
透明性ガイドラインに基づく2018年度公開情報

Ｃ．原稿執筆等
（１）講師謝金

氏名（敬称略） 件数 金額（円）
渥美　達也 3 ¥367,522
角田　洋一 1 ¥77,959
桑名　正隆 1 ¥278,426
小池　隆夫 1 ¥55,685
五野　貴久 1 ¥33,411
佐川　昭 1 ¥111,370

佐藤　伸一 1 ¥100,000
清水　力 1 ¥89,096

仲瀬　裕志 1 ¥66,822
西江　渉 1 ¥33,411
藤本　学 1 ¥167,056

三谷　麻子 1 ¥22,274
村田　満 1 ¥89,096

岡田　随象 2 ¥89,096
嘉糠　洋陸 1 ¥111,370
吉田　松生 1 ¥33,411
熊ノ郷　淳 1 ¥55,685
経塚　淳子 1 ¥111,370

後藤　由季子 1 ¥33,411
高橋　淑子 1 ¥55,685
高林　純示 1 ¥111,370
斎藤　通紀 1 ¥111,370
山岸　明彦 1 ¥111,370
児玉　龍彦 2 ¥89,096
水島　昇 2 ¥89,096

西田　栄介 1 ¥33,411
川上　英良 1 ¥111,370

倉永 英里奈 2 ¥89,096
武部　貴則 1 ¥111,370
米原　伸 2 ¥89,096

北川　大樹 1 ¥111,370
門脇　孝 2 ¥89,096

国立大学法人 京都大学大学院 薬学研究科 寄附講座 ナノバイオ医薬創成科学講座
国立大学法人 東京大学大学院 薬学系研究科 生理化学教室
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

国立研究開発法人 理化学研究所　生命機能科学研究センター　老化分子生物学研究チーム
国立研究開発法人 理化学研究所 医科学イノベーションハブ推進プログラム (MIH)   健康医療データAI予測推論開発ユ
国立大学法人 東北大学大学院 生命科学研究科 生態発生適応科学専攻 組織形成分野
国立大学法人 東京医科歯科大学 統合研究機構

国立大学法人 京都大学 生態学研究センター
国立大学法人 京都大学大学院 医学研究科 生体構造医学講座 機能微細形態学
学校法人 東京薬科大学 生命科学部分子生命科学科　極限環境生物
国立大学法人 東京大学 先端科学技術研究センター システム生物医学
国立大学法人 東京大学大学院　医学系研究科 分子生物学分野

国立大学法人 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
国立大学法人 東北大学大学院 生命科学研究科 分子生命科学専攻 分子発生制御分野
国立大学法人 東京大学大学院薬学系研究科　分子生物学教室
国立大学法人 京都大学大学院 理学研究科　生物科学専攻 動物発生学

国立大学法人 北海道大学病院　検査・輸血部
学校法人 慶應義塾大学医学部　臨床検査医学
国立大学法人 大阪大学大学院医学系研究科　遺伝統計学
学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学 熱帯医学講座
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 基礎生物学研究所 発生生物学領域 生殖細胞研究部門

国立大学法人 東京大学大学院医学系研究科　皮膚科学
一般財団法人 苫小牧保健センター
北海道公立大学法人 札幌医科大学医学部消化器内科学講座
国立大学法人 北海道大学大学院 医学研究院 皮膚科学教室
国立大学法人 筑波大学 医学医療系 皮膚科学

国立大学法人 東北大学病院　消化器内科
学校法人 日本医科大学大学院医学研究科　アレルギー膠原病内科学分野
医療法人清仁会 北海道内科リウマチ科病院
学校法人 日本医科大学大学院医学研究科　アレルギー膠原病内科学分野
医療法人社団 佐川昭リウマチクリニック

所属組織（2018年度）
国立大学法人 北海道大学大学院医学研究院　免疫・代謝内科学教室
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Ｃ．原稿執筆等
（２）原稿執筆料・監修料

氏名（敬称略） 件数 金額（円）
藏本　博行 1 ¥55,685
渡邉　純 1 ¥55,685

桑名　正隆 1 ¥77,959
五野　貴久 1 ¥77,959
岸部　麻里 1 ¥33,411
川野　充弘 1 ¥55,685
西江　渉 1 ¥77,959

田中　聡司 1 ¥55,685

（３）コンサルティン等業務委託費
氏名（敬称略） 件数 金額（円）

伊藤　晋 1 ¥111,370
鈴木　進 1 ¥1,336,440
川茂　幸 1 ¥169,283

谷口　俊一郎 1 ¥172,624
谷口　浩也 2 ¥160,000
坂東　英明 1 ¥55,685
衣斐　寛倫 1 ¥55,685
安田　満 1 ¥111,370

森下　英理子 1 ¥111,370
山口　研成 1 ¥111,370
谷口　浩也 1 ¥55,685
吉野　孝之 1 ¥55,685
村島　温子 1 ¥111,370

金子　佳代子 1 ¥77,959
加藤 元博 2 ¥222,740
奥川　喜永 1 ¥55,685
出口　隆 1 ¥111,370

田村　直人 1 ¥111,370
松下　雅和 1 ¥77,959
砂川　優 1 ¥55,685

山﨑　健太郎 1 ¥55,685
児玉　龍彦 1 ¥1,200,000
角田　洋一 2 ¥222,740
家子　正裕 1 ¥111,370
渥美　達也 1 ¥111,370
結城　敏志 1 ¥55,685
奥　健志 1 ¥77,959

所属組織（2018年度）
公益財団法人 神奈川県予防医学協会 婦人検診部
国立大学法人 弘前大学大学院 保健学研究科 生体検査科学領域
学校法人 日本医科大学大学院医学研究科　アレルギー膠原病内科学分野
学校法人 日本医科大学大学院医学研究科　アレルギー膠原病内科学分野
国立大学法人 旭川医科大学　皮膚科学講座
国立大学法人 金沢大学附属病院　リウマチ膠原病内科
国立大学法人 北海道大学大学院 医学研究院 皮膚科学教室
国立病院機構 大阪医療センター 消化器内科

所属組織（2018年度）
あいクリニック
学校法人 愛知医科大学 研究創出支援センター
学校法人 松本歯科大学　内科
国立大学法人 信州大学医学部 包括的がん治療学教室
愛知県がんセンター 中央病院　薬物療法部
愛知県がんセンター 中央病院　薬物療法部
愛知県がんセンター 研究所　がん標的治療トランスレーショナルリサーチ分野
国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院 生体支援センター
国立大学法人 金沢大学医薬保健学系　検査科学専攻
公益財団法人 がん研究会有明病院　消化器センター 消化器化学療法科
国立研究開発法人 国立がんセンター東病院　消化管内科
国立研究開発法人 国立がんセンター東病院　消化管内科
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
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
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
国立大学法人三重大学医学部附属病院　消化管外科
社会医療法人厚生会　木沢記念病院
学校法人 順天堂大学附属順天堂医院　膠原病・リウマチ内科
学校法人 順天堂大学附属順天堂医院　膠原病・リウマチ内科
学校法人 聖マリアンナ医科大学病院　腫瘍内科
静岡県立 静岡がんセンター　消化器内科

国立大学法人 北海道大学病院（内科Ⅱ）

国立大学法人 東京大学 先端科学技術研究センター
国立大学法人 東北大学　消化器内科
学校法人東日本学園　北海道医療大学 歯学部 生体機能・病態学系 内科学分野
国立大学法人 北海道大学大学院 医学研究院 免疫・代謝内科学教室
国立大学法人 北海道大学病院　消化器内科
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