
【Ａ】研究費開発費等（２０１５年度以前契約分）

年間総額

①共同研究費 １１，４７５，９２７ 円

②委託研究費 ０ 円

③臨床試験費（開発治験費） ４２，３７５，０９５ 円

④製造販売後臨床試験費 ０ 円

⑤副作用・感染症症例報告費 ０ 円

⑥製造販売後調査費 ４４，１４３，３４１ 円



【Ａ】研究費開発費等（２０１６年度以降新規契約分）　　　　①共同研究費（臨床）

施設・団体名 件数

該当データ無し 円

金額



【Ａ】研究費開発費等（２０１６年度以降新規契約分）　　　　②共同研究費（臨床以外）

年間総契約件数　　２ 件　　　　　年間総額　　　　　１，７８８，５１９ 円

施設・団体名

国立大学法人 信州大学

国立大学法人 筑波大学



【Ａ】研究費開発費等（２０１６年度以降新規契約分）　　　　③委託研究費（臨床）

施設・団体名 件数

該当データ無し 円

金額



【Ａ】研究費開発費等（２０１６年度以降新規契約分）　　　　④委託研究費（臨床以外）

年間総契約件数　　１ 件　　　　　年間総額　　　　　６，１１１，１１１円

施設・団体名

国立大学法人　岐阜大学



【Ａ】研究費開発費等（２０１６年度以降新規契約分）　　　　⑤臨床試験費（治験費）

施設・団体名 件数

該当データ無し 円

金額



【Ａ】研究費開発費等（２０１６年度以降新規契約分）　　　　⑥製造販売後臨床試験費

施設・団体名 件数

該当データ無し 円

金額



【Ａ】研究費開発費等（２０１６年度以降新規契約分）　　　　⑦副作用・感染症症例報告費

施設・団体名 件数 金額

医療法人友愛会盛岡友愛病院 1件 10,312 円

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 1件 28,600 円

医療生活協同組合やまがた鶴岡協立病院 1件 10,000 円

独立行政法人地域医療機能推進機構うつのみや病院 1件 10,000 円

学校法人自治医科大学自治医科大学とちぎ子ども医療センター 2件 20,000 円

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 1件 10,000 円

越谷市立病院 1件 10,000 円

草加市立病院 1件 10,000 円

学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院 1件 10,000 円

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 1件 10,800 円

東京都立小児総合医療センター 1件 10,000 円

学校法人昭和大学昭和大学藤が丘病院 1件 10,000 円

学校法人東海大学東海大学医学部付属病院 3件 30,000 円

学校法人昭和大学昭和大学横浜市北部病院 1件 10,000 円

国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 1件 28,600 円

国立大学法人富山大学附属病院 1件 85,800 円

石川県立中央病院 1件 10,000 円

国立大学法人福井大学医学部附属病院 1件 27,276 円

国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 1件 28,600 円

名古屋市立西部医療センター 1件 28,600 円

地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院 1件 20,000 円

医療法人社団洛和会洛和会音羽リハビリテーション病院 1件 10,000 円

社会医療法人協和会加納総合病院 1件 10,000 円

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 1件 10,000 円

大阪府済生会中津病院 1件 10,000 円

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 2件 20,000 円

国立大学法人神戸大学医学部附属病院 1件 28,600 円

社会福祉法人恩賜財団済生会兵庫県病院 1件 10,000 円

兵庫県立尼崎総合医療センター 1件 10,000 円



医療法人山本外科内科医院 1件 10,000 円

松江市立病院 1件 10,000 円

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 1件 28,600 円

日本赤十字社岡山赤十字病院 1件 28,600 円

独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院 1件 20,000 円

国立大学法人山口大学医学部附属病院 3件 79,443 円

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 1件 23,760 円

国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 1件 26,481 円

高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 1件 20,000 円

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 1件 10,000 円

国立大学法人九州大学病院 1件 28,600 円

国立大学法人熊本大学医学部附属病院 1件 28,600 円

独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院 1件 28,600 円



【Ａ】研究費開発費等（２０１６年度以降新規契約分）　　　　⑧製造販売後調査費

施設・団体名 件数

JA北海道厚生連旭川厚生病院 1件 42,120 円

函館中央病院 2件 108,000 円

国立大学法人北海道大学 3件 185,328 円

市立札幌病院 3件 183,600 円

北海道公立大学法人札幌医科大学 3件 308,880 円

ＮＴＴ東日本札幌病院 4件 336,960 円

KKR札幌医療センター 2件 86,400 円

独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 1件 18,533 円

JA北海道厚生連遠軽厚生病院 1件 42,120 円

国立大学法人東北大学 2件 92,664 円

国立大学法人山形大学 2件 154,440 円

福島県立医科大学附属病院 3件 370,656 円

独立行政法人国立病院機構水戸医療センター 4件 182,238 円

日立総合病院院長奥村稔 1件 324,000 円

国立大学法人筑波大学 2件 138,996 円

済生会宇都宮病院 3件 32,400 円

国立大学法人群馬大学 4件 494,208 円

桐生厚生総合病院 1件 40,000 円

国立大学法人千葉大学 3件 216,216 円

千葉県こども病院 3件 64,800 円

東千葉メディカルセンター 3件 151,200 円

学校法人東京医科大学病院 2件 166,320 円

学校法人日本医科大学 5件 172,800 円

国立大学法人東京大学 2件 185,328 円

国立大学法人東京医科歯科大学 4件 586,872 円

武蔵野赤十字病院 3件 83,160 円

国立成育医療研究ｾﾝﾀｰ 3件 880,308 円

地方独立行政法人神奈川県立こども医療センター 1件 123,552 円

学校法人北里研究所北里大学病院 2件 64,800 円

医療法人社団亮正会総合高津中央病院 1件 60,000 円

金額



独立行政法人国立病院機構横浜医療センター 1件 46,332 円

新潟市病院事業管理者 4件 51,840 円

国立大学法人富山大学 1件 85,800 円

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 1件 61,776 円

国立大学法人金沢大学 2件 401,544 円

国立大学法人福井大学 1件 88,374 円

岐阜市民病院 4件 86,400 円

国立大学法人岐阜大学附属病院 2件 308,880 円

磐田市立総合病院 1件 28,080 円

国立大学法人名古屋大学 3件 555,984 円

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 2件 401,544 円

医療法人宏潤会 1件 28,080 円

豊橋市民病院 2件 116,640 円

国立大学法人三重大学 3件 126,360 円

京都府立公立大学法人京都府立医科大学附属病院 2件 92,664 円

国立大学法人京都大学 1件 101,088 円

独立行政法人国立病院機構京都医療センター 1件 27,799 円

独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター 2件 49,420 円

京都府立公立大学法人京都府立医科大学附属北部医療センター 1件 92,664 円

市立福知山市民病院 1件 43,200 円

公立大学法人大阪市立大学 3件 224,640 円

国立大学法人大阪大学産学関係口座 4件 710,424 円

市立池田病院臨床研究管理部 3件 189,000 円

地方独立行政法人大阪市民病院機構 1件 21,600 円

医療法人沖縄徳洲会吹田徳州会病院 1件 216,000 円

兵庫県立こども病院 4件 183,600 円

国立大学法人神戸大学 3件 401,544 円

独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 2件 181,440 円

兵庫県立西宮病院 1件 32,400 円

医療法人社団紀洋会岡本病院 2件 302,400 円

北播磨総合医療センター 3件 21,600 円

独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター 1件 92,664 円

国立大学法人島根大学 1件 92,664 円

国立大学法人山口大学 3件 471,900 円



国立大学法人愛媛大学 2件 228,800 円

学校法人産業医科大学 3件 271,128 円

学校法人久留米大学久留米大学病院 1件 149,580 円

学校法人福岡大学病院 1件 190,080 円

国立大学法人九州大学 7件 1,189,188 円

独立行政法人国立病院機構九州医療センター 1件 21,622 円

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 1件 339,768 円

国立大学法人長崎大学 2件 308,880 円

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 3件 617,760 円

独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 2件 546,705 円

国立大学法人大分大学 3件 277,992 円

大分医師会立アルメイダ病院 1件 43,200 円

国立大学法人宮崎大学 2件 185,328 円

国立大学法人鹿児島大学 2件 463,320 円

鹿児島市立病院 4件 176,472 円

医療法人友愛会豊見城中央病院 1件 21,600 円



【Ａ】研究費開発費等（２０１６年度以降新規契約分）　　　　⑨その他の費用

年間総額　　　　　　　　　　　　　３，６１１ 円



【Ｂ】学術研究助成費　　　　①奨学寄付金

施設・団体名 教室・科名 等 件数

国立大学法人旭川医科大学病院 膠原病内科 １件 300,000 円

国立大学法人北海道大学病院 臓器移植医療部 １件 300,000 円

国立大学法人北海道大学病院 腫瘍センター １件 300,000 円

北海道公立大学法人札幌医科大学 救急医学 １件 300,000 円

北海道公立大学法人札幌医科大学 集中治療医学 １件 1,000,000 円

北海道公立大学法人札幌医科大学 神経内科学 １件 300,000 円

北海道公立大学法人札幌医科大学 呼吸器外科学 １件 200,000 円

北海道公立大学法人札幌医科大学 麻酔科学 １件 200,000 円

国立大学法人旭川医科大学 救急医学 １件 300,000 円

国立大学法人旭川医科大学 皮膚科学 １件 300,000 円

社会医療法人北楡会札幌北楡病院 小児思春期医学 １件 300,000 円

北海道公立大学法人札幌医科大学保健医療学部 作業療法学科 １件 500,000 円

国立大学法人北海道大学大学院医学院 消化器内科学 １件 200,000 円

国立大学法人北海道大学大学院医学研究院 神経内科 １件 300,000 円

国立大学法人北海道大学大学院医学研究院 消化器外科一 １件 300,000 円

国立大学法人北海道大学大学院医学研究院 消化器外科二 １件 300,000 円

国立大学法人北海道大学大学院医学研究院 血液内科学 １件 300,000 円

国立大学法人北海道大学大学院医学研究院 皮膚科学 １件 1,000,000 円

国立大学法人北海道大学大学院医学研究院 産婦人科学 １件 500,000 円

国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 小児科 １件 300,000 円

国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 消化器外科学 １件 300,000 円

国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 産婦人科学 １件 300,000 円

学校法人岩手医科大学岩手医科大学医学部 救急医学 １件 500,000 円

学校法人岩手医科大学岩手医科大学医学部 呼吸器・アレルギー・膠原病内科 １件 300,000 円

国立大学法人東北大学病院 心臓血管外科 １件 500,000 円

国立大学法人東北大学病院 肝胆膵外科 １件 300,000 円

国立大学法人東北大学医学部 移植・再建・内視鏡外科 １件 300,000 円

国立大学法人東北大学大学院医学系研究科 神経内科 １件 500,000 円

国立大学法人東北大学大学院医学系研究科 救急医学 １件 500,000 円

国立大学法人東北大学大学院医学系研究科 血液免疫病学 １件 300,000 円

国立大学法人秋田大学医学部 小児科学 １件 300,000 円

国立大学法人秋田大学大学院医学系研究科 輸血部 １件 500,000 円

国立大学法人秋田大学大学院医学系研究科 救急集中治療医学 １件 500,000 円

国立大学法人秋田大学大学院医学系研究科 腎疾患先端医療センター １件 300,000 円

国立大学法人山形大学医学部 麻酔科学 １件 300,000 円

金額



国立大学法人山形大学大学院医学系研究科 内科学第三 １件 300,000 円

公立大学法人福島県立医科大学附属病院 小児腫瘍内科 １件 500,000 円

公立大学法人福島県立医科大学 皮膚科学 １件 200,000 円

学校法人自治医科大学自治医科大学 生化学 １件 200,000 円

学校法人自治医科大学自治医科大学 麻酔科学・集中治療医学 １件 300,000 円

学校法人自治医科大学自治医科大学 移植外科学 １件 500,000 円

学校法人獨協学園獨協医科大学 第二外科 １件 500,000 円

学校法人獨協学園獨協医科大学 リウマチ・膠原病内科 １件 200,000 円

国立大学法人群馬大学医学部 肝胆膵外科 １件 300,000 円

国立大学法人群馬大学医学部 麻酔神経科学 １件 300,000 円

国立大学法人群馬大学大学院医学系研究科 救急医学 １件 300,000 円

学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学 消化器内科・肝臓内科 １件 500,000 円

防衛医科大学校 神経内科（老年内科） １件 500,000 円

防衛医科大学校 小児科学 １件 500,000 円

防衛医科大学校 医用工学 １件 200,000 円

防衛医科大学校 外傷研究部門 １件 500,000 円

学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 神経内科 １件 500,000 円

学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 消化器・一般外科 １件 300,000 円

学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 輸血細胞医療部 １件 500,000 円

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 神経内科 １件 300,000 円

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 小児科 １件 300,000 円

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 血液内科 １件 500,000 円

学校法人帝京大学帝京大学ちば総合医療センター 神経内科 １件 200,000 円

学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 小児科 １件 300,000 円

国立大学法人千葉大学大学院医学研究院 神経内科学 １件 500,000 円

国立大学法人千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学 １件 500,000 円

国立大学法人千葉大学大学院医学研究院 臓器制御外科学 １件 300,000 円

学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学医学部 麻酔・集中治療医学 １件 200,000 円

