字社深谷赤十字病院 循環器科 副部長 関口　誠 1 55,685
筑波大学 医学医療系 臨床腫瘍学 教授 関根　郁夫 1 111,370
社会医療法人社団尚篤会赤心堂病院 院長 関谷　繁樹 1 55,685
社会医療法人社団正峰会大山病院 内科 部長 関谷　純一 1 55,685

医療法人新井病院
内科・リウマチ科・糖尿病内科・アレル
ギー科

院長 関谷　栄 1 55,685

国立循環器病研究センター 移植医療部 医長 瀨口　理 1 77,959
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 肝臓センター 瀨崎　ひとみ 1 77,959
社会医療法人春回会井上病院 循環器内科 院長補佐 瀬戸　信二 1 55,685
独立行政法人国立病院機構九州がんセンター 臨床研究センター治験推進室 室長 瀬戸　貴司 2 200,466
国立大学法人信州大学医学部附属病院 心臓血管外科 講師 瀬戸　達一郎 1 33,411
学校法人久留米大学医学部 病理学教室 瀬戸　加大 1 167,056
京都府立医科大学大学院医学研究科 免疫内科学 助教 妹尾　高宏 1 89,096
医療法人財団康生会武田病院 不整脈治療センター 妹尾　恵太郎 3 200,466
日本赤十字社医療センター アレルギー・リウマチ科 瀬理　祐 3 222,740
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 循環器内科学 学内講師 全　完 2 133,644
市立宇和島病院 脳神経外科 副院長 善家　喜一郎 1 55,685
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 放射線治療科 医長 全田　貞幹 1 111,370
国立大学法人神戸大学医学部附属病院 膠原病リウマチ内科 特定助教 千藤　荘 1 55,685
一般社団法人熊本市医師会熊本地域医療センター 呼吸器内科 内科部長 千場　博 1 66,822
医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 血液内科 科長 泉福　恭敬 1 55,685
医療法人恒和会宗内科・循環器科 院長 宗　武彦 1 55,685
徳島大学大学院医歯薬学研究部 循環器内科学 准教授 添木　武 6 579,124
慶應義塾大学病院 臨床研究推進センター 教授 副島　研造 1 111,370
杏林大学医学部付属病院 循環器内科 教授 副島　京子 4 668,224
草加市立病院 膠原病内科 医長 副島　誠 3 178,192
日本赤十字社静岡赤十字病院 リウマチ内科 部長 曽我　隆義 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 部長 曽我　芳光 2 155,918
一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 泌尿器科 副医長 惣田　哲次 1 55,685
一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 循環器内科 副医長 外海　洋平 1 55,685

金沢大学大学院
医薬保健学総合研究科 医薬保健学域
医学類

地域呼吸器症候学講
座

曽根　崇 1 55,685

産業医科大学医学部 第2内科学 准教授 園田　信成 1 111,370
地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 循環器内科 部長 園田　浩一朗 1 77,959
九州大学大学院医学研究院 生殖病態生理学 准教授 園田　顕三 1 77,959
日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院 循環器内科 園田　和正 1 77,959
医療法人社団冠心会大崎病院東京ハートセンター 不整脈センター センター長 曽原　寛 1 55,685
大館市立総合病院 消化器・血液・腫瘍内科 副看護師長 相馬　百子 1 33,411
関西電力病院 消化器・肝胆膵内科 部長 染田　仁 1 55,685
学校法人関西医科大学 関西医科大学附属病院 リウマチ・膠原病科 講師 孫　瑛洙 2 133,644
公立学校共済組合九州中央病院 泌尿器科 医長 宋　裕賢 1 33,411
医療法人橿原友紘会大和橿原病院 循環器内科 心臓カテーテル室長 成　智煕 1 55,685
滋賀医科大学 腫瘍内科 教授 醍醐　弥太郎 1 77,959
順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学 教授 代田　浩之 2 222,740
慶應義塾大学医学部 循環器内科 専任講師 村田　光繁 1 77,959
国立大学法人弘前大学医学部附属病院 呼吸器内科,感染症科 講師 當麻　景章 1 55,685
学校法人東京医科大学 血液内科学分野 准教授 田内　哲三 3 300,699
国立大学法人長崎大学病院 消化器内科 病院准教授 田浦　直太 2 133,644
国立大学法人東京大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 助教 田岡　和城 2 178,192
大西脳神経外科病院付属　明石駅前クリニック　大西脳外科クリニック 院長 垰本　勝司 1 77,959
大崎市民病院 リウマチ科 副院長 髙井　修 4 412,069
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 髙井　泰 1 55,685
兵庫県立がんセンター 皮膚科 診療科長 髙井　利浩 1 66,822
箕面市立病院 消化器内科 主任部長 髙石　健司 1 55,685
三豊総合病院 循環器科 部長 髙石　篤志 1 55,685
医療法人創起会くまもと森都総合病院 リウマチ・膠原病内科 医長 髙岡　宏和 1 77,959
国立大学法人京都大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学 教授 髙折　晃史 9 1,202,801
医療法人社団高木内科クリニック 循環器科 院長 髙木　昭 1 55,685
国立大学法人岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 消化器・肝臓内科学 准教授 高木　章乃夫 1 111,370
医療法人社団協友会彩の国東大宮メディカルセンター リウマチ科 部長 髙木　賢治 2 178,192
学校法人関西医科大学 関西医科大学総合医療センター 不整脈治療センター センター長　教授 髙木　雅彦 5 779,594
東海旅客鉄道㈱名古屋セントラル病院 主医長 髙木　英希 1 55,685
済生会川口総合病院 副院長 髙木　厚 2 111,370
越谷市立病院 循環器科 部長 髙木　篤俊 1 55,685
学校法人東京女子医科大学 泌尿器科 講師 髙木　敏男 2 178,192
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 薬局 副薬局長 髙木　麻里 1 33,411
香川県立中央病院 肝臓内科 院長補佐 髙口　浩一 12 820,000
学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院 院長 髙崎　芳成 2 222,740
三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 循環器内科 髙﨑　亮宏 1 33,411
広島大学大学院先端物質科学研究科 分子生命機能学講座 特任教授 登田　隆 1 167,056
国立大学法人熊本大学医学部附属病院 循環器内科 助教 髙潮　征爾 1 77,959
鹿児島大学大学院医歯学研究科 神経病学講座　神経内科・老年病学 教授 髙嶋　博 1 111,370
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 高島　浩明 1 77,959
地方独立行政法人徳島県鳴門病院 循環器内科 髙島　啓 1 33,411
医療法人たかすリウマチ・整形外科クリニック 整形外科　リウマチ科 院長 髙須　宣行 2 133,644
㈱麻生飯塚病院 神経内科 部長 高瀬　敬一郎 2 155,918
社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院 循環器内科 髙瀨　進 1 55,685
医療法人社団栄悠会綾瀬循環器病院 循環器内科 医長 髙瀬　哲郎 1 55,685
宝塚市立病院 呼吸器内科兼腫瘍内科 医長 高瀬　直人 1 89,096
独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター 呼吸器内科 部長 髙田　昇平 1 66,822
国民健康保険小松市民病院 内科 医長 髙田　睦子 1 55,685
一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 泌尿器科 部長 髙田　晋吾 2 122,507
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 髙田　覚 1 89,096



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター 薬剤部 試験検査主任 髙田　慎也 1 44,548
地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 整形外科 部長 髙津　哲郎 1 55,685
公益財団法人慈愛会今村病院分院 血液内科 血液内科主任部長 高塚　祥芝 1 89,096
慶應義塾大学医学部 循環器内科 准教授 髙月　誠司 2 155,918
医療法人ひびき会高野内科クリニック 院長 髙野　健太郎 1 77,959
一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 外科 科長 髙野　祥直 1 66,822
日本医科大学 循環器内科学 准教授 高野　仁司 1 77,959
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 臨床腫瘍科 部長 髙野　利実 2 167,056
日本赤十字社広島赤十字・原爆病院 整形外科 髙野　祐護 1 55,685
社会医療法人製鉄記念八幡病院 呼吸器内科 髙野　智嗣 1 33,411
東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター 看護部 高野　孝子 2 111,370
社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会山口総合病院 外科 部長 髙橋　剛 1 66,822
医療法人社団さくら会高橋病院 院長 髙橋　玲比古 2 111,370
北海道公立大学法人札幌医科大学医学部 免疫・リウマチ内科学 教授 髙橋　裕樹 5 468,480
医療法人慈裕会ゆうファミリークリニック リウマチ科 院長 高橋　裕一 1 55,685
福島赤十字病院 整形外科 院長 髙橋　貢 1 55,685
順天堂大学医学部附属順天堂医院 呼吸器内科 教授 髙橋　和久 1 111,370
公益財団法人がん研究会有明病院 総合腫瘍科 部長 髙橋　俊二 4 612,538
髙仁会高橋診療所 院長 髙橋　清輝 1 55,685
日本赤十字社京都第一赤十字病院 心臓血管外科 部長 髙橋　章之 1 77,959
国立大学法人大分大学医学部附属病院 循環器内科・臨床検査診断学講座 教授 髙橋　尚彦 5 529,009
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西市民病
院

循環器内科 部長 高橋　明広 2 133,644
国立大学法人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 2 222,740
静岡県立静岡がんセンター 呼吸器内科 部長 高橋　利明 1 77,959
日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野 呼吸器内科 准教授 髙橋　典明 1 77,959
社会福祉法人三井記念病院 血液内科 部長 髙橋　強志 1 66,822
近江八幡市立総合医療センター 血液内科 部長 髙橋　良一 2 100,233
東京都済生会中央病院 循環器科 部長 高橋　寿由樹 1 55,685
市立岸和田市民病院 呼吸器内科 部長 髙橋　憲一 1 77,959
ＪＡ北海道厚生連　帯広厚生病院 循環器内科 主任部長 髙橋　亨 2 111,370
医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科 部長 髙橋　佐枝子 1 77,959
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 膵がんセンター 外科系部門長 消化器外科　副部長 髙橋　秀典 1 77,959
国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 整形外科 講師 高橋　伸典 24 2,116,030
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 血液内科 診療部長 高橋　徹 1 66,822
医療法人社団晴緑会宮崎医療センター病院 消化器外科 副部長 髙橋　将史 1 89,096
国立大学法人東京医科歯科大学 循環器内科 助教 髙橋　良英 3 211,603
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 血液内科 医長 髙橋　文彦 1 55,685
公立大学法人福島県立医科大学 消化器内科学講座 准教授 高橋　敦史 2 111,370
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 医長 髙橋　聡 1 77,959
社会医療法人厚生会木沢記念病院 循環器内科 部長 髙橋　茂清 1 55,685
大崎市民病院 血液内科 科長 髙橋　太郎 1 66,822
佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科 講師 高橋　宏和 1 89,096
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 助教 髙橋　寛行 1 55,685
杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 髙橋　孝幸 1 55,685
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院 循環器内科 髙橋　孝太朗 1 55,685
学校法人東海大学東海大学医学部付属八王子病院 呼吸器内科 臨床助手 髙橋　史成 1 33,411
駒ケ嶺リウマチ整形外科クリニック 整形外科 看護師 高橋　紗理 3 155,918
独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター 外来化学療法センター 外来副看護師長 高橋　由美 2 89,096
産業医科大学病院 看護師長 高橋　恵 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 薬剤部 薬剤師 高橋　美賀 1 22,274
共明産業㈱新ゆり調剤薬局 薬剤師 高橋　真 1 33,411
国立大学法人長崎大学病院 リハビリテーション部 准教授 高畠　英昭 1 111,370
弘前大学大学院医学研究科 腫瘍内科学講座 講師 髙畑　武功 1 55,685
橋本市民病院 循環器内科 副医長 高畑　昌弘 1 55,685
国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 循環器内科 医長 髙林　健介 2 111,370
独立行政法人国立病院機構刀根山病院 整形外科 髙樋　康一郎 1 44,548
国立大学法人群馬大学医学部附属病院 循環器内科 部内講師 髙間　典明 1 77,959
高松診療所 消化器内科 院長 髙松　正剛 1 111,370
国立大学法人金沢大学医薬保健学域医学系 血液・呼吸器内科 講師 高松　博幸 3 267,288
地方独立行政法人市立大津市民病院 消化器内科（肝臓部門） 部長 髙見　史朗 1 55,685
学校法人愛知医科大学医学部 血液内科 教授 高見　昭良 2 222,740
独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院 整形外科 髙見　賢司 1 44,548
日本赤十字社埼玉県支部さいたま赤十字病院 循環器内科 高宮　智正 1 77,959
医療法人高村医院 院長 髙村　知諭 2 89,096
金沢大学附属病院 循環器内科 講師 高村　雅之 1 55,685
東京都立多摩総合医療センター 呼吸器・腫瘍内科 部長 髙森　幹雄 2 111,370
東京大学大学院医学系研究科 免疫学 教授 高柳　広 1 111,370
医療法人高山医院 院長 高山　進 1 55,685
日本大学医学部 内科学系循環器内科学分野 准教授 高山　忠輝 2 133,644
学校法人関西医科大学 関西医科大学香里病院 病院長 髙山　康夫 1 111,370
独立行政法人国立病院機構九州がんセンター 消化管・腫瘍内科 高吉　琴絵 1 22,274
富山大学附属病院 免疫・膠原病内科 診療教授 多喜　博文 1 77,959
学校法人帝京大学医学部 消化器内科 主任教授 滝川　一 2 222,740
岩手医科大学 内科学講座　消化器内科肝臓分野 教授 滝川　康裕 1 111,370
医療法人社団健永会　久米川内科循環器クリニック 院長 瀧川　和俊 1 55,685
国立大学法人千葉大学大学院医学研究院 先端化学療法学 教授 滝口　裕一 1 111,370
日本赤十字社医療センター 循環器内科 瀧澤　雅隆 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院 リウマチ・膠原病科 滝澤　直歩 2 89,096
世羅中央病院企業団 企業長 多幾山　渉 1 55,685
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院 腫瘍内科 主任医長 多久　佳成 2 122,507
公益財団法人天理よろづ相談所病院 呼吸器内科 部長 田口　善夫 1 77,959
国立大学法人三重大学保健管理センター 呼吸器内科 教授 田口　修 1 111,370
たぐち脳神経クリニック 院長 田口　博基 1 33,411
獨協学園獨協医科大学越谷病院 循環器内科 主任教授 田口　功 1 111,370
日本赤十字社静岡赤十字病院 血液内科 部長 田口　淳 2 133,644



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
社会医療法人生長会府中病院 循環器内科 部長 田口　晴之 1 77,959
富山大学附属病院 神経内科 准教授 田口　芳治 1 77,959
川崎市立川崎病院 リウマチ膠原病・痛風センター 担当部長 田口　博章 3 222,740
岐阜県厚生農業協同組合連合会久美愛厚生病院 整形外科 部長 田口　勝啓 2 122,507
北海道大学大学院医学研究院内科系部門内科学分野 腫瘍内科学教室 田口　純 1 55,685
市立長浜病院 呼吸器外科 責任部長 田久保　康隆 2 122,507
日本赤十字社京都第一赤十字病院 化学療法部 部長 内匠　千惠子 2 122,507
医療法人博仁会たけ内科クリニック 院長 武　俊介 1 55,685
国立大学法人鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科（小児科） 武井　修治 2 133,644
医療法人社団　裕紀会　武井クリニック 院長 武井　裕 1 55,685
国立大学法人三重大学医学部附属病院 消化器内科学 教授 竹井　謙之 2 222,740
日本大学医学部 内科学系血液膠原病内科学分野 主任教授 武井　正美 2 222,740
公立大学法人福島県立医科大学 循環器内科学講座 教授 竹石　恭知 2 222,740
医療法人社団竹内内科 内科 院長 竹内　素志 1 55,685
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 内分泌代謝科部長 竹内　靖博 1 89,096
東近江市立能登川病院 院長 竹内　孝幸 2 144,781
医療法人上毛会伊勢崎福島病院 リウマチ科 副院長 竹内　公彦 5 412,069
日本赤十字社総合病院岡山赤十字病院 血液内科 第一血液内科部長 竹内　誠 1 66,822
学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 リウマチ膠原病内科 診療准教授 武内　徹 1 111,370
社会医療法人同心会古賀総合病院 内科 医長 武内　正紀 1 89,096
医療法人社団栗整形外科病院 院長 武内　啓 2 133,644
公益財団法人慈愛会今村総合病院 血液内科 部長 竹内　昇吾 2 111,370
滋賀県立成人病センター 兼　臨床工学部　部長 循環器内科 副部長 竹内　雄三 1 55,685
慶應義塾大学医学部 リウマチ・膠原病内科 教授 竹内　勤 6 946,650
社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会静岡済生会総合病院 血液内科 部長 竹内　隆浩 1 55,685
福岡リハビリテーション病院 血管外科 部長 武内　謙輔 1 77,959
京都大学ウイルス・再生研究所 感染防御分野 教授 竹内　理 1 111,370
国立大学法人富山大学附属病院 第一外科 診療講師 武内　克憲 1 77,959
千葉大学医学部附属病院 血液内科 講師 武内　正博 1 89,096
社会医療法人祐生会みどりヶ丘病院 循環器内科 部長 竹内　大亮 1 55,685
伊那中央行政組合伊那中央病院 循環器内科 主任医長 竹内　崇博 1 77,959
国立研究開発法人国立がん研究センター先端医療開発センター 免疫TR分野 竹内　美子 1 89,096
市立宇和島病院 薬局 薬局長 竹内　信人 2 111,370
日本赤十字社大津赤十字病院 血液免疫内科 副部長 竹岡　友晴 1 55,685
公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科 血液腫瘍制御学 病院講師 武岡　康信 1 55,685
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 2 89,096
地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンター 心臓血管内科・カテーテル治療科 診療長 竹下　聡 1 77,959
学校法人東京女子医科大学 化学療法・緩和ケア科 講師 竹下　信啓 1 55,685
北九州市立医療センター 呼吸器内科 部長 竹下　正文 3 233,877
公益財団法人がん研究会有明病院 婦人科 部長 竹島　信宏 1 77,959
宮崎大学医学部附属病院 脳神経外科学分野 教授 竹島　秀雄 1 111,370
医療法人武田脳神経外科 院長 武田　定典 1 55,685
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 循環器センター長 武田　寛人 1 55,685
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 腫瘍内科 部長 武田　晃司 1 77,959
独立行政法人労働者健康安全機構北海道せき損センター 第一内科 部長 竹田　剛 2 155,918
医療法人社団昴会湖東記念病院 循環器内科 部長 武田　輝規 1 55,685
秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院 循環器内科 科長 武田　智 1 55,685
医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 呼吸器・アレルギー内科 医長 武田　直也 1 66,822
一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 循環器内科 医長 竹田　泰治 1 55,685
医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 呼吸器内科 部長 竹田　隆之 3 178,192
学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 循環器内科 講師 武田　義弘 3 167,055
独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター 循環器病センター長 竹谷　善雄 1 55,685
京都府立医科大学大学院医学研究科 消化器内科学 竹谷　祐栄 1 33,411
医療法人竹中医院 院長 竹中　俊彦 1 33,411
医療法人永健会仁愛医院 内科 院長 竹中　健智 1 77,959
独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 消化器外科 副部長 竹野　淳 1 66,822
新潟県立がんセンター新潟病院 皮膚科 情報調査部 部長 竹之内　辰也 1 111,370
独立行政法人国立病院機構九州がんセンター 呼吸器腫瘍科 部長 竹之山　光広 1 66,822
国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学 教授 竹原　徹郎 3 389,796

国立大学法人金沢大学
医薬保健研究域医学系　皮膚分子病
態学

教授 竹原　和彦 1 111,370

医療法人ヒポクラテス　竹村内科腎クリニック 院長 竹村　克己 1 111,370
青森市民病院 脳神経外科 部長 竹村　篤人 1 33,411
市立旭川病院 血液内科 医長 竹村　龍 1 66,822
医療法人創治 竹本病院 院長 竹本　範彦 1 55,685
宗像水光会総合病院 心臓血管センター センター長 竹本　真生 2 111,370
愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 循環器内科 救命救急センター長 竹本　憲二 1 55,685
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 呼吸器内科 医員 竹本　真之輔 1 11,137
医療法人和香会倉敷スイートホスピタル 看護部 外来科長 竹本　美由紀 1 33,411
医療法人和陽会　まび記念病院 副看護師長 竹本　美由紀 1 33,411
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井県済生会病院 循環器内科 副部長 竹森　一司 1 55,685
社会福祉法人大阪暁明館病院 循環器内科　心臓血管病センター 医長 武輪　光彦 2 111,370
弘前大学大学院医学研究科 呼吸器内科学講座 教授 田坂　定智 2 222,740
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科　不整脈・電気生理担当 医長 田坂　浩嗣 1 55,685
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 血液内科 部長 田近　賢二 1 55,685
医療法人社団千手会伊利医院 院長 田島　なつき 1 33,411
青森県立中央病院 臨床検査部 田嶋　育子 1 11,137
田尻外科胃腸科医院 院長 田尻　進 1 22,274
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 循環器内科 診療部長 田代　英樹 1 77,959
公益財団法人がん研究会有明病院 薬剤部 田瀬　徹 1 55,685
国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 膠原病・リウマチ内科 診療教授 多田　芳史 4 389,795
国立大学法人福井大学医学部 循環器内科学 教授 夛田　浩 3 389,796
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科 部長 多田　毅 1 55,685
大垣市民病院 消化器内科 医長 多田　俊史 1 89,096
学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院 免疫・細胞治療科 多田　耕平 1 77,959



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
気仙沼市立病院 循環器科 但木　壯一郎 1 55,685
国立大学法人山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学 助教 池上　直慶 1 77,959
舘ハートクリニック 院長 舘　啓二 1 55,685
国立大学法人北海道大学病院 整形外科 舘　弘之 1 55,685
社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院 循環器内科 橘　元見 1 55,685
社会医療法人同心会古賀総合病院 薬剤部 橘　尚子 1 44,548
国立大学法人神戸大学医学部附属病院 呼吸器内科 助教 立原　素子 2 133,644
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 准教授 立神　勝則 1 111,370
社会医療法人敬和会大分岡病院 循環器内科 院長 立川　洋一 1 77,959
京都中部総合医療センター 循環器内科 院長 辰巳　哲也 2 167,055
国立大学法人京都大学大学院医学研究科 器官外科学講座呼吸器外科学 教授 伊達　洋至 1 111,370
京都中部総合医療センター 呼吸器内科 医長 伊達　紘二 1 89,096
社会医療法人中央会尼崎中央病院 心臓血管センター長 立石　順 1 55,685

国立大学法人東京大学大学院医学系研究科
がんプロフェショナル養成基盤推進プラ
ン

消化器内科　講師 建石　良介 1 89,096

一般財団法人甲南会甲南加古川病院 整形外科 部長 立石　耕司 2 89,096
熊本大学医学部附属病院 血液内科 立津　央 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 循環器内科 部長 舘野　利絵子 1 33,411
医療法人麻の会首里城下町クリニック第一 内科 院長 田名　毅 1 33,411
奈良県立医科大学 泌尿器科学教室 准教授 田中　宣道 1 111,370
国立大学法人信州大学医学部 内科学第二教室 教授 田中　榮司 2 278,426
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 整形外科・リウマチ科 診療部長 田中　浩 3 245,014
一般財団法人博慈会博慈会記念総合病院 博慈会医療連携患者支援センター長 田中　邦夫 1 55,685
学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 消化器内科 教授 田中　篤 1 55,685
学校法人福岡大学　福岡大学医学部 泌尿器科学教室 主任教授・診療部長 田中　正利 1 111,370
学校法人産業医科大学 第2外科学 教授 田中　文啓 2 222,740
学校法人産業医科大学医学部 第1内科学講座 教授 田中　良哉 8 1,113,704
医療法人心療内科田中クリニック 心療内科 院長 田中　新一 1 33,411
東京大学大学院医学系研究科 整形外科学 教授 田中　栄 1 111,370
市立三次中央病院 循環器内科 診療部長 田中　幸一 2 111,370
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 血液内科 主任部長 田中　英夫 2 155,918
伊勢崎市民病院 診療長 田中　司玄文 1 33,411
学校法人東京医科大学東京医科大学八王子医療センター 循環器内科 科長 田中　信大 2 167,055
公立昭和病院 循環器内科 部長 田中　茂博 2 111,370
京都大学医学部附属病院 リウマチセンター 特定准教授 田中　真生 1 55,685
医療法人弘仁会板倉病院 整形外科 田中　秀和 1 55,685
京都民医連中央病院 副院長 田中　憲明 1 55,685
新潟県立がんセンター新潟病院 内科 臨床部長 田中　洋史 8 679,357
東京女子医科大学 血液内科学講座 主任教授 田中　淳司 3 389,796
国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 抗体医薬臨床応用学講座 教授 田中　敏郎 1 77,959
田中内科循環器内科クリニック 循環器内科 院長 田中　健二郎 1 55,685
医療法人財団明理会春日部中央総合病院 心臓病センター　不整脈 部長 田中　数彦 1 55,685
東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター 膠原病リウマチ内科 講師 田中　榮一 4 300,699
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 血液内科 医長 田中　正嗣 1 66,822
東京医科大学茨城医療センター 循環器内科 准教授 田中　宏和 1 77,959
医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 血液内科 副院長 田中　江里 1 77,959
日本赤十字社和歌山医療センター 循環器内科部 副部長 田中　麻里子 1 55,685
東京慈恵会医科大学 循環器内科 助教 田中　寿一 1 55,685
国立大学法人九州大学大学院医学研究院 九州連携臨床腫瘍学講座 助教 田中　謙太郎 1 55,685
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循環器内科 田中　悌史 1 77,959
学校法人近畿大学医学部 内科学腫瘍内科部門 講師 田中　薫 2 144,781
佐賀大学医学部 人工関節学 助教 田中　里紀 1 89,096
ＪＲ東京総合病院 呼吸器内科 医長 田中　健介 1 77,959
特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 不整脈科 医師 田中　宣暁 3 233,877
弘前大学大学院医学研究科 呼吸器内科学講座 助教 田中　寿志 1 55,685
新潟県立中央病院 内科 医長 田中　知宏 1 33,411
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 呼吸器内科 田中　妙 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 89,096
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 臨床検査部 田中　理 1 55,685
特定医療法人録三会太田病院 看護部 看護主任 田中　真希 1 33,411
独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院 田中　正樹 1 44,548
独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 循環器内科

