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医療機関等、医療担当者に対する金銭の支払い一覧 

 

C. 2018 年度 原稿執筆料（総額） 

 

項目 件数 金額(円) 

1. 講師謝金 82 6,433,077 

2. 原稿執筆料・監修料 4 144,372 

3. コンサルティング等業務委託費 10 
910,554 
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C-1. 講師謝金 

施設名（所属）※ 部門※ 役職 ※ 氏名(敬称略) 件数 金額(円) 

公益財団法人 天理よろづ相談所病院 臨床検査部   阿部教行 2  61,873 

天草地域医療センター 検査部 副主任 磯崎将博 2  61,874 

岡波総合病院 中央検査部   永田恵一 3  37,619 

埼玉医科大学総合医療センター 総合診療内科・感染症科 准教授 岡秀昭 1  51,561 

JA 秋田厚生連 由利組合総合病院 臨床検査科 主任  加藤純 2  61,873 

金沢医科大学病院 中央臨床検査部   河村佳江 1  44,300 

藤田保健衛生大学  救急総合内科学   花井翔悟 1  51,561 

東北大学大学院医学系研究科 内科病態学講

座 

総合感染症学分野 感染制

御・検査診断学分野 
教授 賀来満夫 2  206,242 

兵庫県立こども病院 感染症内科 部長 笠井正志 2  123,746 

奈良県立医科大学附属病院 感染症センター 
准教授・感染管理室

長 
笠原敬 1  72,185 

広島大学病院 診療支援部 感染症検査部門 副部門長 樫山誠也 2  61,874 

がん・感染症センター 都立駒込病院 感染制御科/臨床検査科 院内感染対策室長 関谷紀貴 1  51,561 

社会福祉法人北海道社会事業協会 富良野病

院 
臨床検査科   杵渕貴洋 2  61,874 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センタ

ー  
生体防御系内科部 感染症科  医長 宮入烈 1  51,561 

国立国際医療研究センター病院 AMR 臨床リファレンスセンター 室長  具芳明 1  51,561 

名古屋第二赤十字病院 医療技術部 微生物検査室   原祐樹 1  30,937 

公立那賀病院 臨床検査科 技師長補佐 口広智一 2  61,874 

住友病院 臨床検査技術科 科長 幸福知己 1  20,624 
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札幌医科大学医学部  感染制御・臨床検査医学講座 教授  高橋聡 1  103,121 

三戸町国民健康保険 三戸中央病院   副院長 今井悠 1  51,560 

東邦大学医療センター大森病院 臨床検査部 主任 佐々木雅一 2  61,874 

福島県立医科大学 感染制御医学講座   斎藤恭一 1  103,121 

公益財団法人健和会 健和会大手町病院   副院長 山口征啓 1  51,560 

新潟市民病院 小児科   医長  山中崇之 1  51,561 

岩手医科大学附属病院 中央臨床検査部    山田友紀 2  61,873 

神戸市立医療センター中央市民病院  臨床検査技術部    山本剛 2  61,874 

広島大学 救急集中治療医学 教授 志馬伸朗 3  319,675 

医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院 検査センター・輸血部 技師長 秋谷学 2  82,498 

東北大学病院 診療技術部 検査部門    勝見真琴 2  61,873 

天理医療大学 医療学部 臨床検査学科 教授 小松方 1  51,561 

北海道旅客鉄道株式会社 JR 札幌病院 臨床検査室   小池祐史 2  61,874 

長崎大学病院  検査部 副技師長 松田淳一 1  25,780 

兵庫県立尼崎総合医療センター  感染症内科 ER 総合診療科 医長 松尾裕央 2  103,122 

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉

敷中央病院  
臨床検査・感染症科 医長   上山伸也 1  36,050 

琉球大学医学部附属病院 検査・輸血部 主任 上地幸平 4  126,886 

鳥取大学医学部附属病院 検査部   森下奨太 2  61,874 

近森病院 臨床検査部   森本瞳 1  30,937 

洛和会音羽病院感染症科 総合内科   副院長 兼 部長 神谷亨 1  29,388 

大阪市立大学医学部附属病院 感染制御部 主査 仁木誠 2  61,873 

九州大学病院 検査部  副技師長  清祐麻紀子 3  92,811 

神戸大学医学部附属病院 感染症内科   西村翔 2  103,122 

千葉市立海浜病院 臨床検査科 静野 健一 静野健一 1  30,937 
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安曇野赤十字病院 検査部 係長 赤羽貴行 3  77,342 

