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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. 2019 年度 原稿執筆料（総額） 

 

項目 件数 金額(円) 

1. 講師謝金 166 9,749,159 

2. 原稿執筆料・監修料 6 174,892 

3. コンサルティング等業務委託費 10 771,324 
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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) 

長崎大学大学院 

医歯薬学総合研究科 病態解

析・診断学分野 教授  栁原克紀 2 215,745 

東京医科大学 微生物分野 教授 大楠清文 5 501,165 

京都橘大学 健康科学部 臨床検査学科  准教授 中村竜也 6 380,308 

兵庫県立こども病院  感染症科  科長 笠井正志 4 293,686 

新潟大学医学部 小児科学教室 教授 齋藤昭彦 3 334,110 

聖マリアンナ医科大学  救急医学 教授 藤谷茂樹 2 286,289 

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  室長 宮入烈 2 224,968 

愛知医科大学病院 感染制御部 主任 中村明子 4 223,676 

広島大学  救急集中治療医学 教授 志馬伸朗 2 222,740 

九州大学病院 検査部 副技師長 清祐麻紀子 4 200,466 

那覇市立病院 医学検査部 検査室 主任 大城健哉 4 200,466 

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 4 189,799 

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  

センター長 国際感染

症センター センター長 

国際診療部 部長 大曲貴夫 1 183,329 

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 2 167,055 

神戸大学医学部附属病院 感染症内科 アテンディング(指導医) 西村翔 2 167,055 

独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンタ

ー 感染症内科   藤田崇宏 3 167,055 

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 4 155,918 

長崎大学病院 検査部   木村由美子 3 144,781 

公立那賀病院 臨床検査科 技師長補佐 口広智一 3 133,644 

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 3 133,644 
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東北大学病院 診療技術部検査部門   勝見真琴 4 133,644 

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉

敷中央病院 

臨床検査技術部 細菌・ウイル

ス検査室   大森章恵 3 100,233 

琉球大学医学部附属病院 検査・輸血部 主任 上地幸平 3 122,507 

岐阜県立多治見病院 臨床検査科   八島繁子 3 120,012 

名古屋第二赤十字病院 医療技術部微生物検査室   原祐樹 3 118,698 

岩手医科大学 臨床検査医学講座 教授 諏訪部章 1 111,370 

昭和大学  

医学部 内科学講座 臨床感染

症学部門  特任教授 二木芳人 1 111,370 

大分大学医学部付属病院    院長 門田淳一 1 111,370 

三重県立総合医療センター  中央検査部   海住博之 3 110,034 

富山県農業協同組合連合会高岡病院 臨床検査部   中河竜也 3 109,900 

天草地域医療センター 検査部 副主任 磯崎将博 1 100,233 

JA 秋田厚生連由利組合総合病院 臨床検査科 主任 加藤純 1 100,233 

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 主任 杵渕貴洋 1 100,233 

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 1 100,233 

岩手医科大学附属病院 中央臨床検査部   山田友紀 1 100,233 

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 1 100,233 

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 1 100,233 

鳥取大学医学部附属病院 検査部   森下奨太 1 100,233 

安曇野赤十字病院 検査部 係長 赤羽貴行 1 100,233 

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 1 100,233 

医療法人鉄蕉会亀田総合病院 臨床検査管理部 部長 大塚喜人 1 100,233 

厚生連広島総合病院 臨床研究検査科   池部晃司 1 100,233 

山形大学医学部附属病院 検査部 主任 中山麻美 1 100,233 
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高知赤十字病院 検査部感染症検査 係長 中村一哲 1 100,233 

旭川医科大学医学部  微生物学講座 助教 渡智久 1 100,233 

秦野赤十字病院 検査部検体検査課 課長 土田孝信 1 100,233 

公立大学法人奈良県立医科大学     北野泰斗 1 79,609 

八戸市立市民病院 臨床検査科   堀内弘子 1 100,233 

滋賀医科大学医学部附属病院 検査部   木下愛 1 100,233 

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 1 100,233 

大阪市立大学医学部附属病院 感染制御部 主査 仁木誠 1 100,233 

国立国際医療研究センター病院 

国際感染症センター総合感染症

科   山元佳 1 79,959 

札幌市病院局市立札幌病院 検査部 部長 高橋俊司 1 77,959 

前橋赤十字病院  感染症内科  副部長 林俊誠 1 77,959 

大阪母子医療センター  集中治療科 副部長 籏智武志 1 77,959 

福井赤十字病院 検査部 係長 米倉久剛 2 74,217 

金沢医科大学病院 中央臨床検査部 主任 河村佳江 2 68,025 

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 1 66,822 

日立総合病院  

救急集中治療科・総合内科・感

染症内科  医長 橋本英樹 1 66,822 

横須賀共済病院 中央検査科   木村裕子 2 66,822 

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 55,685 

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 55,685 

市立札幌病院 感染症内科 副医長 児玉文宏 1 55,685 

国立国際医療研究センター 総合感染症科 医長 早川佳代子 1 55,685 

独立行政法人 国立病院機構 岡山医療センター    感染症内科 医長 齋藤崇 1 55,685 

福井赤十字病院 検査部   平井英誉 1 40,806 
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石川県医師会臨床検査センター 細菌検査室   窪田美沙 1 33,789 