学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 総合診療急病科学 １件 300,000 円

学校法人東京医科大学東京医科大学病院 神経内科学 １件 500,000 円

学校法人日本大学日本大学病院 救急科 １件 300,000 円

国立大学法人東京大学医学部附属病院 神経内科 １件 500,000 円

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 １件 300,000 円

国立大学法人東京大学医学部附属病院 輸血部 １件 300,000 円

国立大学法人東京医科歯科大学 生涯免疫難病学 １件 2,000,000 円

学校法人東邦大学東邦大学医療センター大橋病院 産科婦人科 １件 300,000 円

学校法人東邦大学東邦大学医療センター大橋病院 外科学（一般消化器外科） １件 200,000 円

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 １件 300,000 円



学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属第三病院 神経内科 １件 300,000 円

学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属第三病院 外科 １件 300,000 円

学校法人日本大学日本大学医学部 血液・膠原病内科 ２件 600,000 円

学校法人日本大学日本大学医学部 神経内科学 １件 200,000 円

学校法人日本大学日本大学医学部 救急集中治療医学 １件 300,000 円

学校法人帝京大学帝京大学医学部 皮膚科 １件 200,000 円

学校法人帝京大学帝京大学医学部 小児科学 １件 300,000 円

学校法人帝京大学帝京大学医学部 生理学 １件 200,000 円

学校法人帝京大学帝京大学医学部 微生物学 １件 500,000 円

学校法人帝京大学帝京大学医学部 神経内科学 １件 500,000 円

学校法人日本医科大学日本医科大学 アレルギー・膠原病内科 １件 500,000 円

学校法人日本医科大学日本医科大学 小児科 １件 300,000 円

国立大学法人東京大学医学部 皮膚科学 １件 500,000 円

学校法人順天堂順天堂大学医学部 膠原病内科 １件 300,000 円

学校法人順天堂順天堂大学医学部 産婦人科 １件 500,000 円

学校法人順天堂順天堂大学医学部 救急・災害医学 １件 500,000 円

国立大学法人東京医科歯科大学医学部 血液内科 １件 300,000 円

国立大学法人東京医科歯科大学医学部 小児科 １件 2,000,000 円

国立大学法人東京医科歯科大学医学部 肝胆膵外科 １件 300,000 円

国立大学法人東京医科歯科大学医学部 救急災害科 １件 200,000 円

国立大学法人東京医科歯科大学医学部 発生発達病態学 １件 500,000 円

学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部 神経内科 １件 500,000 円

学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部 血液内科 １件 500,000 円

学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部 リウマチ膠原病科 １件 200,000 円

学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部 小児科 ２件 600,000 円

学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部 産婦人科 ２件 600,000 円

学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部 救急医学 １件 500,000 円

学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部 皮膚科学 １件 1,000,000 円

学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部 外科学 １件 1,000,000 円

学校法人東京医科大学東京医科大学 小児科学 １件 300,000 円

学校法人東京医科大学東京医科大学 救急・災害医学 １件 300,000 円

学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学 腎臓外科 １件 500,000 円

学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学 消化器・一般外科 １件 500,000 円

学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学 輸血・細胞プロセシング部 １件 500,000 円

学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学 神経内科 １件 300,000 円

学校法人昭和大学昭和大学医学部 産婦人科学 １件 300,000 円

学校法人昭和大学昭和大学医学部 消化器・一般外科学 １件 300,000 円

学校法人東邦大学東邦大学医学部 微生物感染症学 １件 500,000 円



学校法人杏林学園杏林大学医学部 神経内科 １件 300,000 円

学校法人杏林学園杏林大学医学部 救急医学 １件 500,000 円

学校法人杏林学園杏林大学医学部 外科学第一 １件 300,000 円

国立研究開発法人国立成育医療研究センター研究所 高度感染症診断部 １件 200,000 円

国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 小児科 １件 200,000 円

国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 救急科 １件 300,000 円

国立大学法人東京大学医科学研究所 幹細胞移植科 １件 300,000 円

国立大学法人東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 膠原病・リウマチ内科学 １件 1,000,000 円

国立大学法人東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 脳神経病態学 １件 300,000 円

学校法人東海大学東海大学医学部付属八王子病院 分子生命科学 １件 200,000 円

国立研究開発法人国立成育医療研究センター 臓器移植センター １件 500,000 円

国立研究開発法人国立成育医療研究センター 集中治療科 １件 300,000 円

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 １件 200,000 円

学校法人北里研究所北里大学病院 救命救急・災害医療センター １件 300,000 円

公立大学法人横浜市立大学医学部 救急医学 １件 300,000 円

公立大学法人横浜市立大学医学部 消化器・腫瘍外科学 １件 500,000 円

学校法人聖マリアンナ医科大学聖マリアンナ医科大学 血液・腫瘍内科 １件 200,000 円

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 １件 200,000 円

学校法人聖マリアンナ医科大学聖マリアンナ医科大学 心臓血管外科 １件 200,000 円

学校法人聖マリアンナ医科大学聖マリアンナ医科大学 消化器・一般外科 １件 200,000 円

学校法人北里研究所北里大学医学部 神経内科 １件 300,000 円

学校法人東海大学東海大学医学部 リウマチ内科学 １件 300,000 円

学校法人東海大学東海大学医学部 神経内科学 １件 300,000 円

学校法人東海大学東海大学医学部 再生医療学 １件 200,000 円

公立大学法人横浜市立大学大学院医学研究科 神経内科学 １件 300,000 円

公立大学法人横浜市立大学大学院医学研究科 発生成育小児医療学 １件 300,000 円

国立大学法人新潟大学医学部 救急医学 １件 300,000 円

国立大学法人新潟大学脳研究所 神経内科 １件 300,000 円

国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 皮膚科 １件 300,000 円

国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 小児科学 １件 200,000 円

国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器・一般外科学 １件 300,000 円

国立大学法人富山大学附属病院 小児科学教室 １件 1,000,000 円

国立大学法人富山大学附属病院 神経内科 １件 300,000 円

国立大学法人富山大学附属病院 検査・輸血細胞治療部 １件 500,000 円

国立大学法人金沢大学医薬保健学域医学類 麻酔・集中治療医学 １件 1,000,000 円

国立大学法人金沢大学医薬保健学域医学類 皮膚分子病態学 １件 500,000 円

国立大学法人福井大学医学部 内科学一 １件 200,000 円

国立大学法人福井大学医学部 皮膚科学 １件 300,000 円



国立大学法人山梨大学医学部 神経内科 １件 300,000 円

国立大学法人山梨大学医学部 血液・腫瘍内科 １件 200,000 円

国立大学法人山梨大学医学部 皮膚科学 １件 300,000 円

国立大学法人山梨大学医学部 救急集中治療医学 １件 300,000 円

国立大学法人信州大学医学部附属病院 薬剤部 １件 300,000 円

国立大学法人信州大学医学部附属病院 内科学第三 １件 300,000 円

国立大学法人信州大学医学部附属病院 小児医学 １件 500,000 円

国立大学法人信州大学医学部 皮膚科 １件 300,000 円

国立大学法人信州大学医学部 内科学第三 １件 200,000 円

国立大学法人信州大学医学部 救急集中治療医学 １件 300,000 円

国立大学法人信州大学大学院医学系研究科 医療生命科学 １件 200,000 円

国立大学法人岐阜大学医学部 救急・災害医学 １件 500,000 円

国立大学法人岐阜大学大学院医学系研究科 神経内科・老年科 １件 500,000 円

学校法人順天堂順天堂大学医学部附属静岡病院 脳神経内科 １件 200,000 円

学校法人順天堂順天堂大学医学部附属静岡病院 膠原病リウマチ内科 １件 200,000 円

学校法人順天堂順天堂大学医学部附属静岡病院 救急診療科 １件 200,000 円

国立大学法人浜松医科大学 産婦人科 １件 500,000 円

国立大学法人浜松医科大学 輸血・細胞治療部 １件 300,000 円

国立大学法人浜松医科大学 麻酔・蘇生学 １件 500,000 円

国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 移植外科 １件 300,000 円

国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 輸血部 １件 500,000 円

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 集中治療科 １件 300,000 円

国立大学法人名古屋大学医学部 心臓外科 １件 500,000 円

国立大学法人名古屋大学医学部 麻酔科 １件 500,000 円

学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 小児科 １件 300,000 円

学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 脳神経内科学 １件 500,000 円

学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 麻酔・侵襲制御医学 １件 500,000 円

学校法人愛知医科大学愛知医科大学 神経内科 １件 300,000 円

学校法人愛知医科大学愛知医科大学 救命救急科 １件 300,000 円

学校法人愛知医科大学愛知医科大学 集中治療部 １件 300,000 円

国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科 皮膚科 １件 500,000 円

公立大学法人名古屋市立大学大学院医学研究科 神経内科 １件 300,000 円

公立大学法人名古屋市立大学大学院医学研究科 麻酔・集中治療医学 １件 500,000 円

国立大学法人三重大学医学部附属病院 救命救急・総合集中治療センター １件 300,000 円

国立大学法人三重大学医学部 肝胆膵・移植外科 １件 300,000 円

国立大学法人三重大学医学部 検査医学 １件 500,000 円

国立大学法人滋賀医科大学 救急集中治療医学 １件 500,000 円

国立大学法人滋賀医科大学 分子病態生化学 １件 200,000 円



国立大学法人京都大学医学部附属病院 麻酔科 １件 300,000 円

国立大学法人京都大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科学 １件 300,000 円

京都府公立大学法人京都府立医科大学 神経内科 １件 300,000 円

京都府公立大学法人京都府立医科大学 血液内科 １件 500,000 円

京都府公立大学法人京都府立医科大学 消化器内科 １件 200,000 円

京都府公立大学法人京都府立医科大学 免疫内科 １件 500,000 円

京都府公立大学法人京都府立医科大学 消化器外科 １件 200,000 円

京都府公立大学法人京都府立医科大学 麻酔科 １件 500,000 円

京都府公立大学法人京都府立医科大学 小児科学 ２件 1,500,000 円

国立大学法人京都大学大学院医学研究科 呼吸器外科 １件 200,000 円

国立大学法人京都大学大学院医学研究科 心臓血管外科 １件 300,000 円

国立大学法人京都大学大学院医学研究科 肝胆膵・移植外科 １件 500,000 円

国立大学法人京都大学大学院医学研究科 発達小児科学 １件 300,000 円

国立大学法人京都大学大学院医学研究科 臨床神経学 １件 500,000 円

国立大学法人京都大学大学院医学研究科 皮膚科学 １件 300,000 円

国立大学法人京都大学大学院医学研究科 婦人科学産科学 １件 200,000 円

国立大学法人京都大学大学院医学研究科 初期診療・救急科 １件 200,000 円

国立大学法人大阪大学医学部附属病院 輸血部 １件 300,000 円

独立行政法人国立循環器病研究センター病院 心臓外科 １件 300,000 円

学校法人関西医科大学関西医科大学総合医療センター 神経内科 １件 300,000 円

学校法人関西医科大学関西医科大学 内科学第一 １件 500,000 円

学校法人関西医科大学関西医科大学 神経内科学 １件 300,000 円

公立大学法人大阪市立大学医学部 肝胆膵外科学 １件 200,000 円

公立大学法人大阪市立大学医学部 発達小児医学 １件 200,000 円

国立大学法人大阪大学医学部 臨床神経生理学 １件 300,000 円

国立大学法人大阪大学医学部 消化器外科学 １件 300,000 円

学校法人近畿大学近畿大学医学部 血液・膠原病内科 １件 500,000 円

学校法人近畿大学近畿大学医学部 神経内科 １件 500,000 円

学校法人近畿大学近畿大学医学部 救急医学 １件 300,000 円

国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 消化器外科二 １件 300,000 円

国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 麻酔・集中治療医学 １件 500,000 円

国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 救急医学 １件 500,000 円

国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 神経内科学 １件 300,000 円

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 １件 300,000 円

国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 小児成育外科 １件 300,000 円

国立大学法人神戸大学医学部附属病院 麻酔科 １件 500,000 円

国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 産婦人科学 １件 500,000 円

国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 災害・救急医学 １件 500,000 円



公立大学法人奈良県立医科大学 輸血部 １件 1,000,000 円

公立大学法人奈良県立医科大学 総合医療学 １件 300,000 円

学校法人近畿大学近畿大学医学部奈良病院 血液内科 １件 200,000 円

公立大学法人和歌山県立医科大学 皮膚科 １件 300,000 円

公立大学法人和歌山県立医科大学 救急集中治療医学 １件 300,000 円

公立大学法人和歌山県立医科大学 教育研究開発センター １件 200,000 円

国立大学法人鳥取大学医学部 麻酔・集中治療医学 １件 200,000 円

国立大学法人島根大学医学部附属病院 腫瘍血液内科 １件 200,000 円

国立大学法人島根大学医学部附属病院 小児科 １件 200,000 円

国立大学法人島根大学医学部 内科学第三 １件 300,000 円

国立大学法人島根大学医学部 麻酔科学 １件 200,000 円

国立大学法人岡山大学病院 麻酔科蘇生科 １件 500,000 円

国立大学法人岡山大学病院 薬剤部 １件 300,000 円

国立大学法人岡山大学医学部 血液・腫瘍・呼吸器内科学 １件 300,000 円

学校法人川崎学園川崎医科大学 神経内科 １件 300,000 円

学校法人川崎学園川崎医科大学 リウマチ膠原病科 １件 200,000 円

学校法人川崎学園川崎医科大学 産婦人科 １件 200,000 円

学校法人川崎学園川崎医科大学 消化器外科学 １件 300,000 円

国立大学法人広島大学病院 リウマチ膠原病科 １件 200,000 円

国立大学法人広島大学病院 輸血部 １件 500,000 円

国立大学法人広島大学医学部 消化器移植外科 １件 500,000 円

国立大学法人広島大学大学院医歯薬保健学研究科 小児科学 １件 300,000 円

国立大学法人広島大学大学院医歯薬保健学研究科 脳神経内科学 １件 300,000 円

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 １件 300,000 円

国立大学法人山口大学大学院医学系研究科 小児科学 ２件 1,300,000 円

国立大学法人山口大学大学院医学系研究科 産科婦人科学 １件 300,000 円

国立大学法人山口大学大学院医学系研究科 消化器・腫瘍外科学 １件 300,000 円

国立大学法人徳島大学病院 救急集中治療部 １件 200,000 円

国立大学法人徳島大学医学部 消化器移植外科 １件 300,000 円

国立大学法人徳島大学大学院医歯薬学研究部 神経内科 １件 500,000 円

国立大学法人徳島大学大学院医歯薬学研究部 血液・内分泌代謝内科学 １件 200,000 円

国立大学法人香川大学医学部附属病院 消化器神経内科 ２件 600,000 円

国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 第一内科 １件 200,000 円

国立大学法人愛媛大学医学部 薬物療法・神経内科学 １件 300,000 円

国立大学法人愛媛大学大学院医学系研究科 肝胆膵・乳腺外科 １件 300,000 円

国立大学法人愛媛大学大学院医学系研究科 救急医学 １件 500,000 円

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 １件 300,000 円

国立大学法人愛媛大学大学院医学系研究科 老年・神経・総合診療内科学 １件 300,000 円



国立大学法人高知大学医学部 麻酔科学・集中治療医学 １件 300,000 円

国立大学法人九州大学病院 救命救急センター １件 300,000 円

学校法人産業医科大学産業医科大学 第一外科 １件 200,000 円

学校法人産業医科大学産業医科大学 救急医学 １件 500,000 円

学校法人産業医科大学産業医科大学 小児科学 １件 300,000 円

国立大学法人九州大学医学部 病態修復内科学 １件 500,000 円

学校法人久留米大学医学部 血液・腫瘍内科 １件 300,000 円

国立大学法人九州大学大学院医学研究院 循環器外科 １件 200,000 円

国立大学法人九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学 １件 200,000 円

国立大学法人九州大学大学院医学研究院 小児外科学 １件 300,000 円

国立大学法人九州大学大学院医学研究院 皮膚科学 １件 200,000 円

国立大学法人九州大学大学院医学研究院 成長発達医学 ２件 1,300,000 円

国立大学法人九州大学大学院医学研究院 脳神経治療学 ２件 3,000,000 円

国立大学法人九州大学大学院医学研究院 消化器・総合外科学 １件 300,000 円

国立大学法人長崎大学病院 救命救急センター １件 300,000 円

国立大学法人長崎大学医学部 移植・消化器外科 １件 300,000 円

国立大学法人熊本大学医学部 血液内科学 １件 200,000 円

国立大学法人熊本大学医学部 皮膚病態治療再建学 １件 500,000 円

国立大学法人大分大学医学部附属病院 集中治療部 １件 800,000 円

国立大学法人宮崎大学医学部 肝胆膵外科 １件 300,000 円

国立大学法人宮崎大学医学部 内科学講座　神経呼吸内分泌代謝 １件 1,000,000 円

国立大学法人宮崎大学医学部 小児科学 １件 200,000 円

国立大学法人宮崎大学医学部 救急・災害医学 １件 200,000 円

国立大学法人鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 神経内科 １件 300,000 円

国立大学法人鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 小児科学 １件 300,000 円

国立大学法人鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 皮膚科学 １件 200,000 円

国立大学法人鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 救急集中治療医学 １件 500,000 円