田中屋　真智
子

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 神経内科 特任教授 棚橋　紀夫 8 946,646
国立大学法人島根大学医学部 内科学講座　内科学第四 教授 田邊　一明 1 111,370
公益財団法人天理よろづ相談所病院 皮膚科 部長 田邉　洋 1 66,822
社会福祉法人三井記念病院 循環器内科 部長 田邉　健吾 3 389,797
聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科 講師 田邉　康宏 1 55,685
独立行政法人地域医療機能推進機構南海医療センター 血液内科 医長 田部　亜季 1 44,548
大分大学医学部附属病院 腫瘍・血液内科 田部　亜季 1 33,411
国立大学法人滋賀医科大学 外科学講座 教授 谷　眞至 1 111,370
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 呼吸器内科 副院長 谷尾　吉郎 2 155,918
日本赤十字社伊勢赤十字病院 呼吸器内科 部長 谷川　元昭 2 122,507
新潟県立がんセンター新潟病院 泌尿器科 部長 谷川　俊貴 1 77,959
学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 臨床薬剤学 教授 谷川原　祐介 1 111,370
医療法人財団 立川中央病院 院長 谷口　正幸 1 55,685
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 血液内科 部長 谷口　修一 1 89,096
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会富田林病院 循環器内科 部長 谷口　貢 1 33,411
社会医療法人祐愛会織田病院 心臓血管外科・循環器内科 医長 谷口　賢一郎 1 55,685
京都府立心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院 整形外科 講師 谷口　大吾 1 89,096
医療法人社団さくら会高橋病院 医師 谷口　法正 1 55,685
京都府立医大附属北部医療センター 医長 循環器内科 谷口　琢也 1 33,411
愛知県がんセンター中央病院 薬物療法部 医長 谷口　浩也 1 89,096
学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 血液・膠原病内科 助教 谷口　康博 1 66,822
近畿中央胸部疾患センター 内科 谷口　善彦 1 44,548
学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 腫瘍内科 谷﨑　潤子 1 33,411



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
医療法人清仁会北海道内科リウマチ科病院 理事長 谷村　一秀 3 261,741
学校法人関西医科大学関西医科大学総合医療センター 皮膚科 助教 谷村　裕嗣 1 77,959
市立岸和田市民病院 呼吸器内科 医長 谷村　和哉 1 33,411
独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 血液内科 院長 谷本　光音 5 367,521
独立行政法人国立病院機構東京医療センター 循環器内科 医員 谷本　耕司郎 3 189,329
愛媛大学大学院医学系研究科 血液・免疫・感染症内科学 特任講師 谷本　一史 1 55,685
一般財団法人自警会東京警察病院 循環器科 医長 谷本　周三 1 77,959
新宮市立医療センター 循環器内科 部長 谷本　貴志 1 55,685
三豊総合病院 循環器科 副医長 谷本　匡史 1 77,959
日本赤十字社名古屋第一赤十字病院 呼吸器内科 医員 谷本　光希 1 55,685
京都府公立大学法人京都府立医科大学 分子診断・治療センター 特任教授 谷脇　雅史 8 1,169,390
医療法人社団桜友会所沢ハートセンター 循環器科 医長 谷脇　正哲 2 133,644
医療法人社団豊水会たねいちリウマチクリニック 院長 種市　幸二 3 145,370
大阪大学大学院医学系研究科 情報統合医学皮膚科学講座 講師 種村　篤 1 66,822
国家公務員共済組合連合会三宿病院 循環器科 部長 田畑　博嗣 1 55,685
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 頭頚部内科 科長 田原　信 7 1,002,334
新潟県立中央病院 神経内科 診療部長 田部　浩行 1 77,959
公立学校共済組合関東中央病院 循環器内科 医長 田部井　史子 1 55,685
鹿児島大学病院 肝疾患相談センター 特任講師 玉井　努 1 89,096
医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 血液内科 医長 玉井　洋太郎 6 478,891
医療法人社団玉城医院 院長 玉城　繁 1 111,370
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 頭頸部外科 主任部長 玉木　久信 1 55,685
国立大学法人山口大学大学院医学系研究科 免疫学講座 教授 玉田　耕治 2 278,426
公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学 講師 玉田　聡 2 144,781
西宮渡辺心臓・血管センター 循環器内科 センター長 民田　浩一 1 55,685
小樽市立病院 副院長 田宮　幸彦 1 33,411
近畿中央胸部疾患センター 内科医長 田宮　朗裕 1 44,548
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 呼吸器内科 診療主任 田宮　基裕 2 100,233
ＪＡ秋田県厚生農業協同組合連合会秋田厚生医療センター 循環器内科 副院長 田村　芳一 1 55,685
社会医療法人財団天心堂へつぎ診療所 循環器内科・睡眠時無呼吸センター センター長 田村　彰 2 133,644
学校法人近畿大学近畿大学医学部奈良病院 腫瘍内科 教授 田村　孝雄 2 133,644
学校法人日本医科大学付属病院 血液内科 准教授 田村　秀人 5 490,028
順天堂大学医学部 膠原病内科学講座 教授 田村　直人 5 556,850
日本赤十字社和歌山医療センター 循環器内科部 部長 田村　崇 1 55,685
順天堂大学医学部附属練馬病院 循環器内科 助教 田村　浩 1 77,959
公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 血液内科 准教授 田村　志宣 1 111,370
茨城県立中央病院 呼吸器内科 医長 田村　智宏 1 33,411
兵庫医科大学 リウマチ・膠原病科 田村　誠朗 1 55,685
青森県立中央病院 産婦人科 副部長 柞木田　礼子 1 33,411
医療法人社団宏和会　岡村記念病院 循環器内科 部長 樽谷　康弘 1 55,685
小牧市民病院 整形外科 部長 多和田　兼章 1 55,685
日本赤十字社 浜松赤十字病院 循環器内科 部長 俵原　敬 1 55,685
学校法人昭和大学昭和大学江東豊洲病院 循環器内科 教授 丹野　郁 2 278,426
北海道公立大学法人札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 准教授 丹野　雅也 1 77,959
日本赤十字社前橋赤十字病院 心臓血管内科 副院長　兼　部長 丹下　正一 2 111,370
国立大学法人群馬大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 教授 近松　一朗 2 167,055
東京医科大学 循環器内科学分野 主任教授 近森　大志郎 1 111,370
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 泌尿器科 診療長 力石　辰也 1 111,370
筑波大学 医学医療系 血液内科 教授 千葉　滋 1 167,056
川崎市立井田病院 泌尿器科 部長 千葉　喜美男 1 66,822
社会福祉法人恩賜財団済生会水戸済生会総合病院 循環器内科 部長 千葉　義郎 1 55,685
広島大学大学院　医歯薬保険学研究科 医歯薬学専攻　消化器・代謝内科学 教授 茶山　一彰 13 1,893,298
東京都立墨東病院 消化器内科 部長 忠願寺　義通 1 66,822
日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院 呼吸器内科 中鉢　久実 1 55,685
新潟県立がんセンター新潟病院 臨床部長 張　高明 7 534,576
パナソニック健康保険組合　松下記念病院 麻酔科 部長 趙　崇至 1 77,959
医療法人社団鳳凰会いえまさ脳神経外科クリニック 院長 張　家正 1 55,685
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 外科 部長 丁田　泰宏 4 300,699
医療法人伴帥会愛野記念病院 リウマチ・膠原病内科 塚田　敏昭 1 55,685
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・アレルギー科 医長 辻　聡一郎 1 44,548
多野藤岡医療事務市町村組合公立藤岡総合病院 呼吸器内科 部長 塚越　正章 2 122,507
公益社団法人鹿児島共済会南風病院 消化器内科 部長 政　幸一郎 2 144,781
産業医科大学病院 血液内科 診療教授 塚田　順一 3 278,425
国立研究開発法人 国立がん研究センター 社会と健康研究センター センター長 津金　昌一郎 1 167,056
藤沢市民病院 循環器内科 部長 塚原　健吾 1 55,685
東京医科大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 主任教授 塚原　清彰 1 55,685
国家公務員共済組合連合会新小倉病院 リウマチ科部長 診療部長 塚本　浩 2 178,192
国民健康保険小松市民病院 外科 部長 塚山　正市 1 66,822
津軽保健生活協同組合健生五所川原診療所 内科 所長 津川　信彦 1 77,959
公益財団法人健和会健和会大手町病院 副院長 築島　直紀 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 内科 第五内科部長 次田　誠 2 133,644
彦根市立病院 呼吸器科 主任部長 月野　光博 1 66,822
岩手医科大学 内科学講座　血液腫瘍内科分野 助教 筑紫　泰彦 1 89,096
独立行政法人地域医療機能推進機構　神戸中央病院 佃　綾乃 1 10,000
鹿児島県立北薩病院 呼吸器内科 医長 佃屋　剛 1 33,411
国立大学法人広島大学自然科学研究支援開発センター 助教 柘植　雅貴 2 178,192
医療法人英世会つざき循環器・麻酔科クリニック 院長 津﨑　建 1 33,411
学校法人金沢医科大学金沢医科大学病院 頭頸部外科学 主任教授 辻　裕之 2 167,055
医療法人社団翔洋会辻内科循環器科歯科クリニック 院長 辻　正純 1 55,685
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 消化器内科 副院長 辻　邦彦 1 111,370
国立大学法人香川大学医学部 臨床腫瘍学 教授 辻　晃仁 4 556,853
国立循環器病研究センター 心臓血管内科　肺循環科 辻　明宏 1 77,959
公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 内科学第三講座 辻　裕樹 1 89,096
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 医員 辻　良香 1 55,685
国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学 教授 辻田　賢一 3 334,110



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
学校法人昭和大学昭和大学医学部 内科学講座 循環器内科学部門 助教 辻田　裕昭 1 55,685
市立貝塚病院 外科・消化器外科 名誉院長 辻仲　利政 2 167,055
北海道大学大学院医学研究院・医学院 呼吸器内科学講座 特任教授 辻野　一三 2 189,329
独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 泌尿器科 部長 辻畑　正雄 1 66,822
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 薬剤部 辻村　行啓 1 55,685
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 呼吸器内科 医長 都竹　晃文 1 33,411
兵庫県立がんセンター 消化器内科 部長 津田　政広 1 55,685
学校法人聖マリアンナ医科大学病院 臨床腫瘍学講座 講師 津田　享志 2 178,192
防衛医科大学校 医学教育部医学科 病態病理学講座 教授 津田　均 1 20,000
学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院 アレルギー膠原病内科 副医長 津田　篤太郎 3 267,288
社会医療法人青洲会福岡青洲会病院 検査課 津田　昌和 1 22,274
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 津谷　康大 1 77,959
土尾内科クリニック 内科 院長 土尾　泰弘 1 55,685
埼玉医科大学病院 皮膚科 教授 土田　哲也 1 111,370
医療法人社団豊流会ツチダクリニック 院長 土田　豊実 1 111,370
社会医療法人北海道恵愛会札幌南一条病院 循環器・腎臓内科 副院長 土田　哲人 2 133,644
北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 病院管理学 教授 土橋　和文 2 222,740
学校法人北里研究所北里大学北里研究所病院 院長 土本　寛二 1 55,685
土屋医院 院長 土屋　淳郎 1 55,685
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 循環器内科 医長 土屋　寛子 1 33,411
九州大学大学院医学研究院 循環器内科学 教授 筒井　裕之 2 222,740
市立函館病院 血液内科 科長・主任医長 堤　豊 1 66,822
(株)麻生飯塚病院 循環器内科 診療部長 堤　孝樹 1 77,959
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 医長 堤田　新 2 111,370
国立大学法人香川大学医学部附属病院 泌尿器・副腎・腎移植外科 助教 常森　寛行 1 55,685
日本赤十字社熊本赤十字病院 循環器内科 部長 角田　隆輔 1 33,411
一般財団法人住友病院 膠原病・リウマチ内科 診療主任部長 角田　慎一郎 3 222,740
国立大学法人島根大学医学部附属病院 呼吸器・化学慮法内科 講師 津端　由佳里 2 178,192
気仙沼市立病院 循環器科 科長 圓谷　隆治 1 55,685
大垣市民病院 循環器内科 副院長 坪井　英之 3 189,329
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 呼吸器外科 科長 坪井　正博 2 334,112
医療法人後藤会ながさき内科・リウマチ科病院 リウマチ膠原病 副院長 坪井　雅彦 1 111,370
独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 リウマチ科・リウマチ外科センター 部長 坪井　秀規 3 144,781

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 坪井　洋人 5 445,480

社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 血液・リウマチ内科 壷井　和幸 1 55,685
鹿児島市立病院 院長 坪内　博仁 5 556,850
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 循環器内科 専門部長 坪光　雄介 1 55,685
新田町ビル診療所 院長 坪田　淳 1 55,685
公立豊岡病院組合立豊岡病院 外科 部長 坪野　充彦 1 77,959
国立大学法人大分大学医学部附属病院 整形外科学講座 教授 津村　弘 1 83,528
一般社団法人熊本市医師会熊本地域医療センター 呼吸器内科 津村　真介 1 33,411
医療法人相生会ピーエスクリニック 院長 都留　智巳 3 278,425
大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学 教授 鶴田　大輔 1 111,370
国立大学法人長崎大学病院 検査部 副臨床検査技師長  鶴田　一人  1 55,685
国立大学法人岐阜大学大学院医学系研究科 血液病態学 臨床教授 鶴見　寿 2 222,740
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

消化器内科 医長 鄭　浩柄 1 55,685

広島大学大学院医歯薬保健学研究院 腎泌尿器科学 准教授 亭島　淳 1 111,370
上伊那医療生活協同組合上伊那生協病院 リハビリテーション科 医師 出口　博一 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 消化器内科 部長 出口　章広 1 55,685
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学国際医療センター 神経内科 准教授 出口　一郎 2 144,781
国立大学法人北海道大学大学院医学研究院 内科学分野血液内科学教室 教授 豊嶋　崇徳 7 946,648
東京都立多摩総合医療センター 副院長 手島　保 1 55,685
草津総合病院 糖尿病・内分泌内科 手塚　祐司 1 77,959
西宮市立中央病院 呼吸器内科 医長 鉄本　訓史 2 111,370
杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 講師 軽部　美穂 1 55,685
社会医療法人仁愛会　浦添総合病院 臨床検査技部 部長 手登根　稔 1 22,274
学校法人近畿大学近畿大学医学部堺病院 看護部 看護主任 出原　華代 1 33,411
国立大学法人 新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分野 教授 寺井　崇二 2 278,426
医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院 循環器内科 部長 寺井　英伸 1 55,685
医療法人ＪＲ広島病院 循環器内科 部長 寺川　宏樹 1 77,959
富山市立富山市民病院 血液内科 部長 寺﨑　靖 2 111,370
東京慈恵会医科大学 神経内科 講師 寺澤　由佳 1 55,685
東京医科大学八王子医療センター 神経内科 准教授 赫　寛雄 1 55,685
一般財団法人甲南会甲南加古川病院 診療部長 寺島　康浩 1 55,685
医療法人藤井会石切生喜病院 循環器内科 寺下　和範 1 55,685
静岡県立静岡がんセンター 胃外科 部長 寺島　雅典 2 178,192
医療法人澄心会豊橋ハートセンター 循環器内科 部長 寺島　充康 4 445,480
社会医療法人将道会総合南東北病院 循環器科 副院長 寺嶋　正佳 1 55,685
医療法人社団ＣＶＩＣ心臓画像クリニック飯田橋 理事長 寺島　正浩 1 77,959
ＪＡ北海道厚生連　帯広厚生病院 循環器内科 医長 寺島　慶明 1 55,685
社会医療法人杏嶺会一宮西病院 循環器内科 部長 寺本　智彦 1 55,685
学校法人岩手医科大学医学部 神経内科・老年科分野 教授 寺山　靖夫 3 445,482
公益財団法人がん研究会有明病院 血液腫瘍科 血液腫瘍担当部長 照井　康仁 1 111,370
信州大学医学部附属病院 整形外科 講師 天正　恵治 1 33,411
一般財団法人厚生会仙台厚生病院 呼吸器内科 戸井　之裕 1 55,685
土居医院 院長 土居　通明 1 22,274
神戸赤十字病院 循環器内科 部長 土井　智文 1 55,685
国立がん研究センター東病院 先端医療科 科長 土井　俊彦 1 167,056
香川県立中央病院 循環器内科 部長 土井　正行 2 111,370
医療法人社団桜友会所沢ハートセンター 部長 土井　宏 1 55,685
公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学 講師 土井　淳史 2 155,918
国立国際医療研究センター 肝炎・免疫研究センター 肝疾患研究部 研究員 土肥　弘義 1 41,666
学校法人金沢医科大学金沢医科大学 呼吸器内科学 主任教授 栂　博久 1 111,370



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 免疫TR分野 特任研究員 冨樫　庸介 8 846,412
国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 血液内科 栂野　富輝 1 50,000
日本赤十字社神戸赤十字病院 土岐　啓己 1 55,685
医療法人時任整形外科リウマチ科 整形外科 理事長 時任　毅 3 245,014
学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 循環器内科 助教 德田　道史 2 133,644
医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 薬剤部 徳留　章 1 89,096
茨城県厚生農業協同組合連合会ＪＡとりで総合医療センター 循環器内科 部長 德永　毅 2 111,370
京都府立心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院 整形外科 院長 徳永　大作 1 111,370
一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 脳神経外科 徳永　敬介 1 77,959
日本大学医学部 整形外科学系整形外科学分野 主任教授 德橋　泰明 1 77,959
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 教授 得平　道英 12 1,559,184
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 看護師 徳丸　陽香 1 22,274
市立伊丹病院 血液 診療部長 徳嶺　進洋 1 66,822
一般社団法人巨樹の会新久喜総合病院 循環器内科 部長 戸頃　康男 2 155,918
日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院 循環器内科 医長 戸坂　俊雅 3 167,055
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 呼吸器内科 副医長 金田　俊彦 1 33,411
国立大学法人東京大学医科学研究所 分子療法分野 教授 東條　有伸 3 334,110
医療法人こすもす会コスモス皮膚科・内科クリニック 内科 院長 東條　淳 1 55,685
国立大学法人大阪大学医学部附属病院 神経内科 医長 藤堂　謙一 1 77,959
日本赤十字社唐津赤十字病院 循環器内科 轟木　渉 1 33,411
日本赤十字社医療センター 呼吸器内科 医師 刀祢　麻里 1 77,959
国立大学法人山形大学医学部附属病院 血液内科 助教 東梅　友美 1 55,685
国立大学法人香川大学医学部 血液・免疫・呼吸器内科学 講師 土橋　浩章 5 540,480
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 呼吸器内科 医長 鍵山　奈保 1 55,685
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循環器内科 部長 桃原　哲也 1 111,370
国立大学法人三重大学医学部附属病院 循環器内科 講師 土肥　薫 2 133,644
国家公務員共済組合連合会呉共済病院 医長 土肥　由裕 1 77,959
徳島大学病院 卒後臨床研修センター 助教 飛梅　威 1 55,685
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 血液腫瘍科 科長 飛内　賢正 1 111,370
㈱麻生飯塚病院 呼吸器内科 部長 飛野　和則 1 66,822
兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科 部長 当麻　正直 1 77,959
鹿児島県立大島病院 神経内科 部長 泊　晋哉 1 77,959
社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 脳神経内科 副部長 冨井　康宏 1 33,411
国立大学法人群馬大学医学部附属病院 光学医療診療部 富澤　琢 1 33,411
岐阜市民病院 院長 冨田　栄一 2 278,426
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・分子腫瘍学分野 教授 冨田　善彦 6 835,277
富田内科医院 院長 冨田　奈留也 1 77,959
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 血液内科学 准教授 冨田　章裕 1 111,370
長野県厚生農業協同組合連合会北アルプス医療センターあづみ病院 副院長 富田　威 1 55,685
医療法人社団優人会優人クリニック 透析 院長 冨田　兵衛 1 111,370
国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 循環器腎臓内科学講座 教授 富田　泰史 3 334,110
東北大学病院 神経外科学分野 教授 冨永　悌二 1 111,370
医療法人厚生会虹が丘病院 腎臓内科 院長 冨永　雅博 1 77,959
愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院 循環器内科 診療長 冨本　茂裕 2 133,644
独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 頭頸部外科部長 富山　要一郎 1 66,822
一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 呼吸器内科 百目木　豊 1 77,959
社会医療法人社団熊本丸田会熊本整形外科病院 リウマチ科 リウマチセンター長 友田　邦彦 2 122,507
誠佑記念病院　医療 循環器内科 病院長 友渕　佳明 1 55,685
東京都立駒込病院 血液内科 遠矢　嵩 1 55,685
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 放射線医学教室 主任教授 外山　宏 1 111,370
宮崎県立延岡病院 内科 地域医療科部長 外山　孝典 4 289,562
医療法人社団志太記念脳神経外科 脳神経外科 院長 豊山　弘之 1 77,959
多野藤岡医療事務市町村組合公立藤岡総合病院 血液内科 部長 外山　耕太郎 1 89,096

京都府立医科大学大学院医学研究科
運動器機能再生外科学（整形外科学
教室）

講師 遠山　将吾 1 44,548

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 外山　堅太郎 1 55,685
ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院 名誉院長 豊田　成司 2 222,740
独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院 リハビリテーション科 部長 豊田　章宏 1 22,274
国立循環器病研究センター 脳血管部門 副院長　脳血管部門長 豊田　一則 4 445,480
とよだ内科頭痛クリニック 院長 豊田　元哉 1 33,411
磐田市立総合病院 リウマチ科 部長 鳥養　栄治 2 144,781
医療法人麻仁会とりごえ整形外科クリニック 院長 鳥越　均 1 55,685
北海道公立大学法人 札幌医科大学 医学部 病理学第一講座 教授 鳥越　俊彦 1 167,056
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 主任教授 鳥村　拓司 2 222,740
旭川医科大学病院 腫瘍センター 教授 鳥本　悦宏 1 111,370
社会医療法人宏潤会大同病院 循環器内科 鳥谷　卓央 1 55,685
京都大学医学部附属病院 免疫膠原病内科 中島　俊樹 1 55,685
札幌山の上病院 副院長 中村　聡子 1 55,685
医療法人経和会難波医院 内科 院長 難波　経豊 1 77,959
社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院 循環器内科 不整脈部門副部長 南部　忠詞 1 33,411
公益財団法人老年病研究所附属病院 副院長 内藤　功 1 55,685
群馬県立心臓血管センター 循環器内科 部長 内藤　滋人 1 55,685
浜松医療センター 血液内科 科長 内藤　健助 1 66,822
豊橋市民病院 第三部長 内藤　岳人 1 77,959
日本医科大学千葉北総病院 呼吸器内科 内藤　智之 1 55,685
独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 院長 直江　知樹 1 111,370
慶應義塾大学病院 腫瘍センター 専任講師 猶木　克彦 1 66,822
国立大学法人広島大学原爆放射線医科学研究所 幹細胞機能学研究分野 准教授 仲　一仁 2 222,740
医療法人きたじま倚山会きたじま田岡病院 血管外科・静脈外科 中井　義廣 2 100,233
日本大学医学部 内科学系循環器内科学分野 診療教授 中井　俊子 1 77,959
筑波メディカルセンター病院 脳神経外科 診療科長 中居　康展 1 77,959
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 泌尿器科 副部長 中井　康友 1 55,685
新潟県立中央病院 血液内科 副院長 永井　孝一 2 167,055
社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院 循環器科 部長 長井　和彦 1 55,685
ＮＴＴ東日本札幌病院 糖尿病内分泌内科 部長 永井　聡 1 89,096



