
C．原稿執筆料等　支払先一覧　（対象期間　2017年4月1日～2018年3月31日）

・C-1 講師謝金
施設名 診療科 役職 お名前

かわせみクリニック 臨床工学科 技師長 浅沼貴之 

熊本大学医学部附属病院 ＭＥ機器センター 副センター長 芦村浩一 

名古屋市立大学大学院医学研究科 産科婦人科 病院准教授 荒川敦志 

本間病院 透析室 臨床工学技士 五十嵐一生 

医療法人仁友会　北彩都病院　 診療技術部 部長 石川幸広 

四日市消化器病衣センター 消化器内科 理事長 石原知明 

志都呂クリニック 看護総師長 井島順子 

がん研究会有明病院 消化器化学療法科 副院長 市村崇 

国立大学法人島根大学医学部附属病院 腎臓内科 診療教授 伊藤孝史 

日田中央病院 外科 副院長 井上哲也 

医療法人柿生会渡辺クリニック 臨床工学部 技士長 今井勝 

天神会古賀病院２１ 臨床工学課 統括課長 岩本ひとみ 

東京医科大学茨城医療センター 消化器内科 准教授 岩本淳一 

医療法人社団三思会　東邦病院 腎臓透析センター センター長 植木嘉衛 

倉敷中央病院 血液内科 主任部長 上田恭典 

医療法人偕行会偕行会セントラルクリニック 透析医療事業部 課長 上野彰之 

千葉大学医学部 神経内科 助教授 鵜沢顕之 

みはま病院　 ＭＥ部 部長 内野順司 

滋賀医科大学医学部 救急集中治療医学講座 教授 江口豊 

医療法人蒼龍会井上病院 医療安全管理室 室長 榎本拓 

埼玉医科大学総合医療センター 神経内科 講師 王子聡 

庄子内科クリニック 院長 大内雄太 

釧路泌尿器科クリニック 副院長 大澤貞利 

社会医療法人　名古屋記念財団 理事長 太田圭洋 

誠知クリニック 技士 大谷

藤田保健衛生大学病院 消化管内科 大宮直木 

千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学 教授 織田成人 

社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院 臨床工学技士室 副室長 小野信行 

医療法人一陽会　横川クリニック 血液浄化部臨床工学科 主任 小野亮一 

一般財団法人筑波麓仁会　筑波学園病院 リウマチ科 部長 尾登誠 

福岡徳洲会病院 臨床工学科 副技士長 小畠勝司 

佐賀大学医学部 血液腫瘍内科 医学博士 柏田知美 

待望主会　安立医院 透析室 兼次誠也 

豊資会　加野病院 透析部透析課 加野智博 

特定医療法人あかね会　土谷総合病院 副院長 川西秀樹 

山口大学 大学院医学系研究科神経内科学 教授 神田隆 

社会医療法人健和会健和会病院 透析センター 部長 熊谷悦子 

医療法人慶友会　守谷慶友病院 つくば血管センター 医局長 久米博子 

東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座顎顔面口腔外科学分野 医員 纐纈衆 

江戸川病院 院長 古賀祥嗣 

鹿児島大学医学部 産科婦人科 教授 小林裕明 

北里大学大学院 医療系研究科　炎症性腸疾患臨床研究講座 特任准教授 小林拓 

東京女子医科大学 臨床工学科 主任 小林博之 

国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 麻酔科・輸血室 副部長 紺崎友晴 

東邦大学医療センター大橋病院 神経内科 講師 紺野晋吾 

玄々堂君津病院 臨床工学科 主任 齊藤晃 

佐賀大学医学部 内科学講座　消化器内科 医学博士 坂田資尚 

日本医科大学武蔵小杉病院 神経内科 講師 酒巻雅典 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科 先任准教授 坂本直人 