国立大学法人琉球大学医学部附属病院 麻酔科 １件 300,000 円

国立大学法人琉球大学医学部附属病院 育成医学 １件 200,000 円

国立大学法人琉球大学大学院医学研究科 胸部心臓血管外科学 １件 300,000 円

国立大学法人北海道大学大学院薬学研究院 臨床薬剤学 １件 300,000 円

国立成育医療研究センター　小児がんセンター 移植・細胞治療科 １件 300,000 円

国立大学法人筑波大学医学医療系 膠原病・リウマチ・アレルギー科 １件 300,000 円

国立大学法人筑波大学医学医療系 血液内科 １件 200,000 円

国立大学法人筑波大学医学医療系 皮膚科 １件 500,000 円

国立大学法人筑波大学医学医療系 救急集中治療医学 １件 300,000 円

国立大学法人信州大学先鋭領域融合研究群バイオメディカル研究所 神経難病学 １件 300,000 円

愛媛大学プロテオサイセンスセンター 免疫制御分野 １件 200,000 円



【Ｂ】学術研究助成費　　　　②一般寄付金

施設・団体名 件数

公益財団法人沖中記念成人研究所 １件 1,000,000 円

慶應義塾大学医学部国際医学研究会 １件 50,000 円

公益財団法人日本心臓血液研究振興会 １件 200,000 円

医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金澤循環器病院 １件 30,000 円

金額



【Ｂ】学術研究助成費　　　　③学会等寄付金

学会等名 件数

第32回日本エイズ学会学術集会・総会 2件 600,000 円

第53回日本高気圧環境・潜水医学会学術総会 1件 50,000 円

北海道小児循環器研究会 1件 10,000 円

第10回関東産婦人科乳腺医学会 1件 30,000 円

東京小児がん研究グループ 1件 100,000 円

一般社団法人　日本移植学会 1件 10,000 円

一般社団法人　アジア太平洋造血細胞移植学会 1件 200,000 円

ハートの日豊橋 1件 300,000 円

三重外科集談会 1件 50,000 円

強皮症研究会議　代表事務局長 1件 50,000 円

間質性肺炎/肺線維症勉強会 1件 100,000 円

第40回日本中毒学会総会・学術集会 1件 30,000 円

MDS-AOS BASICSCIENTISTSSUMMERSCHOOL 1件 50,000 円

一般社団法人　日本血栓止血学会 1件 30,000 円

一般社団法人愛媛県病院薬剤師会 1件 50,000 円

日本臨床腎移植学会 1件 10,000 円

特定非営利活動法人広島臨床腫瘍外科 1件 100,000 円

神経と免疫を語る会 1件 100,000 円

日本血管外科学会中国四国地方会第49回総会 1件 50,000 円

日本医療マネジメント学会　第21回岡山県支部学術集会 1件 30,000 円

第37回山陰救急医学会 1件 10,000 円

郵）徳島県病院薬剤師会 1件 20,000 円

香川県病院薬剤師会　 1件 10,000 円

ACPID９　JSPID50 1件 10,000 円

九州山口小児血液・免疫・腫瘍研究会 1件 30,000 円

日本医療マネジメント学会第17回九州・山口連合大会 1件 20,000 円

第13回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会2019 1件 30,000 円

金額



【Ｂ】学術研究助成費　　　　④学会等共催費

学会等名 件数

第36回日本肝移植研究会 1件 800,000 円

第53回日本小児腎臓病学会　学術集会　会長　川崎幸彦 1件 300,000 円

第2回ICU東海北陸支部学会事務局 1件 185,185 円

日本小児科学会学術集会 1件 700,000 円

第39回日本炎症・再生医学会 1件 1,800,000 円

第25回日本輸血・細胞治療学会　秋季シンポジウム　会長　立花直樹1件 555,556 円

第2回北海道支部会学術集会事務局 1件 509,259 円

日本神経学会 1件 1,300,000 円

第66回日本輸血・細胞治療学会総会　代表　室井一男 1件 1,111,111 円

第117回日本皮膚科学会総会　会頭　秀道広 1件 1,296,296 円

第21回日本臨床救急医学会総会・学術集会　会長　中川隆 1件 1,000,000 円

第30回日本肝胆膵外科学会・学術集会　会長　遠藤格 2件 2,115,882 円

第32回日本外傷学会総会・学術集会 1件 1,200,000 円

第6回日本難病医療ネットワーク学会 1件 462,963 円

第12回国際川崎病シンポジウム　会長　石井 正浩 1件 2,000,000 円

第71回日本自律神経学会総会 1件 1,111,111 円

第21回日本救急医学会中部地方会 1件 185,185 円

第１１８回近畿救急医学研究会　会長　林下浩士 1件 1,000,000 円

第28回日本産婦人科・新生児血液学会学術集会　会長　鮫島浩 1件 1,500,000 円

第41回日本神経科学大会 1件 1,300,000 円

第31回日本外科感染症学会総会学術集会 1件 1,500,000 円

第40回日本血栓止血学会学術集会　会長　渥美達也 1件 1,018,519 円

第２１回日本医薬品情報学会　学術大会長　奥田 真弘 1件 500,000 円

日本筋学会第4回学術集会　会長　砂田芳秀 1件 231,481 円

日本集中治療医学会第２回東北支部学術集会 1件 231,481 円

第73回日本消化器外科学会総会 1件 1,500,000 円

第59回日本母性衛生学会総会・学術集会 1件 555,556 円

第42回日本血液事業学会総会　総会長　中島一格 1件 740,741 円

第113回日本輸血・細胞治療学会東北支部例会 1件 92,593 円

金額



日本輸血・細胞治療学会九州支部会　第65回総会・第86回例会 1件 300,000 円

第10回日本ACUTE CARE SURGERY学会学術集会 1件 1,000,000 円

第7回ステントレス僧帽弁臨床研究会 1件 925,926 円

広島がん治療研究会 1件 462,963 円

第36回日本神経治療学会学術集会　会長　平田　幸一 1件 1,388,889 円

日本病院薬剤師会関東ブロック第48回学術大会 1件 400,000 円

第28回日本医療薬学会年会 1件 900,000 円

第29回日本末梢神経学会学術集会 1件 1,300,000 円

第30回日本神経免疫学会学術集会 1件 1,000,000 円

第80回日本臨床外科学会総会 1件 1,000,000 円

第66回北日本産科婦人科学会 1件 925,926 円

第41回近畿小児血液・がん研究会 1件 462,963 円

第54回日本移植学会総会 1件 1,500,000 円

第82回日本皮膚科学会東部支部学術大会　会長 山本明美 1件 1,111,111 円

ＮＰＯ法人日本小児集中治療研究会　ワークショップ事務局 1件 1,500,000 円

第29回日本急性血液浄化学会学術集会 1件 1,000,000 円

第10回日本小児循環器学会教育セミナー 1件 277,778 円

第39回日本アフェレシス学会学術大会 1件 1,200,000 円

第４６回日本臨床免疫学会総会 1件 1,500,000 円

第48回日本臨床神経生理学会学術大会 1件 1,200,000 円

第38回日本川崎病学会・学術集会 1件 925,926 円

第46回日本救急医学会総会・学術集会 1件 500,000 円

第40回水疱症研究会　会頭　鶴田大輔 1件 555,556 円

茨城地方会　藤本学 1件 925,926 円

第2回日本免疫不全・自己炎症学会総会・学術集会　 1件 925,926 円

第114回日本輸血・細胞治療学会東北支部例会 1件 27,778 円

一般社団法人　日本血栓止血学会 1件 583,333 円

一般社団法人鹿児島県病院薬剤師会 1件 92,593 円

第32回近畿小児科学会　代表　細井創 1件 1,000,000 円

第46回日本集中治療医学会学術集会 1件 1,500,000 円

第41回日本造血細胞移植学会総会 1件 600,000 円

第１１９回近畿救急医学研究会 1件 1,350,000 円



第122回日本小児科学会学術集会 1件 1,200,000 円



【Ｃ】原稿執筆料等    ①講師謝金 年間総額       ７４，７７３，５４１ 円

氏名 施設・団体名 所属 役職

今泉 均 学校法人 東京医科大学東京医科大学病院 麻酔科学分野 教授

菊池 豊 芳賀赤十字病院 小児科 院長補佐兼第一小児科部長

北川 雄光 北川メディカルサポート株式会社 慶応義塾大学医学部 一般・消化器外科 教授

児玉 由紀 第28回日本産婦人科・新生児血液学会学術集会 宮﨑大学医学部 産婦人科 教授

園生 雅弘 合同会社ディアスマイル 帝京大学医学部 神経内科学講座 主任教授

徳川 多津子 兵庫医科大学病院 内科学講座 血液内科 助教

濱岡 建城 宇治徳洲会病院 小児循環器・川崎病センター 指導部長・センター長

濵平 陽史 はまひらこどもクリニック 院長

細川 玲 筑波大学医学医療系 皮膚科学 講師

三浦 大 東京都立小児総合医療センター 循環器科 診療科責任者

山元 敏正 埼玉医科大学 神経内科 教授

阿部 貴弥 岩手医科大学医学部 泌尿器科学講座 腎・血液浄化療法学分野 教授

阿部 康二 国立大学法人 岡山大学病院 脳神経内科学 教授

鮎沢 衛 学校法人 日本大学日本大学医学部 小児科学系小児科学分野 准教授

安室 修 医療法人 鉄蕉会亀田総合病院 薬剤部薬剤室 室長

安村 敏 富山大学附属病院 輸血・細胞治療部  診療教授・副部長

安達 知子 愛育病院 病院長

安達 普至 飯塚病院 集中治療部 部長

安東 由喜雄 熊本大学大学院生命科学研究部 神経内科学分野 教授

安部 哲史 国立大学法人 島根大学医学部附属病院 脳神経内科 助教

伊関 憲 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 救急医療学講座 教授