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 第二内科 講師 永井　啓行 2 133,644
自治医科大学 呼吸器内科学講座 助教 長井　良昭 1 55,685
特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 医長 永井　宏幸 1 55,685
国立大学法人京都大学医学部附属病院 がん薬物治療科 特定助教 永井　宏樹 2 155,918
学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 リウマチ膠原病内科 助教 永井　孝治 2 133,644
公益財団法人天理よろづ相談所病院 血液内科 医員 永井　雄也 1 33,411
国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 看護部 永井　薫 16 690,494
横浜市立大学大学院医学研究科 泌尿器科 准教授 中井川　昇 4 445,480
公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 血液・化学療法内科 副部長 中江　吉希 1 55,685
医療法人新生会総合病院高の原中央病院 循環器内科 部長 長江　啓二 1 33,411
国立大学法人金沢大学医薬保健学域医学系 血液・呼吸器内科 教授 中尾　眞二 3 334,110
国立大学法人長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 消化器内科学分野 教授 中尾　一彦 4 445,480
社会福祉法人恩賜財団済生会支部熊本県済生会熊本病院 院長 中尾　浩一 3 245,014
学校法人福岡大学福岡大学病院 呼吸器内科 中尾　明 1 44,548
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 肝臓内科 中尾　康彦 1 22,274
学校法人日本医科大学多摩永山病院 脳神経内科 部長 長尾　毅彦 3 334,110
学校法人東京女子医科大学東医療センター 内科 准教授 中岡　隆志 1 77,959
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 院長 長岡　章平 6 634,809
社会医療法人製鉄記念八幡病院 呼吸器内科 医長 中垣　憲明 2 111,370
京都第二赤十字病院 脳神経内科 部長 永金　義成 1 33,411
近江八幡市立総合医療センター 循環器内科 部長 中上　拓男 1 33,411
社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院 心臓血管外科 医長 中神　理恵子 1 33,411
東京慈恵会医科大学附属病院 皮膚科 診療長 中川　秀己 1 111,370
東京都済生会中央病院 循環器内科 副院長 中川　晋 1 55,685
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 5 245,014
独立行政法人国立病院機構弘前病院 呼吸器科 部長 中川　英之 8 567,987
中川医院 院長 中川　陽之 1 33,411
近畿大学医学部 内科学教室 腫瘍内科部門 主任教授 中川　和彦 3 334,110
医療法人社団三圭会中川医院 循環器 院長 中川　純一 1 55,685
国立大学法人東京大学医学部附属病院 消化器内科 助教 中川　勇人 1 77,959
日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野 呼吸器内科 助教 中川　喜子 1 89,096
日本赤十字社高知県支部高知赤十字病院 耳鼻咽喉科 中川　英幸 1 55,685
市立岸和田市民病院 薬剤部 中川　雅史 1 33,411
学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属第三病院 薬剤部 中川　隼一 1 55,685
広島大学病院 診療支援部  検体検査部門 中川　浩美 1 66,822
富山大学大学院医学薬学研究部 病態代謝解析学講座 准教授 中川　崇 1 77,959
ながき内科クリニック 消化器内科 院長 永木　正仁 1 111,370
医療法人なかこうじ内科・循環器内科 院長 中小路　隆裕 1 55,685
青梅市立総合病院 リウマチ膠原病科 部長 長坂　憲治 1 55,685
公益社団法人石川勤労者医療協会城北病院 リウマチ科 部長 中﨑　聡 2 144,781
公益財団法人がん研究会有明病院 看護部 外来治療センター 師長 長崎　礼子 1 33,411
横浜市立市民病院 血液内科 科長 仲里　朝周 2 155,918
医療法人なかざわ整形外科なかざわスポーツクリニック 整形外科 院長 中澤　成史 1 55,685
独立行政法人国立病院機構千葉東病院 アレルギー科 医長 中澤　卓也 1 55,685
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 膠原病内科 部長 中澤　隆 5 378,658
東海大学医学部 内科学系　循環器内科学 准教授 中澤　学 1 55,685
国立大学法人信州大学医学部 内科学第二教室 助教 中澤　英之 1 55,685
日本大学医学部 内科学系血液膠原病内科学分野 長澤　洋介 1 55,685
公立豊岡病院組合立豊岡病院 呼吸器内科 医長 中治　仁志 2 111,370
国立病院機構九州医療センター 耳鼻咽喉科 科長 中島　寅彦 1 77,959
九州大学大学院医学研究院 整形外科学 教授 中島　康晴 1 111,370
飯塚病院 泌尿器科 部長 中島　雄一 1 89,096
学校法人聖マリアンナ医科大学病院 臨床腫瘍学 教授 中島　貴子 5 723,909
国立大学法人九州大学病院 病態制御内科学 助教 中嶋　康博 1 66,822
草加市立病院 循環器内科 医長 中島　永美子 1 55,685
一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 部長 中島　史雄 1 66,822
医療法人大植会葛城病院 院長 中島　幹雄 1 111,370
医療法人社団かとう内科並木通り診療所 副院長 中島　孝修 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院 院長補佐 中島　洋介 1 66,822
国立大学法人千葉大学大学院医学研究院 アレルギー臨床免疫学講座 教授 中島　裕史 4 445,480
地方独立行政法人堺市立病院機構堺市立総合医療センター 脳神経外科 脳神経外科部長 中島　義和 1 55,685
医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 腫瘍内科 科長 中島　日出夫 1 66,822
医療法人橿原友紘会大和橿原病院 副院長　兼　内科部長 中嶋　民夫 2 133,644
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 教授 中島　秀明 3 334,110
学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 整形外科 准教授 中島　新 4 378,658
聖マリアンナ医科大学 循環器内科 中島　育太郎 1 77,959
三重大学医学部附属病院 リウマチ・膠原病センター 教授 中島　亜矢子 1 111,370
東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター 膠原病リウマチ内科 准教授 中島　亜矢子 1 77,959
北見赤十字病院 内科・総合診療科 部長 永嶋　貴博 1 66,822
日本大学医学部 内科学系循環器内科学分野 永嶋　孝一 1 55,685
一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 副部長 永島　道雄 2 133,644
札幌医科大学医学部 消化器内科学講座 教授 仲瀬　裕志 1 111,370
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 脳卒中診療部 部長 中瀬　泰然 1 55,685
国立大学法人東京大学医学部附属病院 器官病態内科学講座呼吸器内科学 教授 長瀬　隆英 1 111,370
東京都立多摩総合医療センター 泌尿器科 部長 長瀬　泰 1 55,685
学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学三田病院 呼吸器内科 長瀬　清亮 1 89,096
帝京大学医学部内科学講座 呼吸器・アレルギーグループ/研究室 教授 長瀨　洋之 1 111,370
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院佐久医療センター 腫瘍内科 部長 長瀬　通隆 1 55,685
東京都立墨東病院 リウマチ膠原病科 医長 永瀬　雄一 1 77,959
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院 薬剤部 永瀬　怜司 1 33,411
学校法人国際医療福祉大学医学部 血液内科学講座 主任教授 中世古　知昭 1 111,370
自治医科大学附属さいたま医療センター 血液科 講師 仲宗根　秀樹 1 55,685
社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 循環器内科 院長 中田　智明 2 111,370
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 血液内科 部長 中田　匡信 1 66,822
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 中田　貴彬 1 55,685



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
おさふねクリニック 内科・リウマチ科 看護師長 中田　淳子 1 33,411
医療法人敬詢会永田医院 院長 永田　昌敬 1 66,822
国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 肝疾患センター 准教授 永田　賢治 1 77,959
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 消化器内科 主任部長 永田　信二 1 66,822
順天堂大学医学部附属順天堂医院 泌尿器科 准教授 永田　政義 1 77,959
国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 血液内科 助教 永田　泰之 2 122,507
日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 循環器科 副部長 永田　恭敏 2 111,370
川崎市立川崎病院 永田　亮平 1 55,685
公立大学法人　大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学 教授 仲谷　達也 1 167,056
中谷医院 院長 中谷　晃 1 55,685
医療法人泉秀会かわい病院 リウマチ科 部長 中谷　晃之 2 122,507
一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 循環器内科 副医長 中谷　晋平 1 77,959
社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院 呼吸器内科 診科長 仲地　一郎 1 55,685
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 泌尿器科 主任部長 中津　裕臣 1 55,685
国立研究開発法人国立がん研究センター先端医療開発センター 免疫療法開発分野 分野長 中面　哲也 1 111,370
茅ヶ崎市立病院 循環器内科 部長 中戸川　知頼 1 55,685
国立大学法人長崎大学病院 第二内科 助教 中富　克己 1 55,685
公立学校共済組合九州中央病院 呼吸器内科 中富　啓太 1 55,685
国立大学法人九州大学大学院医学研究院 呼吸器内科学分野 教授 中西　洋一 1 111,370
三好市国民健康保険市立三野病院 内科 院長 中西　嘉巳 1 33,411
社会医療法人景岳会南大阪病院 循環器内科 顧問 中西　宣文 1 77,959
ＪＡ秋田県厚生農業協同組合連合会由利組合総合病院 循環器内科 診療部長 中西　徹 1 55,685
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 血液・腫瘍科 ＲＳＤ 中西　達郎 1 33,411
松阪市民病院 薬剤部 主任 中西　大介 1 33,411
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 リハビリテーション科 作業療法主任 中西　理佐子 1 55,685
医療法人鶴谷会鶴谷病院 副院長 長沼　文雄 1 33,411
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 呼吸器内科 副院長 中野　喜久雄 1 77,959
広島大学大学院医歯薬保健学研究科 循環器内科学 准教授 中野　由紀子 2 222,740
国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学分野 准教授 中野　雄造 1 77,959
産業医科大学医学部 第1内科学講座 講師 中野　和久 2 178,192
学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 循環器内科 助教 中野　雄介 1 55,685
公益財団法人慈愛会今村病院分院 血液内科 造血細胞移植部長 中野　伸亮 1 55,685
国立循環器病研究センター 心臓血管内科 中野　宏己 1 77,959
市立釧路総合病院 医療技術部 検査科技師長 中野　勝彦 1 55,685
医療法人社団友愛会岩砂病院・岩砂マタニティ 循環器内科 院長 長野　俊彦 1 77,959
学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 循環器内科 助教 永野　兼也 1 55,685
産業医科大学病院 副院長・看護部長 長野　裕子 1 33,411
日本赤十字社深谷赤十字病院 内科 中橋　寛隆 1 89,096
公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター 中橋　秀文 1 77,959
福山市民病院 循環器内科 統科長 中濱　一 1 55,685
市立池田病院 消化器内科 部長 中原　征則 1 77,959
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 脳卒中科 教授 中原　一郎 2 167,055
西日本電信電話㈱ＮＴＴ西日本大阪病院 アレルギー・リウマチ・膠原病内科 医長 中原　英子 2 122,507
学校法人獨協学園獨協医科大学越谷病院 循環器内科 准教授 中原　志朗 4 300,699
利根保健生活協同組合利根中央病院 内科 部長 中原　理恵子 1 33,411
学校法人北里研究所北里大学医学部 呼吸器内科学 診療講師 中原　善朗 4 356,384
学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院 リウマチ内科看護師 リウマチケア看護師 中原　真美 2 89,096
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 循環器内科 助教 永原　康臣 2 111,370
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学国際医療センター 頭頸部腫瘍科・耳鼻咽喉科 教授 中平　光彦 1 55,685
香川医療生活協同組合高松平和病院 整形外科 副部長 中平　旭 1 55,685
久留米大学医学部 内科学講座　血液・腫瘍内科部門 主任教授 長藤　宏司 3 389,796
国立大学法人東京大学医学部附属病院 アレルギー・リウマチ内科 助教 永渕　泰雄 2 111,370
医療法人医仁会武田総合病院 血液内科 センター長 中坊　幸晴 1 55,685
昭和大学医学部 内科学講座　血液内科学部門 教授 中牧　剛 2 222,740
佐賀大学医学部 整形外科 助教 長嶺　里美 1 66,822
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 15 1,470,084
長野県厚生農業協同組合連合会長野松代総合病院 副統括院長 中村　裕一 1 55,685
関西電力病院 副院長 中村　武史 1 66,822
医療法人中村整形外科医院 整形外科 院長 中村　明生 1 111,370
医療法人財団順和会山王病院 リウマチ科 部長 中村　洋 2 144,781
公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 消化器内科 部長 中村　秀次 2 155,918
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 血液内科 教授 中村　裕一 3 278,425
東京医科大学茨城医療センター 内科（呼吸器） 教授 中村　博幸 3 334,110
独立行政法人国立病院機構九州医療センター 循環器内科 科長 中村　俊博 1 77,959
長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 肝臓病学講座　先端医療学 教授 中村　稔 1 167,056
医療法人博仁会村瀬病院 肺塞栓・静脈血栓センター長 副院長 中村　真潮 2 334,112
東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 教授 中村　正人 2 278,426
学校法人帝京大学帝京大学ちば総合医療センター 循環器内科 教授 中村　文隆 1 77,959
新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 循環器内科 部長 中村　裕一 2 111,370
新東京病院　医療 心臓内科 院長 中村　淳 1 111,370
医療法人なかむら整形外科クリニック 整形外科 院長 中村　耕作 1 55,685
光市立光総合病院 循環器内科 部長 中村　安真 1 55,685
国立大学法人鳥取大学医学部 器官再生外科学 准教授 中村　嘉伸 1 77,959
国立大学法人鹿児島大学病院 鹿児島大学病院 講師 中村　好宏 1 66,822
社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会静岡済生会総合病院 胸部・心臓血管外科 部長 中村　肇 1 77,959
社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会東京都済生会中央病
院

担当部長 中村　守男 1 89,096

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学 准教授 中村　一文 2 133,644
京都府公立大学法人京都府立医科大学 循環器内科 学内講師 中村　猛 1 33,411
独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター 循環器内科 部長 中村　伸一 1 77,959
学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院 循環器内科 副医長 中村　浩章 1 77,959
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学国際医療センター 皮膚腫瘍科・皮膚科 副診療 中村　泰大 1 111,370
国立大学法人信州大学医学部附属病院 整形外科 講師 中村　幸男 2 178,192
公益財団法人結核予防会　新山手病院 循環器病センター センター長 中村　健太郎 1 77,959
学校法人近畿大学近畿大学医学部堺病院 病理診断科 准教授 中村　靖司 1 77,959



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 助教 中村　啓二郎 2 111,370
国立大学法人千葉大学大学院医学研究院 整形外科学 講師 中村　順一 2 144,781
㈱日立製作所日立総合病院 救急集中治療科／救命救急センター 主任医長／センター長 中村　謙介 1 55,685
群馬県立心臓血管センター 循環器内科 部長 中村　紘規 1 77,959
国立大学法人宮崎大学医学部 内科学講座　消化器血液学分野 助教 中村　憲一 1 89,096
国立大学法人鹿児島大学病院 血液内科 中村　大輔 1 33,411
千葉大学医学部附属病院 消化器内科 特任助教 中村　昌人 1 55,685
国家公務員共済組合連合会新別府病院 呼吸器内科 中村　祐太 1 33,411
市立三次中央病院 薬剤科 薬剤科長 中村　徹志 1 55,685
医療法人なかざわ整形外科なかざわスポーツクリニック 整形外科 中村　千鶴子 1 33,411
公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院 看護部 中村　香織 1 55,685
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院 放射線技術室 中村　元哉 1 55,685
おさふねクリニック 院長 中村　明彦 2 162,000
島根県立中央病院 リウマチ・アレルギー科 部長 永村　徳浩 1 33,411
国立大学法人福井大学医学部附属病院 消化器内科 教授 中本　安成 1 111,370
社会医療法人信愛会交野病院 内科 中森　久人 1 55,685
学校法人関西医科大学 関西医科大学 内科学第一講座 診療講師 中谷　綾 2 144,781
医療法人Ｈ＆Ｌ会ながや内科循環器内科・呼吸器内科 院長 永谷　憲歳 1 54,000
医療法人社団中山内科クリニック 院長 中山　秀英 1 55,685
大分県厚生連鶴見病院 血液内科 部長 中山　俊之 2 155,918
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井県済生会病院 腫瘍内科・血液内科 部長 中山　俊 2 144,781
埼玉医科大学 消化器内科・肝臓内科 准教授 中山　伸朗 1 55,685
学校法人東海大学東海大学医学部付属八王子病院 神経内科 助教 中山　平 1 55,685
地方独立行政法人福岡市立病院機構　福岡市民病院 循環器内科 長山　友美 1 77,959
産業医科大学医学部 第1内科学講座 講師 中山田　真吾 10 835,275
国立大学法人広島大学原爆放射線医科学研究所 血液・腫瘍内科 医科診療医 名越　久朗 1 66,822
社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山済生会総合病院 内科　内視鏡センター 診療部長兼センター長 那須　淳一郎 1 55,685
済生会川口総合病院 循環器内科 部長 那須野　暁光 1 77,959
学校法人獨協学園獨協医科大学 心臓・血管内科 那須野　尚久 1 77,959

医療法人和陽会まび記念病院
副院長・リウマチセンター長　リウマチ
科・総合診療科

棗田　将光 1 77,959

独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院 泌尿器科 部長 浪間　孝重 1 89,096
医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院 循環器内科 CEO 名村　正伸 2 222,740
帝京大学ちば総合医療センター 泌尿器科 教授 納谷　幸男 2 222,740
国立大学法人秋田大学医学部附属病院 血液・腎臓・膠原病内科 奈良　瑞穂 1 55,685
地方独立行政法人岡山市立総合医療センター　岡山市立市民病院 整形外科 医長 楢﨑　慎二 1 77,959
社会医療法人共愛会戸畑共立病院 がん治療センター 診療部長 成定　宏之 2 111,370
愛知県がんセンター中央病院 薬物療法部 医長 成田　有季哉 1 89,096
医療法人清仁会北海道内科リウマチ科病院 課長 成田　明宏 1 55,685
学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 循環器内科 助教 鳴井　亮介 1 55,685
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 循環器センター長 成子　隆彦 1 55,685
愛媛県立中央病院 血液内科 主任部長 名和　由一郎 1 89,096
公益財団法人がん研究会有明病院 看護部 看護師長 縄野　一美  1 55,685
独立行政法人国立病院機構広島西医療センター 血液内科 医長 新美　寛正 1 44,548
社会医療法人宏潤会大同病院 薬剤部 薬剤師 新美　政樹 1 55,685
新山診療所 院長 新山　一秀 1 55,685
国立大学法人九州大学大学院医学研究院 医学教育学講座 教授 新納　宏昭 4 445,480
大和市立病院 血液腫瘍科 医員 苦瓜　知佳 1 25,000
西内科医院 院長 西　秀博 1 111,370
独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 呼吸器内科 西　達也 1 55,685
日本赤十字社石巻赤十字病院 薬剤部 課長 西　和哉 1 66,822
社会医療法人川島会川島病院 副院長 西内　健 1 55,685
公益財団法人天理よろづ相談所病院 循環器内科 西内　英 2 155,918
社会医療法人山弘会　上山病院 内科・循環器科 西尾　秀樹 1 55,685
公益財団法人 がん研究会有明病院 呼吸器内科 部長 西尾　誠人 11 1,536,912
ＮＴＴ東日本札幌病院 血液・腫瘍内科 部長 西尾　充史 2 144,781
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 血液内科 医長 西尾　有司 1 55,685
神戸市立医療センター中央市民病院 総合内科 部長 西岡　弘晶 3 178,192
社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺病院 リウマチ科 医長 西岡　亜紀 1 89,096
国立大学法人岐阜大学大学院医学系研究科 循環呼吸病態学 臨床教授 西垣　和彦 5 523,439
東京都立墨東病院 リウマチ膠原病科 部長 西川　卓治 3 222,740
学校法人福岡大学福岡大学病院 循環器内科 診療准教授 西川　宏明 1 55,685
医療法人財団康生会武田病院 不整脈科 西川　裕二 1 55,685

国立研究開発法人国立がん研究センター研究所
腫瘍免疫研究分野／先端医療開発セ
ンター免疫TR分野

分野長 西川　博嘉 4 668,224

国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 分子細胞免疫学 教授 西川　博嘉 17 2,784,266
日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 泌尿器科 副部長 錦見　俊徳 1 55,685
学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 内科学　肝・胆・膵科 主任教授 西口　修平 1 111,370
京都大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学 講師 錦織　桃子 1 89,096
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 錦織　千佳子 2 222,740
医療法人交詢医会大阪リハビリテーション病院 病院長 西坂　文章 1 111,370
国立大学法人岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室 教授 西﨑　和則 1 111,370
医療法人邦友会　小田原循環器病院 顧問 西﨑　光弘 1 77,959
大館市立総合病院 呼吸器・循環器内科 副部長 西崎　公貴 2 111,370
香川大学医学部・医学系研究科 循環器・腎臓・脳卒中内科学 助教 西島　陽子 1 55,685
京都民医連中央病院 副院長 西田　修 1 55,685
近畿大学医学部 消化器内科 准教授 西田　直生志 1 33,411
学校法人東京歯科大学東京歯科大学市川総合病院 消化器内科 院長 西田　次郎 1 55,685
公立大学法人奈良県立医科大学 第1内科学教室 助教 西田　卓 3 211,603
佐賀大学医学部内科学講座 血液・呼吸器・腫瘍内科 西田　有毅 1 55,685
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 消化器内科 医長 仁科　智裕 1 66,822
独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 循環器内科 部長 西野　雅巳 3 189,329
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター 呼吸器内科 副部長 西野　和美 1 55,685
一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 西野　誠 1 55,685
医療法人三泉会西原内科循環器科 院長 西原　洋浩 1 55,685



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
学校法人東京医科大学八王子医療センター 循環器内科 院内講師 西原　崇創 1 77,959
日本赤十字社旭川赤十字病院 循環器内科 西原　昌宏 1 55,685
東京医科大学 心臓血管外科学分野 教授 西部　俊哉 1 111,370
社会医療法人厚生会木沢記念病院 放射線科 部長 西堀　弘記 1 55,685
日本赤十字社旭川赤十字病院 循環器内科 部長 西宮　孝敏 2 222,740
鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 西牟田　洋介 1 77,959
帝京大学医学部 整形外科学講座 教授 西村　慶太 1 55,685
社会医療法人信愛会畷生会脳神経外科病院 脳神経外科 院長 西村　進一 1 55,685
社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 呼吸器センター・呼吸器内科 部長 西村　尚志 2 122,507
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 泌尿器科 主部長 西村　和郎 1 111,370
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 泌尿器科 科長 西村　健作 1 66,822
公益財団法人がん研究会有明病院 血液腫瘍内科 副医長 西村　倫子 3 256,151
地方独立行政法人新小山市民病院 循環器内科 副部長 西村　芳興 1 33,411
社会医療法人弘道会守口生野記念病院 循環器科 部長 西村　哲 1 55,685
兵庫県立がんセンター 腫瘍内科 医長 西村　明子 1 66,822
三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 血液内科 西村　廣明 1 89,096
新潟県立がんセンター新潟病院 看護師長 西村　香 1 11,137
ＮＴＴ東日本札幌病院 呼吸器内科 部長 西山　薫 1 66,822
日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野 准教授 西山　康裕 1 55,685
慶應義塾大学医学部 循環器内科 助教 西山　信大 1 77,959
慶應義塾大学医学部 救急科 助教 西山　崇比古 1 77,959
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 66,822
日本赤十字社埼玉県支部さいたま赤十字病院 循環器内科 部長 新田　順一 3 189,329
岩手医科大学医学部 外科学講座 特任准教授 新田　浩幸 1 111,370
医療法人新田内科クリニック 院長 新田　政男 1 54,000
医療法人社団圭春会小張総合病院 呼吸器内科 院長 二宮　浩樹 1 111,370
国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科頭頸部外科学 教授 丹生　健一 1 111,370
社会福祉法人恩賜財団済生会水戸済生会総合病院 消化器内科 副院長 仁平　武 1 111,370
秋田県厚生農業協同組合連合会大曲厚生医療センター 内科 副院長 仁村　隆 2 111,370
学校法人日本大学日本大学病院 臨床検査技師 韮澤　澄恵 1 55,685
国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 院長 丹羽　明博 1 55,685
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 院長補佐 丹羽　宏 1 55,685
北里大学医学部 循環器内科学 診療教授 庭野　慎一 1 167,056
日本赤十字社前橋赤十字病院 心臓血管内科 副部長 庭前　野菊 1 33,411
学校法人杏林学園杏林大学医学部 泌尿器科 教授

奴田原　紀久
雄

1 111,370
杏林大学医学部付属病院 心臓血管外科 教授 布川　雅雄 1 111,370
青森県立中央病院 消化器内科 部長 沼尾　宏 1 66,822
横須賀市立うわまち病院 循環器科 病院管理者 沼田　裕一 1 55,685
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院 血液内科 助教 沼田　裕樹 1 89,096
学校法人川崎学園川崎医科大学 循環器内科 准教授 根石　陽二 1 77,959
国立大学法人福井大学医学部附属病院 がん推進医療センター 助教 根来　英樹 1 89,096
医療法人社団俊英会根本医院 内科 院長 根本　和雄 1 55,685
国立大学法人福井大学医学部附属病院 消化器内科 講師 根本　朋幸 1 55,685
医療法人医伸会かねこ内科リウマチ科クリニック 看護師長 根本　陽子 1 33,411
筑波大学 医学医療系　循環器不整脈 教授 野上　昭彦 1 167,056
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 呼吸器内科 医長 野上　尚之 4 300,699
国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 呼吸器内科 外来医長 軒原　浩 1 89,096
医療法人社団耕友会野口整形外科内科医院 整形外科 院長 野口　耕司 2 167,055
筑波メディカルセンター病院 法人診療部門長　副院長 野口　祐一 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 教授 野口　雅章 1 55,685
市立長浜病院 呼吸器内科 責任部長 野口　哲男 3 178,192
国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 泌尿器科 教授 野口　満 1 111,370
高知大学医学部 老年病・循環器内科学 助教 野口　達哉 1 55,685
国立大学法人信州大学医学部附属病院 信州がんセンター 医員 野口　卓郎 1 89,096
日本赤十字社 高槻赤十字病院 看護部 野口　郁代 1 77,959
熊本大学医学部附属病院 血液内科 講師 野坂　生郷 1 55,685
香川県立中央病院 循環器内科 医長 野坂　和正 1 77,959
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 呼吸器内科 部長 野﨑　裕広 1 33,411
社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院 循環器内科 虚血部門部長 野崎　洋一 1 77,959
公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター　内科 准教授 野崎　昭人 2 167,055
日本大学医学部 内科学系血液膠原病内科学分野 野崎　高正 1 55,685
国立大学法人旭川医科大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 野﨑　結 1 55,685
日本赤十字社旭川赤十字病院 循環器内科 副部長 野澤　幸永 1 55,685
医療法人社団慶広会野島内科医院 院長 野島　崇樹 2 189,329
苫小牧市立病院 脳神経外科 診療部長 能條　建 1 77,959
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会福岡総合病院 循環器内科 部長 野副　純世 2 155,918
名古屋鉄道健康保険組合名鉄病院 救急部長　兼　感染制御対策室長 野田　省二 1 55,685
国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 循環器科 部長 野田　勝生 1 33,411
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 副院長・循環器内科部長 野田　俊之 3 189,329
国立循環器病研究センター 心臓血管内科　不整脈科 医長 野田　崇 2 155,918
国立大学法人東北大学病院 臨床研究推進センター 特任講師 後岡　広太郎 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院 内科 内科主任部長 野ツ俣　和夫 2 155,918
佐賀大学医学部 循環器内科 教授 野出　孝一 1 167,056
社会医療法人医翔会札幌白石記念病院 理事長 野中　雅 1 55,685
兵庫県立がんセンター 循環器内科 部長 野中　顕子 1 55,685
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 血液内科 能野　翔太 1 55,685
国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 教授 野々村　祝夫 2 334,112
学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 助教 野畑　宏信 1 89,096
国東市民病院 兼診療科部長 副院長 野邊　靖基 1 55,685
医療法人社団吉村内科 副院長 野間　健司 1 55,685
香川大学医学部 循環器・腎臓・脳卒中内科学 准教授 野間　貴久 3 267,288
京都大学大学院医学研究科 呼吸器内科学 野溝　岳 1 55,685
日本赤十字社名古屋第一赤十字病院 呼吸器内科 副院長 野村　史郎 1 77,959
医療法人元和会野村内科医院 院長 野村　元積 1 55,685