東京女子医科大学八千代医療センター 救急科 准教授 貞広智仁 

医療法人偕行会　名港共立クリニック 内科 院長 佐藤隆 

社会医療法人天神会　野伏間クリニック 臨床工学課 主任 佐野可奈 

東京慈恵会医科大学 消化器・肝臓内科 教授 猿田雅之 

名古屋大学医学部附属病院 臨床工学技術部 志賀美子 

佐世保共済病院 消化器内科 消化器病センター長 宿輪三郎 

つくば国際大学 医療技術学科 教授 篠田俊雄 

医療法人光寿会光寿会リハビリテーション病院 柴田昌典 

がん研究会有明病院 ＭＥセンター 鈴木幹子 

聖マリアンナ医科大学 産婦人科学 鈴木直 

東京ベイ・浦安市川医療センター 臨床工学室 主任 鈴木康浩 

公益財団法人　鷹揚郷腎研究所弘前病院 臨床工学部 臨床工学技士長 勢州谷忠昭 

東京女子医科大学病院 臨床工学部 臨床工学技士主任 相馬泉 

医療法人偕行会名港共立クリニック 透析事業本部 透析技術部長 田岡正宏 

鹿児島大学大学院歯学総合研究科 神経病学講座　神経内科・老年病学 教授 髙嶋博 

医療法人知邑舎　メディカルサテライト岩倉 透析センター 武安美希子 

重井医学研究所附属病院 事務部 事務次長 田中昭彦 



鹿児島大学病院 臨床技術部臨床工学部門 副臨床技術部長兼臨床工学技士長 谷口賢二郎 

土田透析アクセスクリニック 透析血管外科 院長 土田健司 

石心会　川崎クリニック 透析技術課 課長 鶴澤一行 

九州大学 包括的腎不全治療学 准教授 鶴屋知彦 

帝京大学ちば総合医療センター 腎臓内科（第三内科） 教授 寺脇博之 

医療法人さとに田園クリニック 臨床工学科 技士長 長岡高広 

医療法人知邑会メディカルサテライト岩倉 長尾尋智 

帝京大学医学部附属病院 婦人科 講師 長阪一憲 

東北大学大学院医学系研究科・医学部 緩和医療学 准教授 中島信久 

公益財団法人ときわ会　常磐病院 臨床工学科 技師長 永沼利明 

東京医科歯科大学 消化器内科 特任准教授 長堀正和 

東邦大学医学部 臨床腫瘍学講座 准教授 中村陽一 

東亜大学 医療学部医療工学科 特任准教授 楢村友隆 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 循環器センター外科 部長 成瀬好洋 

東北大学病院 婦人科 特命教授 新倉仁 

熊本大学医学部附属病院 血液浄化療法部 部長 西一彦 

埼玉医科大学国際医療センター 婦人科腫瘍科 助教 西川忠曉 

関西医科大学附属病院 産婦人科 講師 溝上友美 

増子記念病院 総合診療科 部長 橋本俊 

国立精神・神経医療研究センター病院 神経内科 医師 林幼偉 

藤田保健衛生大学 外科・緩和医療学講座 教授 東口髙志 

台原内科クリニック 透析室 臨床工学技士長 引地誠 

ＪＡ山口県厚生連　長門総合病院 臨床工学科 科長 肥田泰幸 

北里大学北里研究所病院 炎症性腸疾患先進治療センター センター 日比紀文 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 輸血部 科長 府川正儀 

社会医療法人健和会健和会病院 透析センター 古町和弘 

医療法人光寿会光寿会春日井病院 前田純 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 輸血部 部長 牧野茂義 

姫路聖マリア病院 臨床工学課 課長 正木昭次 

東京医科大学 神経内科 研究医 増田眞之 

富山県立中央病院 内科消化器科 部長 松田耕一郎 

日本大学附属板橋医院 臨床工学室 水盛邦彦 

社会医療法人川島会　川島病院 臨床工学部 課長 道脇宏行 

久留米大学 消化器内科 教授 光山慶一 

東京女子医科大学 臨床工学科 教授 峰島三千男 

大阪大学医学部附属病院 医療技術部　臨床工学部門　ＭＥセンター 臨床工学技士 峰松佑輔 

医療法人厚仁会城北クリニック 目叶裕史 

寿泉堂クリニック 透析センター センター長 百瀬昭志 

飯田市立病院 腎臓内科部腎センター センター長 森雅博 

東北医科薬科大学病院 内科学第三　腎臓内分泌内科 教授 森建文 

済生会横浜市東部病院 臨床工学部 主任 森實雅司 

聖隷三方原病院 緩和支持治療科 部長 森田達也 

大町土谷クリニック 透析室 主任技士 山岡真治 

大浜第一病院 診療技術部　臨床工学科 臨床工学技士 山里淳 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 膠原病・リウマチ内科 先任准教授 山路健 