伊佐早 健司 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 脳神経内科 助教

伊東 俊雅 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 薬剤部 部長

伊藤 雅文 日本赤十字社 名古屋第一赤十字病院 病理部 副院長・病理部長

伊藤 貴史 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 消化器内科 医長

伊藤 健太 あいち小児保健医療総合センター 総合診療科 医長

伊藤 護之 埼玉医科大学病院 薬剤部

伊藤 巧 国立大学法人 山形大学医学部附属病院 第三内科 助教

伊藤 秀一 公立大学法人 横浜市立大学大学院医学研究科 発生成育小児医療学 教授

伊藤 隆史 鹿児島大学病院 救命救急センター 講師

伊藤 量基 関西医科大学附属病院 内科学第一講座 病院教授

井口 保之 東京慈恵会医科大学 内科学講座 神経内科 教授

井上 貴昭 筑波大学 医学医療系 救急・集中治療医学 教授

井上 義博 岩手医科大学 救急・災害・総合医学講座 教授

井上 剛 学校法人 岩手医科大学 皮膚科学講座 助教

井上 信明 国立研究開発法人  国際医療研究センター 国際医療協力局

井川 健 学校法人 獨協学園獨協医科大学 医学部 皮膚科学講座 主任教授

井谷 公美 学校法人 関西医科大学関西医科大学附属病院 神経内科学講座

一瀬 白帝 山形県立米沢栄養大学 健康栄養学科 教授

逸見 祥司 学校法人 川崎学園川崎医科大学附属病院 神経内科学 講師

稲垣 伸洋 一般社団法人 大分市医師会立アルメイダ病院 救急・集中治療科 部長

稲田 英一 順天堂大学医学部附属順天堂医院 麻酔科科学・ペインクリニック講座 主任教授

稲葉 雄二 長野県立こども病院 神経小児科 部長兼院長補佐

羽鳥 隆 学校法人 国際医療福祉大学国際医療福祉大学病院 医学部 教授

羽二生 尚訓 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 小児科 部長

浦 茂久 日本赤十字社旭川赤十字病院 神経内科 部長

影山 恭史 兵庫県立尼崎総合医療センター 神経内科 部長

永野 浩昭 国立大学法人 山口大学医学部附属病院 第二外科 教授

永渕 弘之 神奈川県立こども医療センター 救急・集中治療科 科長

益子 貴史 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 助教



越後 整 社会福祉法人 恩賜財団済生会滋賀県病院 救急集中治療科 部長

越智 一秀 国立大学法人 広島大学病院 脳神経内科 講師

園木 孝志 公立大学法人  和歌山県立医科大学 血液内科学 教授

延藤 勇 一般財団法人 住友病院 薬剤部

薗田 晃弘 出水郡医師会広域医療センター 薬剤科 主任

遠藤 格 横浜市立大学附属病院 消化器・肝移植外科 教授

遠藤 起生 いわき市医療センター 小児内科 科長

塩野 淳子 茨城県立こども病院 小児循環器 小児専門診療部長

奥 格 日本赤十字社岡山赤十字病院 麻酔科 部長

奥村 明之進 独立行政法人  国立病院機構 刀根山病院 病院長

奥本 克己 日本赤十字社熊本赤十字病院 第一救急科 部長

横山 恵一 学校法人 近畿大学近畿大学医学部附属病院 救命救急センター 講師

横山 正尚 国立大学法人 高知大学医学部附属病院 麻酔科学集中治療医学講座 教授

横山 和正 順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科 臨床講師

横田 裕行 学校法人 日本医科大学日本医科大学付属病院 救急医学分野 教授

岡田 英志 岐阜大学医学部附属病院 高次救命治療センター 講師

岡田 賢 広島大学大学院医歯薬保健学研究科 小児科学 講師

岡田 直樹 学校法人 金沢医科大学金沢医科大学 小児科学 講師

岡田 和将 学校法人 産業医科大学産業医科大学病院 神経内科 准教授

岡嶋 良知 千葉県循環器病センター 小児科 医療局長

岡部 真子 富山大学医学部 小児科

岡本 好司 北九州市立八幡病院 消化器・肝臓病センター 副院長

岡野 圭一 国立大学法人 香川大学医学部 消化器外科 准教授

岡野 弘 独立行政法人 労働者健康安全機構横浜労災病院 中央集中治療部

岡林 雄大 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 消化器外科・一般外科 医長

沖永 剛志 社会医療法人 生長会ベルランド総合病院 小児科 部長

恩田 亜沙子 東京慈恵会医科大学 内科学講座 神経内科

温井 孝昌 国立大学法人 富山大学附属病院 脳神経内科 助教

下村 泰代 藤田医科大学医学部 麻酔・侵襲医学講座 准教授

下村 裕 国立大学法人 山口大学医学部附属病院 皮膚科 教授

下田 和哉 宮崎大学医学部 内科学講座 消化器血液学分野 教授

加賀谷 英彰 国立大学法人 秋田大学医学部附属病院 薬剤科 副薬剤部長

加藤 元博 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 小児がんセンター 移植・細胞治療科 医長

加藤 昇 淀川キリスト教病院 救急科 主任部長

加藤 文太 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 医長

加納 友環 独立行政法人 国立病院機構大阪南医療センター 小児科

家子 正裕 学校法人 東日本学園北海道医療大学病院 歯学部内科学講座 教授

河井 昌彦 京都大学医学部附属病院 小児科 病院教授

河合 太郎 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 分子免疫制御研究室 教授

河内 泉 新潟大学医歯学総合病院 神経内科 講師

河野 崇 高知大学医学部 麻酔科学・集中治療医学講座 准教授

河野 武弘 学校法人 大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 輸血室 室長 准教授

花島 資 学校法人 北里研究所北里大学病院 救命救急・災害医療センター 助教

花本 仁 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

賀来 典之 国立大学法人 九州大学病院 救命救急センター 助教

海田 賢一 防衛医科大学校 神経・抗加齢血管内科 准教授・臨床教育教授

皆川 真一 新潟県立中央病院 内分泌・代謝科 医長

開 浩一 広島市立広島市民病院 薬剤部 主任部長

外山 孝典 宮崎県立延岡病院 地域医療科 部長兼医長

垣 伸明 医療法人 沖縄徳洲会榛原総合病院 心臓血管外科 部長

垣花 泰之 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 救急・集中治療分野 教授

笠井 正志 兵庫県立こども病院 感染症内科 部長

笠岡 俊志 熊本大学医学部附属病院 救急・総合診療部 教授

笠間 周平 兵庫医科大学病院 内科学講座 神経・脳卒中科 講師



笠原 群生 国立成育医療研究センター 臓器移植センター センター長

梶 龍兒 独立行政法人 国立病院機構宇多野病院 神経内科 院長

関 満 学校法人 自治医科大学自治医科大学附属病院 小児科 講師

関 利一 日立製作所ひたちなか総合病院 薬剤部 薬剤部長

関口 縁 千葉大学大学院医学研究院 神経内科学 助教

関口 兼司 国立大学法人 神戸大学大学院医学研究科 内科学講座 神経内科学分野 准教授

関口 幸男 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 救急科・集中治療科 統括部長

丸山 徹 国立大学法人 熊本大学薬学部 薬剤学分野 教授

丸山 博文 広島大学大学院 医歯薬保健学総合研究科脳神経内科 教授

丸谷 怜 学校法人 近畿大学近畿大学医学部附属病院 小児科思春期科 講師

丸木 雄一 社会福祉法人 シナプス埼玉精神神経センター 理事長

岸部 麻里 国立大学法人 旭川医科大学 皮膚科学講座 講師

岸野 亨 埼玉医科大学病院 薬剤部 部長

岩城 晶文 高槻病院 薬剤科 薬剤科長

岩瀬 史明 山梨県立中央病院 救命救急センター センター長

喜多 也寸志 兵庫県立姫路循環器病センター 神経内科 参事 神経内科部長

喜多村 哲朗 社会福祉法人 恩賜財団済生会支部岡山済生会総合病院 小児科 診療部長

鬼木 絢子 東京医科歯科大学 脳神経病態学分野

亀岡 吉弘 国立大学法人 秋田大学医学部附属病院 臨床研修支援センター 准教授

菊地 史織 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

菊地 誠志 独立行政法人 国立病院機構北海道医療センター 神経内科 院長

吉永 孝之 兵庫県立 尼崎総合医療センター 救命救急センター センター長

吉岡 幹朗 国家公務員共済組合連合会ＫＫＲ札幌医療センター 小児科 部長

吉見 竜介 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 講師

吉松 淳 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター病院 周産期・婦人科部 部長

吉川 千絵 社会福祉法人 恩賜財団大阪府済生会野江病院 救急集中治療科 医員

吉川 由利子 成田赤十字病院 神経内科 部長

吉村 宣彦 新潟大学医歯学総合病院 放射線部 病院教授

吉谷 徳夫 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 産婦人科 顧問

吉田 寛 学校法人 日本医科大学日本医科大学付属病院 消化器外科 教授

吉田 健 東京慈恵会医科大学 内科学講座 リウマチ・膠原病内科 講師

吉田 剛 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 茂樹 社会医療法人 愛仁会千船病院 産婦人科 副院長

