
2018年度原稿執筆料・監修費 109 回 7,326,409

施設名 講座・診療科名 役職・職位 氏名 回数 金額（￥）
学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 膠原病リウマチ内科 阿部　麻衣 1 33,411.00
国立大学法人金沢大学附属病院 高密度無菌治療部 病院臨床教授 朝倉　英策 1 111,370.00
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 1 33,411.00
国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 胸部心臓血管外科講座 教授 福田　幾夫 1 111,370.00
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 呼吸器内科 講師 古屋　直樹 2 89,096.00
西日本電信電話㈱ＮＴＴ西日本大阪病院 看護部 看護師長 房間　美恵 1 33,411.00
西日本電信電話㈱ＮＴＴ西日本大阪病院 看護部 看護師長 房間　美恵 1 66,822.00
学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学 血液内科学講座 講師 萩原　將太郎 1 33,411.00
学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 特任教授 針谷　正祥 1 33,411.00
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 1 33,411.00
国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 重症心不全治療開発講座 特任准教授 波多野　将 1 77,959.00
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 1 111,370.00
国立大学法人京都大学大学院医学研究科 内科学講座　臨床免疫学 日和　良介 1 33,411.00
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 　脳卒中センター長 神経内科部長 星野　晴彦 1 66,822.00
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 2 222,740.00
中山寺いまいクリニック 院長 今井　圓裕 1 111,370.00
京都府公立大学法人京都府立医科大学 血液内科学 伊佐　怜子 1 33,411.00
学校法人国際医療福祉大学 赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 教授 石川　ベンジャミン　光 1 111,370.00
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 1 33,411.00
医療法人社団明芳会イムス東京葛飾総合病院 外科 部長 岩崎　善毅 1 22,274.00
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 上山　憲司 1 66,822.00
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 1 33,411.00
学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部附属先端医科学研究所 細胞情報研究部門 教授 河上　裕 2 222,740.00
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 講師 河村　光晴 1 66,822.00
学校法人日本医科大学日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野 大学院教授 木村　和美 1 111,370.00
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 1 27,000.00
国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 消化器外科学 教授 小寺　泰弘 1 22,274.00
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 小板橋　紀通 1 66,822.00
国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 病態解析学講座 教授 小嶋　哲人 1 111,370.00
学校法人杏林学園杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科 教授 駒形　嘉紀 1 111,370.00
学校法人産業医科大学産業医科大学 第1内科学講座 助教 久保　智史 1 33,411.00
学校法人近畿大学近畿大学医学部 消化器内科 主任教授 工藤　正俊 1 22,274.00
独立行政法人国立病院機構呉医療センター 血液内科 医長 黒田　芳明 1 32,000.00
独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 血液・腫瘍内科 医長 牧山　明資 1 8,909.00
国立大学法人徳島大学病院 輸血・細胞治療部 講師 三木　浩和 1 33,411.00
日本赤十字社医療センター 血液内科 宮崎　寛至 1 33,411.00
国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 生涯免疫難病学講座 教授 森　雅亮 1 111,370.00
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 1 111,370.00
東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター 看護師長 森山　道代 1 66,822.00
愛知県がんセンター中央病院 薬物療法部 副院長　兼　部長 室　圭 1 20,000.00
独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 血液・腫瘍研究部 部長 永井　宏和 1 25,820.00
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 1 77,959.00



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 1 111,370.00
国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 微生物・免疫学講座分子細胞免疫学分野 教授 西川　博嘉 2 222,740.00
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 外来部長 野上　尚之 1 22,274.00
学校法人東京医科大学東京医科大学 心臓血管外科学分野 主任教授 荻野　均 1 111,370.00
国立大学法人広島大学病院 リウマチ・膠原病科 大井　勝博 1 33,411.00
公立陶生病院組合公立陶生病院 循環器内科 部長 長内　宏之 1 66,822.00
国立研究開発法人国立循環器病研究センター病院 心臓血管内科 大槻  聡 1 66,822.00
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 2 222,740.00
愛知県がんセンター中央病院 呼吸器内科部 大矢　由子 1 20,000.00
徳島県立中央病院 血液内科 医療局次長 尾崎　修治 1 15,000.00
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 1 55,685.00
公益財団法人がん研究会有明病院 呼吸器内科 齊木　雅史 1 22,274.00
国立大学法人千葉大学医学部附属病院 細胞治療内科学講座 講師 堺田　惠美子 1 33,411.00
国立大学法人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 77,959.00
宮崎大学医学部医学科 感染症学講座免疫学分野 教授 佐藤　克明 1 89,096.00
公立大学法人福島県立医科大学 心臓血管外科学講座 准教授 佐戸川　弘之 1 77,959.00
学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 循環器科 講師 清水　一寛 1 66,822.00
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 22,274.00
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 部長 須田　昭子 1 33,411.00
国立大学法人三重大学医学部附属病院 リウマチ・膠原病センター 助教 杉谷　直大 1 33,411.00
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 1 30,000.00
学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 腫瘍・血液内科 助教 鈴木　一史 1 33,411.00
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 鈴木　徹 1 66,822.00
国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 整形外科 鈴木　望人 1 33,411.00
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 頭頸部内科長 田原　信 1 111,370.00
学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 呼吸器内科 田島　学 1 22,274.00
公益財団法人がん研究会有明病院 消化器化学療法科 医長 髙張　大亮 1 22,274.00
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 1 33,411.00
国立大学法人金沢大学医薬保健学域医学類 血液・呼吸器内科 講師 高松　博幸 1 33,411.00
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 髙野　夏希 1 22,274.00
医療法人和陽会まび記念病院 副看護師長 竹本　美由紀 2 133,644.00
学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部 リウマチ・膠原病内科 教授 竹内　勤 1 111,370.00
山口大学大学院医学系研究科 免疫学分野 教授 玉田　耕治 1 111,370.00
公立大学法人横浜市立大学医学部 循環器・腎臓高血圧内科学 主任教授 田村　功一 1 111,370.00
新潟県立中央病院 内科 医長 田中　知宏 1 22,274.00
新潟県立がんセンター新潟病院 臨床部長 田中　洋史 1 111,370.00
北海道公立大学法人札幌医科大学 病理学第一講座 教授 鳥越　俊彦 1 111,370.00
国立研究開発法人国立循環器病研究センター病院 心臓血管内科部門肺循環科 辻　明宏 1 66,822.00
日本赤十字社医療センター 血液内科 副部長 塚田　信弘 1 33,411.00
学校法人日本医科大学日本医科大学 腎臓内科学 教授 鶴岡　秀一 1 111,370.00
学校法人近畿大学近畿大学医学部 泌尿器科学教室 主任教授 植村　天受 1 111,370.00
地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター 消化器（肝胆膵）内科 医長 上野　誠 1 22,274.00
国立大学法人浜松医科大学 臨床腫瘍学講座 教授 山田　康秀 1 22,274.00
愛知県がんセンター中央病院 呼吸器内科部 医長 山口　哲平 1 20,000.00
学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科 講師 山本　剛 1 66,822.00
学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 膠原病リウマチ痛風センター 教授 山中　寿 1 111,370.00



公益財団法人心臓血管研究所 所長 山下　武志 11 1,180,522.00
国立大学法人京都大学大学院医学研究科 呼吸器内科学 安田　有斗 1 22,274.00
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 医長 葉　清隆 1 22,274.00
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 免疫療法開発分野長 吉村　清 1 77,959.00
国立大学法人東京大学医科学研究所 感染症分野 教授 四柳　宏 1 111,370.00
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