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）

学校法人関西医科大学 関西医科大学
副学長　内科学第一講
座　主任教授

野村　昌作 3 334,110

学校法人東海大学東海大学医学部付属八王子病院 消化器外科 教授 野村　栄治 1 111,370
国家公務員共済組合連合会新小倉病院 肝臓内科 副院長 野村　秀幸 2 189,329
公立玉名中央病院 呼吸器内科 部長 野村　眞欣 1 66,822
公立南丹病院 循環器内科 部長 野村　哲矢 1 33,411
医療法人ＳＨＩＯＤＡ塩田病院 脳神経内科 部長 野村　浩一 1 55,685
国立大学法人京都大学医学部附属病院 がん薬物治療科 野村　基雄 3 200,466
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 神経内科 医師 野村　俊 1 33,411
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院 運動器センター　整形外科 野本　聡 2 133,644
日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院 循環器内科 部長 野本　和幹 3 167,055
小田原市立病院 野寄　浩司 1 55,685
医療法人社団公仁会大和成和病院 心臓血管外科 部長 乗松　東吾 1 77,959
学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 循環器内科 教授 野呂　眞人 3 278,425
国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 消化器外科学講座 教授 袴田　健一 1 111,370

社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院
頭頸部・眼窩顎顔面治療センター/耳
鼻咽喉科

センター長/部長 袴田　桂 1 55,685

公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院 血液内科 主任部長 萩原　政夫 2 155,918
横浜市立みなと赤十字病院 膠原病・リウマチ内科 部長 萩山　裕之 1 89,096
学校法人東京女子医科大学 循環器内科学 教授・講座主任 萩原　誠久 5 668,222
自治医科大学 呼吸器内科学講座 教授 萩原　弘一 2 222,740
学校法人近畿大学医学部附属病院 消化器内科 講師 萩原　智 2 155,918
国立大学法人千葉大学医学部附属病院 整形外科 助教 萩原　茂生 1 55,685
筑波大学　医学医療系内科 内科(膠原病・リウマチ・アレルギー) 病院講師 萩原　晋也 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横浜市西部病院 神経内科 助教 萩原　悠太 1 11,137
国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 血液内科 科長 萩原　將太郎 1 77,959
学校法人東京女子医科大学 血液内科学分野 講師 萩原　將太郎 4 300,699
慶應義塾大学医学部 泌尿器科学教室 箱﨑　恭平 1 55,685
医療法人厚生会虹が丘病院 循環器内科 副院長 迫　稔 1 55,685
独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター 臨床研究部長 橋爪　俊和 1 55,685
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 泌尿器科 第一病棟部長 橋根　勝義 1 33,411
地方独立行政法人市立東大阪医療センター 橋村　達郎 1 55,685
日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野 呼吸器内科 主任教授 橋本　修 1 111,370
東京女子医科大学 消化器病センター　消化器内科 教授 橋本　悦子 2 222,740
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 免疫疾患センター 部長 橋本　淳 2 178,192
橋本内科・循環器クリニック 院長 橋本　信行 1 55,685
千歳耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 院長 橋元　裕明 1 22,274
日本郵政株式会社　東京逓信病院 副院長 橋本　直明 1 77,959
熊本市立熊本市民病院 神経内科部長 首席診療部長 橋本　洋一郎 6 1,002,336
みやぎ県南中核病院 整形外科 部長 橋本　禎敬 1 66,822
りんくう橋本リウマチ整形外科 院長 橋本　英雄 1 55,685
札幌医科大学医学部　病院管理学 准教授 橋本　暁佳 1 111,370
医療法人清香会　南新宿整形外科リハビリテーションクリニック 院長 橋本　三四郎 1 55,685
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 呼吸器内科 呼吸器内科部長 橋本　大 1 89,096
国立大学法人京都大学医学部附属病院 リウマチセンター 特定助教 橋本　求 11 790,727
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 肝臓内科 橋元　悟 2 44,548
医療法人財団神戸海星病院 リウマチ科 医長 橋本　哲平 1 55,685
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 循環器内科 助教 橋本　羊輔 1 55,685
国立大学法人神戸大学大学院保健学研究科 病態解析学領域　臨床免疫学 教授 柱本　照 2 222,740
国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 内科学講座消化器血液学分野 講師 蓮池　悟 1 55,685
セントラルクリニック リウマチ内科 副院長 蓮沼　智子 1 55,685
学校法人関西医科大学 関西医科大学総合医療センター リハビリテーション科 診療教授 長谷　公隆 1 167,056
国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 呼吸器内科学 教授 長谷川　好規 3 334,110
聖マリアンナ医科大学 神経内科 教授 長谷川　泰弘 1 167,056
学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 呼吸器外科 診療長 長谷川　誠紀 1 111,370
国立大学法人愛媛大学大学院医学系研究科 血液・免疫・感染症内科学 特任教授 長谷川　均 4 389,795
愛知県がんセンター中央病院 頭頚部外科部 副院⻑／部⻑ 長谷川　泰久 2 113,333
国立大学法人三重大学医学部附属病院 消化器・肝臓内科 講師 長谷川　浩司 3 211,603
三重大学大学院医学系研究科 運動器外科学・腫瘍集学治療学 准教授 長谷川　正裕 3 334,110
青森県立中央病院 呼吸器内科 部長 長谷川　幸裕 1 66,822
社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院 循環器内科 部長

長谷川　耕太
郎

1 55,685
福島県立医科大学　医学部 呼吸器外科学講座 助教 長谷川　剛生 1 55,685
千葉県がんセンター 脳神経外科 医長 長谷川　祐三 1 55,685
医療法人愛心会東宝塚さとう病院 循環器内科 医長 長谷川　勝之 1 44,548
国立大学法人福井大学医学部附属病院 特命助教 長谷川　奏恵 1 55,685
日本赤十字社旭川赤十字病院 消化器内科 部長

長谷部　千登
美

1 66,822

国立大学法人旭川医科大学
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 5 723,908

社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会静岡済生会総合病院 不整脈科 科長 長谷部　秀幸 1 77,959

国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部
先端生命医療科学部門　医療技術科
学講座　生体情報解析分野

教授 畑　裕之 2 334,112

地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 循環器内科 管理診療部長 波多　史朗 1 77,959
はた整形外科・内科・リウマチ科 整形外科・内科・リウマチ科 院長 畑　洋 1 33,411
公益財団法人先端医療振興財団先端医療センター 総合腫瘍内科 医長 秦　明登 1 77,959
公益財団法人がん研究会有明病院 血液腫瘍科 部長 畠　清彦 3 501,168
国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 微生物学分野 教授 畠山　昌則 1 111,370
明石医療センター 呼吸器内科 医長 畠山　由記久 1 55,685
松阪市民病院 呼吸器センター センター長 畑地　治 2 144,781
社会医療法人桑名恵風会桑名病院 循環器内科 副院長 畠野　達郎 1 55,685
ＪＡ秋田県厚生農業協同組合連合会能代厚生医療センター 血液・腎臓内科・リウマチ科 診療長 波多野　善明 1 55,685
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 8 890,960
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 循環器センター内科 部長 蜂谷　仁 2 133,644
京都鞍馬口医療センター 血液内科 内科部長 初瀬　真弓 1 66,822
学校法人日本大学日本大学医学部 内科学系血液膠原病内科学分野 教授 八田　善弘 3 389,796
公益財団法人天理よろづ相談所病院 総合内科 部長 八田　和大 4 289,562



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
広島大学大学院医歯薬保健学研究院 分子内科学 准教授 服部　登 1 77,959
神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院 心臓血管外科 血管外科部長 服部　努 1 55,685
学校法人昭和大学　昭和大学病院 血液内科 講師 服部　憲路 1 55,685
川崎市立川崎病院 泌尿器科 医長 服部　盛也 2 111,370
一般財団法人厚生会仙台厚生病院 看護部 主任 服部　千恵子 3 100,233
国立大学法人愛媛大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 教授 羽藤　直人 1 111,370
愛知県がんセンター中央病院 頭頚部外科部 医長 花井　信広 3 196,822
滋賀医科大学 呼吸器外科 病院教授 花岡　淳 1 111,370
社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院 リウマチ膠原病内科 講師 前澤　玲華 1 55,685
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 講師 花岡　洋成 3 222,740
日本赤十字社和歌山医療センター 循環器内科 副部長 花澤　康司 3 211,603
独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 血液内科 花田　修一 1 44,548
日本赤十字社松江赤十字病院 副部長 花田　健 1 55,685
花だて内科循環器科 院長 花立　安志 1 55,685
公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科 循環器内科学 准教授 花谷　彰久 1 111,370
一宮市立市民病院 整形外科・リウマチ科 医長 花林　雅裕 2 144,781
学校法人近畿大学近畿大学医学部奈良病院 血液内科 准教授 花本　仁 1 55,685
独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院 呼吸器内科 馬場　順子 1 33,411
秋田大学大学院医学系研究科医学専攻 腎泌尿器科学講座 教授 羽渕　友則 1 167,056
君津中央病院企業団国保直営総合病院君津中央病院 循環器科 部長 濵　義之 2 155,918
国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 中央診療施設　呼吸器センター 特任講師 濱口　直彦 1 55,685
鹿児島市立病院 副院長・循環器内科部長 濱崎　秀一 1 55,685
鳥取県立厚生病院 外科 集中治療室部長 浜崎　尚文 1 77,959
国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 整形外科 講師 濱田　浩朗 2 122,507
医療法人熊谷総合病院 循環器内科 部長 濱田　英明 1 55,685
はまだクリニック 内科 院長 濱田　哲也 1 55,685
国立循環器病研究センター 心臓血管内科 濱谷　康弘 1 77,959
社会医療法人医真会八尾リハビリテーション病院 内科 濵野　照明 2 133,644
市立四日市病院 薬局 濱野　友貴 1 33,411
医療法人社団ひまわり会はまもと医院 院長 濱本　龍七郎 1 55,685
独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 医長 濵元　陽一郎 1 55,685
国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学 講師 早川　文彦 2 155,918
公立大学法人奈良県立医科大学 輸血部 助教 早川　正樹 1 66,822
鹿児島県厚生農業協同組合連合会鹿児島厚生連病院 循環器科 医長 早川　裕 1 55,685
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 循環器内科 医長 早川　直樹 1 55,685
一般財団法人津山慈風会津山中央病院 外科 病院長 林　同輔 1 111,370
兵庫県立淡路医療センター 循環器内科 副院長 林　孝俊 2 111,370
荘太郎クリニック 循環器科・呼吸器科・内科 院長 林　荘太郎 1 55,685
社会医療法人敬愛会中頭病院 血液腫瘍内科 部長 林　正樹 1 66,822
医療法人社団武蔵野会新座志木中央総合病院 整形外科 院長 林　淳慈 1 111,370
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 血液内科部長 林　敏昭 2 178,192
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 頭頸部外科 副院長・頭頸部外科長 林　隆一 2 278,426
国立大学法人富山大学附属病院 臨床腫瘍部 教授 林　龍二 2 222,740
彦根市立病院 呼吸器科 部長 林　栄一 1 44,548
学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学三田病院 呼吸器外科 部長 林　和 1 66,822
岐阜市民病院 がん診療支援部 部長 林　秀樹 1 55,685
金沢大学附属病院 検査部 助教 林　研至 1 77,959
公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院 循環器内科 科長 林　賢三 1 55,685
学校法人東邦大学東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科 講師 林　盛人 1 55,685
新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 内科 部長 林　芳樹 1 33,411
学校法人近畿大学医学部附属病院 腫瘍内科 講師 林　秀敏 12 1,024,604
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 循環器内科 主任医長 林　健太郎 2 133,644
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 心臓センター　循環器内科 ＲＳＤ 林　秀幸 1 11,137
社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院 リウマチケア看護師 林　綾野 4 200,466
星城大学 リハビリテーション学部 林　久恵 1 33,411
慶應義塾大学医学部 循環器内科 専任講師 林田　健太郎 1 77,959
国立大学法人北海道大学病院 血液内科学分野 助教 早瀬　英子 1 66,822
学校法人帝京大学帝京大学医学部附属溝口病院 内科 病院教授 速水　紀幸 1 55,685
医療法人楡心会ひまわりクリニック 院長 原　雅道 1 111,370
国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 神経内科 教授 原　英夫 1 111,370
学校法人川崎学園川崎医科大学 耳鼻咽喉科学 教授 原　浩貴 1 55,685
公立大学法人和歌山県立医科大学 泌尿器科学教室 教授 原　勲 1 111,370
草津総合病院　医療 循環器内科 部長 原　正剛 1 33,411
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 3 167,055
東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 准教授 原　英彦 1 77,959
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 循環器内科 医長 原　久男 1 55,685
公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター　内科 助教 原　浩二 1 66,822
日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 循環器科 原　信博 4 245,014
内科・リウマチ科大口クリニック 原　和子 1 55,685
医療法人雄心会　函館新都市病院 脳神経外科 院長 原口　浩一 3 211,603
医療法人　光晴会病院 内科 原口　雅史 1 55,685
一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 呼吸器内科 原口　水葉 1 55,685
戸田中央総合病院 院長 原田　容治 2 133,644
聖マリアンナ医科大学 循環器内科 病院教授 原田　智雄 2 222,740
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 循環器内科 副院長 原田　和昌 3 334,110
医療法人薫陽会くろつち福岡春日リハビリテーションクリニック 整形外科 原田　洋 1 55,685
医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 循環器内科 管理部長 原田　光徳 1 55,685
学校法人産業医科大学 医学部　第三内科 教授 原田　大 1 111,370
常滑市民病院 循環器内科 部長 原田　修治 1 55,685
自治医科大学 内科学講座循環器内科学部門 准教授 原田　顕治 1 77,959
国立大学法人島根大学医学部 免疫学 教授 原田　守 1 111,370
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 循環器内科 講師 原田　将英 5 317,404
国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学分野 講師 原田　健一 2 144,781
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター 呼吸器内科 原田　大二郎 2 122,507
医療法人協仁会小松病院 循環器内科 医長 原田　優樹 1 77,959



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
北見赤十字病院 内科・総合診療科 原田　晋平 1 89,096
学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 腫瘍内科 助教 原谷　浩司 1 66,822
医療法人清心会服巻医院 循環器内科 院長 服巻　信也 1 55,685
東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター リウマチ性疾患薬剤疫学研究部門 特任教授 針谷　正祥 1 111,370
国立大学法人東北大学病院 血液・免疫科 教授 張替　秀郎 4 556,852
公益財団法人天理よろづ相談所病院 循環器内科 医員 張田　健志 1 77,959
学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学八千代医療センター 循環器内科 臨床教授・診療科長 春田　昭二 1 111,370
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 心臓センター　不整脈科 主任部長 春名　徹也 2 155,918
学校法人愛知医科大学 腎臓・リウマチ膠原病内科 教授 坂野　章吾 5 523,439
国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 呼吸循環外科学分野 講師 榛澤　和彦 8 556,850
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 2 222,740
香川県立白鳥病院 院長 坂東　重信 1 55,685
徳島県立海部病院 院長 坂東　弘康 1 40,000
医療法人坂東ハートクリニック 院長 坂東　正章 1 55,685
国立大学法人香川大学医学部 医学教育学講座 准教授 坂東　修二 1 77,959
日本赤十字社徳島赤十字病院 院長 日浅　芳一 1 22,274
国立大学法人愛媛大学大学院医学系研究科 消化器・内分泌・代謝内科学 教授 日浅　陽一 2 167,055
愛媛県立中央病院 循環器内科 主任部長 日浅　豪 2 155,918
国立大学法人九州大学病院 循環器内科 助教 日浅　謙一 5 367,521
町田市民病院 リウマチ科 部長 緋田　めぐみ 2 144,781
香川県立白鳥病院 不整脈科 部長 日浦　教和 2 133,644
国立大学法人三重大学医学部附属病院 薬剤部 薬剤主任 日置　三紀 1 33,411
医療法人博愛会牧港中央病院 副院長 比嘉　聡 2 133,644
独立行政法人 労働者健康安全機構 東京労災病院 脳神経血管内治療科 部長 比嘉　隆 1 55,685
医療法人麻の会首里城下町クリニック第二 内科 院長 比嘉　啓 2 89,096
愛媛大学大学院医学系研究科 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学 教授 檜垣　實男 1 111,370
医療法人社団宏和会岡村記念病院 循環器内科不整脈センター センター長 東　祐圭 1 77,959
医療法人隆望会　ひがし成人・循環器内科クリニック 院長 東　隆行 1 55,685
独立行政法人国立病院機構東京医療センター 膠原病内科 東田　美沙子 1 55,685
学校法人東京医科大学東京医科大学茨城医療センター 循環器内科 講師 東谷　迪昭 2 155,918
医療法人愛心会東宝塚さとう病院 循環器内科 院長 東野　順彦 1 55,685
医療法人ひのうえ会樋上病院 リウマチ科 院長 樋上　謙士 1 111,370
日本赤十字社大津赤十字病院 循環器科 樋上　裕起 1 55,685
国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 循環器内科 部長 疋田　浩之 2 111,370
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 腎泌尿器外科学講座 助教 引地　克 1 89,096
大阪医科大学 第二内科 教授 樋口　和秀 1 111,370
医療法人樋口医院 院長 樋口　誠司 1 55,685
新潟県厚生農業協同組合連合会新潟医療センター 循環器内科 部長 樋口　浩太郎 1 77,959
一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 循環器内科 部長 樋口　義治 2 111,370
国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 心臓血管病先進治療学講座 准教授 樋熊　拓未 1 77,959
JA北海道厚生連札幌厚生病院 副院長 髭　修平 3 334,110
医療法人辰星会枡記念病院 循環器内科 部長 比佐　新一 1 55,685
医療法人社団ヤマナ会東広島記念病院 看護師長 久　典子 1 55,685
国立大学法人群馬大学医学部附属病院 呼吸器・アレルギー内科 診療教授 久田　剛志 1 33,411
東邦大学医学部 内科学講座　循環器内科学分野 助教 久武　真二 1 55,685
独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター 循環器内科 部長 久松　裕二 1 44,548
愛知県がんセンター中央病院 呼吸器内科部 部長 樋田　豊明 1 80,000
宗像水光会総合病院 循環器内科 部長 檜田　悟 1 55,685
医療法人日高整形外科病院 整形外科 院長 日髙　滋紀 2 222,740
県民健康プラザ鹿屋医療センター 院長 日髙　史郎 1 89,096
学校法人北里研究所北里大学医学部 消化器内科学 講師 日髙　央 1 55,685
国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 がん診療部 講師 日髙　智徳 1 55,685
社会医療法人善仁会市民の森病院 膠原病・リウマチセンター 副院長 日髙　利彦 4 356,384
広島大学病院 循環器内科 助教 日高　貴之 1 55,685
国立大学法人山口大学医学部附属病院 肝疾患センター 副センター長 日髙　勲 4 311,836
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 心臓血管外科 医長 尾藤　康行 1 33,411
学校法人日本医科大学千葉北総病院 呼吸器内科 教授 日野　光紀 2 189,329
学校法人川崎学園川崎医科大学 肝胆膵内科学教室 教授 日野　啓輔 2 222,740
公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 4 445,480
公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター 准教授 日比　潔 1 111,370
宮崎県立宮崎病院 内科 医長 姫路　大輔 3 144,781
広島県厚生農業協同組合連合会ＪＡ広島総合病院 消化器内科 主任部長 兵庫　秀幸 1 66,822
国立大学法人筑波大学医学医療系 消化器内科学 教授 兵頭　一之介 1 111,370
京都大学大学院医学研究科 呼吸器内科学 教授 平井　豊博 1 111,370
四天王寺病院 副院長 平井　学 1 77,959
国家公務員共済組合連合会呉共済病院 循環器内科 医長 平位　有恒 1 55,685
香川県立中央病院 腎臓・膠原病内科 部長 平石　宗之 1 55,685
国立大学法人東京医科歯科大学医学部 心臓調律制御学 教授 平尾　見三 4 556,852
医療法人柏葉脳神経外科病院 循環器内科 部長 平尾　紀文 1 77,959
特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 不整脈科 医長 平尾　優子 2 155,918
日本赤十字社京都第一赤十字病院 呼吸器内科 部長 平岡　範也 2 133,644
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 看護部 平岡　菜穂子 2 66,822
国立大学法人広島大学大学院医歯薬保健学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 教授 平川　勝洋 1 111,370
社会医療法人恵佑会札幌病院 泌尿器科 院長 平川　和志 1 55,685
社会保険直方病院 循環器内科 循環器センター長 平川　晴久 2 133,644
国立大学法人琉球大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 助教 平川　仁 1 89,096
平澤循環器・内科クリニック 院長 平澤　邦彦 1 77,959
一般財団法人博慈会博慈会記念総合病院 循環器科 部長 平澤　泰宏 1 55,685
浜松医療センター 臨床検査技術科 科長 平澤　英典 1 33,411
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井県済生会病院 救急センター 医長 平澤　元朗 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 脳神経外科 第二脳神経外科部長 平下　浩司 1 77,959
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 肺腫瘍内科 主任部長 平島　智徳 2 111,370
医療法人平田クリニック 院長 平田　大介 2 89,096
北里大学医学部新世紀医療開発センター 手術管理学 講師 平田　光博 1 77,959
一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 循環器内科 副部長 平田　明生 2 155,918



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
国立大学法人広島大学病院 リウマチ・膠原病科 講師 平田　信太郎 6 445,480
国立大学法人熊本大学薬学部 臨床薬理学分野 教授 平田　純生 1 111,370
独立行政法人地域医療機能推進機構　徳山中央病院 循環器内科 医長 平塚　淳史 1 11,137
富山労災病院 副院長 平野　典和 1 89,096
独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター 消化器内科 部長 平野　史倫 6 350,837
杏林大学医学部 脳卒中医学 教授 平野　照之 9 1,447,818
国立大学法人大分大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 医局長 平野　隆 1 55,685
豊橋市民病院 リウマチ科 部長 平野　裕司 9 735,042
学校法人川崎学園川崎医科大学 リウマチ・膠原病科 講師 平野　紘康 2 111,370
国立大学法人 神戸大学医学部附属病院 消化器内科 平野　仁崇 1 55,685
神戸市立医療センター中央市民病院 薬剤部 主査 平畠　正樹 1 22,274
一般財団法人光ケ丘愛世会光ケ丘スペルマン病院 リウマチ科 科長 平林　泰彦 1 66,822
苫小牧市立病院 循環器内科 医長 平林　鑑 1 55,685
学校法人川崎学園川崎医科大学総合医療センター 外科 医長 平林　葉子 1 55,685
日本赤十字社長岡赤十字病院 心臓血管外科 部長 平原　浩幸 1 55,685
社会医療法人黎明会宇城総合病院 神経内科 部長 平原　智雄 1 33,411
姫路赤十字病院 血液・腫瘍内科 部長 平松　靖史 2 178,192
学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 脳神経外科 助教 平松　亮 1 77,959
鹿児島県厚生農業協同組合連合会鹿児島厚生連病院 内科

副院長兼内科統括部
長

平峯　靖也 1 55,685
三菱京都病院 腫瘍内科 医長 平本　秀二 1 89,096
一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 副部長 平森　誠一 1 77,959
日本大学医学部 内科学系循環器内科学分野 主任教授 平山　篤志 6 657,085
独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 循環器内科 部長 廣井　知歳 1 55,685
船橋市立医療センター 呼吸器内科 廣石　拓真 1 55,685
医療法人廣岡脳神経外科 循環器内科 院長 廣岡　勇之進 1 33,411
一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 副部長 廣島　謙一 1 55,685
医療法人須崎会高陵病院 循環器内科 院長 廣瀬　邦彦 1 55,685
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 脳神経外科 主任教授 廣瀬　雄一 1 111,370
さいたま市立病院 内科 部長 廣瀬　立夫 1 55,685
医療法人社団光城会ひろせクリニック 内科 院長 廣瀬　恒 1 55,685
医療法人新都市医療研究会「君津」会南大和高座クリニック 院長 廣瀬　直人 2 167,055
国立大学法人東京大学医学部附属病院 整形外科学 講師 廣瀨　旬 1 77,959
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 不整脈科 部長 廣瀬　武司 1 77,959
社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 循環器内科 主任医長 廣瀨　尚徳 1 55,685
公立昭和病院 循環器内科 廣瀨　和俊 1 33,411
高知大学医学部 老年病・循環器内科学 助教 弘田　隆省 1 55,685
医療法人社団一期一会ひろた内科クリニック 院長 廣田　浩一 1 55,685