弘前大学医学部附属病院 検査部   井上文緒 1 33,411 

東京医科歯科大学医学部附属病院   技師 園部一成 1 33,411 

東北大学大学院 

医学系研究科感染制御インテリ

ジェンスネットワーク寄付講座   遠藤史郎 1 33,411 

国立大学法人山梨大学 検査部 技師 荻原真二 1 33,411 

愛媛県立中央病院 検査部   岩﨑沙織 1 33,411 

大阪府立中河内救命救急センター 検査室   吉田元治 1 33,411 

京都第一赤十字病院 検査部   金久浩士 1 33,411 

福岡大学病院 臨床検査部   惠良文義 1 33,411 

仙台医療センター 臨床検査科   佐々木悟 1 33,411 

江別市立病院診療技術部  臨床検査科   佐々木洸太 1 33,411 

愛知医科大学病院  

感染症科 愛知医科大学病院 

感染制御部（感染管理室・微生

物検査室）   山岸由佳 1 33,411 

横須賀共済病院 中央検査科   小塩智康 1 33,411 

市立三次中央病院 臨床検査科   須々井尚子 1 33,411 

加古川中央市民病院  臨床検査室   水阪隆 1 33,411 

国立感染症研究所 細菌第Ⅱ部   川上小夜子 1 33,411 

東京医科大学茨城医療センター   技師 川畑大輔 1 33,411 

聖マリアンナ医科大学 微生物学講座   竹村弘 1 33,411 

広島大学病院 検査部診療支援部   田寺加世子 1 33,411 

彦根市立病院 臨床検査科 科長補佐 馬場康次 1 33,411 

北海道大学 検査・輸血部 主任臨床検査技師 福元達也 1 33,411 

関東労災病院 中央検査部 臨床検査技師 柚木華枝 1 33,411 

藤田医科大学医学部  感染症科  助教 鈴木大介 1 33,411 



 

6 
 

神奈川県立こども医療センター  感染免疫科  医長 鹿間芳明 1 22,274 

国立成育医療研究センター  感染症科  医長 庄司健介 1 22,274 

長崎大学病院 検査部 副技師長 松田淳一 1 22,274 

千葉県こども病院  感染症科  部長 星野直 1 22,274 

大阪市立総合医療センター 小児救急科 担当部長 天羽清子 1 22,274 

東京都立小児総合医療センター  感染症科   福岡かほる 1 22,274 

兵庫県立こども病院 感染症内科   伊藤雄介 1 11,370 

大阪大学医学部附属病院 感染制御部   奥野英雄 1 11,137 

大阪市立総合医療センター 小児総合診療科 部長 外川正生 1 11,137 

兵庫県立こども病院 救急総合診療科   倉橋幸也 1 11,137 

松戸市立総合医療センター 小児科   大竹正悟 1 11,137 

淀川キリスト教病院 小児科 医長 中河秀憲 1 11,137 

京都大学医学部附属病院 感染制御部 助教 中野哲志 1 11,137 

兵庫県立こども病院 救急総合診療科   張慶哲 1 11,137 

奈良県立医科大学附属病院 小児科 講師 武山雅博 1 11,137 

社会医療法人愛仁会高槻病院     片山義規 1 11,137 

 

※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) 

京都橘大学 健康科学部 臨床検査学科 准教授 中村竜也 1 20,624 

兵庫県立こども病院  感染症科  科長 笠井正志 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 

臨床検査技術部 細菌・ウイル

ス検査室   大森章恵 1 33,411 

公立大学法人奈良県立医科大学     北野泰斗 1 20,624 

地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こ

ども病院 小児神経科 科長 吉良龍太郎 1 33,411 

地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こ

ども病院  総合診療科  科長 古野憲司 1 33,411 

 

※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.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) 

長崎大学大学院 

医歯薬学総合研究科 病態解

析・診断学分野 教授  栁原克紀 5 563,845 

兵庫県立こども病院  感染症科  科長 笠井正志 1 51,561 

社会医療法人敬愛会中頭病院   

副院長 感染症内科・

総合内科（部長）内科

専門研修プログラム統

括責任者臨床教育開

発センター長（臨床研

修委員長 新里敬 2 66,822 

東京都立小児総合医療センター  感染症科  医長 堀越裕歩 1 55,685 

地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市立

こども病院 検査部 検査技師長 安部朋子 1 33,411 

 

※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。 

 