久呉 真章 日本赤十字社姫路赤十字病院 小児科 部長

久志本 成樹 東北大学大学院医学部医学系研究科 外科病態学講座救急医学分野 教授

久冨木 庸子 国立大学法人 宮崎大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 講師

久保 正二 公立大学法人  大阪市立大学大学院医学研究科 肝胆膵外科学 病院教授

宮下 知治 国立大学法人 金沢大学附属病院 消化器・腫瘍・再生外科学 助教

宮川 泰宏 名古屋大学医学部附属病院 薬剤部 薬剤主任

宮地 隆史 独立行政法人 国立病院機構柳井医療センター 脳神経内科 副院長

宮田 功一 東京都立小児総合医療センター 循環器科

宮内 勇貴 国立大学法人 愛媛大学医学部附属病院 器官・形態領域・泌尿器科学 講師

宮入 烈 国立成育医療研究センター 生体防御系内科部感染症科 診療部長

宮本 辰樹 福岡大学病院 小児科 助教

宮本 敏浩 国立大学法人  九州大学病院 血液・腫瘍・心血管内科 准教授

牛島 智子 国家公務員共済組合連合 熊本中央病院 薬局 薬局長

橋ケ谷 尚路 焼津市立総合病院 中央検査科

橋井 佳子 大阪大学大学院医学系研究科 小児科学 准教授

橋本 喜夫 ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 皮膚科 診療部長

橋本 誠 国立大学法人 神戸大学医学部附属病院 地域医療活性化センター

玉井 克人 大阪大学大学院医学系研究科 再生誘導医学寄附講座 教授

玉岡 晃 国立大学法人 筑波大学附属病院 神経内科 教授

玉木 毅 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 皮膚科 診療科長

桐戸 敬太 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



近森 文夫 医療法人 臼井会田野病院 院長

近藤 忠一 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 血液内科 講師

近藤 誉之 関西医科大学総合医療センター 神経内科 診療部長 教授

金 一 岩手医科大学 心臓血管外科学講座 教授

金兼 弘和 国立大学法人 東京医科歯科大学医学部附属病院 小児科 小児地域成育医療学講座 教授

金子 政時 宮崎大学医学部付属病院 産婦人科 教授

金子 知香子 一般財団法人 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 神経内科 科長

金谷 悠司 公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院 皮膚科

金田 尚 国民健康保険 小松市民病院 小児科 部長

金本 真美 愛媛県立中央病院 消化器外科 部長

熊本 宜文 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 消化器・腫瘍外科学 講座講師

栗原 智宏 学校法人 慶應義塾慶應義塾大学医学部 救急科 講師

栗村 正之 置賜広域病院企業団公立置賜総合病院 神経内科 診療部長

桑原 聡 千葉大学大学院医学研究院 脳神経内科学 教授

原 一 済生会神奈川県病院 神経内科 副院長

原 寿郎 福岡市立こども病院 院長

原間 大輔 国立大学法人 山梨大学医学部附属病院 小児科

原田 晴司 清水病院 市立 薬剤部 薬剤部長

原田 清 地方独立行政法人 静岡県立病院機構静岡県立総合病院 神経センター 神経センター長

古賀 寛教 国立大学法人 大分大学医学部 麻酔科学講座 助教

古野 憲司 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

古林 勉 京都府公立大学法人 京都府立医科大学附属病院 血液腫瘍内科学 講師

戸谷 昌樹 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

戸田 達史 東京大学大学院医学系研究科 神経内科学 教授

後藤 安宣 市立奈良病院 集中治療部 部長

後藤 薫 市立角館総合病院 産婦人科 副院長

後藤 健宏 三重大学医学部附属 臨床工学部

後藤 孝治 国立大学法人 大分大学医学部 麻酔科学講座 診療教授

後藤 伸之 国立大学法人 福井大学医学部附属病院 薬剤部 教授・部長

向井 栄治 三豊総合病院企業団三豊総合病院 薬剤部 薬剤部長

幸原 伸夫 神戸市立医療センター中央市民病院 神経内科 部長

幸村 英文 藤田医科大学医学部 麻酔・侵襲制御医学講座 准教授

江口 晋 長崎大学病院 移植・消化器外科 教授

江口 豊 国立大学法人 滋賀医科大学医学部附属病院 救急集中治療医学講座 教授

江藤 宏幸 日本赤十字社深谷赤十字病院 消化器科

江波戸 孝輔 学校法人 北里研究所北里大学病院 小児科

江木 盛時 神戸大学大学院医学研究科 外科系講座 麻酔科学分野 准教授

溝口 史剛 日本赤十字社前橋赤十字病院 小児科 副部長

溝端 康光 大阪市立大学大学院医学研究科 救急医学 教授

甲斐 真己都 国立大学法人 大分大学医学部附属病院 薬剤部

甲斐 達朗 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 千里救命救急センター 顧問

荒若 繁樹 学校法人 大阪医科薬科大学大阪医科大学 内科学?教室 教授

荒川 晶 東京大学医学部附属病院 神経内科

荒木 祐一 土浦協同病院 救急集中治療科 科長

香村 安健 京都第一赤十字病院 救急科 医長

高橋 学 岩手医科大学 救急・災害・総合医学講座 助教

高橋 慶太 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 神経内科・脳卒中科 助教

高橋 健 岐阜市民 血液腫瘍センター 血液腫瘍センター長

高橋 功 総合病院 国保旭中央病院 救命救急センター 救命救急センター長

高橋 正紀 大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻 機能診断学講座 臨床神経生理学 教授

高橋 努 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 小児科 主任診療科長

高橋 牧郎 日本赤十字社大阪赤十字病院 神経内科 部長

高橋 良輔 国立大学法人 京都大学大学院医学研究科 臨床神経学 教授

高松 博幸 国立大学法人 金沢大学附属病院 血液内科学 講師



高清水 眞二 東海大学医学部付属八王子病院 消化器内科 准教授

高田 英俊 筑波大学 医学医療系小児科学 教授

高田 泰次 国立大学法人 愛媛大学医学部附属病院 肝胆膵・乳腺外科学 教授

高木 靖 諏訪赤十字病院 産婦人科 部長

黒川 幹夫 日本赤十字社高松赤十字病院 薬剤部 薬剤部長

黒川 慎一郎 国立大学法人 熊本大学医学部附属病院 血液浄化療法部

黒田 一駿 国立大学法人 徳島大学病院 神経内科

黒田 浩光 北海道公立大学法人 札幌医科大学附属病院 集中治療医学 助教

黒田 純也 京都府立医科大学大学院 医学研究科 血液腫瘍内科学 教授

此元 隆雄 国立大学法人 宮崎大学医学部附属病院 発達泌尿生殖医学講座小児科学分野 准教授

今 明秀 八戸市立市民病院 院長

今井 寛 三重大学医学部附属病院 救命救急・総合集中治療センター 教授

今井 健 川崎市立多摩病院 神経内科 医長

今井 富裕 北海道公立大学法人 札幌医科大学 保健医療学部 作業療法学科 教授

今村 浩 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 救急集中治療医学教室 教授

今福 信一 福岡大学病院 皮膚科 教授

今留 謙一 国立成育医療研究センター/国立成育医療研究センター研究所 高度感染症診断部/高度先進医療研究室 統括部長

紺野 晋吾 学校法人 東邦大学東邦大学医療センター大橋病院 神経内科 講師

紺野 隆之 国立大学法人 山形大学医学部附属病院 皮膚科 講師

佐原 康太 藤沢市民病院 消化器外科

佐々木 克也 国立大学法人 秋田大学医学部附属病院 薬剤科 副薬剤部長

佐々木 淳一 学校法人 慶應義塾慶應義塾大学病院 救急医学 教授

佐々木 忠徳 学校法人 昭和大学昭和大学病院 薬剤部 統括薬剤部長

佐々木 茂 北海道公立大学法人 札幌医科大学 消化器内科学講座 准教授

佐多 照正 鹿児島県厚生農業協同組合連合会鹿児島厚生連病院 薬剤科 薬剤科長

佐藤 央 盛岡友愛病院 血管外科 部長

佐藤 格夫 国立大学法人 愛媛大学医学部附属病院 救急航空医療学講座 教授

佐藤 健朗 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

佐藤 弘之 医療法人 鉄蕉会亀田総合病院 新生児科 部長

佐藤 伸一 東京大学大学院医学系研究科 皮膚科学 教授

佐藤 慎二 学校法人 東海大学東海大学医学部 内科学系リウマチ内科学 教授

佐藤 真由 福島県立医科大学医学部  皮膚科学講座

佐藤 朝之 市立札幌病院 救命救急センター 部長

佐藤 透 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南部病院 薬剤部 薬剤部長

佐藤 篤 宮城県立こども病院 血液腫瘍科 科長

佐藤 友隆 学校法人 帝京大学帝京大学ちば総合医療センター 皮膚科 准教授

佐野 宏樹 金沢大学附属病院 集中治療部 特任助教

佐和 貞治 京都府立医科大学 麻酔科学教室 教授

砂田 芳秀 学校法人 川崎学園川崎医科大学附属病院 神経内科学教室 教授

犀川 太 学校法人 金沢医科大学金沢医科大学 小児科学 主任教授

細矢 光亮 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 小児科 教授

坂井 宣彦 国立大学法人 金沢大学附属病院 血液浄化療法部 助教

坂元 克考 国立大学法人 愛媛大学医学部附属病院 肝胆膵・乳腺外科学 助教

坂本 和哉 大原綜合病院

阪口 雅洋 日本赤十字社京都第一赤十字病院 麻酔科 部長

阪本 雄一郎 国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院 高度救命救急センター センター長

阪本 良弘 学校法人 杏林学園 杏林大学医学部付属病院 消化器・一般外科 肝胆膵外科部門 教授

笹井 蘭 京都大学医学部附属病院 免疫・膠原病内科 助教

笹原 洋二 東北大学大学院医学系研究科 発生・発達医学講座 小児病態学分野 准教授

三井 広 国立大学法人 山梨大学医学部附属病院 皮膚科学講座 講師

三井 哲夫 国立大学法人 山形大学医学部附属病院 小児科学講座 教授

三浦 昌朋 国立大学法人 秋田大学医学部附属病院 薬剤科 教授・薬剤部長

三浦 大 東京都立小児総合医療センター 副院長

三鴨 廣繁 学校法人 愛知医科大学大学院医学研究科 臨床感染症学 教授



三崎 健太 北播磨総合医療センター企業団北播磨総合医療センター リウマチ・膠原病内科 主任医長

三宅 康史 帝京大学医学部 救急医学講座 教授

三谷 義英 三重大学医学部附属病院 周産母子センター 病院教授

三木 誓雄 伊賀市立上野総合市民病院 病院長

三木 豊和 淀川キリスト教病院 集中治療科 部長

三澤 園子 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 神経内科学 准教授

三澤 友誉 福島県立医科大学 地域救急医療支援講座 助手

山﨑 理絵 学校法人 慶應義塾慶應義塾大学医学部 血液内科 助教

山下 尚人 国立大学法人 宮崎大学医学部附属病院 発達泌尿生殖医学講座小児科学分野

山下 翔太 鹿児島大学病院 集中治療部

山岸 昭夫 医療法人 社団元生会森山病院 麻酔科

山口 順子 日本大学医学部 救急医学系 救急集中治療医学分野 助教

山根 哲信 国立大学法人 滋賀医科大学医学部附属病院 救急･集中治療部 学内講師

山崎 宜興 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 リウマチ膠原病アレルギー内科 講師

山崎 伸吾 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 薬剤部

山崎 崇 大垣徳洲会病院 薬局 薬局長

山崎 正博 社会医療法人 近森会近森病院 神経内科 主任部長

山埼 尚也 国立大学法人 広島大学病院 輸血部 助教

山上 淳 慶應義塾大学医学部 皮膚科学教室 専任講師

山川 耕司 日本赤十字社長野赤十字病院 救命救急センター 副部長兼副センター長

山田 義貴 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 神経内科

山田 治来 川崎医科大学 総合内科学１ 講師

山田 秀人 国立大学法人 神戸大学大学院医学研究科 産科婦人科 教授

山田 秀裕 社会福祉法人 聖隷福祉事業団聖隷横浜病院 リウマチ 膠原病センター センター長

山田 秀和 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 尚広 国立大学法人 浜松医科大学医学部附属病院 薬剤部 薬剤主任

山田 崇史 北海道公立大学法人 札幌医科大学附属病院 理学療法学科 准教授

山田 正仁 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 脳老化・神経病態学（神経内科学） 教授

山藤 満 SUBARU健康保険組合 太田記念病院 薬剤部 部長

山本 晃士 埼玉医科大学総合医療センター 輸血部 輸血細胞医療部 教授

山本 晃代 札幌医科大学附属病院 小児科

山本 浩史 一般財団法人 住友病院 薬剤部

山本 浩史 秋田大学大学院医学系研究科 医学専攻 機能展開医学系 心臓血管外科学講座 教授

山本 俊幸 福島県立医科大学医学部  皮膚科学講座 教授

山本 大輔 北海道公立大学法人 札幌医科大学医学部 神経内科学講座 助教

山本 明美 国立大学法人 旭川医科大学 皮膚科学講座 教授

山本 燎 日本赤十字社高松赤十字病院 神経内科

山脇 健盛 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 脳神経内科 上席主任部長

山﨑 亮 九州大学大学院医学研究院 神経内科学 准教授

市田 蕗子 富山大学 学長補佐 医学部 客員教授

志水 秀行 学校法人 慶應義塾慶應義塾大学医学部 外科学（心臓血管） 教授

志村 秀樹 学校法人 順天堂順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科 先任准教授

志智 俊介 ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 外科 医員

志馬 伸朗 国立大学法人 広島大学大学院医歯薬保健学研究科 救急集中治療医学 教授

氏家 英之 国立大学法人  北海道大学大学院医学研究科 皮膚科学教室 講師

寺井 勝 千葉市立海浜病院 小児科 院長

寺山 靖夫 岩手医科大学 内科学講座 神経内科・老年科分野 教授

室野 重之 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 耳鼻咽喉科学講座 教授

漆谷 真 国立大学法人 滋賀医科大学 神経内科 教授

柴山 秀博 医療法人 鉄蕉会亀田総合病院 脳神経内科 部長代理

柴田 啓智 社会福祉法人 恩賜財団済生会熊本病院 薬剤部

射場 敏明 学校法人 順天堂順天堂大学大学院医学研究科 救急・災害医学 教授

守谷 俊 自治医科大学附属さいたま医療センター 救急科 教授

守田 誠司 小田原市立病院 救急科 部長



種市 尋宙 富山大学 小児科 助教

酒巻 雅典 学校法人 日本医科大学日本医科大学武蔵小杉病院 神経内科 講師

秀嶋 信 国立大学法人 大阪大学医学部附属病院 神経内科・脳卒中科

秋山 創 公立 豊岡病院 皮膚科 部長

秋枝 一基 SUBARU健康保険組合  太田記念病院 救急科 主任部長

秋田 千里 金沢医科大学 小児科

住田 臣造 日本赤十字社 旭川赤十字病院 副院長

住友 直方 埼玉医科大学国際医療センター 小児心臓科 教授   

出口 貴美子 出口小児科医院 院長

緒方 英紀 九州大学大学院医学研究院 神経内科学 助教

勝田 友博 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 小児科 講師

勝又 康弘 東京女子医科大学附属 膠原病リウマチ痛風センター 講師

勝野 雅央 名古屋大学大学院医学系研究科 神経内科学 教授

升田 好樹 北海道公立大学法人 札幌医科大学附属病院 集中治療医学 教授

小橋 秀一 八戸市立市民病院 臨床工学科 副技士長

小坂 信二 香川大学医学部附属病院 薬剤部 副薬剤部長

小寺 実 サンルーナ小寺内科クリニック 院長

小松原 勇太 日本赤十字社水戸赤十字病院 救急科 医長

小沼 正栄 地方独立行政法人 宮城県立こども病院 血液腫瘍科 部長

小杉 浩史 大垣市民病院 血液内科 部長

小川 吉明 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

小川 陽一 国立大学法人 山梨大学医学部附属病院 皮膚科 学部内講師

小倉 玄睦 福岡大学病院 脳神経内科 助教

小倉 裕司 国立大学法人 大阪大学大学院医学系研究科 生体統御医学講座 救急医学教室 准教授

小谷 穣治 神戸大学大学院医学研究科 外科系講座 災害・救急医学分野 教授

小池 薫 京都大学大学院医学研究科 初期診療・救急医学分野 教授

小池 春樹 名古屋大学大学院医学系研究科 神経内科学 准教授

小島 大望 福岡大学筑紫病院 外科 助教

小嶋 清一郎 学校法人 東海大学東海大学医学部付属八王子病院 消化器内科 准教授

小畑 雅子 学校法人 産業医科大学産業医科大学病院 神経内科 助教

小尾口 邦彦 地方独立行政法人 市立大津市民病院 救急診療科 部長

小平 農 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 第三内科 講師

小野 一之 学校法人 獨協学園獨協医科大学病院 救急医学 教授

小野 賢二郎 学校法人 昭和大学昭和大学病院 神経内科学 教授

小野 雄一郎 兵庫県立加古川医療センター 救急科 医長

小野寺 学 ＮＴＴ東日本札幌病院 消化器内科 医長

小野寺 理 新潟大学脳研究所 神経内科学分野 教授

小野澤 真弘 国立大学法人 北海道大学病院 血液内科 教育助教

小林 一郎 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 巌 日本赤十字社 旭川赤十字病院 救命救急センター 救命救急センター長