筑波大学
医学医療系内科（膠原病・リウマチ・ア
レルギー）

病院講師 廣田　智哉 1 89,096

日本赤十字社長野赤十字病院 呼吸器内科 医師 廣田　周子 1 33,411
千葉県がんセンター

治験臨床試験推進部
長

廣中　秀一 1 89,096
医療法人ひろの内科クリニック 院長 弘野　修一 1 66,822
岡山大学大学院保健学研究科

検査技術科学分野　生体情報科学領
域

教授 廣畑　聡 1 111,370
京都大学大学院医学研究科 内科学講座　臨床免疫学 日和　良介 1 55,685
独立行政法人国立病院機構茨城東病院 名誉院長 深井　志摩夫 4 267,288
小樽市立病院 心臓血管外科 医療部長 深田　穣治 1 55,685
公益社団法人鳥取県中部医師会立三朝温泉病院 リハビリテーション科 部長 深田　悟 1 77,959
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 血液内科 深津　真彦 1 55,685
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 消化器・一般外科 助教 深野　敬之 1 33,411
医療法人社団萌彰会那須脳神経外科病院 脳神経外科 理事長 深町　彰 1 55,685
日本赤十字社総合病院岡山赤十字病院 呼吸器内科 深松　伸明 1 22,274
東京都立広尾病院 循環器科 医長 深水　誠二 2 133,644
医療法人豊田会ハビリス一ツ木 施設長 深谷　直樹 2 133,644
北里大学医学部 循環器内科学 診療講師 深谷　英平 1 33,411
ＪＡ北海道厚生連　帯広厚生病院 消化器内科 医長 深谷　進司 1 66,822
医療法人社団グリーンハートみどりのふきたクリニック 循環器科 院長 吹田　浩之 1 55,685
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科 部長 福　康志 1 77,959
地方独立行政法人北松中央病院 循環器内科 院長 福井　純 1 55,685
山形県立中央病院 循環器内科 臨床工学部長 福井　昭男 1 55,685
学校法人北里研究所北里大学医学部 呼吸器内科学 講師 福井　朋也 2 155,918
ＪＡ秋田県厚生農業協同組合連合会秋田厚生医療センター 呼吸器内科 診療部長 福井　伸 4 245,014
和泉市立病院 総長 福岡　正博 3 334,110
杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 講師 福岡　利仁 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院 部長 福岡　嘉弘 1 55,685
社会医療法人天神会新古賀病院 循環器内科 医長 福岡　良太 1 33,411
奄美医療生活協同組合奄美中央病院 循環器内科 院長 福﨑　雅彦 1 55,685
船橋市立医療センター 循環器内科 部長 福澤　茂 1 55,685

国立大学法人神戸大学大学院医学研究科
内科学講座　循環器内科学分野　不整
脈先端治療学部門

特命准教授 福沢　公二 1 55,685

日本赤十字社長崎原爆諫早病院 副院長 福島　喜代康 2 222,740
医療法人社団恕修会福島医院 内科 院長 福島　俊之 1 55,685
学校法人金沢医科大学 血液免疫内科学 特任教授 福島　俊洋 3 389,796
琉球大学医学部 保健学科・研究科 保健学科長・研究科長 福島　卓也 1 111,370
医療法人財団明理会イムス太田中央総合病院 院長 福島　弘樹 1 33,411
広島大学原爆放射線医科学研究所 血液腫瘍内科研究分野 准教授 福島　伯泰 1 77,959
地方独立行政法人りんくう総合医療センター 血液内科 科長 福島　健太郎 1 55,685
浜松医療センター 循環器内科 副医長 福嶋　央 1 77,959
ふくだ内科・循環器科 院長 福田　純 1 55,685
国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 胸部心臓血管外科学講座 教授 福田　幾夫 3 389,796
慶應義塾大学医学部 循環器内科 教授 福田　惠一 4 445,480
金沢医科大学氷見市民病院 循環器内科 教授 福田　昭宏 1 55,685
学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学病院 循環器内科　ハートリズム科 部長 福田　浩二 1 55,685
学校法人川崎学園川崎医科大学附属病院 耳鼻咽喉科 講師 福田　裕次郎 1 55,685
医療法人大和会一宮きずなクリニック 心臓内科・内科・リハビリテーション科 院長 福田　大和 1 55,685
福地外科循環器科医院 外科・循環器科 院長 福地　照元 1 55,685



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
国立大学法人滋賀医科大学 呼吸器内科 福永　健太郎 2 111,370
一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 福永　真人 1 77,959
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 病院長 福並　正剛 2 111,370
大阪医科大学 内科学第二教室 診療准教授 福西　新弥 2 111,370
日本赤十字社総合病院仙台赤十字病院 血液内科 部長 福原　修 2 144,781
国立大学法人東北大学病院 血液免疫科 講師 福原　規子 1 89,096
横須賀市立うわまち病院 総合内科 部長 福味　禎子 2 167,055
学校法人久留米大学久留米大学医学部 内科学講座　心臓・血管内科部門 主任教授 福本　義弘 1 111,370
日本赤十字社高松赤十字病院 血液内科 医長 福本　哲也 1 55,685
えびす訪問看護ステーション 福本　知久 1 11,137
中津市立中津市民病院 呼吸器外科 部長 福山　康朗 1 66,822
独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 皮膚科 部長 福山　國太郎 1 33,411
産業医科大学医学部 第1内科学講座 助教 福與　俊介 1 89,096
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 10 657,083
富士市立中央病院 糖尿病・内分泌・血液内科 部長 藤井　常宏 1 66,822
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会吹田病院 整形外科 部長 藤井　敏之 1 55,685
自治医科大学 臨床腫瘍科 教授 藤井　博文 2 222,741
鹿児島大学病院 感覚器センター・皮膚科 講師 藤井　一恭 1 55,685
順天堂大学大学院医学研究科 免疫学講座 准教授 千葉　麻子 1 111,370
国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 腎臓内科 講師 藤井　秀毅 1 77,959
医療法人愛心会東宝塚さとう病院 循環器内科 部長 藤井　健一 1 55,685
医療法人新生会総合病院高の原中央病院 循環器内科 藤井　亜湖 1 33,411
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 消化器内科 藤井　祥史 1 14,849
北海道大学病院 内科Ⅱ 助教 藤枝　雄一郎 2 167,055
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 講師 藤尾　圭志 16 1,503,495
社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山済生会総合病院 内科 部長 藤岡　真一 1 89,096
京都府立医科大学大学院医学研究科 免疫内科学 病院助教 藤岡　数記 1 55,685
国立研究開発法人国立がん研究センター先端医療開発センター 免疫トランスレーショナル分野 藤岡　優樹 2 111,370
習志野病院　済生会 血液内科 副部長 藤川　一壽 1 55,685
独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院 膠原病・リウマチ科 藤川　敬太 1 55,685
静岡ハートリズムクリニック 循環器内科 院長 藤木　明 1 55,685
防衛医科大学校病院 感染症・呼吸器内科 講師 藤倉　雄二 1 10,000
国立大学法人富山大学附属病院 耳鼻咽喉科 医局長 藤坂　実千郎 1 55,685
霧島市立医師会医療センター 肝臓内科 顧問 藤﨑　邦夫 1 55,685
日本赤十字社松山赤十字病院 内科 部長 藤﨑　智明 2 111,370
国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学分野 教授 藤澤　正人 2 278,426
公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 血液内科 准教授 藤澤　信 4 311,836
岩手県立中央病院 泌尿器科 科長 藤澤　宏光 1 60,000
学校法人関西医科大学関西医科大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 診療講師 藤澤　琢郎 2 133,644
国立大学法人筑波大学 医学医療系　皮膚科 講師 藤澤　康弘 2 178,192
国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 医師キャリア支援センター 特任講師 藤澤　純一 1 55,685
東邦大学医療センター大橋病院 膠原病リウマチ科 藤澤　有希 1 55,685
医療法人社団愛友会津田沼中央総合病院 検査科 科長 藤沢　一哉 1 33,411
社会医療法人製鉄記念八幡病院 循環器・高血圧内科 部長 藤島　慎一郎 1 77,959
国立大学法人東京大学医学部附属病院 光学医療診療部 准教授 藤城　光弘 1 111,370
国立大学法人金沢大学医薬保健学域医学類 消化器・腫瘍・再生外科学 准教授 伏田　幸夫 2 144,781
旭川医療センター　独法 呼吸器内科 部長 藤田　結花 1 66,822
医療法人社団松柏会藤田クリニック 内科 院長 藤田　耕一郎 1 55,685
坂出市立病院 総合内科 部長 藤田　憲弘 2 111,370
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 循環器内科 教授 藤田　英雄 3 445,482
日本赤十字社京都第二赤十字病院 循環器内科 部長 藤田　博 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市南部病院 血液内科 主任部長 藤田　浩之 1 89,096
日本赤十字社長岡赤十字病院 神経内科 副院長 藤田　信也 1 55,685
長岡赤十字病院 第一循環器内科 部長 藤田　俊夫 1 77,959
独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院 リウマチ・膠原病科 副院長 藤田　芳郎 2 111,370
国立大学法人群馬大学医学部附属病院 脳神経内科 講師 藤田　行雄 1 33,411
一般社団法人日本海員掖済会小樽掖済会病院 消化器内科 主任部長 藤田　朋紀 1 66,822
学校法人北里研究所北里大学医学部 泌尿器科学 講師 藤田　哲夫 2 144,781
三重大学医学部附属病院 循環器内科 助教 藤田　聡 1 55,685
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 講師 藤田　真也 1 55,685
JA愛知厚生連　豊田厚生病院 循環器内科 医長 藤田　雅也 1 55,685
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 リウマチ膠原病内科 副部長 藤田　昌昭 2 155,918
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 呼吸器科　呼吸器内科 藤田　浩平 1 55,685
医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院 藤田　主税 1 55,685
神戸市立医療センター中央市民病院 血液内科 森田　真梨 1 55,685
医療法人青仁会池田病院 薬剤部 藤武　宏朗 1 55,685
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 消化器外科 主任部長 藤谷　和正 1 111,370
富山県立中央病院 内科和漢・リウマチ科 部長 藤永　洋 3 200,466
徳島県立中央病院 循環器内科 医療局次長 藤永　裕之 1 40,000
青森県立中央病院 循環器科 病院長 藤野　安弘 2 111,370
学校法人東邦大学東邦大学医学部 内科学講座循環器内科学分野 講師 藤野　紀之 4 267,288
大崎市民病院 循環器内科 医員 藤橋　敬英 1 33,411
藤沢市民病院 血液内科/リウマチ科 部長 藤巻　克通 1 66,822
日本大学医学部 整形外科学系整形外科学分野 藤巻　裕久 1 55,685
国立大学法人東北大学病院 検査部 臨床検査技師長 藤巻　慎一 1 66,822
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院 看護部 藤巻　奈緒美 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団佐賀県済生会唐津病院 循環器科 副部長 藤松　大輔 1 33,411
秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院 循環器内科 診療部長 伏見　悦子 2 133,644
みつ内科・ハートクリニック 院長 藤村　光則 1 33,411
東北大学大学院医学系研究科 神経外科学分野 准教授 藤村　幹 1 111,370
国立大学法人東北大学病院 皮膚科 講師 藤村　卓 5 423,206
医療法人社団藤友会藤本クリニック 内科・循環器科 院長 藤本　欣也 1 55,685
大垣市民病院 泌尿器科 副院長 藤本　佳則 1 77,959
独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 循環器内科 部長 藤本　和輝 1 44,548
奈良県立医科大学 泌尿器科学教室 教授 藤本　清秀 1 167,056



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
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 脳神経外科 部長 藤本　憲太 1 77,959
国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科学 准教授 藤本　保志 1 77,959
筑波大学 医学医療系 皮膚科 教授 藤本　学 1 111,370
千葉大学医学部附属病院 冠動脈疾患治療部 講師 藤本　善英 1 55,685
学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院 内科学講座神経内科学部門 主任教授 藤本　茂 1 111,370
独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター 血液内科 医長 藤本　勝也 3 245,014
国立大学法人三重大学医学部附属病院 呼吸器内科 副科長 藤本　源 2 133,644
国立大学法人滋賀医科大学医学部附属病院 皮膚科 医長 藤本　徳毅 1 55,685
地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県西和医療センター 循環器内科 医長 藤本　源 1 55,685
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

呼吸器内科 副医長 藤本　大智 6 512,302

京都大学大学院医学研究科 創薬医学講座 特定准教授 藤本　明洋 1 111,370
医療法人創起会くまもと森都総合病院 院長 藤山　重俊 2 222,740
医療法人藤山循環器内科医院 院長 藤山　友樹 1 55,685
愛媛大学医学部附属病院 第一内科 講師 藤原　弘 1 66,822
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 免役リウマチ科 主任部長 藤原　弘士 1 66,822
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 先端医療科・呼吸器内科 医長 藤原　豊 3 211,603
国立大学法人鳥取大学医学部 器官再生外科学 助教 藤原　義和 2 133,644
国立大学法人神戸大学医学部附属病院 皮膚科 助教 藤原　進 1 66,822
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 布施　公一 1 55,685
京都鞍馬口医療センター 内科 部長 淵田　真一 1 89,096
慶應義塾大学病院 皮膚科 専任講師 舩越　建 1 55,685
川口総合病院　済生会 リハビリテーション科 主任部長 船﨑　俊一 1 55,685
碧南市民病院 循環器内科 副医長 船戸　優佑 1 55,685
医療法人ふなはし内科クリニック 院長 船橋　直樹 2 111,370
医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 整形外科 医長 舟橋　康治 3 200,466
国保松戸市立病院 呼吸器内科 部長 船橋　秀光 1 66,822
医療法人明純会あいおいクリニック 院長 船生　純志 1 55,685
坂本医院 内科 院長 坂本　文夫 1 55,685
医療法人健優会吉玉リウマチ・内科クリニック 古垣　ひとみ 1 55,685
自治医科大学 教授/分子病態治療研究センター長 古川　雄祐 8 1,169,390
医療法人社団九仁会古川クリニック 院長 古川　洋一郎 1 55,685
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

循環器内科 部長 古川　裕 3 189,329

日本赤十字社総合病院釧路赤十字病院 内科 部長 古川　真 3 222,740
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 心臓内科不整脈科 部長 古川　善郎 1 55,685
市立宇和島病院 脳神経外科 医長 古川　浩次 1 55,685
公立大学法人奈良県立医科大学 内科学第三講座 古川　政統 1 77,959
聖マリアンナ医科大学東横病院 失神センター センター長 古川　俊行 1 55,685
聖マリアンナ医科大学 循環器内科 講師 古川　俊行 1 33,411
ＪＲ九州病院 内科・リウマチ科 部長 古郷　功 2 122,507
学校法人日本大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野 教授 古阪　徹 1 55,685
国立大学法人九州大学病院 総合診療科 准教授 古庄　憲浩 2 167,055
鈴木クリニック 内科・リウマチ科 事務長・看護師 古田　恭子 1 33,411
国立大学法人東北大学病院 皮膚科 古舘　禎騎 1 55,685
独立行政法人国立病院機構九州がんセンター 泌尿器科 古林　伸紀 1 22,274
社会医療法人寿楽会大野記念病院 リウマチ膠原病内科 副院長 古満　豊 1 55,685
東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター 膠原病リウマチ内科 講師 古谷　武文 2 178,192
学校法人聖マリアンナ医科大学 呼吸器内科 講師 古屋　直樹 6 534,576
国立大学法人千葉大学医学部附属病院 アレルギー・膠原病内科 古矢　裕樹 1 44,548
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会福岡総合病院 呼吸器内科 部長 古山　和人 1 55,685
日本赤十字社総合病院岡山赤十字病院 呼吸器内科 部長 別所　昭宏 2 155,918
埼玉県立がんセンター 頭頸部外科 科長兼部長 別府　武 1 111,370
国立大学法人北海道大学病院 病院長 寳金　清博 2 222,740
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 副院長・消化管内科長 朴　成和 5 534,577
東京都立多摩総合医療センター 血管外科 医長 保坂　晃弘 1 55,685
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 肝臓センター 保坂　哲也 2 155,918
新東京病院　医療 心臓内科

末梢血管疾患治療部
長

朴澤　耕治 1 55,685
医療法人社団七仁会田園調布中央病院 内科部長 星　真哉 1 89,096
学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 循環器内科 専門教授 星賀　正明 1 111,370
国立大学法人香川大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 教授 星川　広史 2 222,740
社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会東京都済生会中央病
院

神経内科　脳卒中センター長・院長補
佐

部長 星野　晴彦 16 1,737,372

学校法人久留米大学　久留米大学医学部
内科学講座　呼吸器・神経・膠原病内
科

主任教授 星野　友昭 1 111,370

国立大学法人山梨大学医学部附属病院 循環器・呼吸器内科 医員 星野　佑貴 1 55,685
香川大学医学部 免疫学 教授 星野　克明 1 167,056
神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院 循環器内科 部長 干場　泰成 2 111,370
東京都立広尾病院 循環器科 医員 北條　林太郎 2 133,644
大阪大学大学院医学系研究科 癌幹細胞制御学寄附講座 准教授 保仙　直毅 1 111,370
杏林大学医学部付属病院 心臓血管外科 准教授 細井　温 4 389,795
医療法人社団美雄会細川内科医院 院長 細川　隆久 1 55,685
日本赤十字社総合病院岡山赤十字病院 呼吸器内科 副部長 細川　忍 1 66,822
高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 循環器内科 科長 細木　信吾 2 133,644
医療法人社団慈誠会上板橋病院 リウマチ科 副院長 細野　治 3 211,603
がん・感染症センター都立駒込病院 呼吸器内科 医長 細見　幸生 5 345,247
医療法人王子総合病院 循環器内科 主科長 堀田　寛之 1 77,959
公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 教授 保富　宗城 1 55,685
町田市民病院 外科 上部消化管担当部長 保谷　芳行 1 89,096
鹿児島市立病院 消化器内科 部長 堀　剛 1 89,096
茨城県立中央病院 部長 堀　光雄 1 66,822
公益財団法人天理よろづ相談所病院 耳鼻咽喉科 部長 堀　龍介 3 245,014
大垣市民病院 呼吸器内科 堀　翔 1 33,411
国立大学法人北海道大学病院 リハビリテーション部 主任 堀　弘明 1 33,411
国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 教授 堀井　新 2 155,918



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
日本赤十字社大津赤十字病院 臨床工学技術課 堀井　亮聡 1 33,411
京都府立医科大学附属病院 輸血・細胞医療部 部長 堀池　重夫 1 77,959
国立大学法人九州大学病院別府病院 免疫・血液・代謝内科 教授 堀内　孝彦 2 222,740
学校法人昭和大学昭和大学横浜市北部病院 呼吸器センター 助教 堀内　一哉 1 55,685
国立大学法人滋賀医科大学 呼吸循環器内科 教授 堀江　稔 2 278,426
医療法人順和会中央公園クリニック 内科、リウマチ科、胃腸科 院長 堀江　誠一 1 55,685
学校法人川崎学園川崎医科大学総合医療センター 内科 部長 堀尾　武史 1 55,685
光栄堂薬局 堀川　壽代 1 33,411
医療法人恵生会嬉野医院 副院長 堀木　照美 1 55,685
秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院 副院長 堀口　聡 1 55,685
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院佐久医療センター 糖尿病・内分泌内科 副部長 堀込　充章 1 89,096
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院佐久医療センター 循環器科 医長 堀込　実岐 1 77,959
医療法人彰和会北海道消化器科病院 消化器内科 理事長 堀田　彰一 1 111,370
獨協医科大学 循環器・腎臓内科 教授 堀中　繁夫 1 111,370
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 呼吸器内科 医長 堀之内　秀仁 6 434,344
日本赤十字社高山赤十字病院 循環器内科 部長 堀部　永俊 1 55,685
地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 循環器内科 部長 堀部　秀樹 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会千里病院 消化器内科 部長 堀本　雅祥 1 55,685
医療法人社団緑成会横浜総合病院 医療相談室 本名　雅美 1 33,411
長野県厚生農業協同組合連合会新町病院 内科 院長 本郷　実 1 55,685
本荘リウマチクリニック 院長 本莊　茂 1 111,370
社会医療法人北海道恵愛会札幌南三条病院 主任医長 本庄　統 1 55,685
本田医院 院長 本田　正明 1 33,411
ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院 副院長 本田　肇 1 55,685
医療法人社団寿量会熊本機能病院 神経内科 部長 本田　省二 1 55,685
新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 医長 本田　穣 1 33,411
国立大学法人島根大学医学部附属病院 膠原病内科 本田　学 1 55,685
社会医療法人社団熊本丸田会熊本整形外科病院 リハビリテーション科 本田　正美 1 33,411
独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院 循環器内科 部長 本藤　達也 1 44,548
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 2 222,740
医療法人王子総合病院 脳神経外科 主任科長 本間　敏美 1 55,685
学校法人産業医科大学 医学部 第3内科学 助教 本間　雄一 1 89,096
国立大学法人浜松医科大学 内科学第三講座 教授 前川　裕一郎 3 389,796
自治医科大学 皮膚科学 准教授 前川　武雄 3 278,425
岩手県立宮古病院 循環器内科 科長 前川　裕子 1 55,685
京都府立医科大学 血液内科学 前川　紗央梨 1 55,685
国民健康保険富士吉田市立病院 循環器内科 医長 前澤　秀之 1 33,411
国立大学法人大分大学医学部附属病院 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座 助教 前島　圭佑 1 89,096
東京医科歯科大学医学部附属病院 循環器内科 講師 前嶋　康浩 1 77,959
国立大学法人琉球大学医学部附属病院 第一内科 特命講師 前城　達次 2 122,507
学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学クリニック リハビリテーション科 教授 前田　眞治 1 55,685
医療法人社団前田記念会石神井公園じんクリニック 透析 院長 前田　国見 1 111,370
西日本電信電話㈱ＮＴＴ西日本大阪病院 院長 前田　恵治 1 77,959
学校法人日本大学医学部 外科学系心臓血管外科学分野 准教授 前田　英明 2 222,740
日本赤十字社高山赤十字病院 第一整形外科 部長 前田　雅人 1 66,822
会津中央病院 脳神経外科 副院長 前田　佳一郎 1 89,096
国立大学法人岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 血液・腫瘍・呼吸器内科学 教授 前田　嘉信 3 345,248
公立大学法人横浜市立大学医学部 消化器内科学 主任教授 前田　愼 1 111,370
白山石川医療企業団公立松任石川中央病院 泌尿器科 医長 前田　雄司 1 55,685
国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 循環器内科 特任助教 前田　真吾 1 77,959
東京慈恵会医科大学 整形外科学講座 前田　和洋 1 55,685
横浜市立みなと赤十字病院 前田　彩花 1 55,685
国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 泌尿器科 医員 前田　晃宏 1 55,685
国立研究開発法人国立がん研究センター研究所 腫瘍免疫研究分野 前田　優香 1 55,685
国立大学法人群馬大学医学部附属病院 呼吸器・アレルギー内科 診療准教授 前野　敏孝 1 33,411
九州大学大学院医学研究院 消化器・総合外科 教授 前原　喜彦 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

岩手医科大学医学部
内科学講座　呼吸器・アレルギー・膠原
病内科

教授 前門戸　任 3 501,168

宮城県立がんセンター 呼吸器内科 医療部長 前門戸　任 1 111,370
東京都立墨東病院 リウマチ膠原病科 真壁　健太 1 89,096
学校法人北里研究所北里大学看護学部 教授 眞茅　みゆき 1 167,056
鹿児島市立病院 神経内科 牧　美充 1 55,685
国立大学法人東京大学医学部附属病院 循環器内科 助教 牧　尚孝 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 救急部 副部長 眞木　佑輔 1 55,685
日本赤十字社大阪赤十字病院 心臓血管センター　不整脈内科 部長 牧田　俊則 1 55,685
三重県立総合医療センター 副院長 牧野　克俊 1 55,685
学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 リウマチ膠原病内科 専門教授 槙野　茂樹 5 556,850
西知多医療厚生組合公立西知多総合病院 循環器内科 統括部長 牧野　光恭 1 55,685
新潟県立新発田病院 呼吸器内科 部長 牧野　真人 1 55,685
東芝病院 循環器内科 医長 牧野　邦彦 1 55,685
市立池田病院 臨床研究管理部 須見　遼子 1 33,411
岸和田徳洲会病院　医療 牧本 伸一郎 副院長 牧本　伸一郎 1 77,959
国立大学法人京都大学医学部附属病院 循環器内科 助教 牧山　武 3 222,740
大山医院 院長 大山　眞 1 33,411
国立大学法人香川大学医学部附属病院 消化器・神経内科学 教授 正木　勉 2 222,740
学校法人金沢医科大学 血液免疫内科学 主任教授 正木　康史 3 334,110
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 消化器内科 副部長 柾木　慶一 1 66,822
医療法人社団ヴェリタス静岡曲金クリニック 内科・膠原病リウマチ・甲状腺 理事長 眞砂　玲治 1 33,411
社会医療法人輝城会沼田脳神経外科循環器科病院 腎臓内科 部長 眞下　啓一 1 55,685
国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 総合外科学分野 中島　里枝子 1 55,685
南和広域医療企業団南奈良総合医療センター 脳神経外科 部長 枡井　勝也 1 33,411
国立大学法人東京大学医学部附属病院 皮膚科･皮膚光線レーザー科 特任講師 増井　友里 1 55,685
医療法人財団順和会山王病院 内科（リウマチ・膠原病） 増子　佳世 2 144,781
新潟大学医歯学総合病院 高密度無菌治療部 准教授 増子　正義 1 77,959