聖マリアンナ医科大学病院 消化器・肝臓内科 助教 山下真幸 

法政大学 生命科学部環境応用学科 教授 山下明泰 

がん研究会有明病院 ＭＥセンター 主任 山田沙織 

国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 臨床検査科輸血室 主任 山田都 

厚木市立病院 腎臓・高血圧内科 院長 山本裕康 

新潟大学医歯学総合病院 光学医療診療部 准教授 横山純二 

望星二宮クリニック 技士長 米山貢 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科 准教授 立之英明 

東京医科歯科大学　消化器病態学 教授 渡辺守 

ＮＰＯ法人臨床研究適正評価教育機構

学校法人東京女子医科大学病院

学校法人東京女子医科大学八千代医療センター

ＪＡ愛知厚生連豊田厚生病院

藤田保健衛生大学

・C-2　原稿執筆料・監修料

施設名 診療科 役職 お名前

手稲渓仁会病院 外科 部長 安保義恭

虎の門病院 消化器内科 医員 菊池大輔

東北大学大学院 歯科研究科、口腔病態外科学講座 医員 纐纈衆

医療法人社団靱生会メディカルプラザ市川駅 院長 佐中孜

聖マリアンナ医科大学 産婦人科学 教授 鈴木直

武蔵野徳洲会病院 院長 鈴木洋通

兵庫医科大学　 内科腎透析科 主任教授 中西健

岐阜大学医学部 脳神経外科 講師 中山則之



社会医療法人青雲会青雲会病院 透析室 藤崎恭子

秋田大学医学部附属病院 輸血部 副部長 藤島直仁

虎の門病院 輸血部 部長 牧野茂義

・C-3　コンサルティング等業務委託費

施設名 診療科 役職 お名前

医療法人柿生会　渡辺クリニック 技士長 今井勝 

医療法人偕行会　名古屋共立病院 腎臓内科 副院長 春日弘毅 

相模大野内科・腎クリニック 院長 鎌田貢壽 

特定医療法人あかね会　土谷総合病院 副院長 川西秀樹 

国立大学法人三重大学院医学系研究科 消化管・小児外科学 教授 楠正人 

北里大学 医療衛生学部医療工学科 准教授 小久保謙一 

つくば国際大学 医療保健学部医療技術学科 篠田俊雄 

社会医療法人天神会　新古賀病院 澁谷統壽 

武蔵野徳洲会病院　 院長 鈴木洋通 

特定非営利活動法人腎臓病早期発見推進機構 理事長 高橋進 

大阪市立大学 医学部　泌尿器科 病院教授 武本佳昭 

順天堂東京江東高齢者医療センター 病院長 津田裕士 

大分大学 医学部附属臨床医工学センター 診療准教授 友雅司 

藤田保健衛生大学 医療科学部　臨床工学科 教授 中井滋 

株式会社国際医療戦略研究所 代表取締役 西山正徳 

あさおクリニック 院長 前波輝彦 

医療法人社団清永会　本町矢吹クリニック 院長 政金生人 

山梨大学 医学部　救急集中治療医学講座 教授 松田兼一 

社会医療法人川島会　川島病院 医師 院長 水口潤 

法政大学 生命科学部 教授 山下明泰 

社会医療法人北楡会 理事長 米川元樹 

医療法人社団愛恵会

医療法人社団成和心会東葛クリニック野田

医療法人財団松圓会

学校法人法政大学

社会医療法人鴻仁会

有限会社ネクスティア