小林 厚志 国立大学法人 旭川医科大学病院 救急医学講座 講師

小林 信也 国立大学法人 山形大学医学部附属病院 小児科学講座

小林 徹 国立成育医療研究センター 臨床研究センター 企画運営部 部長

小林 隆夫 浜松医療センター 名誉院長

松井 貴司 国立大学法人 愛媛大学医学部附属病院 肝胆膵・乳腺外科学 医員

松井 敦 日本赤十字社前橋赤十字病院 小児科 部長

松井 彦郎 東京大学大学院医学系研究科 小児医学講座 小児科学 講師

松永 保 戸田中央総合病院 小児科 部長

松永 茂剛 埼玉医科大学総合医療センター 産婦人科 准教授

松岡 若利 国立大学法人 九州大学病院 救命救急センター 学術研究員

松岡 知子 大垣市民病院 薬剤部

松下 貴史 国立大学法人 金沢大学附属病院 皮膚分子病態学 講師

松隈 聰 国立大学法人 山口大学医学部附属病院 第二外科 診療助教

松原 和夫 京都大学医学部附属病院 薬剤部 教授



松山 広樹 日本赤十字社京都第一赤十字病院 麻酔科 副部長

松川 則之 名古屋市立大学大学院医学研究科 神経内科学 教授

松田 兼一 国立大学法人 山梨大学医学部附属病院 救急集中治療医学講座 教授

松田 浩明 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 薬剤科 薬剤科長

松田 晋哉 学校法人 産業医科大学産業医科大学病院 公衆衛生学 教授

松田 直之 名古屋大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学分野 教授

松波 和寿 社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院 病院長

松尾 裕彰 国立大学法人 広島大学病院 薬剤部 薬剤部長

松本 慶太 島根大学医学部附属病院 麻酔科

松本 尚 日本医科大学千葉北総病院 救命救急センター センター長

松本 陽子 東京大学大学院医学系研究科 産婦人科学講座 講師

松野 直徒 国立大学法人 旭川医科大学病院 移植医工学治療開発講座 特任教授

上阪 等 医療法人 社団 桐和会

上村 直 国立大学法人 高知大学医学部附属病院 外科学講座外科1 助教

上野 剛 鹿児島市立病院 集中治療部 科長

上林 卓彦 関西医科大学 麻酔科学講座 教授

常深 祐一郎 学校法人 東京女子医科大学東京女子医科大学病院 皮膚科 准教授

植田 貴史 兵庫医科大学病院 感染制御部

新田 浩幸 岩手医科大学 外科学講座 特任准教授

新藏 礼子 東京大学定量生命科学研究所 免疫・感染制御研究分野 教授

森 英樹 日本赤十字社岡山赤十字病院 薬剤部 部長

森 雅亮 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 生涯免疫難病学講座 教授

森 毅彦 学校法人 慶應義塾慶應義塾大学医学部 血液内科 准教授

森下 英理子 金沢大学医薬保健研究域 保健学系 病態検査学 教授

森口 直彦 市立貝塚病院 小児科 部長

森松 博史 国立大学法人 岡山大学病院 麻酔科蘇生科 教授

森川 守 北海道大学大学院医学研究院 専門医学系部門 生殖・発達医学分野 産婦人科学教室 准教授

森田 恵子 国立大学法人 富山大学附属病院 医学部 産婦人科

森田 靖代 国立大学法人 高知大学医学部附属病院 薬剤部 副薬剤部長

深澤 隆治 学校法人 日本医科大学日本医科大学付属病院 小児科 准教授

真弓 俊彦 学校法人 産業医科大学産業医科大学病院  救急医学講座 教授

真田 悠希 地方独立行政法人 静岡県立病院機構静岡県立総合病院 神経内科

神人 正寿 和歌山県立医科大学 皮膚科学講座 教授

神谷 浩二 自治医科大学 皮膚科学講座 講師

神谷 崇文 北海道公立大学法人 札幌医科大学 皮膚科学講座 助教

神田 善伸 学校法人 自治医科大学自治医科大学附属病院 内科学講座血液学部門・総合医学第１講座 血液科 教授

神田 隆 国立大学法人 山口大学医学部附属病院 脳神経内科 教授

神尾 義人 学校法人 昭和大学昭和大学横浜市北部病院 救急センター 准教授

神尾 直 医療法人 沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 集中治療部

秦 浩一郎 京都大学大学院医学系研究科 外科学講座 肝胆膵・移植外科学分野 助教

進藤 俊介 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 集中治療科

水芦 政人 国立大学法人 東北大学病院 皮膚科 院内講師

水越 元気 医療法人 社団三成会新百合ケ丘総合病院 神経内科

水田 滋久 社会福祉法人 恩賜財団済生会支部福岡県済生会二日市病院 神経内科 医員

水野 敏樹 京都府立公立大学法人 京都府立医科大学附属病院 神経内科 教授

数馬 聡 北海道公立大学法人 札幌医科大学 集中治療医学 助教

杉浦 一充 学校法人 藤田学園 藤田医科大学病院 皮膚科 教授

杉江 和馬 公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院 脳神経内科 教授

杉田 冨美子 JAかみつが厚生連 上都賀総合病院 看護部

杉本 太路 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 脳神経内科 副部長

菅 重典 岩手医科大学 救急医学講座 助教

菅原 久徳 国立大学法人 山梨大学医学部附属病院 救急集中治療医学講座 助教

菅原 宏文 東北大学病院 総合外科 助教

菅原 弘二 大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学 准教授



菅原 寧彦 国立大学法人 熊本大学医学部附属病院 小児外科学・移植外科学分野 准教授

菅野 仁 東京女子医科大学医学部 輸血・細胞プロセシング科 教授

瀬戸 俊之 大阪市立大学大学院医学研究科 発達小児医学 准教授

瀬尾 龍太郎 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 救命救急センター・救急科 医長

星野 俊 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 神経内科

清水 宏紀 公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院 脳神経内科

清水 彩里 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 集中治療部 助教

清水 潤 東京大学大学院医学系研究科 神経内科学 准教授

清水 博之 藤沢市民病院 臨床検査科 医長

清水 文崇 国立大学法人 山口大学医学部附属病院 脳神経内科 助教

清水 雄策 伊那中央病院 脳神経内科 部長

清野 祐輔 国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 神経内科 助教

生駒 久視 京都府公立大学法人  京都府立医科大学 外科学教室 消化器外科学部門 講師

盛武 浩 国立大学法人 宮崎大学医学部附属病院 生殖発達講座小児科学分野 教授

西 憲一郎 日本赤十字社大阪赤十字病院 麻酔科・集中治療部 部長

西 信一 学校法人 兵庫医科大学 集中治療医学科 主任教授

西原 卓宏 日本赤十字社熊本赤十字病院 第一小児科 副部長

西山 慶 独立行政法人 国立病院機構京都医療センター 救命救急科 科長

西山 理 学校法人 近畿大学近畿大学医学部附属病院 呼吸器・アレルギー内科 講師

西山 和利 学校法人 北里研究所北里大学病院 脳神経内科 主任教授

西小森 隆太 京都大学大学院医学研究科 発達小児科学 准教授

西川 彰則 和歌山県立医科大学附属病院 血液内科学講座 講師

西村 洋子 鳥取大学医学部附属病院 脳神経小児科

西田 修 藤田医科大学医学部 麻酔・侵襲制御医学講座 主任教授

西尾 壽乗 九州大学大学院医学研究院 成長発達医学分野 診療講師

西野 一三 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院 神経研究所 疾病研究第一部 部長

西野 友哉 国立大学法人 長崎大学病院 腎臓内科 教授

西澤 英雄 独立行政法人 労働者健康安全機構横浜労災病院 中央集中治療部 部長

青山 裕美 川崎医科大学 皮膚科学教室 教授

青木 正志 東北大学大学院医学部医学系研究科 神経内科学分野 教授

青木 武士 昭和大学病院 消化器・一般外科 診療科長 准教授

青木 洋介 佐賀大学医学部附属病院 感染制御部 部長

石井 亜紀子 筑波大学医学医療系 神経内科 講師

石井 伊都子 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 薬剤部 部長・教授

石井 一慶 関西医科大学総合医療センター 血液腫瘍内科 教授・がん治療・緩和ケアセンターセンター長

石井 健 学校法人 東邦大学東邦大学医療センター大森病院 皮膚科学講座 准教授

石井 文人 久留米大学医学部 皮膚科学教室 准教授

石井 亘 日本赤十字社長野赤十字病院 膠原病リウマチ内科 部長

石垣 景子 東京女子医科大学医学部 小児科学 講師

石橋 敏幸 大原綜合病院 副院長

石原 聡 国立大学法人 琉球大学医学部附属病院 第三内科 助教

石黒 秋生 埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期母子医療センター 新生児部門 講師

石黒 精 国立成育医療研究センター 教育研修センター センター長

石川 智朗 公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院 小児科 助教

石川 友一 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 循環器科

石倉 宏恭 学校法人 福岡大学福岡大学医学部 救命救急医学講座 教授

石塚 洋典 筑波大学医学医療系 皮膚科学 講師

石澤 賢一 山形大学医学部付属病院 第三内科 教授

赤阪 隆史 和歌山県立医科大学 循環器内科 教授

赤松 繁 中濃厚生病院 救急部・集中治療部 部長

赤塚 正幸 北海道公立大学法人 札幌医科大学附属病院 集中治療医学

先﨑 秀明 北里大学医学部 新世紀医療開発センター 先端医療領域部門 小児循環器集中治療学 教授

千堂 年昭 国立大学法人 岡山大学病院 薬剤部 教授・部長

千葉 進 医療法人 渓仁会札幌西円山病院 神経内科 副院長 神経内科総合医療センター長



川井 孝太 磐田市立総合病院 臨床検査技術科

川下 陽一郎 徳島県立中央病院 外科 副部長

川久保 孝 学校法人 慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 薬剤部 部長

川口 鎮司 東京女子医科大学 リウマチ科 臨床教授

川崎 幸彦 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 小児科学講座 准教授

川崎 富作 日本川崎病研究センター

川尻 真和 社会福祉法人 恩賜財団済生会 済生会福岡総合病院 脳神経内科 主任部長

川杉 和夫 学校法人 帝京大学医療技術学部 臨床検査学科 教授

川村 篤 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 麻酔科 診療主任

川村 龍吉 国立大学法人 山梨大学医学部附属病院 皮膚科 教授

川島 篤志 市立福知山市民病院 総合内科 医長

川幡 智樹 国立大学法人 旭川医科大学 内科学講座 病態代謝内科学分野

川副 礼香 医療法人 社団桐光会調布病院 調布訪問看護ステーション

川辺 晃一 日本赤十字社深谷赤十字病院 消化器科 部長

川本 俊輔 東北医科薬科大学医学部 心臓血管外科学講座 教授

川名 敬 日本大学医学部 産婦人科学系 産婦人科学分野 主任教授

川野 充弘 国立大学法人 金沢大学附属病院 リウマチ・膠原病内科 診療科長

前場 隆志 独立行政法人 地域医療機能推進機構りつりん病院 外科 名誉院長

前田 嘉信 岡山大学病院 血液・腫瘍・呼吸器内科 教授

前田 喜寛 熊本医療センター 泌尿器科 医長

前田 貢作 兵庫県立こども病院 小児外科 部長

前田 琢磨 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター病院 輸血管理室 室長

前田 頼伸 中国労災病院 薬剤部 薬剤部長

前田 理紗 東京大学医学部附属病院 アレルギー・リウマチ内科

早川 桂 日本赤十字社埼玉県支部さいたま赤十字病院 高度救命救急センター

早川 峰司 国立大学法人 北海道大学病院 先進急性期医療センター 講師

槍沢 公明 総合花巻病院 神経内科 部長

相引 眞幸 国立大学法人 愛媛大学医学部附属病院 救急医学 教授

増谷 聡 学校法人 埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 小児循環器部門 准教授

増田 智先 国立大学法人 九州大学病院 薬剤部 教授・薬剤部長

蔵満 薫 国立大学法人 神戸大学医学部附属病院 肝胆膵外科

側島 久典 埼玉医科大学総合医療センター 総合周産期母子医療センター 新生児科 教授

足立 真 独立行政法人  労働者健康安全機構 関東労災病院 皮膚科 部長

村井 弘之 学校法人 国際医療福祉大学医学部 神経内科学 主任教授

村山 紀子 千葉大学医学部附属病院 看護部

村松 大輝 富山市立富山市民病院 内科（神経内科）

村上 千恵子 青森県立中央病院 脳神経内科 副部長

村田 希吉 松戸市立総合医療センター 救命救急センター センター長

多喜 博文 国立大学法人 富山大学大学院医学薬学研究部 内科学（第一） 准教授

太田 雅明 国立大学法人 愛媛大学医学部附属病院 周産期母子センター 講師

太田 秀一 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 哲生 国立大学法人 金沢大学附属病院 消化器・腫瘍・再生外科学 教授

太田 邦雄 国立大学法人 金沢大学附属病院 小児科副科長 臨床教授

太田 和秀 金沢医療センター 感染管理室 室長

大久保 淳 東京医科歯科大学医学部附属病院 MEセンター 副技師長

大橋 啓之 三重大学医学部附属病院 血管ハートセンター 助教

大窪 隆一 一般社団法人 藤元メディカルシステム藤元総合病院 神経内科 部長

大熊 壮尚 東海大学医学部付属八王子病院 神経内科 准教授

大月 審一 国立大学法人 岡山大学病院 小児循環器科 教授

大崎 裕亮 国立大学法人 徳島大学病院 神経内科 特任助教

大城 幸雄 学校法人 東京医科大学東京医科大学茨城医療センター 外科 講師

大石 晃嗣 三重大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 病院教授

大川 聡 地方独立行政法人 市立秋田総合病院 神経内科 科長

大泉 智哉 学東北医科薬科大学病院 救急科



大村 晋一郎 名古屋市立大学大学院医学研究科 呼吸器・免疫アレルギー内科学 病院助教

大塚 幹夫 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 皮膚科 准教授

大坪 毅人 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 消化器・一般外科 教授

大坪 広樹 産業医科大学病院 救急科 学内講師

大嶋 雄一郎 学校法人 愛知医科大学 皮膚科学 准教授

大封 智雄 日本赤十字社大津赤十字病院 小児科 医員

大本 俊介 学校法人 近畿大学近畿大学医学部附属病院 消化器内科 助教

大野 直幹 川崎医科大学 小児科学教室 准教授

大友 康裕 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科救急災害医学分野 教授

鷹取 麻美 学校法人 日本大学日本大学医学部附属板橋病院 皮膚科

滝谷 博志 岐阜県総合医療センター 病院長

瀧 正志 聖マリアンナ医科大学西部病院 小児 特任教授

瀧山 嘉久 国立大学法人 山梨大学医学部附属病院 神経内科 教授

瀧澤 俊也 学校法人 東海大学東海大学医学部付属病院 内科学系神経内科 主任教授

谷口 巧 国立大学法人 金沢大学附属病院 麻酔 集中治療医学 教授

谷口 洋 学校法人 慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 神経内科 特任准教授 診療部長

谷上 博信 大阪国際がんセンター 麻酔科 主任部長

谷内江 昭宏 国立大学法人 金沢大学附属病院 小児科 教授

丹羽 淳一 愛知医科大学 内科学講座神経内科学 准教授

丹羽 隆 岐阜大学医学部附属病院 薬剤部 主任

丹保 亜希仁 国立大学法人 旭川医科大学病院 救急医学講座 講師

淡路 健太郎 東京大学医学部附属病院 皮膚科

鍛 良之 学校法人 獨協学園獨協医科大学病院 救急医学講座 助教

池添 隆之 福島県立医科大学 血液内科学講座 主任教授

池田 寿昭 東京医科大学八王子医療センター 病院長

池田 智明 三重大学大学院医学系研究科 産科婦人科学 教授

池田 和幸 京都府立医科大学大学院医学研究科 小児科学教室 学内講師

池田 和彦 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 輸血・移植免疫学講座 教授

竹原 和彦 国立大学法人 金沢大学附属病院 皮膚分子病態学 教授

竹原 和彦 順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科 臨床講師

竹田 健太 学校法人 兵庫医科大学 集中治療医学科 講師

竹田 知広 関西医療大学 大学院保健医療学研究科 保健医療学部臨床検査学科 准教授

竹内 宗之 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 集中治療科 主任部長

竹内 由起 兵庫県立尼崎総合医療センター 神経内科

中丸 朗 日本赤十字社栃木県支部那須赤十字病院 薬剤部 薬剤部長

中原 仁 学校法人 慶應義塾慶應義塾大学病院 神経内科 教授

中江 啓晴 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南部病院 神経内科 主任部長代行

中山 晴夫 いわき市立総合磐城共立病院 消化器内科 副院長、薬局長

中山 洋一 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 総合内科

中西 加寿也 成田赤十字病院 救急・集中治療科 部長

中川 義浩 国立病院機構 熊本医療センター 薬剤部 薬剤部長

中川 健 学校法人 東京歯科大学東京歯科大学市川総合病院 泌尿器科 教授

中川 広人 公益社団法人 鹿児島市医師会病院 脳神経内科 部長

中川 聡 独立行政法人  国立成育医療研究センター 手術・集中治療部 集中治療科 診療部長

中前 博久 大阪市立大学大学院 医学研究科 血液腫瘍制御学 准教授

中村 雅人 自治医科大学附属さいたま医療センター 救急科

中村 好一 自治医科大学 公衆衛生学 教授

中村 航世 新潟大学医歯学総合病院 神経内科

中村 誠昌 日本赤十字社長浜赤十字病院 救急部 部長

中村 玲 日本赤十字社小川赤十字病院 腎臓内科 医師

中村 和子 横浜市立大学附属市民総合医療センター 皮膚科 講師

中辻 裕司 国立大学法人 富山大学附属病院 神経内科 教授

中島 一朗 学校法人 東京女子医科大学東京女子医科大学病院 腎臓外科 講師

中島 一郎 学校法人 東北医科薬科大学東北医科薬科大学病院 老年神経内科学 教授



中島 秀明 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 主任教授

中島 芳樹 国立大学法人  浜松医科大学 医学部 麻酔・蘇生学講座 教授

中嶋 駿介 国立大学法人 旭川医科大学病院 救急医学講座 助教

中尾 浩一 社会福祉法人  恩賜財団済生会 熊本病院 病院長

中尾 紘一 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 神経内科 医長

中平 伸 堺市立総合医療センター 肝胆膵外科 部長

中澤 誠 一般財団法人 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 小児･生涯心臓疾患研究所 所長