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
公立大学法人横浜市立大学医学部 外科治療学 主任教授 益田　宗孝 1 111,370
増田内科循環器科医院 循環器科 院長 増田　尚道 1 55,685
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 呼吸器内科 副部長 益田　健 1 66,822
独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 循環器内科･不整脈科 不整脈治療部門長 増田　正晴 6 467,754
医療法人社団親和会西島病院 看護師 増田　眞澄 1 22,274
医療法人伯鳳会はくほう会セントラル病院 循環器 副院長 舛谷　元丸 1 55,685
㈱麻生飯塚病院 院長 增本　陽秀 2 222,740
国立大学法人愛媛大学大学院医学系研究科 解析病理学講座 教授 増本　純也 2 155,918
三重大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 准教授 桝屋　正浩 1 77,959
一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 耳鼻咽喉科 医長 間多　祐輔 1 55,685
一般財団法人大原記念財団大原医療センター 部長 待井　宏文 1 55,685
医療法人待井循環器科内科クリニック 院長 待井　一男 1 32,400
苫小牧市立病院 循環器内科 副院長 町田　正晴 1 55,685
町田医院 院長 町田　実豊 1 55,685
静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 医長 町田　望 1 77,959
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 神経内科 部長 町田　明 2 133,644
大阪大学免疫学フロンティア研究センター 町田　朋久 1 22,274
国立大学法人北海道大学大学院医学院 循環器・呼吸器外科学教室 教授 松居　喜郎 1 111,370
公立学校共済組合東海中央病院 循環器内科 副院長 松井　春雄 1 55,685
松井クリニック 院長 松井　秀樹 1 77,959
兵庫医科大学 内科学　リウマチ・膠原病科 教授 松井　聖 2 222,740
国家公務員共済組合連合会斗南病院 リウマチ・膠原病内科 科長 松井　和生 3 189,329
国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部 臨床病態解析学分野 教授 松井　啓隆 1 111,370
医療法人財団明理会春日部中央総合病院 循環器科 部長 松井　朗裕 1 55,685
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 消化器内科 主任医長 松居　剛志 2 178,192
市立四日市病院 呼吸器内科 副医長 松井　利憲 1 33,411
公益社団法人宮崎市郡医師会病院 循環器内科 医長 松浦　広英 1 55,685
医療法人鉄蕉会亀田総合病院 血液・腫瘍内科 部長 末永　孝生 1 89,096
医療法人松尾クリニック 理事長 松尾　汎 4 445,480
学校法人福岡大学福岡大学筑紫病院 循環器内科 診療教授 松尾　邦浩 1 55,685
医療法人澄心会岐阜ハートセンター 院長 松尾　仁司 1 77,959
近江八幡市立総合医療センター 神経内科 部長 松尾　宏俊 1 33,411
学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 循環器内科 講師 松尾　征一郎 11 768,453
藤沢市民病院 整形外科（リウマチ科） 部長 松尾　光祐 1 55,685
帝京大学医学部附属病院 血液内科 助手 松尾　琢二 1 77,959
三豊総合病院企業団三豊総合病院 循環器科 副医長 松尾　直昭 1 55,685
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 循環器内科 松尾　真典 1 11,137
愛媛県立中央病院 総合診療科 医局長 松岡　宏 1 55,685
社会医療法人同心会古賀総合病院 内科 内科部長 松岡　均 4 233,877
ＪＡ秋田県厚生農業協同組合連合会秋田厚生医療センター 循環器内科 診療部長 松岡　悟 1 77,959
国立大学法人神戸大学医学部附属病院 腫瘍・血液内科 准教授 松岡　広 2 189,329
独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター 脳・血管内科 脳卒中センター長 松岡　秀樹 1 55,685
三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 循環器内科 部長 松岡　宏治 1 55,685
岡山大学病院 血液・腫瘍内科 助教 松岡　賢市 1 89,096
医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 心臓血管内科 心臓センター長/部長 松岡　俊三 1 77,959
坂出市立病院 血液内科 部長 松岡　亮仁 2 167,055
市立函館病院 血液内科 医長 松岡　里湖 1 89,096
国民健康保険大間病院 院長 松岡　保史 1 77,959
独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院 内科 血液内科部長 松川　敏大 1 89,096
新潟県立がんセンター新潟病院 消化器外科 部長 松木　淳 1 55,685
松﨑循環器内科 院長 松﨑　圭輔 1 55,685
東京医科大学東京医科大学茨城医療センター 消化器内科 教授 松﨑　靖司 1 111,370
医療法人社団諒和会松崎医院 循環器内科 院長 松﨑　淳 2 111,370
地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 消化器内科 医長 松崎　寿久 1 55,685
公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター 助教 松澤　泰志 1 77,959
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

血液内科 医長 松下　章子 2 111,370

国立大学法人富山大学附属病院 整形外科・リハビリテーション部 診療教授 松下　功 10 863,453
日本赤十字社岐阜赤十字病院 検査部部長・消化器内科部長 松下　知路 1 55,685
日本赤十字社埼玉県支部さいたま赤十字病院 呼吸器内科 部長 松島　秀和 3 189,329
医療法人社団邦陽会松多内科医院 リウマチ内科 院長 松多　雄 1 55,685
学校法人関西医科大学 腎泌尿器外科学 教授 松田　公志 1 167,056
医療法人松原会大里医院 院長 松田　啓次 1 44,548
岸和田市民病院 循環器内科 部長 松田　光雄 1 55,685
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 膠原病内科 副院長 松田　正之 2 133,644
徳島健康生活協同組合徳島健生病院 副院長 松田　知子 1 44,548

一般財団法人厚生会仙台厚生病院
消化器内視鏡センター長　兼　消化器
内科

部長 松田　知己 1 77,959

独立行政法人国立病院機構浜田医療センター 循環器内科 医員 松田　晋 1 22,274
杏林大学医学部付属病院 看護部 副主任 松田　真紀子 1 55,685
袖ケ浦どんぐりクリニック 院長 松戸　裕治 1 55,685
横須賀市立うわまち病院 総合内科 副院長 松永　敬一郎 3 211,603
伊万里有田共立病院 内科 副院長 松永　和雄 2 133,644
独立行政法人地域医療機能推進機構星ケ丘医療センター 不整脈センター長 松永　泰治 1 77,959
がん・感染症センター都立駒込病院 看護部 看護師長 松永　三枝子 1 77,959
北里大学医療衛生学部リハビリテーション科 理学療法学専攻 教授 松永　篤彦 1 167,056
学校法人愛知学院愛知学院大学歯学部附属病院 内科学講座 教授 松原　達昭 1 77,959
松原メイフラワー病院 院長 松原　司 2 334,112
広島大学大学院医歯薬保健学研究院 腎泌尿器科学 教授 松原　昭郎 1 111,370
弘前大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科学講座 教授 松原　篤 1 111,370
碧南市民病院 整形外科 部長 松原　浩之 1 89,096
慶應義塾大学 外科 助教 松原　健太郎 1 77,959
京都大学医学部附属病院 薬剤部 教授 松原　和夫 1 111,370
医療法人社団星輝会松原リウマチ科整形外科 院長 松原　三郎 3 270,000
独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 薬剤部 薬剤部長 松久　哲章 1 33,411



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
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 1 167,056
独立行政法人国立病院機構千葉東病院 リウマチ・アレルギー科 部長 松村　竜太郎 3 200,466
学校法人近畿大学医学部附属病院 血液・膠原病内科 教授 松村　到 3 389,796
医療法人ひのうえ会樋上病院 リウマチ科 看護師長 松村　陽美 3 66,822
独立行政法人地域医療機能推進機構星ケ丘医療センター 院長 松本　昌泰 1 111,370
公益社団法人東松山医師会東松山医師会病院 院長 松本　万夫 2 111,370
社会医療法人中央会尼崎中央病院 脳神経外科 副院長 松本　強 1 55,685
南和広域医療企業団南奈良総合医療センター 院長 松本　昌美 1 33,411
聖マリアンナ医科大学 薬理学 教授 松本　直樹 1 111,370
独立行政法人国立病院機構渋川医療センター 血液内科 内科系診療部長 松本　守生 5 423,206
福島赤十字病院 肝疾患診療相談センター センター長・教授 松本　晶博 1 167,056
松本クリニック 院長 松本　善太郎 1 55,685
国立大学法人京都大学医学部附属病院 がん薬物治療科 准教授 松本　繁巳 4 322,973

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 11 1,102,563

地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 循環器内科 診療部長 松本　雄二 1 55,685
公立大学法人奈良県立医科大学 輸血部 教授 松本　雅則 1 111,370
一般財団法人大阪府結核予防会大阪病院 副院長 松本　智成 4 389,795
学校法人日本大学日本大学病院 循環器内科 教授 松本　直也 1 111,370
公立大学法人　横浜市立大学　医学部 循環器・腎臓内科学 講師 松本　克己 1 33,411
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 呼吸器内科 松本　慎吾 1 89,096
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 循環器内科 医長 松本　亮 1 33,411

国立大学法人東京大学医学部附属病院
ティッシュ・エンジニアリング部　骨・軟
骨再生医療講座

特任准教授 松本　卓巳 1 77,959

愛媛大学医学部附属病院 第一内科 特任講師 松本　卓也 1 55,685
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 呼吸器内科 松本　錦之介 1 33,411
楽クリニック 看護師長 松本　和子 1 22,274
日本赤十字社芳賀赤十字病院 血液科 部長 松山　智洋 1 55,685
国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 松山　洋 3 200,466
京都府立医科大学大学院医学研究科 循環器内科学 教授 的場　聖明 2 222,740
香川医療生活協同組合高松平和病院 整形外科 副院長 眞鍋　等 1 77,959
国立大学法人秋田大学医学部附属病院 皮膚科 教授 真鍋　求 1 111,370
北海道大学病院 放射線診断科 診療准教授 真鍋　徳子 1 111,370
国立大学法人島根大学医学部附属病院 内分泌・代謝内科 医員 真鍋　奈緒子 1 55,685
医療法人社団洛和会音羽病院 不整脈科 副部長 万井　弘基 2 89,096
公立大学法人和歌山県立医科大学 内科学第四教室 学内助教 馬庭　直樹 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 循環器内科 部長 真野　敏昭 1 55,685
医療法人社団　昴会　湖東記念病院 副院長 循環器内科主任部長 馬渕　博 1 55,685
国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 耳鼻いんこう科 助教 丸尾　貴志 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 内科 副院長 丸川　將臣 1 66,822
越谷市立病院 院長 丸木　親 2 133,644
国立大学法人京都大学医学部附属病院 消化器内科学 准教授 丸澤　宏之 4 245,014
まるたに内科循環器科 循環器内科 院長 丸谷　公一 1 55,685
旭川リハビリテーション病院 院長 丸山　純一 1 111,370

日本赤十字社医療センター
国内医療救護部長　/　国際医療救援
部長

部長 丸山　嘉一 1 55,685

広島大学大学院医歯薬保健学研究院 脳神経内科学 教授 丸山　博文 1 111,370
医療法人社団幸正会岩槻南病院 院長 丸山　泰幸 2 133,644
日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 講師 丸山　光紀 2 155,918
国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 膠原病・リウマチ内科 助教 丸山　暁人 1 55,685
学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 循環器内科 助教 丸山　将広 1 55,685
医療法人社団Ｍａｔｅｒａ丸山クリニック 院長 丸山　博志 2 108,000
国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 整形外科 教授 馬渡　正明 1 111,370
鹿児島大学病院 消化器内科 助教 馬渡　誠一 3 256,151
国立大学法人鳥取大学医学部 病態情報内科学 講師 三明　淳一朗 3 189,329
済生会八幡総合病院 血管外科 主任部長 三井　信介 1 77,959
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 消化器内科学 助教 三馬　聡 1 55,685
医療法人整友会弘前記念病院 整形外科 非常勤医師 三浦　孝雄 1 33,411
国立大学法人愛媛大学大学院医学系研究科 整形外科学 教授 三浦　裕正 1 111,370
北海道公立大学法人札幌医科大学医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 教授 三浦　哲嗣 2 278,426
聖マリアンナ医科大学 血液・腫瘍内科 教授 三浦　偉久男 1 111,370
福岡大学医学部 心臓・血管内科学 主任教授 三浦　伸一郎 2 222,740
国家公務員共済組合連合会新別府病院 部長 三浦　隆 1 66,822
ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 代謝内分泌内科 主任部長 三浦　貴徳 1 55,685
愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 循環器内科 代表部長 三浦　学 2 111,370
新潟県立がんセンター新潟病院 内科 内科部長 三浦　理 5 367,521
医療法人正観会御野場病院 診療部長 三浦　忠俊 1 55,685
国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 特任講師 三浦　徳宣 1 77,959
長野医療生活協同組合長野中央病院 循環器内科 医長 三浦　英男 1 33,411
青森県立中央病院 呼吸器内科 副部長 三浦　大 1 55,685
国立大学法人信州大学医学部附属病院 循環器内科 講師 三浦　崇 1 33,411
独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 消化器内科 三重　尭文 1 33,411
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 呼吸器科 呼吸器内科 医長 三尾　直士 12 1,135,974
黒石市国民健康保険黒石病院 副院長 三上　貴史 2 167,055
キッコーマン総合病院 消化器内科 院長代理 三上　繁 1 55,685
学校法人福岡大学福岡大学筑紫病院 外科 准教授 三上　公治 1 55,685
日本赤十字社京都第一赤十字病院 泌尿器科 部長 三神　一哉 1 66,822
三木医院内科・循環器科クリニック 院長 三木　隆 1 55,685
東京医科歯科大学難治疾患研究所 分子遺伝分野 教授 三木　義男 1 55,685
北海道公立大学法人札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 准教授 三木　隆幸 1 77,959
東北大学病院 生理検査センター 生理検査部門長 三木　俊 2 155,918
一般財団法人筑波麓仁会筑波学園病院 右田　貴子 2 66,822
霧島市立医師会医療センター 消化器内科 地域医療部長 三阪　高春 2 122,507
社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 膠原病・リウマチ科 部長 三﨑　義堅 1 66,822
社会福祉法人親善福祉協会国際親善総合病院 外科 医長 三島　江平 1 55,685



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 病態修復内科 三嶋　耕司 1 77,959
㈱東芝東芝病院 研究部 部長 三代　俊治 1 66,822
鹿児島大学病院 超音波センター 副センター長 水上　尚子 2 155,918
みずき内科クリニック 院長 水城　恒隆 1 55,685
金沢大学大学院医学系研究科 恒常性制御学 准教授 水腰　英四郎 2 222,740
船橋市立医療センター 救命救急センター 副部長 水嶋　知也 1 55,685
広島県立障害者リハビリテーションセンター医療センター 整形外科 顧問 水関　隆也 4 256,877
社会医療法人函館博栄会函館渡辺病院 循環器内科 医長 水関　清 1 55,685
医療法人平成会　女の都病院 理事長 水田　陽平 1 111,370
独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター 内科 内科系診療部長 水田　秀一 1 89,096
昭和大学医学部 脳神経外科学講座 主任教授 水谷　徹 1 167,056
三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 血液内科 部長 水谷　実 1 55,685
市立四日市病院 循環器内科 医長 水谷　吉晶 1 77,959
特定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 水野　清雄 2 111,370
医療法人愛豊会みずのクリニック 循環器内科 病院長 水野　修 1 55,685
学校法人金沢医科大学 呼吸器内科学 准教授 水野　史朗 2 133,644
医療法人水野内科 院長 水野　智文 1 55,685
学校法人慶應義塾大学病院 泌尿器科 専任講師 水野　隆一 4 322,973
医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科 医長 水野　真吾 1 77,959
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

総合内科 医長 水野　泰志 2 111,370

独立行政法人地域医療機能推進機構　仙台病院 腎センター内科 水野　真一 1 89,096
日本赤十字社大津赤十字病院 血液免疫内科 医長 水本　智咲 1 33,411
市立函館病院 水本　健人 1 66,822
医療法人徳洲会湘南藤沢徳洲会病院 脳血管外科 部長 溝上　康治 1 55,685
社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 心臓血管センター 副部長 溝渕　正寛 1 55,685
上天草市立上天草総合病院 内科 副院長兼内科部長 溝部　孝則 1 77,959
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 消化器内科 統括診療部長 三田　英治 1 66,822
医療法人杏林会今井病院 呼吸器科 三田　佳伯 1 55,685
獨協医科大学 内科学(血液・腫瘍) 教授 三谷　絹子 2 222,740
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 循環器センター内科 部長代行 三谷　治夫 1 55,685
国家公務員共済組合連合会立川病院 院長 三田村　秀雄 30 4,566,192
日本赤十字社綜合病院山口赤十字病院 循環器内科 部長 道重　博行 1 55,685
国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 循環器内科 診療部長 道下　一朗 1 55,685
国家公務員共済組合連合会大手前病院 血液内科 診療部長 三井　秀紀 1 66,822
公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科 呼吸器内科学 講師 光岡　茂樹 1 66,822
北九州市立医療センター 内科 主任部長 三木　幸一郎 1 22,274
医療法人みつだ整形外科 整形外科・リウマチ科 院長 光田　昌弘 1 89,096
学校法人近畿大学医学部 外科学教室 呼吸器外科部門 主任教授 光冨　徹哉 2 222,740
福島赤十字病院 整形外科 副院長 三橋　尚志 1 111,370
社会医療法人社団菊田会習志野第一病院 消化器科　外科 副院長 三橋　登 1 55,685
学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院 循環器内科 副医長 三橋　弘嗣 1 55,685
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 膠原病リウマチ内科 三橋　正季 1 55,685
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 神経内科 助教 光藤　尚 1 33,411
国立大学法人山梨大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 講師 三森　徹 1 55,685
公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 内科学第三講座 准教授 美登路　昭 1 77,959
社会医療法人北楡会札幌北楡病院 血液内科 医長 皆内　康一郎 5 412,069
社会福祉法人仁生社江戸川病院 呼吸器内科・腫瘍血液内科 呼吸器内科部長 南方　邦彦 2 122,507
自治医科大学 血液科 助教 皆方　大佑 1 55,685
みながわ内科・循環器科クリニック 循環器内科 院長 皆川　太郎 1 55,685
社会医療法人桑名恵風会桑名病院 循環器内科 医長 皆川　史郎 1 33,411
社会医療法人川島会川島病院 腎臓内科 院長 水口　潤 1 111,370
群馬県立がんセンター 副院長 湊　浩一 1 77,959
国立大学法人岐阜大学大学院医学系研究科 循環呼吸病態学 教授 湊口　信也 2 222,740
国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 内科学講座　腫瘍・血液内科学分野 教授 南　博信 3 334,110
独立行政法人国立病院機構茨城東病院 病理診断科 部長 南　優子 1 55,685

京都大学大学院医学研究科
臨床研究総合センター　早期臨床試験
部

講師 南　学 1 55,685

西宮協立リハビリテーション病院 南　好江 1 11,137
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 血液腫瘍科 科長 南　陽介 1 89,096
国立大学法人神戸大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 講師 南　陽介 1 66,822
社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 呼吸器内科 部長 南川　光三 1 66,822
国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学/ハートセンター 特任助教 南口　仁 6 423,206
地方独立行政法人長野市民病院 リウマチ科 南澤　育雄 1 66,822
国立大学法人香川大学医学部 循環器・腎臓・脳卒中内科学 教授 南野　哲男 2 222,740
国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 循環器内科学 教授 南野　徹 3 389,796
兵庫医科大学 循環器内科 准教授 峰　隆直 1 111,370
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循環器内科 三根　かおり 1 55,685
学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 呼吸器内科 講師 峯岸　裕司 1 89,096
学校法人聖マリアンナ医科大学 呼吸器内科 教授 峯下　昌道 1 111,370
京都大学大学院医学研究科 脳神経外科学 助教 峰晴　陽平 1 33,411
独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 循環器内科 医長 佐藤　実 1 77,959
国立大学法人広島大学病院 血液内科 講師 三原　圭一朗 1 55,685
社会医療法人明和会中通総合病院 統括科長 三船　大樹 1 66,822
東京都立大塚病院 整形外科・関節疾患治療センター 部長 三部　順也 1 89,096
社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 循環器内科 副院長 美馬　敦 2 111,370
公立学校共済組合近畿中央病院 呼吸器内科 医長 美馬　尚徳 1 55,685
京都大学大学院医学研究科 内科学講座 臨床免疫学 教授 三森　経世 4 445,480
長野県厚生農業協同組合連合会小諸厚生総合病院 整形リウマチ科 部長 宮　正彦 1 33,411
国立大学法人長崎大学病院 消化器内科 講師 宮明　寿光 1 55,685
宮入内科 院長 宮入　誠 2 178,192
順天堂東京江東高齢者医療センター 循環器内科 教授　兼　科長 宮内　克己 7 1,002,334
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 病院教授 宮内　靖史 3 334,110
国立大学法人東北大学大学院医学系研究科 呼吸器内科 助教 宮内　栄作 1 66,822
東北医科薬科大学 若林病院 薬剤部 宮内　康夫 1 66,822



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
宮城循環器内科 循環器内科 院長 宮城　宏生 1 55,685
みやぎ内科クリニック リウマチ科 院長 宮城　憲一 1 55,685
国立大学法人東北大学病院 消化器外科/臓器移植医療部 准教授 宮城　重人 1 77,959
社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 血液内科 部長 宮城　敬 2 122,507
一般財団法人住友病院 膠原病・リウマチ内科 宮城　瑠美子 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院 副院長 宮城島　拓人 1 77,959
独立行政法人労働者健康安全機構燕労災病院 循環器内科 部長 宮北　靖 1 55,685
医療法人社団静岡三宅整形外科医院 整形外科 院長 三宅　信昌 3 245,014
医療法人三宅脳神経外科医院 院長 三宅　仁志 1 33,411
順天堂大学大学院医学研究科 免疫学講座 教授 三宅　幸子 1 111,370
国立大学法人島根大学医学部附属病院 腫瘍・血液内科 医長 三宅　隆明 1 66,822
島根県立中央病院 肝臓内科 部長 三宅　達也 1 55,685
公益財団法人天理よろづ相談所病院 皮膚科 医員 三宅　俊哉 1 55,685
日本赤十字社伊勢赤十字病院 薬剤部 化学療法課長 三宅　知宏 1 55,685
国立大学法人北海道大学病院 腫瘍センター　化学療法部 副看護師長 三宅　亜矢 1 44,548
社会医療法人景岳会南大阪病院 名誉院長 宮越　一穂 1 55,685
国立大学法人秋田大学大学院医学系研究科 機能展開医学系整形外科学講座 准教授 宮腰　尚久 1 78,000
鳥取県立中央病院 心臓血管外科 部長 宮坂　成人 1 55,685
学校法人関西医科大学関西医科大学附属病院 循環器内科 准教授 宮坂　陽子 2 167,055
岩手医科大学 内科学講座　消化器内科肝臓分野 講師 宮坂　昭生 2 178,192
学校法人順天堂順天堂大学医学部附属練馬病院 消化器内科 教授 宮﨑　招久 1 111,370
医療法人宮崎内科医院 内科 院長 宮﨑　正信 1 55,685

国立大学法人長崎大学原爆後障害医療研究所
原爆・ヒバクシャ医療部門　血液内科学
研究分野

教授 宮﨑　泰司 2 222,740

大阪府済生会富田林病院 病院長 宮﨑　俊一 2 222,740
京都大学　ウイルス・再生医科学研究所 准教授 宮崎　正輝 1 111,370
順天堂東京江東高齢者医療センター 循環器内科 准教授 宮﨑　忠史 1 55,685
愛媛県立中央病院 血液内科 医長 宮﨑　幸大 1 55,685
産業医科大学医学部 第1内科学講座 宮﨑　佑介 1 55,685
日本赤十字社医療センター 血液内科 宮崎　寛至 2 178,192
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 循環器内科 科長 宮﨑　晋介 2 222,740
国立大学法人福井大学医学部 循環器内科 特命助教 宮﨑　晋介 3 233,877
医療法人大明会宮里クリニック 内科・リウマチ科 院長 宮里　肇 1 55,685
医療法人宮沢医院 内科 院長 宮澤　政彦 1 55,685
学校法人金沢医科大学金沢医科大学病院 泌尿器科学 主任教授 宮澤　克人 1 111,370
近江八幡市立総合医療センター 院長 宮下　浩明 2 222,740
国立大学法人鹿児島大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 医長 宮下　圭一 1 55,685
独立行政法人国立病院機構都城医療センター 薬剤部 宮下　裕央 1 11,137
医療法人社団宮島循環器内科 院長 宮島　靜一 1 77,959
㈱麻生飯塚病院 呼吸器内科 宮嶋　宏之 1 44,548
医療法人創起会くまもと森都総合病院 肝臓・消化器内科 部長 宮瀨　志保 2 178,192
福島赤十字病院 副院長 宮田　昌之 4 322,973
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院佐久医療センター 腫瘍内科 副院長 宮田　佳典 3 233,877
三好市国民健康保険市立三野病院 内科医長 宮田　淳也 3 144,781
トヨタ自動車㈱トヨタ記念病院 循環器科 医長 宮田　紳治朗 1 55,685
佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生総合病院 呼吸器内科 内科副部長 宮田　純 2 111,370
愛知医科大学 脳血管内治療センター 教授 宮地　茂 2 278,426
福井県立病院 外科 主任医長 宮永　太門 1 55,685
学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 循環器内科 医長 宮永　哲 2 111,370
医療法人社団清仁会　宇多津病院 薬剤部 副部長 三柳　直子 2 66,822
砂川市立病院 整形外科 副院長 宮野　須一 2 133,644
日本赤十字社唐津赤十字病院 第3内科 部長 宮原　正晴 1 55,685
地方独立行政法人京都市立病院機構　京都市立病院 血液内科 副部長 宮原　裕子 1 89,096
国立大学法人広島大学原爆放射線医科学研究所 血液・腫瘍内科 医科診療医 美山　貴彦 1 66,822
日本赤十字社名古屋第一赤十字病院 血液内科 部長 宮村　耕一 1 111,370
学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 循環器内科 講師 宮村　昌利 5 367,521
岩手県立山田病院 院長 宮本　伸也 1 75,000
九州大学病院 血液・腫瘍・心血管内科 准教授 宮本　敏浩 5 456,617
日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 総合診療科 部長 宮本　貴庸 1 55,685
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 化学療法科 部長 宮本　鋼 1 89,096
兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科 部長 宮本　忠司 1 55,685
社会医療法人医翔会札幌白石記念病院 不整脈センター長 宮本　憲次郎 1 77,959
学校法人北里研究所北里大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教 宮本　俊輔 1 55,685
近江八幡市立総合医療センター リウマチ膠原病内科 宮本　茂輝 1 55,685
医療法人月桃会宮良クリニック 乳腺外科 院長 宮良　球一郎 1 55,685
九州大学病院 遺伝子細胞療法部 助教 宮脇　恒太 1 89,096
愛媛大学大学院医学系研究科 循環器・呼吸器・高血圧内科学 助教 三好　誠吾 2 111,370
社会福祉法人仁生社江戸川病院 腫瘍血液内科 副部長 明星　智洋 1 55,685
医療法人社団三和内科医院 院長 三和　秀輔 1 55,685
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 腫瘍循環器科・成人病ドック科 主任部長 向井　幹夫 2 222,740
向井内科循環器科クリニック 内科・循環器科 院長 向井　英之 1 33,411
医療法人社団新横浜循環器科・内科 内科 院長 向井　済 1 55,685
東京都リハビリテーション病院 診療科 部長 向井　英一 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 7 723,905
ＮＴＴ東日本札幌病院 臨床検査科 医療技術主任 向山　健一 1 44,548
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器内科学分野 教授 迎　寛 1 111,370

愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院
リウマチ関節外科兼リハビリテーション
科

代表部長 向藤原　由花 1 66,822

国立大学法人京都大学医学部附属病院 腫瘍薬物治療学講座 教授 武藤　学 1 111,370
浜松医療センター 循環器内科 科長 武藤　真広 1 77,959
青森県立中央病院 がん診療センター がん診療センター長 棟方　正樹 1 111,370
つがる西北五広域連合つがる総合病院 脳神経外科 科長 棟方　聡 1 55,685
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 血液腫瘍科 棟方　理 1 77,959
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 循環器内科 医長 宗政　充 1 77,959
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井県済生会病院 外科 主任部長 宗本　義則 1 77,959



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
医療法人村井内科クリニック 内科・リウマチ科 院長 村井　千尋 1 111,370
岩手県立中央病院 血液内科 科長 村井　一範 2 120,000
大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学 村井　一裕 1 89,096
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 循環器内科 村井　亮介 1 55,685
桐生地域医療組合桐生厚生総合病院 循環器科 部長 村岡　理人 1 33,411
医療法人社団むらかみ内科クリニック 院長 村上　和博 1 77,959
名古屋市立東部医療センター 心臓血管センター 副院長 村上　善正 2 38,979
国際医療福祉大学 血管外科学 教授 村上　厚文 1 55,685
国立大学法人大分大学医学部 消化器内科学講座 教授 村上　和成 1 111,370
日本赤十字社　芳賀赤十字病院 循環器内科

副院長兼第 内科部
長

村上　善昭 1 55,685
岡山ハートクリニック 院長 村上　充 2 178,192
医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科 部長 村上　正人 3 167,055
京都大学医学部附属病院 免疫・膠原病内科 助教 村上　孝作 2 133,644
京都山城総合医療センター リウマチ科 医長 村上　憲 2 111,370
東海大学医学部 内科学系　循環器内科学 助教 村上　力 2 133,644
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター がん化学療法看護認定看護師 村上　摩利 1 11,137
帝京大学医学部附属溝口病院 第四内科 教授 村川　裕二 3 389,796
新潟県立リウマチセンター 整形外科 名誉院長 村澤　章 2 159,370
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 村島　温子 3 334,110
学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属第三病院 循環器内科 村嶋　英達 1 77,959
公立能登総合病院 循環器内科 特別顧問 村田　義治 1 55,685
自治医科大学 皮膚科学 准教授 村田　哲 1 55,685
名古屋大学大学院　医学系研究科 血液・腫瘍内科学 准教授 村田　誠 1 111,370
社会医療法人財団董仙会恵寿金沢病院 内科 科長 村田　了一 1 66,822
国立大学法人九州大学病院 総合診療科 診療准教授 村田　昌之 1 77,959
三重大学医学部附属病院 腎臓内科 助教 村田　智博 1 55,685
学校法人関西医科大学 関西医科大学附属病院 産婦人科 村田　紘未 1 55,685
国立大学法人神戸大学医学部 シグナル統合学 准教授 村田　陽二 1 77,959
国立大学法人大阪大学医学部附属病院 薬剤部　オンコロジーセンター室 薬剤部主任 村地　康 1 55,685
社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 循環器内科 医長 村椿　真悟 1 77,959

医療法人財団健貢会総合東京病院
心臓血管センター　副院長　心血管イ
ンターベンション治療センター長

村松　俊哉 1 55,685

学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 循環器内科 講師 村松　崇 1 55,685
公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 消化器内科 副部長 村本　理 1 55,685
公益社団法人石川勤労者医療協会城北病院 リウマチ科 村山　隆司 1 66,822
医療法人村山医院 院長 村山　祐一郎 1 55,685
兵庫県立がんセンター 血液内科 血液内科部長 村山　徹 2 122,507
愛知県がんセンター中央病院 薬物療法部 部長 室　圭 3 213,333
医療法人社団倫生会みどり病院 循環器内科 院長 室生　卓 1 55,685
独立行政法人地域医療機能推進機構南海医療センター 循環器科 部長 室園　祐吉 1 55,685
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 4 412,069
医療法人彰和会北海道消化器科病院 消化器内科 副院長 目黒　高志 1 77,959
北里大学医学部 循環器内科学 講師 目黒　健太郎 2 133,644
日本赤十字社福岡赤十字病院 副院長 目野　宏 1 55,685
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 心臓血管外科 部長 孟　真 2 189,329
独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 循環器科 診療部長 毛利　正博 1 22,274
国立大学法人群馬大学医学部附属病院 呼吸器外科 診療教授 茂木　晃 1 33,411
学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 消化管・一般外科 教授 持木　彫人 2 222,740
医療法人社団恵樹会望月整形外科 リウマチ科・整形外科 院長 望月　宗範 1 55,685
国立大学法人山口大学医学部附属病院 先進救急医療センター 助教 望月　守 1 33,411
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 循環器内科 医員 望月　泰秀 1 77,959
学校法人埼玉医科大学 消化器内科・肝臓内科 教授 持田　智 10 1,392,130
社会医療法人社団木下会鎌ケ谷総合病院 整形外科・リウマチ科 副院長 望月　猛 18 1,859,879
国立大学法人信州大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 統括医長 茂木　英明 1 89,096
独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 呼吸器内科 内科系診療部長 茂木　充 2 111,370
秋田県厚生農業協同組合連合会大曲厚生医療センター 内科 診療部長 茂木　睦仁 2 89,096
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 病理・臨床検査科 医長 元井　紀子 1 77,959
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 循環器内科 助教 本池　雄二 1 33,411
公益社団法人川内市医師会立市民病院 呼吸器内科 医長 本川　郁代 1 33,411
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 本島　新司 4 356,384
富山大学附属病院 整形外科 助教 元村　拓 2 89,096
長野県厚生農業協同組合連合会長野松代総合病院 循環器内科 統括部長 百瀬　智康 2 133,644
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 循環器内科 センター長 百村　伸一 4 612,538
医療法人弘仁会板倉病院 整形外科 桃山　現 1 55,685
国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 消化器外科学 教授 森　正樹 1 167,056
一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 呼吸器内科 副院長 森　清志 3 211,603
日本赤十字社唐津赤十字病院 一般内科　循環器内科 部長 森　唯史 1 55,685
岩手県立中央病院 診療部 次長 守　義明 3 180,000
東京医科歯科大学医歯学総合研究科生涯免疫難病学講座 教授 森　雅亮 1 111,370
学校法人明海大学明海大学歯学部 准教授 森　一将 1 33,411
医療法人菊郷会愛育病院 副院長 盛　暁生 1 111,370
社会福祉法人三井記念病院 内分泌内科 科長 森　典子 1 89,096
医療法人社団武優会森整形外科クリニック 整形外科 院長 森　武人 1 55,685
糸島医師会病院 循環器内科 森　憲 1 55,685
神戸大学大学院医学研究科 内科学講座・循環器内科学分野 特定助教 森　俊平 2 155,918
国立大学法人香川大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 森　照茂 1 89,096
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 助教 毛利　篤人 2 178,192
自治医科大学 臨床腫瘍科 助教 森　美鈴 1 55,685
公益財団法人ときわ会常磐病院 血液内科 森　甚一 1 55,685
公立学校共済組合東海中央病院 循環器内科 医員 森　悠 1 33,411
地方独立行政法人下関市立市民病院 呼吸器外科 医師 森　將鷹 1 44,548
日本赤十字社総合病院岡山赤十字病院 薬剤部長 森　英樹 1 33,411
大阪大学大学院医学系研究科 病態病理学教室 教授・病理部長 森井　英一 1 111,370
学校法人福岡大学福岡大学病院 循環器内科 助教 森井　誠士 1 55,685
地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 血液内科 診療科長 森内　幸美 1 66,822



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 消化器疾患 生活習慣病学 講師 森内　昭博 1 89,096
公益社団法人鳥取県中部医師会立三朝温泉病院 整形外科 院長 森尾　泰夫 2 133,644
医療法人社団圭春会小張総合病院 呼吸器外科 部長 守尾　篤 2 133,644
森岡医院 院長 森岡　敏一 1 55,685
岩手県立中部病院 循環器内科 第2循環器内科長 盛川　宗孝 1 33,411
掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 循環器内科 診療部長 森川　修司 1 55,685
国立大学法人北海道大学大学院医学研究院 内科学講座　消化器内科学分野 助教 森川　賢一 3 200,466
南和広域医療企業団南奈良総合医療センター 循環器内科 部長 守川　義信 1 77,959
社会福祉法人恩賜財団済生会支部熊本県済生会熊本病院 腫瘍内科 副部長 森北　辰馬 1 55,685
らびっとクリニック 院長 森口　正人 2 155,918
岩手医科大学 呼吸器・アレルギー・膠原病内科 助教 守口　知 1 55,685
日本赤十字社松山赤十字病院 循環器内科 部長 盛重　邦雄 2 133,644
香川大学医学部・医学系研究科 消化器・神経内科学 学内講師 森下　朝洋 1 55,685
日本赤十字社名古屋第一赤十字病院 血液内科 医長 森下　喬允 1 77,959
大垣市民病院 循環器内科 部長 森島　逸郎 4 278,425

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（第二内科）

准教授 森島　聡子 1 77,959

一般財団法人操風会岡山リハビリテーション病院 リハビリテーション科 診療部長 森田　能子 1 33,411

自治医科大学
医学部　腎泌尿器外科学講座　泌尿器
科学部門

主任教授 森田　辰男 1 111,370

学校法人獨協学園獨協医科大学越谷病院 糖尿病内分泌・血液内科 教授 森田　公夫 3 278,425
川崎医科大学 リウマチ・膠原病学 教授 守田　吉孝 1 23,000
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 先端循環器治療学講座 教授 森田　宏 1 111,370
独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター 呼吸器外科 部長 森田　克彦 1 22,274
社会医療法人桑名恵風会桑名病院 脳神経外科 部長 森田　幸太郎 4 267,288
学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 循環器内科 講師 森田　英晃 1 55,685
学校法人東海大学東海大学医学部付属八王子病院 循環器内科 准教授 森田　典成 1 77,959
医療法人福満会守田内科医院 内科 副院長 守田　貴浩 3 155,918
学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 血液・膠原病内科 講師 森田　泰慶 1 66,822
学校法人昭和大学昭和大学医学部 泌尿器科学講座 講師 森田　順 1 77,959
一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 循環器内科 森田　純次 1 77,959
日本赤十字社岡山赤十字病院 呼吸器内科 医局員 森田　絢子 1 22,274
国立大学法人京都大学大学院医学研究科 医学統計生物情報学 教授 森田　智視 1 111,370
国立大学法人京都大学大学院医学研究科 医学統計生物情報学 教授 森田　智視 18 2,004,660
国家公務員共済組合連合会立川病院 循環器内科 診療部長 森谷　和徳 1 55,685
福井県立病院 血液・腫瘍内科 医長 森永　浩次 1 55,685
学校法人岩手医科大学 循環器内科分野 教授 森野　禎浩 2 222,740
医療法人一輝会荻原みさき病院 内科 診療部長 森信　早穂子 1 66,822
近江八幡市立総合医療センター 整形外科 部長 森本　茂 1 66,822
深川市立病院 診療部長 森本　英雄 1 55,685
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 森本　真司 4 322,973
市立池田病院 血液内科 部長 森山　康弘 1 33,411
日本大学医学部 内科学系消化器肝臓内科学分野 主任教授 森山　光彦 1 111,370
国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 キャンパスライフ 健康支援センター センター長、教授 守山　敏樹 1 167,056
独立行政法人国立病院機構宮崎東病院 腫瘍内科 医長 森山　英士 3 118,793
国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 腫瘍内科学分野 准教授 森山　雅人 1 33,411
国立大学法人鳥取大学医学部附属病院 高次集中治療部 講師 森山　直樹 1 55,685
福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 整形外科 部長 茂呂　貴知 1 55,685
社会医療法人謙仁会山元記念病院 循環器内科 部長 諸岡　俊文 1 55,685
医療法人秋津会徳田脳神経外科病院 脳神経外科 院長 諸木　浩一 2 111,370
公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院 医長 諸沢　樹 1 55,685
独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター 医長 門田　伸也 1 66,822
公立大学法人横浜市立大学大学院医学研究科 泌尿器科 主任教授 矢尾　正祐 1 111,370
医療法人仁愛会日立おおみか病院 院長 矢ヶ崎　千良 1 22,274
近畿大学医学部奈良病院 血液内科 准教授 八木　秀男 1 111,370
仙台市立病院 循環器内科部長 診療部参事 八木　哲夫 3 334,110
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 主任医長 八木　宏明 1 55,685
岩手県立胆沢病院 循環器内科 科長 八木　卓也 1 55,685
徳島大学大学院医歯薬学研究部 地域医療人材育成分野 特任准教授 八木　秀介 2 133,644
地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 呼吸器内科 主任 矢口　大三 1 55,685
学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部 八鍬　恒芳 1 11,137
八子リウマチ・内科・整形外科クリニック 院長 八子　徹 4 423,206
独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 脳血管センター 部長 矢坂　正弘 9 1,002,330
東京医科大学病院 循環器内科 助教 矢崎　義直 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院 循環器内科 八島　史明 1 55,685
学校法人獨協学園獨協医科大学日光医療センター 心臓・血管・腎臓内科 主任教授 安　隆則 1 111,370
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 腫瘍内科 部長 安井　久晃 1 66,822
静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 副院長 安井　博史 1 89,096
学校法人川崎学園川崎医科大学 血液内科 臨床助教 安井　晴之進 1 89,096
やすお脳神経外科クリニック 院長 安尾　健作 1 55,685
市立大村市民病院 循環器科 科長 安岡　千枝 1 55,685
慶應義塾大学病院 リウマチ内科 講師 安岡　秀剛 2 144,781
医療法人安岡医院 副院長 安岡　逸 1 77,959
大阪医科大学 内科学第二教室 安岡　秀高 1 33,411
国立大学法人愛媛大学大学院医学系研究科 血液・免疫・感染症内科学 教授 安川　正貴 2 222,740
久留米大学医学部 内科学講座　心臓・血管内科部門 准教授 安川　秀雄 1 111,370
国立循環器病研究センター 副院長 安田　聡 13 1,447,810
公益財団法人がん研究会有明病院 医療安全管理部 副部長 保田　知生 3 233,877
北海道大学大学院医学研究院 内科学分野　免疫・代謝内科学教室 准教授 保田　晋助 2 222,740
社会医療法人垣谷会明治橋病院 循環器内科 部長 安田　徳基 1 55,685
国立大学法人群馬大学医学部附属病院 皮膚科 講師 安田　正人 1 33,411
学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 呼吸器内科 専任講師 安田　浩之 1 55,685
公益財団法人天理よろづ相談所病院 呼吸器内科 医員 安田　武洋 1 55,685
国立病院機構名古屋医療センター 生体情報解析室 室長 安田　貴彦 1 89,096
一般社団法人三次地区医師会三次地区医療センター 内科　循環器内科 病院長 安信　祐治 1 55,685



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 耳鼻咽喉科学分野 准教授 安松　隆治 1 89,096
防衛医科大学校病院 循環器内科 講師 矢田　浩崇 1 20,000
医療法人社団晴緑会宮崎医療センター病院 消化器内科 矢田　崇純 1 55,685
愛知県がんセンター中央病院 遺伝子病理診断部 部長 谷田部　恭 2 116,800
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 臨床研究センター長 八橋　弘 6 222,740
学校法人産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺　和博 2 222,740
社会医療法人生長会ベルシャンテクリニック 所長 梁　尚志 1 111,370
やなぎ内科クリニック 内科 院長 柳　昌幸 1 55,685
日本医科大学千葉北総病院 泌尿器科 医局長 柳　雅人 1 55,685
一般社団法人愛生会愛生会山科病院 リハビリテーション科 部長 柳澤　和芳 1 66,822
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 2 167,055
国立大学法人長崎大学病院 病態解析・診断学分野 部長 栁原　克紀 1 55,685
砂川市立病院 泌尿器科 腎透析センター センター長 柳瀨　雅裕 1 66,822
学校法人近畿大学近畿大学医学部奈良病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 教授 家根　旦有 1 77,959
医療法人社団三矢会前橋広瀬川クリニック 理事長 矢野　新太郎 1 111,370
国立大学法人山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学 教授 矢野　雅文 2 222,740
独立行政法人国立病院機構別府医療センター 副院長 矢野　篤次郎 1 44,548
医療法人やの循環器科内科クリニック 院長 矢野　和俊 1 55,685
東京慈恵会医科大学附属病院 腫瘍・血液内科 教授 矢野　真吾 1 111,370
医療法人社団矢野内科医院 循環器内科 院長 矢野　隆 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構岡山労災病院 内科 部長 矢野　朋文 1 89,096
国立大学法人　神戸大学大学院医学研究科 微生物感染症学講座 講師 矢野　嘉彦 1 66,822
東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター 整形外科 講師 矢野　紘一郎 1 66,822
長野県厚生農業協同組合連合会南長野医療センター篠ノ井総合病院 心臓血管センター センター長

矢彦沢　久美
子

2 111,370
医療法人愛心会東宝塚さとう病院 循環器内科 部長 矢吹　正典 3 189,329
独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター リウマチ科 部長 矢部　裕一朗 1 44,548
国立大学法人福井大学医学部附属病院 血液内科 教授 山内　高弘 2 222,740
横浜市立みなと赤十字病院 心臓血管先進診療部 部長 山内　康照 2 155,918
独立行政法人地域医療機能推進機構相模野病院 循環器内科 主任部長 医局長 山内　貴雄 1 55,685
社会医療法人友愛会豊見城中央病院 部長 山内　昭彦 1 55,685
国立大学法人東京大学医学部附属病院 呼吸器内科 講師 山内　康宏 1 55,685
茨城県民生活協同組合友愛記念病院 循環器内科 部長 山内　文武 1 55,685
慶應義塾大学医学部 リウマチ内科 准教授 山岡　邦宏 3 334,110
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 呼吸器内科 医局員 山形　昂 1 22,274
ＮＴＴ西日本大阪病院 血液内科 医長 山上　保 1 77,959
国立循環器病研究センター 脳卒中集中治療科 医長 山上　宏 2 144,781
豊橋市民病院 腎臓内科 部長 山川　大志 1 77,959
医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 循環器内科　不整脈部門 副科長 山川　健 2 155,918
東京女子医科大学病院 形成外科 臨床教授 八巻　隆 1 167,056

国立大学法人金沢大学
医薬保険研究域医学系　循環器病態
内科学

教授 山岸　正和 5 523,439

久留米大学医学部 糖尿病性血管合併症病態・治療学 教授 山岸　昌一 1 111,370
新宿海上ビル診療所 呼吸器内科 山口　哲生 1 89,096
独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 院長 山口　高史 1 111,370
学校法人川崎学園川崎医科大学附属病院 臨床腫瘍科 教授 山口　佳之 1 167,056
医療法人山口医院 整形外科、リウマチ科 院長 山口　眞一 2 111,370
学校法人帝京大学医学部 泌尿器科 病院教授 山口　雷藏 2 245,015
医療法人交詢医会目黒柿の木坂リウマチ・内科クリニック 院長 山口　晃弘 2 167,055
独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院 循環器内科 部長 山口　研児 1 55,685
福井県立病院 循環器内科 医長 山口　正人 1 77,959
自治医科大学附属病院 臨床腫瘍科 准教授 山口　博紀 1 55,685
学校法人日本医科大学付属病院 血液内科 准教授 山口　博樹 2 222,740
日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院 呼吸器内科 部長 山口　朋禎 2 155,918
社会福祉法人恩賜財団済生会福島総合病院 山口　修 1 33,411
独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 消化器内科 副部長 山口　真二郎 1 55,685
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 血液内科 医長 山口　晃史 1 66,822
医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 腎臓内科 部長 山口　通雅 1 89,096
学校法人関西医科大学 関西医科大学 内科学第三講座 助教 山口　隆志 1 33,411
伊南行政組合昭和伊南総合病院 地域先進リハビリテーション 副センター長 山口　浩史 1 77,959
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 助教 山口　央 5 400,932
やまぐち内科クリニック 院長 山口　喜移 1 54,000
独立行政法人労働者健康安全機構長崎労災病院 循環器内科 副院長 山佐　稔彦 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院門司メディカルセン
タ

血液内科 副院長 山崎　嘉宏 1 55,685
昭和伊南総合病院共済組合 循環器内科 副院長 山﨑　恭平 1 77,959
ＮＴＴ東日本関東病院 循環器内科 部長 山﨑　正雄 2 111,370

日本赤十字社京都第二赤十字病院
リハビリテーション科部長　整形外科副
部長

部長 山﨑　隆仁 1 89,096

学校法人久留米大学久留米大学医学部附属医療センター リウマチ・膠原病センター 講師 山崎　聡士 1 55,685
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 講師 山崎　宜興 1 89,096
社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 内科 山崎　仁志 1 55,685
医療法人社団篠原会甲府脳神経外科病院 副院長 山崎　直美 1 77,959
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑　直也 3 334,110
社会医療法人抱生会 丸の内病院 リウマチ科 科長 山﨑　秀 1 89,096
公立大学法人横浜市立大学附属病院 臨床検査部 准教授 山﨑　悦子 3 267,288
社会医療法人恵佑会札幌病院 呼吸器・乳腺外科 部長 山﨑　成夫 1 55,685
独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 脳神経外科　ストロークケアユニット 担当医長 山崎　友郷 1 22,274
静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 医長 山﨑　健太郎 2 167,056
大和市立病院 リウマチ科 医長 山崎　哲 1 55,685
国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 助教 山崎　恵介 1 33,411
順天堂大学医学部 膠原病内科学講座 先任准教授 山路　健 1 55,685
岡山ハートクリニック センター長 山地　博介 2 222,740
公益財団法人心臓血管研究所 所長 山下　武志 14 2,338,784
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 山下　寿 1 22,274
宮崎県立宮崎病院 血液内科 部長 山下　清 1 55,685
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 山下　拓史 1 55,685