長崎労災病院 中央検査部   川内匡 1  30,937 

静岡県立静岡がんセンター 感染症内科 部長  倉井華子 1  51,561 

国立研究開発法人  国立国際医療研究センタ

ー 

国際感染症センター  AMR 臨

床リファレンスセンター 
  早川佳代子 1  51,561 

福島県立医科大学附属病院 検査部 専門医療技師 大橋一孝 2  61,874 

那覇市立病院 医学検査部 検査室 主任 大城健哉 2  61,874 

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 

倉敷中央病院 

臨床検査技術部 細菌・ウイル

ス検査室 
  大森章恵 2  61,874 

医療法人鉄蕉会 医療管理本部 臨床検査管理部 部長 大塚喜人 1  72,185 

東京医科大学 微生物分野 教授 大楠清文 2  154,682 

愛知医科大学病院 感染制御部   大野智子 3  35,267 

地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市

立西神戸医療センター 
臨床検査技術部   池町真実 1  30,937 

厚生連廣島総合病院 臨床研究検査科   池部晃司 2  61,874 

公立富岡総合病院 技術部 検査科 竹内哲也 1  30,937 

富山県農業協同組合連合会高岡病院 臨床検査部 係長 中河竜也 2  82,002 

山形大学医学部附属病院 検査部 主任  中山麻美 2  61,874 

高知赤十字病院 検査部 感染症検査係長 中村一哲 2  61,874 

愛知医科大学病院 感染制御部 主任 中村明子 3  117,766 

京都橘大学 健康科学部 臨床検査学科 准教授 中村竜也 3  92,810 

沖縄県立中部病院 感染症内科 医長  椎木創一 1  51,561 

国立大学法人 旭川医科大学 
医学部 医学科 基礎医学講座 

微生物学講座 
助教 渡智久 3  92,811 

 秦野赤十字病院  検査部 検査課 課長  土田孝信 2  61,874 
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東北医科薬科大学 臨床感染症学教室 教授 藤村茂 1  103,121 

聖マリアンナ医科大学 救急医学集中治療部 教授 藤谷茂樹 1  103,121 

北海道がんセンター 感染症内科   藤田崇宏 1  51,561 

東北大学病院 感染管理 室長 徳田浩一 1  103,121 

岐阜県立多治見病院 臨床検査科   八島繁子 2  65,111 

福島県立医科大学 新医療系学部設置準備室 教授 豊川真弘 2  103,122 

奈良県総合医療センター 小児科   北野泰斗 1  72,184 

東京都立小児総合医療センター 感染症科 医長 堀越裕歩 3  72,185 

八戸市立市民病院 臨床検査科    堀内弘子 4  61,873 

滋賀医科大学医学部附属病院 検査部   木下愛 2  61,874 

長崎大学病院 検査部   木村由美子 3  67,597 

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 中央検査科   木村裕子 1  30,937 

社会福祉法人北海道社会事業協会 帯広病院 臨床検査科   野手健司 3  78,141 

奈良県立医科大学 微生物感染症学講座 教授  矢野寿一 1  103,121 

長崎大学病院医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学分野 教授 栁原克紀 8  866,217 

亀田総合病院 感染症科 医長 鈴木大介 3  30,936 

一般財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病

院 
臨床検査部   鈴木博子 1  30,936 

琉球大学医学部附属病院 検査・輸血部 高橋 安実  髙橋安実 1  30,937 

 

※施設名（所属）及び役職は支払い発生時点での所属、役職等を記載しております。 
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C-2. 原稿執筆料・監修料 

 

施設名（所属）※ 部門※ 役職 ※ 氏名(敬称略) 件数 金額(円) 

山梨県立中央病院 ゲノム解析センター    弘津 陽介  1 30,937 

山梨県立中央病院 総合診療科・感染症科  副部長 三河貴裕 1 51,561 

山梨県立中央病院 検査部 総検査技師長  末木人美 1 30,937 

長崎大学病院医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学分野 教授 栁原克紀 1 30,937 

 

※施設名（所属）及び役職は支払い発生時点での所属、役職等を記載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

C.3. コンサルティング等業務委託費 

 

施設名（所属）※ 部門※ 役職 ※ 氏名(敬称略) 件数 金額(円) 

東北大学大学院医学系研究科 内科病態学講

座 

総合感染症学分野 感染制

御・検査診断学分野 
教授 賀来満夫 1 103,120 

一般社団法人 吉村 やすのり 生命の環境研

究所 
    吉村泰典 1 113,433 

医療法人 愛育会 クリニックママ   理事長 古井憲司 1 97,965 

愛知医科大学大学院   医学研究科 臨床感染症学 主任教授 三鴨廣繁 1 103,120 

帝京大学  医療技術学部 臨床検査学科 準教授 松村充 1 51,560 

医療法人 三慧会 HORAC グランフロント大阪

クリニック  
  理事長 院長 森本義晴 1 144,369 

帝京大学医学部附属病院 中央検査   石垣しのぶ 1 30,936 

東京大学医学部産婦人科学教室   教授 大須賀穣 1 61,872 

京都府立医科大学副学長 附属病院   病院長 北脇城 1 101,059 

長崎大学病院医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学分野 教授 栁原克紀 1 103,120 

 

※施設名（所属）及び役職は支払い発生時点での所属、役職等を記載しております。 

 