仲野 達 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 神経内科

朝倉 英策 国立大学法人 金沢大学附属病院 病院臨床教授

町田 千尋 鹿児島大学病院 集中治療部

長江 千愛 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 小児科 講師

長根 百合子 公益財団法人 総合花巻病院 神経内科 主任医長

長沼 俊秀 大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学 講師

長谷 耕二 学校法人 慶應義塾慶應義塾大学薬学部 生化学講座 教授

長谷川 潔 東京大学大学院医学系研究科 肝胆膵外科学 教授

長谷部 千登美 日本赤十字社旭川赤十字病院 消化器内科 副院長

長谷部 忠史 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 薬剤部 部長

長藤 宏司 学校法人 久留米大学久留米大学病院 内科学講座 血液・腫瘍内科部門 主任教授

長尾 梓 医療法人 財団 荻窪病院 血液凝固科 医員

津田 悦子 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 小児循環器科 医療安全室 室長

津田 笑子 社会医療法人 康和会札幌しらかば台病院 神経内科 医長

塚口 眞砂 国家公務員共済組合連合会高松病院 神経内科 部長

塚本 克彦 山梨県立中央病院 皮膚科 医療安全管理室統括部長

辻 晶 愛知医科大学病院 臨床工学部

辻 麻人 独立行政法人 地域医療機能推進機構神戸中央病院 神経内科

辻本 登志英 日本赤十字社和歌山医療センター 集中治療部 部長

坪井 義夫 福岡大学病院 脳神経内科 教授

鶴田 大輔 大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学 教授

鶴田 良介 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 教授

貞広 智仁 学校法人 東京女子医科大学東京女子医科大学附属八千代医療センター 救急科 准教授 診療科長

貞弘 光章 山形大学医学部 外科学第二講座 教授

堤 誠司 国立大学法人 山形大学医学部 産科婦人科学講座 准教授

天野 景裕 東京医科大学病院 臨床検査医学科 教授

天野 正宏 宮崎大学医学部 感覚運動医学講座 皮膚科学分野 教授

天野 博雄 学校法人 岩手医科大学 皮膚科学講座 教授

田坂 定智 弘前大学大学院医学研究科 呼吸器内科学講座 教授

田上 隆 学校法人 日本医科大学日本医科大学多摩永山病院 救命救急センター 講師

田村 正毅 新潟市民病院 産婦人科 副部長

田中 嘉一 社会福祉法人 恩賜財団済生会千葉県済生会習志野病院 薬剤部 薬剤部長

田中 康博 独立行政法人 国立病院機構鹿児島医療センター 院長

田中 章景 公立大学法人 横浜市立大学大学院医学研究科 神経内科学・脳卒中医学 主任教授

田中 聡 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科 准教授

田中 聡一 日本赤十字社 旭川赤十字病院 麻酔科

田中 智大 中東遠総合医療センター 小児科 医員

田中 朝志 東京医科大学八王子医療センター 輸血部 副院長 部長

田中 奈緒 東京医科歯科大学 膠原病・リウマチ内科学

田中 敏克 兵庫県立こども病院 循環器内科 部長

田島 吾郎 国立大学法人 長崎大学病院 高度救命救急センター 助教

田畑 昌子 医療法人 公仁会姫路中央病院 神経内科 部長

田北 智裕 独立行政法人 国立病院機構熊本再春荘病院 神経内科 医長

渡嘉敷 崇 独立行政法人 国立病院機構沖縄病院 神経内科 部長

渡辺 剛 公益財団法人 星総合病院 薬剤部 法人 薬剤部長

渡辺 尚 日本赤十字社芳賀赤十字病院 産婦人科 第一産婦人科部長

渡辺 昇永 済生会野江病院 救急集中治療科



渡辺 楓 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 麻酔科

渡邉 豊彦 国立大学法人 岡山大学病院 泌尿器病態学 准教授

土井 庄三郎 東京医科歯科大学大学院 小児･周産期地域医療学 教授

土井 松幸 浜松医科大学医学部附属病院 集中治療部 部長

土井 智喜 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 救急科 部長

土屋 舞 国立大学法人 山梨大学医学部附属病院 神経内科 臨床助教

土岐 平 国立精神・神経医療研究センター病院 小児神経科

土田 真弓 学校法人 東京女子医科大学東京女子医科大学病院 皮膚科

島 啓介 富山県立中央病院 神経内科 医長

島貫 隆夫 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 病院長

島田 光生 国立大学法人 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 消化器・移植外科学 教授

嶋 緑倫 公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院 小児科 教授

嶋津 岳士 国立大学法人 大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター 教授

東 靖人 医療法人 公仁会姫路中央病院 神経内科 理事長

東 裕福 日本大学医学部 産婦人科学系 産婦人科学分野 医局長

桃井 伸緒 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 周産期小児地域医療支援講座 教授

筒井 由佳 社会医療法人 近森会近森病院 薬剤部 薬剤部長

藤井 克則 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 小児病態学 講師

藤岡 哲平 名古屋市立大学大学院医学研究科 神経内科学 助教

藤原 祥裕 愛知医科大学 麻酔科 教授

藤原 由規 川崎医科大学 消化器外科学教室 教授

藤枝 幹也 国立大学法人 高知大学医学部附属病院 小児科 教授

藤田 英樹 学校法人 日本大学日本大学医学部附属板橋病院 皮膚科学系 皮膚科学分野 准教授

藤田 直人 日本赤十字社広島赤十字・原爆病院 小児科 部長

藤田 亮 日本赤十字社唐津赤十字病院 救急科 副部長

藤尾 圭志 東京大学大学院医学系研究科 アレルギーリウマチ学 教授

藤本 学 大阪大学大学院 医学系研究科 皮膚科学 教授

藤本 康裕 関西電力㈱関西電力病院 脳神経外科 副院長

藤本 隆 公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院 リウマチセンター 病院教授

藤野 裕士 大阪大学大学院医学系研究科 麻酔・集中治療医学 教授

道下 吉広 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 科長

道勇 学 学校法人 愛知医科大学愛知医科大学病院 内科学講座 神経内科学 教授

奈村 憲幸 宝塚市立病院 リウマチ科

内場 光浩 国立大学法人 熊本大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 助教

内野 博之 東京医科大学病院 麻酔科学分野 主任教授

南谷 曜平 日本赤十字社熊本赤十字病院 こども医療センター 小児科

南部 光彦 なんぶ小児科アレルギー科 院長

楠 進 学校法人 近畿大学近畿大学医学部附属病院 神経内科 教授

楠井 隆 日本赤十字社長浜赤十字病院 放射線科 院長

楠原 浩一 産業医科大学 小児科学教室 教授

二井 理文 三重大学医学部附属病院 産科婦人科 助教

二階 哲朗 島根大学医学部附属病院 集中治療部 副部長

日外 知行 学校法人  大阪医科大学 集中治療部 部長補佐

日比 泰造 国立大学法人 熊本大学医学部附属病院 小児外科学・移植外科学分野 教授

日髙 央 学校法人 北里研究所北里大学病院 消化器内科 准教授

入江 利行 小倉記念病院 薬剤部 薬剤部長

納富 誠司郎 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 小児科 副医長

波多野 悦朗 兵庫医科大学 外科学講座 肝・胆・膵外科 教授 

波部 幸司 国立大学法人 三重大学医学部附属病院 皮膚科 講師

馬屋原 孝恒 磐田市立総合病院 皮膚科 医長

馬場 泰尚 学校法人 帝京大学帝京大学医学部附属溝口病院 神経内科 教授

梅垣 修 学校法人  大阪医科大学 集中治療部 准教授・部長

梅村 穣 国立大学法人 大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター

梅村 武寛 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 救急医療科 部長



梅本 岳宏 学校法人 昭和大学昭和大学藤が丘病院 消化器・一般外科 講師

萩原 敬史 宝塚市立病院 リウマチ科 部長

白井 慎一 国立大学法人 北海道大学病院 神経内科

白石 裕一 国立大学法人 長崎大学病院 脳神経内科 講師

白土 基明 国立大学法人 九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科 講師

麦井 直樹 国立大学法人 金沢大学附属病院 リハビリテーション部 技師長

畠山 登 学校法人 愛知医科大学 医学部麻酔科学講座 教授

八木 孝仁 国立大学法人 岡山大学病院 肝胆膵外科 教授

八木 秀男 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター 血液・腫瘍内科 部長

八木 正晴 学校法人 昭和大学昭和大学病院 救急医学科 准教授

八木 哲也 名古屋大学大学院医学系研究科 臨床感染制御学 教授

板倉 敦夫 学校法人 順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 産婦人科 教授

飯塚 亮二 日本赤十字社京都第二赤十字病院 救命救急センター 所長

飯島 正博 国立大学法人 名古屋大学医学部附属病院 難治性神経疾患治療学 寄附講座 寄附講座講師

飛田 規 磐田市立総合病院 外来化学療法室 副病院長

尾崎 司 国立大学法人 山形大学医学部附属病院 旧分子病態学講座

尾崎 彰彦 社会福祉法人 恩寵財団済生会支部大阪府済生会中津病院 脳神経内科 部長

尾山 徳孝 福井大学医学部附属病院 皮膚科 准教授

尾上 祐行 学校法人 獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経内科 准教授

尾内 善広 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 環境医学講座 公衆衛生学 准教授

美馬 隆宏 日本赤十字社大津赤十字病院 小児科 医長

氷室 圭一 ＪＲ東京総合病院 脳神経内科 医長

富岳 亮 金沢医科大学氷見市民病院 神経内科 臨床教授

冨岡 譲二 医療法人 緑泉会米盛病院 副院長

冨田 栄一 岐阜市民病院 院長

冨滿 弘之 JAとりで総合医療センター 神経内科 部長

布宮 伸 自治医科大学医学部 麻酔科学・集中治療医学講座 集中治療医学部門 教授

布施 茂登 NTT東日本札幌病院 小児科 医長

斧 康雄 学校法人 帝京大学帝京大学医学部 微生物学講座 主任教授

武下 草生子 横浜市立大学附属市民総合医療センター 小児総合医療センター

武山 直志 愛知医科大学 救命救急科 教授

服部 学 社会医療法人 宏潤会だいどうクリニック・大同病院 神経内科 副院長・主任部長

福家 良太 学校法人 東北医科薬科大学東北医科薬科大学病院 感染症学教室 助教

福田 幾夫 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 清香 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 総合小児科

福田 智文 学校法人 産業医科大学産業医科大学病院 小児科 助教

福田 豊 一般財団法人 竹田健康財団竹田綜合病院 小児科 科長

福田 隆浩 国立がん研究センター中央病院 造血幹細胞移植科 造血幹細胞移植科長

福島 剛志 松戸市立総合医療センター 脳神経内科 部長

福迫 俊弘 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 神経内科 診療部長

福武 敏夫 医療法人 鉄蕉会亀田総合病院 脳神経内科 部長

福廣 吉晃 社会医療法人 生長会府中病院 急病救急センター 部長

淵田 真一 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 内科 部長

文屋 尚史 北海道公立大学法人 札幌医科大学 救急医学講座 助教

平井 学 四天王寺病院 血液内科 副院長

平井 克樹 日本赤十字社熊本赤十字病院 第二小児科 部長

平家 俊男 兵庫県立尼崎総合医療センター 院長

平岩 朋子 福島県立医科大学医学部  皮膚科学講座

平田 康隆 東京大学大学院医学系研究科 心臓外科学 准教授

平尾 収 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 麻酔科 集中治療部 部長

平野 克治 湘南東部総合病院 肝臓病センター センター長

平野 春伸 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 小児科 部長

平林 茉莉奈 日本大学医学部 救急医学系 救急集中治療医学分野

米衛 ちひろ 独立行政法人 国立病院機構 南九州病院 小児科



米村 雄士 国立大学法人 熊本大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 副部長

別所 晶子 学校法人 埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 小児科 助教

片桐 弘勝 岩手医科大学 外科学講座 肝胆膵外科 助教

片山 浩 川崎医科大学 麻酔・集中治療医学３ 教授

片山 志郎 学校法人 日本医科大学日本医科大学付属病院 薬剤部 部長

片山 隆行 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 講師

片山 栞 福岡大学病院 皮膚科 助手

保田 晋助 国立大学法人 北海道大学病院 内科Ⅱ 准教授

保富 宗城 公立大学法人 和歌山県立医科大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 教授

芳川 浩男 学校法人 兵庫医科大学兵庫医科大学病院 内科学 神経・脳卒中科 教授

芳地 一 香川県病院薬剤師会 会長

望月 秀樹 大阪大学大学院医学系研究科 神経内科学 教授

望月 勝徳 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 救急集中治療医学教室 講師

北見 明彦 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 教授

北川 喜己 名古屋掖済会病院 救急科 副院長/救命救急センター長

北村 英二 学校法人 北里研究所北里大学病院 脳神経内科 講師

北林 淳 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

牧野 茂義 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 輸血部 部長

牧野 雄一 国立大学法人 旭川医科大学 内科学講座 病態代謝内科学分野 准教授

堀 善和 公立紀南病院組合紀南病院 内科

堀内 保孝 日本赤十字社静岡赤十字病院 薬剤部 薬剤部長

本間 真人 筑波大学附属病院 薬剤部 部長

本間 利生 埼玉県立小児医療センター 集中治療科

本郷 悠 学校法人 北里研究所北里大学病院 脳神経内科

本田 真也 山口大学大学院医学系研究科 神経内科学

麻奥 英毅 広島赤十字・原爆病院 血液内科 部長

末吉 栄志 熊本市立熊本市民病院 薬剤課 薬剤課長

末田 泰二郎 国立大学法人 広島大学大学院医歯薬保健学研究科 応用生命科学部門外科学 教授

明石 健吾 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

茂木 精一郎 群馬大学大学院医学系研究科 皮膚科学 准教授

木下 浩作 日本大学医学部 救急医学系 救急集中治療医学分野 主任教授

木村 公俊 国立大学法人 京都大学医学部附属病院 脳神経内科 助教

木村 純人 北里大学メディカルセンター 小児科

木村 誠 神戸こども初期急病センター 薬事グループ チーフ

木村 哲也 学校法人 聖路加国際大学聖路加国際病院 神経内科 部長

野寺 裕之 国立大学法人 徳島大学病院 神経内科 講師

野村 恭一 学校法人 埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 神経内科 教授

野村 浩一 医療法人 ＳＨＩＯＤＡ塩田病院 脳神経内科 部長

野村 昌作 関西医科大学附属病院 内科学第一講座 副学長・主任教授

野村 裕一 鹿児島市立病院 小児科

野中 道夫 医療法人 北祐会 北祐会神経内科病院 神経内科 診療部部長

野本 信彦 新潟県立新発田病院 血液内科 部長

矢口 有乃 学校法人 東京女子医科大学東京女子医科大学病院 救急医学講座 教授・講座主任

矢田 憲孝 公立大学法人  奈良県立医科大学 総合医療学講座 助教

矢野 晴美 国際医療福祉大学 感染症学／医学教育統括センター 教授

柳 秀高 学校法人 東海大学東海大学医学部付属病院 総合内科 講師

由留部 圭伍 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 薬剤部 主任

落合 やよい 国立大学法人 宮崎大学医学部附属病院 看護部 副看護師長

立花 直樹 青森県立中央病院 小児科 医療顧問

竜 崇正 医療法人 社団健勝会浦安ふじみクリニック 院長

緑川 武正 医療法人 社団康心会湘南東部総合病院 外科 副院長

林 寛之 福井大学医学部附属病院 総合診療部 教授

林 俊誠 前橋赤十字病院 感染症内科 副部長

林 達哉 旭川医科大学 頭頸部癌先端的診断・治療学講座 特任教授



林 智宏 国立大学法人 富山大学附属病院 神経内科

林 敏昭 医療法人 渓仁会手稲渓仁会病院 血液内科 血液内科部長

林 茂 富山市立富山市民病院 内科（神経内科） 部長

鈴木 義広 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 消化器内科 診療部長（兼）消化器内科部長

鈴木 啓之 公立大学法人 和歌山県立医科大学附属病院 小児科学教室 教授

鈴木 重明 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 潤 国立大学法人 山梨大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科