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 消化器内科 講師 山下　竜也 1 66,822
金沢大学附属病院 総合診療内科 准教授 山下　太郎 1 111,370
医療法人社団青峰会山下医院 副院長 山下　尚洋 1 55,685
国立国際医療研究センター病院 膠原病科 医長 山下　裕之 1 33,411
東京慈恵会医科大学 循環器内科 助教 山下　省吾 2 133,644
市立四日市病院 呼吸器内科 医長 山下　良 1 33,411
市立芦屋病院 血液内科 医員 山下　由紀子 1 55,685
学校法人昭和大学昭和大学横浜市北部病院 心臓血管カテーテル室 助教 山下　賢之介 1 55,685
社会医療法人愛仁会高槻病院 不整脈内科 山下　宗一郎 1 77,959
国立大学法人京都大学大学院医学研究科 循環器内科学 山下　侑吾 2 89,096
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 消化器内科 山下　大生 1 33,411
宮崎県立延岡病院 薬剤部 薬剤部長 山下　明洋 1 33,411
社会福祉法人恩賜財団済生会支部熊本県済生会熊本病院 脳卒中センター脳神経外科 副部長 山城　重雄 1 55,685
社会医療法人愛仁会高槻病院 不整脈内科 副院長 山城　荒平 2 167,055
置賜広域病院企業団公立置賜総合病院 外科系二 診療部長 山田　昌弘 2 144,781
国立大学法人群馬大学大学院医学系研究科 病態制御内科学 教授 山田　正信 1 111,370
学校法人近畿大学近畿大学医学部奈良病院 皮膚科 教授 山田　秀和 1 111,370
小牧市民病院 整形外科 部長 山田　邦雄 1 66,822
国立大学法人三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学 准教授 山田　典一 4 334,110
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 66,822
医療法人幸季の会やまだリウマチクリニック リウマチ科 院長 山田　一人 1 55,685
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 血液内科 部長 山田　俊樹 1 77,959
社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会静岡済生会総合病院 循環器内科 部長 山田　実 1 55,685
三豊総合病院企業団三豊総合病院 泌尿器科 副院長 山田　大介 1 77,959
医療法人近藤リウマチ・整形外科クリニック 整形外科・リウマチ科 副院長 山田　久方 4 445,480
医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 循環器内科 部長 山田　賢裕 1 77,959
国立大学法人山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学 助教 山田　寿太郎 1 55,685
日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 泌尿器科 第一副部長 山田　浩史 1 55,685
地方独立行政法人市立吹田市民病院 血液内科 部長 山田　昌秀 2 89,096
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 循環器内科 准教授 山田　晶 1 55,685
学校法人久留米大学医学部 呼吸器・神経・膠原病内科（第一内科） 講師 山田　一彦 2 155,918
独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 消化器内科 消化管内科部長 山田　拓哉 1 66,822
愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 循環器内科 第一循環器内科　部長 山田　崇史 3 189,329
学校法人川崎学園川崎医科大学 循環器内科 講師 山田　亮太郎 1 77,959
大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学 助教 山田　涼子 1 55,685
医療法人社団さくら会高橋病院 循環器内科 山田　健志 2 133,644
宮崎県立宮崎病院 耳鼻咽喉科 副医長 山田　悠祐 1 22,274
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・分子腫瘍学分野 助教 山名　一寿 1 55,685
公益財団法人結核予防会複十字病院 呼吸器内科　がんセンター 医長 山名　一平 2 111,370
東京女子医科大学附属 膠原病リウマチ痛風センター 所長 山中　寿 4 540,482
学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院 膠原病・リウマチ内科 院長 山中　健次郎 2 222,740
医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 循環器科 医長 山中　太 1 55,685
医療法人社団寿量会熊本機能病院 総合リハビリテーションセンター 顧問 山永　裕明 1 77,959
山根クリニック 循環器内科 院長 山根　光量 1 55,685
東京慈恵会医科大学 循環器内科 教授 山根　禎一 7 879,826
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 循環器内科 副医長 山根　崇史 3 167,055
地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県総合リハビリテーションセ
ンター

副院長 山野　繁 1 55,685

京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 分子病態検査医学教室 学内講師 山野　哲弘 1 33,411
糸島医師会病院 循環器科 副院長 山之内　良雄 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院 循環器内科 部長 山内　雅人 1 44,548
社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 血液内科 副部長 山入端　敦 1 55,685
医療法人啓光会藍の都脳神経外科病院 循環器内科 部長 山平　浩世 1 55,685
国立大学法人熊本大学医学部附属病院 不整脈先端医療寄附講座 特任教授 山部　浩茂 2 245,015
独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 泌尿器科 副医長 山道　岳 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山済生会総合病院 リウマチ・膠原病 センター長 山村　昌弘 1 77,959
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 副部長 山村　亮介 1 89,096
社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 脳神経外科 顧問 山本　康正 1 77,959
ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 呼吸器内科 副院長 山本　真 1 77,959
埼玉医大国際医療センター 皮膚腫瘍科・皮膚科 教授 山本　明史 1 111,370
飯田市立病院 循環器内科 部長 山本　一也 1 77,959
長野医療生活協同組合長野中央病院 循環器内科 院長 山本　博昭 1 55,685
国立大学法人旭川医科大学 皮膚科学講座 教授 山本　明美 1 111,370
社会医療法人近森会近森病院 呼吸器外科 部長 山本　彰 1 55,685
福島赤十字病院 循環器病センター センター長 山本　克人 1 55,685
地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院 外科・小児外科 部長 山本　栄司 1 55,685
国立大学法人秋田大学大学院医学系研究科 心臓血管外科学講座 教授 山本　浩史 1 111,370
医療法人社団グリーンハート吉田記念山本クリニック 循環器科 院長 山本　直人 1 55,685
やまもとクリニック 整形外科 院長 山本　哲章 1 77,959
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井県済生会病院 泌尿器科 主任部長 山本　秀和 1 66,822
愛知県がんセンター中央病院 血液・細胞療法部 部長 山本　一仁 3 235,918
公立大学法人和歌山県立医科大学 内科学第三講座 教授 山本　信之 3 389,796
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 山本　俊幸 2 222,740
公立大学法人横浜市立大学医学部 脳神経外科学 主任教授 山本　哲哉 1 167,056
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 先端医療科 科長 山本　昇 4 389,795
医療法人社団武蔵野会新座志木中央総合病院 血液内科 部長 山本　浩文 1 55,685
宮崎県立延岡病院 循環器内科 部長 山本　展誉 1 55,685
学校法人帝京大学医学部附属病院 内科学講座 教授 山本　貴嗣 2 278,426
市立函館病院 消化器内科 科長 山本　義也 1 66,822
浜松医療センター 血管外科 科長 山本　尚人 1 77,959
学校法人日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科 講師 山本　剛 8 890,960
学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 循環器内科 講師 山本　裕美 1 77,959
三重大学医学部附属病院 消化器・肝臓内科 講師 山本　憲彦 1 89,096
市立札幌病院 血液内科 部長 山本　聡 1 89,096
医療法人育和会育和会記念病院 循環器内科 部長 山本　干城 1 55,685



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院 循環器内科 山本　普隆 2 111,370
札幌医科大学医学部 免疫・リウマチ内科学 講師 山本　元久 2 122,507
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 呼吸器内科 部長 山本　寛 2 111,370
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 血液内科 医長 山本　豪 2 111,370
置賜広域病院組合公立置賜総合病院 血液内科 科長 山本　雅一 1 55,685
国立大学法人神戸大学医学部附属病院 呼吸器内科 助教 山本　正嗣 1 89,096
医療法人社団高邦会高木病院 循環器内科 医長 山本　唯史 2 111,370
学校法人福岡大学福岡大学筑紫病院 循環器内科 助教 山本　智彦 2 89,096
日本赤十字社諏訪赤十字病院 脳神経外科 山本　泰永 1 55,685
日本赤十字社長野赤十字病院 第二呼吸器内科 医師 山本　学 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 呼吸器外科 山本　亜弥 2 89,096
医療法人愛心会東宝塚さとう病院 循環器内科 山本　航 1 44,548
一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 消化器内科 山本　修平 1 33,411
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 循環器内科 部長 山分　規義 1 55,685
公益財団法人がん研究会有明病院 泌尿器科 担当副部長 湯浅　健 4 400,932
国立大学法人北海道大学病院 消化器内科学教室 助教 結城　敏志 1 55,685
国立大学法人  神戸大学医学部附属病院 検査部 臨床検査技師長 中町　祐司 1 55,685
山口大学大学院医学系研究科 病態制御内科学 准教授 湯尻　俊昭 1 77,959
稲城市立病院 循環器内科 部長 柚須　悟 1 77,959
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 循環器内科 部長 湯田　聡 1 77,959
九州大学大学院医学研究院 病態修復内科 湯田　淳一朗 1 77,959
医療法人社団親和会西島病院 整形外科 副院長 油原　美明 1 33,411
独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 循環器内科 部長 柚本　和彦 1 55,685
学校法人近畿大学近畿大学医学部堺病院 膠原病内科 助教 湯本　妙子 1 55,685
公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 皮膚科 由良　圭 1 77,959
兵庫医科大学 内科学　肝・胆・膵科 助教 楊　和典 1 33,411
医療法人社団高邦会福岡山王病院 循環器センター長 横井　宏佳 1 111,370

学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院
胸部腫瘍学特定講座・内科学講座呼
吸器科

特任准教授 横井　崇 3 334,110

学校法人関西医科大学関西医科大学附属病院 呼吸器腫瘍内科 講師 横井　崇 5 412,069
医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 リウマチ・膠原病科 横江　勇 1 55,685
医療法人河内友紘会　河内総合病院 循環器内科 医長 横江　洋之 1 77,959
東京都立多摩総合医療センター リウマチ膠原病科 医長 横川　直人 2 133,644
長野県厚生農業協同組合連合会長野松代総合病院 呼吸器内科 部長 横関　万里 1 77,959
船橋中央病院 病院長 横須賀　收 2 124,548
東京医科大学 免疫学分野 主任教授 横須賀　忠 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 病理診断科 部長 横瀬　智之 1 89,096
医療法人社団青虎会フジ虎ノ門整形外科病院 小児難病リウマチセンター センター長 横田　俊平 2 133,644
中津市立中津市民病院 病院事業管理者 横田　昌樹 1 111,370
千葉市立青葉病院 内科 診療局長 横田　朗 2 167,055
皮フ科内科よこたクリニック 膠原病内科 副院長 横田　香里 3 267,288
静岡県立静岡がんセンター 消化器内科 医長 横田　知哉 3 267,288
自治医科大学附属病院 看護部 横田　真紀 1 89,096
三菱京都病院 心臓内科 部長 横松　孝史 1 55,685
国立大学法人香川大学医学部 呼吸器・乳腺内分泌外科 教授 横見瀬　裕保 1 111,370
日本赤十字社松山赤十字病院 呼吸器外科 部長 横山　秀樹 1 55,685
学校法人東海大学東海大学医学部付属八王子病院 血液腫瘍内科 教授 横山　健次 1 55,685
独立行政法人国立病院機構東京医療センター 血液内科 横山　明弘 1 44,548
社会医療法人青洲会福岡青洲会病院 循環器内科 副院長 横山　正一 1 55,685
医療法人幸和会横山内科循環器科医院 院長 横山　広行 2 155,918
学校法人帝京大学医学部 内科学講座・循環器内科 准教授 横山　直之 3 278,425
公益財団法人がん研究会有明病院 血液腫瘍科 医長 横山　雅大 1 83,528
独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 血液内科 医長 横山　寿行 3 122,507
独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 消化器内科 部長 横山　雄一郎 1 11,137
市立ひらかた病院 循環器内科 副部長 横山　亮 1 55,685
よしい内科・リウマチクリニック 院長 吉井　昭夫 1 54,000
地方独立行政法人長野市民病院 内科 部長 吉池　文明 1 66,822
医療法人倚山会田岡病院 院長 吉岡　一夫 1 44,548
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
社会医療法人河北医療財団河北総合病院 整形外科 部長 吉岡　太郎 5 356,384
西宮市立中央病院 消化器外科 部長 吉岡　慎一 1 66,822
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

血液内科 医長 吉岡　聡 1 33,411

医療法人朗源会大隈病院 医局長 吉岡　良晃 1 55,685
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 呼吸器内科 部長 吉岡　弘鎮 1 77,959
社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院 循環器内科 医長 吉岡　亮 1 33,411
東京都立駒込病院 血液内科 吉岡　康介 1 77,959
国立大学法人山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学 助教 吉賀　康裕 1 55,685
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会　榊原記念クリニック 院長 吉川　勉 1 55,685

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
院長補佐（兼）医療管理部長（兼）消化
器外科　部長

吉川　貴己 1 111,370

静岡県立静岡がんセンター 皮膚科 医長 吉川　周佐 3 211,603
日本赤十字社長岡赤十字病院 消化器内科 部長 吉川　成一 1 89,096
近畿大学医学部奈良病院 泌尿器科 診療講師 吉川　元清 1 89,096
産業医科大学医学部 第1内科学講座 助教 好川　真以子 1 55,685
国立大学法人金沢大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 教授 吉崎　智一 1 55,685
岐阜県総合医療センター 循環器内科 医長 吉眞　孝 1 55,685
医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 内科・リウマチ科 部長 吉澤　和希 1 89,096
公立大学法人奈良県立医科大学 内科学第三講座 教授 吉治　仁志 2 222,740
医療法人緑明会吉田消化器科内科 院長 吉田　俊巳 1 55,685
名古屋市立東部医療センター 整形外科 副院長 吉田　行雄 2 33,411
青森県立中央病院 事業管理者 吉田　茂昭 1 111,370
地方独立行政法人下関市立市民病院 呼吸器外科 副院長 吉田　順一 1 55,685
医療法人咸宜会よしだハートクリニック 院長、理事長 吉田　知己 1 55,685



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）

北播磨総合医療センター 循環器内科
先端医療センター長
（不整脈治療部門）　循
環器内科部長

吉田　明弘 1 55,685

吉田整形外科・リウマチ科クリニック 整形外科・リウマチ科 院長 吉田　昌明 1 111,370
日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 循環器内科 部長 吉田　幸彦 1 111,370
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 統括診療部長 吉田　真一郎 1 44,548
社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院 循環器内科 副院長 吉田　一郎 1 55,685
愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 膠原病内科 代表部長 吉田　秀雄 2 155,918
三重県立総合医療センター 呼吸器内科 部長 吉田　正道 2 111,370

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院
がん総合診療センター長　呼吸器・アレ
ルギー内科管理部長

吉田　憲生 3 189,329

吉田内科クリニック 院長 吉田　慎 1 55,685
社会医療法人榮昌会吉田病院　脳血管附属研究所 診療支援部・循環器内科 部長 吉田　泰昌 1 55,685
医療法人社団東信会東信よしだ内科・リウマチ科 リウマチ科 副院長 吉田　智彦 3 200,466
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 89,096
国立大学法人滋賀医科大学 泌尿器科学 助教 吉田　哲也 3 245,014
市立宇和島病院 耳鼻いんこう科・頭頸部外科 科長 吉田　正 1 55,685
遠賀中間医師会おんが病院 循環器内科 部長 吉田　哲郎 3 189,329
富山県立中央病院 血液内科 医長 吉田　晶代 2 122,507
学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 リウマチ膠原病内科 助教 吉田　周造 12 1,002,330
学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 腫瘍内科 講師 吉田　健史 1 55,685
国立研究開発法人国立がん研究センター研究所 遺伝医学研究分野 分野長 吉田　輝彦 1 111,370
島根県立中央病院 循環器科 医長 吉田　雅昭 1 55,685
国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 循環器内科学/先進老化制御学 特任准教授 吉田　陽子 1 111,370
地方独立行政法人市立東大阪医療センター 循環器内科 主任医長 吉田　聡 1 77,959
学校法人岩手医科大学岩手医科大学医学部 内科学講座 消化器内科肝臓分野 助教 吉田　雄一 1 77,959
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 診療主任 免疫リウマチ科 吉田　祐志 1 33,411
社会医療法人近森会近森病院 リウマチ・膠原病内科 科長 吉田　剛 2 111,370
名古屋市立大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学 吉田　嵩 1 66,822
国立大学法人大阪大学医学部附属病院 吉田　好機 1 22,274
兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科 医長 吉谷　和泰 2 155,918
医療法人健優会吉玉リウマチ・内科クリニック 院長 吉玉　珠美 4 445,480
産業医科大学医学部 第1内科学講座 吉成　紘子 1 55,685
独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 院長 吉野　公博 1 55,685
名古屋大学医学部附属病院 泌尿器科 講師 吉野　能 1 66,822
がん・感染症センター都立駒込病院 皮膚腫瘍科 医長 吉野　公二 5 412,069
新潟県立がんセンター新潟病院 薬科長 吉野　真樹 5 167,055
兵庫医科大学 輸血・細胞治療学講座 吉原　享子 1 77,959
地方独立行政法人下関市立市民病院 泌尿器科 部長 吉弘　悟 1 66,822
独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター 呼吸器内科 白石　祥理 1 11,137
国立大学法人鹿児島大学病院 血液・膠原病内科 准教授 吉満　誠 2 155,918
大阪大学国際医工情報センター 臨床神経医工学寄附研究部門 特任教授 吉峰　俊樹 1 111,370
㈱麻生飯塚病院 呼吸器内科 吉峯　晃平 1 44,548
国立大学法人長崎大学病院 循環器内科 助教 吉牟田　剛 2 155,918
社会福祉法人三井記念病院 呼吸器内科 部長 吉村　邦彦 1 66,822
学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 循環器内科 主任教授 吉村　道博 1 33,411
学校法人兵庫医科大学 脳神経外科学講座 主任教授 吉村　紳一 4 612,538

地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院 泌尿器科
腎センター長 泌尿器科
部長

吉村　耕治 1 66,822

日本赤十字社熊本赤十字病院 循環器内科 吉村　拓巳 1 55,685
吉本診療所 院長 吉本　一哉 1 22,274
医療法人社団知新会西村内科脳神経外科病院 院長 吉本　幸生 2 111,370
公益財団法人結核予防会複十字病院 呼吸器内科　がんセンター センター長 吉森　浩三 1 33,411
公立大学法人大阪市立大学医学部 循環器内科学 教授 葭山　稔 4 445,480
社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院 循環器内科 不整脈部門部長 四倉　昭彦 2 111,370
国立大学法人東京大学医科学研究所附属病院 先端医療センター感染症分野 教授 四柳　宏 1 167,056
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所 理事長顧問 米倉　義晴 1 167,056
国立大学法人香川大学医学部附属病院 内分泌代謝内科 米崎　加津子 1 33,411
独立行政法人国立病院機構函館病院 循環器科 副院長 米澤　一也 2 111,370
一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 血液内科 部長 米澤　昭仁 2 133,644
松本市立病院 内科 医長 米田　傑 1 89,096
国民健康保険小松市民病院 呼吸器内科 医長 米田　太郎 4 211,603
国立大学法人弘前大学医学部附属病院 泌尿器科 講師 米山　高弘 1 77,959
静岡がんセンター　県立 生理検査科 副技師長 米山　昌司 1 11,137
東海大学医学部 内科学系　循環器内科学 講師 大野　洋平 3 211,603
らいむらクリニック 脳神経外科 院長 來村　昌紀 1 77,959
名古屋市立大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学 助教 李　政樹 3 222,740
医療法人王子総合病院 血液腫瘍内科 研修医 石塚　理恵 1 55,685
公立大学法人横浜市立大学医学部 外科治療学 診療教授 利野　靖 1 111,370
新百合ケ丘龍クリニック　医療 循環器内科 院長 龍　祥之助 1 55,685
学校法人日本大学日本大学病院 整形外科 助教 龍　啓之助 1 55,685
リウゲ内科小田井クリニック 内科 院長 龍華　二郎 1 55,685
医療法人河内友紘会　河内総合病院 副院長 林　英宰 1 55,685
聖マリアンナ医科大学 法医学教室 准教授 呂　彩子 1 89,096
帝京大学医学部内科学講座 呼吸器・アレルギーグループ/研究室 助教 路　昭暉 1 55,685
医療法人整友会弘前記念病院 整形外科 科長 若井　裕司 1 55,685
ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 血液内科 医長 若狹　健太郎 1 89,096
学校法人昭和大学昭和大学藤が丘病院 循環器内科 助教 若月　大輔 1 55,685
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 循環器科 部長 若林　康 1 77,959
国立大学法人三重大学医学部附属病院 整形外科 講師 若林　弘樹 4 256,151
学校法人昭和大学昭和大学江東豊洲病院 循環器センター循環器内科 講師 若林　公平 1 55,685
地方独立行政法人岡山市立総合医療センター　岡山市立市民病院 リウマチ膠原病内科　リウマチセンター 医長 若林　宏 1 55,685
日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 呼吸器・腫瘍内科 部長 若山　尚士 1 55,685
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 消化器内科 部長 脇　浩司 1 66,822
球磨郡公立多良木病院企業団球磨郡公立多良木病院 循環器内科

副企業長兼循環器部
長

脇田　富雄 1 55,685



施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
埼玉医科大学 血液内科 准教授 脇本　直樹 1 55,685
国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院 血液内科 部長 和氣　敦 1 66,822
医療法人和伸会和田内科病院 院長 和田　正敏 1 33,411
医療法人和田整形外科医院 院長 和田　研 1 111,370
パナソニック健康保険組合　松下記念病院 血液内科 部長 和田　勝也 1 66,822
学校法人川崎学園川崎医科大学 血液内科 教授 和田　秀穗 1 111,370
草津総合病院　医療 循環器内科 副院長 和田　厚幸 3 167,055
公立玉名中央病院 泌尿器科 主任部長 和田　孝浩 1 89,096
国立大学法人大阪大学医学部 臨床腫瘍免疫学 特任教授 和田　尚 2 334,112
兵庫県立リハビリテーション中央病院 リウマチ科 医長 中村　知子 2 155,918
日本赤十字社諏訪赤十字病院 脳神経外科 部長 和田　直道 1 55,685
公立大学法人　横浜市立大学附属病院 皮膚科 准教授 和田　秀文 1 77,959
国立大学法人山口大学医学部附属病院 検査部 講師 和田　靖明 4 311,836
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 病院助教 和田　誠 1 55,685
国立大学法人富山大学附属病院 第三内科 助教 和田　暁法 2 122,507
国立大学法人九州大学病院 皮膚科 助教 和田　尚子 1 55,685
国立大学法人千葉大学大学院医学研究院 循環器病先端治療学講座 特任教授 渡邊　弘之 3 445,482
渡辺整形外科 院長 渡邊　晋 1 55,685
医療法人社団はなぶさ赤羽整形・リウマチクリニック 院長 渡辺　房雄 1 111,370
医療法人社団純優会渡部内科循環器科クリニック 循環器内科 院長 渡部　純郎 1 55,685
公益社団法人取手市医師会取手北相馬保健医療センター医師会病院 循環器科 副病院長 渡邉　寛 1 33,411
社会医療法人桑名恵風会桑名病院 脳神経外科 院長 渡邉　正人 1 55,685
国立大学法人愛媛大学大学院医学系研究科 消化管・腫瘍外科学 教授 渡部　祐司 1 111,370
社会医療法人恵佑会札幌病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 副院長 渡邉　昭仁 2 167,055
砂川市立病院 内科 室長 渡部　直己 1 55,685
福島赤十字病院 院長 渡部　洋一 1 33,411
藤枝市立総合病院 副院長 渡邊　明規 1 55,685
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 茨城県厚生連総合病院水戸協同病院 センター長/教授 渡邊　重行 1 111,370
学校法人東海大学東海大学医学部付属八王子病院 病院長 渡邉　勲史 1 111,370
市立四日市病院 循環器内科 部長 渡邊　純二 1 55,685
国立大学法人三重大学医学部附属病院 遺伝子・免疫細胞治療学 教授 渡邊　隆 1 111,370
独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 循環器内科 部長 渡邊　謙 3 167,055
社会福祉法人恩賜財団済生会支部広島県済生会済生会広島病院 循環器内科 医長 渡辺　光章 1 55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 循環器内科 副院長 渡邊　浩毅 1 55,685
国立大学法人秋田大学大学院医学系研究科 循環器内科学・呼吸器内科学講座 准教授 渡邊　博之 1 77,959
公立学校共済組合東北中央病院 消化器・肝臓内科 部長 渡邉　久剛 1 55,685
公立陶生病院 整形外科 部長 渡邊　宣之 2 122,507
国立大学法人山形大学医学部附属病院 第一内科 講師　病院教授 渡邉　哲 3 389,796
兵庫県立尼崎総合医療センター 血液内科 部長 渡邊　光正 2 155,918
岡山大学病院 循環器内科 講師 渡邊　敦之 2 155,918
学校法人昭和大学医学部 内科学講座　循環器内科学部門 講師 渡邉　則和 2 133,644
学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 循環器内科 教授 渡邉　英一 7 946,648
国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 呼吸器・感染症内科 助教 渡部　聡 2 111,370
富山県立中央病院 内科和漢・リウマチ科 医長 渡辺　哲郎 1 33,411
自治医科大学 内科学講座循環器内科学部門 助教 渡部　智紀 1 33,411
独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院 血液内科 副部長 渡邉　秀之 1 89,096
国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部 消化器内科学分野 助教 渡邊　丈久 1 89,096
学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 内科学講座・循環器内科 講師 渡邊　雄介 1 77,959
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 助教 渡邉　健 1 89,096
名古屋大学医学部附属病院 整形外科 渡部　達生 1 55,685
広島県厚生農業協同組合連合会　廣島総合病院 循環器内科 部長 渡邉　義和 1 55,685
医療法人創起会くまもと森都総合病院 血液内科 渡邊　祐子 1 89,096
一般財団法人とちぎメディカルセンターとちぎメディカルセンター 循環器科 渡邉　裕昭 1 33,411
国立大学法人島根大学医学部附属病院 循環器内科 助教 渡邊　伸英 1 55,685
独立行政法人国立病院機構箱根病院 神経内科 渡邊　大祐 1 55,685
愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 循環器センター 渡邊　峻 1 22,274
国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 泌尿器科 渡部　貴彦 1 55,685
国家公務員共済組合連合会大手前病院 血液内科 渡部　音哉 1 22,274
医療法人王子総合病院 血液腫瘍内科 研修医 渡辺　大地 1 55,685
国立大学法人九州大学病院 薬剤部 副薬剤部長 渡邊　裕之 2 77,959
彦根市立病院 循環器科 主任部長 綿貫　正人 1 77,959
北見赤十字病院 看護部 看護師長 渡部　美香 1 66,822
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会福岡総合病院 呼吸器内科 主任部長 綿屋　洋 2 133,644
愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 副院長／循環器センター長 度會　正人 2 133,644
帝京大学医学部 内科学講座 助教 渡　雄至 2 111,370
医療法人井上病院 2 86,400
医療法人社団青虎会フジ虎ノ門整形外科病院 1 64,800
医療法人仁聖会宜保内科消化器・肝臓内科クリニック 1 54,000
医療法人総志会宗像靖彦クリニック 1 75,600
岡崎市民病院 2 118,800
京都桂病院　社福 1 64,800
近畿大学医学部堺病院 1 32,400
近畿大学医学部附属病院 1 32,400
公益社団法人石川勤労者医療協会上荒屋クリニック 2 216,000
社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念クリニック 1 54,000
社会医療法人神鋼記念会　神鋼記念病院 2 172,800
社団医療法人養生会かしま病院 1 54,000
南和広域医療企業団南奈良総合医療センター 2 21,600
日本赤十字社函館赤十字病院 4 334,800
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