鈴木 昭夫 岐阜大学医学部附属病院 薬剤部 部長

鈴木 伸一 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 外科学治療学 心臓血管外科 診療教授

鈴木 真 亀田総合病院 総合周産期母子医療センター センター長

鈴木 聡史 社会福祉法人 恩賜財団大阪府済生会野江病院 救急集中治療科 部長

鈴木 泰 学校法人 岩手医科大学岩手県高度救命救急センター 准教授

鈴木 靖士 独立行政法人 国立病院機構仙台医療センター 神経内科 医長

鈴木 悠地 岩手医科大学 内科学講座 消化器内科肝臓分野 助教

鈴木 隆史 医療法人 財団荻窪病院 血液凝固科 部長

六戸 大樹 国立大学法人 弘前大学大学院医学研究科 皮膚科学講座 助教

和田 泰三 金沢大学附属病院 小児科 講師

和田 裕介 和泉市立総合医療センター 血液内科 医長

脇 研自 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 小児科 主任部長

鷲尾 健 国立大学法人 神戸大学医学部附属病院 皮膚科 助教

國土 典宏 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 理事長

國分 則人 学校法人 獨協学園獨協医科大学病院 内科学（神経） 准教授

實金 健 日本赤十字社岡山赤十字病院 救急部 部長

寶住 肇 学校法人 獨協学園獨協医科大学病院 救急医学講座 助教

廣岡 昌史 国立大学法人 愛媛大学医学部附属病院 総合診療サポートセンター 准教授 

廣間 武彦 地方独立行政法人 長野県立病院機構長野県立こども病院 総合周産期母子医療センター・新生児科 部長

廣野 恵一 国立大学法人 富山大学附属病院 小児科 助教

檜垣 高史 国立大学法人 愛媛大学医学部附属病院 地域小児・周産期学講座 教授

櫻井謙三 川崎市立多摩病院 神経内科 医長

澤村 大輔 国立大学法人 弘前大学大学院医学研究科 皮膚科学講座 教授

澤部 琢哉 日本赤十字社広島赤十字・原爆病院 リウマチ科 部長

濱見 原 愛媛県立中央病院 救急科 主任部長

濱口 儒人 金沢大学医薬保健研究域医学系 皮膚分子病態学 准教授

濱口 良彦 関西電力㈱関西電力病院 薬剤部 部長

濱田 宏 国立大学法人 広島大学大学院医歯薬保健学研究科 総合健康科学部門麻酔蘇生学 准教授

濱田 洋通 学校法人 東京女子医科大学東京女子医科大学附属八千代医療センター 小児科 臨床教授 診療科長

濱野 利明 関西電力病院 神経内科 部長

當銘 大吾郎 国立大学法人 琉球大学医学部附属病院 第三内科

眞鍋 求 国立大学法人 秋田大学医学部附属病院 皮膚科・形成外科学講座 教授

齋 秀二 手稲渓仁会病院 小児科

齋藤 滋 国立大学法人 富山大学大学院医学薬学研究部 産科婦人科学講座 教授

齋藤 秀之 熊本大学医学部附属病院 薬剤部 教授

齋藤 裕 国立大学法人 徳島大学病院 消化器・移植外科 特任助教

齋木 佳克 国立大学法人 東北大学病院 外科病態学講座心臓血管外科学分野 教授

簗場 広一 東京慈恵会医科大学附属病院 皮膚科学講座 講師

釼持 学 学校法人 北里研究所北里大学病院 小児科 講師

關谷 暁子 国立大学法人 金沢大学附属病院 検査部 大学院医薬保健域保健学系 助教

齊藤 洋司 島根大学医学部附属病院 麻酔科 教授

﨑山 快夫 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 神経内科 講師

濵野 雄二朗 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 高度救命救急センター 診療助教

瀨戸 眞澄 大阪府済生会千里病院 小児科 主任部長

髙橋 宏行 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 集中治療科 部長

髙山 雅至 日本赤十字社長野赤十字病院 第一小児科 副部長

髙松 孝太郎 国立大学法人 熊本大学医学部附属病院 脳神経内科 特任助教



髙木 慎太郎 日本赤十字社広島赤十字・原爆病院 第二消化器内科部 副部長

髙﨑 智美 一般社団法人 大分市医師会立アルメイダ病院 救急・集中治療科

特定非営利活動法人  領域横断的集学的治療支援センター

蒲郡市民病院



【Ｃ】原稿執筆料等　　　　②原稿執筆料・監修料 年間総額　　　　　　９，７１２，７７０ 円

氏名 施設・団体名 所属 役職

佐々木 亮 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 救命救急センター 救急科診療科長

園生 雅弘 合同会社 ディアスマイル 役員

阿曽沼 和代 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 薬剤部 本部長補佐

安田 智嗣 国立大学法人鹿児島大学病院 救急・集中治療部 副部長

安藤 嘉門 川崎市立川崎病院 麻酔科 医長

安本 篤史 国立大学法人東京大学医学部附属病院 臨床病態検査医学分野 助教

伊東 弘樹 国立大学法人大分大学医学部附属病院 薬剤部 教授

伊藤 隆史 国立大学法人鹿児島大学病院 救命救急センター 講師

井関 健 国立大学法人北海道大学病院 薬剤部 部長・教授

稲葉 雄二 地方独立行政法人長野県立病院機構長野県立こども病院 神経小児科 部長兼院長補佐

鵜沢 顕之 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 神経内科 助教

永居 えい子 熊本南前薬局 薬剤師

岡本 好司 社会医療法人北九州病院北九州八幡東病院 外科/消化器科・肝臓病センター 副院長兼センター長

花木 秀明 学校法人北里研究所北里大学 感染制御研究センター センター長

海田 賢一 防衛医科大学校 神経・抗加齢血管内科 准教授・臨床教育教授

垣花 泰之 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 生体機能制御学講座 救急・集中治療医学分野 教授

関口 兼司 国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 内科学講座 神経内科学分野 准教授

丸山サラディーニ 恵子 医療法人社団青葉会世田谷神経内科病院 神経内科

丸藤 哲 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 侵襲制御救急センター 顧問・センター長

吉村 旬平 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 救急診療科 医員

吉田 幸世 学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院 移植・再生医療センター レシピエント移植コーディネーター

橘木 浩平 学校法人自治医科大学自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児手術・集中治療部 病院助教

久保田 康生 国立大学法人北海道大学病院 薬剤部 主任

久保田 実 国立大学法人 東京大学医科学研究所附属病院 関節外科 理学療法士

宮崎 菜穂子 薬剤師

宮地 洋輔 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 神経内科 助教

牛膓 沙織 一般社団法人日本海員掖済会 名古屋掖済会病院 薬剤部 副薬剤部長

桑原 基 学校法人近畿大学近畿大学医学部 神経内科 講師

桑原 聡 国立大学法人千葉大学医学研究院 神経内科学 教授

古賀 道明 国立大学法人山口大学大学院医学系研究科 神経内科学 講師

戸部 賢 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 集中治療部 助教

後藤 孝治 国立大学法人大分大学医学部附属病院 麻酔科 診療教授

広瀬 智也 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院 ER・救命救急科 医長

高橋 由子 公益財団法人総合花巻病院 看護科

今井 富裕 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 保健医療学部 作業療法学科 教授

佐藤 由美 公益財団法人総合花巻病院 薬局

佐藤 雄己 国立大学法人大分大学医学部附属病院 薬剤部 副薬剤部長

佐道 俊幸 奈良県立医科大学附属病院 産婦人科 准教授 

坂本 ゆり 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 総合診療サポートセンター

三大寺 紀子 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 薬剤部

三宅 康史 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 救急医学講座 教授

山岸 裕子 近畿大学医学部 神経内科

山谷 明正 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 薬剤部 薬剤部長

山田 高成 学校法人慶應義塾慶應義塾大学 医学部 麻酔学教室 講師

山本 大輔 北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 神経内科学講座 助教



柴田 純平 学校法人藤田学園藤田医科大学 医学部 麻酔・侵襲制御医学講座 准教授

射場 敏明 順天堂大学大学院医学研究科 救急・災害医学 教授

酒井 和哉 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 輸血部

秋月 光 学校法人順天堂順天堂大学大学院医学研究科 救急・災害医学

緒方 英紀 国立大学法人九州大学大学院医学研究院 神経内科学教室 助教

小西 哲郎 一般財団法人京都地域医療学際研究所がくさい病院 病院長

小倉 崇以 日本赤十字社前橋赤十字病院 高度救命救急センター

小倉 裕司 国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 救急医学 准教授

小池 春樹 国立大学法人名古屋大学医学系研究科 神経内科学 准教授

小竹 良文 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大橋病院 麻酔科 教授

小島 賢一 医療法人財団 荻窪病院 血液凝固科 臨床心理士

小野 織江 産業医科大学病院 血友病センター 血友病ナースコーディネーター

小林 隆夫 浜松医療センター 名誉院長

松井 尚子 国立大学法人徳島大学病院 神経内科 講師

松本 智子 天理医療大学 臨床検査学科 助教

上阪 等 医療法人社団 桐和会

新井 孝文 一般社団法人日本海員掖済会 名古屋掖済会病院 薬剤部 副薬剤部長

森岡 一朗 学校法人日本大学 日本大学 医学部 小児科 主任教授

森川 守 国立大学法人北海道大学病院 産科・生殖医学分野 准教授

森尾 友宏 国立大学法人東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 発生発達病態学分野 教授

神里 興太 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 麻酔科 助教

神林 隆道 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 神経内科

水田 耕一 学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院 外科学講座移植外科学部門 教授

西野 一三 国立精神・神経医療研究センター神経研究所 疾病研究第一部 部長

石井 文人 久留米大学医学部 皮膚科学講座 准教授

石村 匡崇 九州大学大学院医学研究院 成長発達医学分野 助教講師

川口 千晴 社会福祉法人東大寺福祉事業団東大寺福祉療育病院 副院長

浅井 美穂 一般社団法人日本海員掖済会 名古屋掖済会病院 薬剤部

早川 峰司 国立大学法人北海道大学病院 侵襲制御医学講座救急医学分野 講師

槍澤 公明 公益財団法人総合花巻病院 神経内科 部長

村井 弘之 学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学 神経内科 主任教授

村上 千恵子 青森県立中央病院 脳神経センター 脳神経内科 副部長

大崎 裕亮 国立大学法人徳島大学病院 神経内科 特任助教

大須賀 章倫 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 救命救急センター 救急科医長

大石 知瑞子 学校法人杏林学園杏林大学医学部 第一内科学講座 神経内科学 助教

大友 慎也 学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院 薬剤部 主任薬剤師

丹羽 隆 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 薬剤部 主任

池上 信昭 一般社団法人日本海員掖済会 名古屋掖済会病院 薬剤部 部長

竹谷 英之 国立大学法人 東京大学医科学研究所附属病院 関節外科 講師

竹迫 直樹 独立行政法人国立病院機構災害医療センター 特命副院長

中沢 洋三 信州大学医学部 小児医学教室 教授

中尾 綾 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 第一内科

朝倉 英策 国立大学法人金沢大学附属病院 高密度無菌治療部 准教授

長江 千愛 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 小児科 講師

長根 百合子 公益財団法人総合花巻病院 神経内科 医長

津田 笑子 社会医療法人康和会札幌しらかば台病院 神経内科 医長

塚本 浩 学校法人東京医科大学東京医科大学茨城医療センター 脳神経内科 臨床准教授

天野 景裕 東京医科大学 臨床検査医学分野 教授

田坂 定智 国立大学法人弘前大学医学部附属病院 呼吸器内科学講座 教授



田村 利尚 学校法人産業医科大学産業医科大学病院 消化器・内分泌外科 助教

田中 榮司 国立大学法人信州大学 医学部 部長

田島 吾郎 国立大学法人長崎大学病院 高度救命救急センター 助教

渡部 広明 国立大学法人島根大学医学部附属病院 高度外傷センター センター長、教授

東 倫子 国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 救急・内科系集中治療部 病院助教

藤本 学 筑波大学 医学医療系 皮膚科学 教授

内場 光浩 熊本大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 助教

内藤 寛 日本赤十字社伊勢赤十字病院 脳神経内科 部長

楠 進 近畿大学医学部 神経内科 主任教授

日笠 真一 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 薬剤部

日浅 陽一 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 総合診療サポートセンター センター長・教授

能登 祐一 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 神経内科学 助教

梅村 穣 国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 生体統制医学講座 救急医学教室

白幡 聡 社会医療法人北九州病院北九州八幡東病院

畑中 裕己 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 神経内科 講師

畠 清彦 国際医療福祉大学三田病院 血液内科 教授

八鍬 奈穂 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 妊娠と薬情報センター

八重樫 由貴 公益財団法人総合花巻病院 薬局

飯塚 敦夫 医療法人いいづかファミリークリニック 院長

布施 茂登 ＮＴＴ東日本札幌病院 小児科 医長

武山 雅博 奈良県立医科大学附属病院 小児科 講師

北國 圭一 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 神経内科 助教

牧野 健一郎 医療法人財団はまゆう会新王子病院 リハビリテーションセンター リハビリテーションセンター長

名嘉眞 武國 久留米大学医学部 皮膚科学講座 主任教授

野寺 裕之 国立大学法人徳島大学大学院医歯薬学研究部 医科学部門 内科系 臨床神経科学分野 講師

野村 恭一 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 神経内科 教授

野村 恭一 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 神経内科 教授

野島 剛 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 救命救急科 主査

有嶋 拓郎 国立大学法人鹿児島大学病院 救命救急センター 副センター長

鈴木 浩大 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 高次救命治療センター 医員

鈴木 重明 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 昭夫 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 薬剤部 部長

鈴木 隆史 医療法人財団 荻窪病院 血液凝固科 部長

和田 育子 医療法人財団 荻窪病院 血液凝固科 看護師

國分 則人 学校法人獨協学園獨協医科大学医学部 臨床医学 内科学（神経） 准教授

廣岡 昌史 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 総合診療サポートセンター 副センター長

澁谷 和幹 国立大学法人千葉大学医学研究院 神経内科学 助教

﨑田 智美 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 総合診療サポートセンター 副センター長



【Ｃ】原稿執筆料等　　　　③コンサルティング等業務委託費 年間総額    　　２，７８４，２５５ 円

氏名 施設・団体名 所属 役職

阿部 淳 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 免疫アレルギー研究部

碓氷 章彦 国立大学法人 名古屋大学大学院 医学系研究科 心臓外科 教授

鎌田 政博 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 循環器小児科 主任部長

栢木 善朗 かやのき内科医院 内科・消化器科 院長

吉岡 章 公立大学法人 奈良県立 医科大学 名誉教授

久米 典昭 学校法人 神戸学院 神戸学院大学薬学部 教授

原 寿郎 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 院長

柴田 泉

射場 敏明 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属順天堂医院 救急・災害医学 教授

升田 好樹 北海道公立大学法人 札幌医科大学 集中治療医学 教授

石井 正浩 石井小児科 心臓小児科 院長　

石倉 宏恭 学校法人 福岡大学 福岡大学西新病院 病院長

早川 峰司 国立大学法人 北海道大学医学部 救急医学 講師

中村 謙介 ㈱日立製作所 日立総合病院 救命救急センター センター長

嶋村 剛 国立大学法人 北海道大学病院 臓器移植部 診療教授

藤部 佑哉 ＮＴＴ東日本札幌病院 産婦人科

白石 裕比湖 医療法人 達生堂 城西病院 院長

白幡 聡 社会医療法人 北九州病院 北九州八幡東病院

牧野 茂義 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 部長

矢田部 智昭 国立大学法人 高知大学医学部附属病院 麻酔科 講師

髙橋 啓 学校法人 東邦大学 東邦大学医療センター大橋病院 病理診断科 教授



【Ｄ】情報提供関連費

①講演会等会合費 ２９８件 １６８，２１１，０６７ 円

②説明会費 ６，１６５件 ２３６，９０１，８７６ 円

③医学・薬学関連文献等提供費 ４５，０４９，５４０ 円

年間総額年間件数



【Ｅ】その他の費用

接遇等費用 １６，０５５，１３６ 円

年間総額


