
シャイアー・ジャパン株式会社は、弊社の「企業活動と医療機関等の関係の透明性に関する指針」に基づき、2019年度
（2019年1月1日から2019年12月31日まで）の医療機関・医療関係者等に対する資金提供について公表します。

ご利用に際しましては、次の行為を行わないことにご同意ください。
・文書に記載された内容の無断転載・無断転用
・文書に記載された内容の営利目的での利用
・弊社または第三者の信用・名誉を毀損する行為またはそのおそれがある行為
・弊社または第三者のプライバシー等の権利を侵害する行為またはそのおそれがある行為
・弊社または第三者に不利益・損害を与える行為またはそのおそれがある行為
・犯罪行為またはそのおそれがある行為

その他のご利用条件は、武田薬品ウェブサイトに掲載する免責事項・著作権・商標等についてをご覧ください。また、個人
情報の取扱いにつきましては、武田薬品ウェブサイトに掲載するウェブサイト プライバシーポリシーをご覧ください。

この文書に記載されている内容は、ウェブサイトに掲載後変更されることがあります。予めご了承ください。



A.　研究費開発費等　2019年度（2019年1月1日から2019年12月31日まで）

番号 項目 年間の総額 税金
1 特定臨床研究費 ¥0 消費税抜き
2 倫理指針に基づく研究費 ¥0 消費税抜き
3 臨床以外の研究費 ¥0 消費税抜き
4 治験費 ¥0 消費税抜き
5 製造販売後臨床試験費 ¥0 消費税抜き
6 副作用・感染症症例報告費 ¥0 消費税抜き
7 製造販売後調査費 ¥3,056,549 消費税抜き
8 その他費用 ¥0 消費税抜き

研究費開発費等には、GCP省令などの公的規制のもとで実施されている臨床試験や、新薬開発の治験および製造販
売後臨床試験が含まれ、また、GPSP省令、GVP省令などの公的規制のもと実施される副作用・感染症症例報告、製造
販売後調査等の費用が含まれます。



A.　研究費開発費等　製造販売後調査費　2019年度（2019年1月1日から2019年12月31日まで）

番号 施設名 件数 金額
1 かわはらこどもクリニック 1 ¥30,000
2 さいたま赤十字病院 1 ¥8,600
3 つくしこころクリニック 1 ¥360,000
4 ひびきこころのクリニック 1 ¥300,000
5 医療法人社団　日本鋼管福山病院 1 ¥147,000
6 医療法人社団こども輝き　発達クリニック　ぱすてる 1 ¥450,000
7 株式会社　未来医療研究センター（HCO) 1 ¥54,000
8 関東労災病院 4 ¥65,000
9 熊本大学医学部附属病院 1 ¥57,200
10 公立大学法人大阪市立大学 2 ¥78,000
11 高知医療センター 1 ¥30,000
12 国立大学法人 大分大学 1 ¥26,903
13 国立大学法人群馬大学 1 ¥92,664
14 国立大学法人広島大学（広島大学病院） 1 ¥85,800
15 国立大学法人滋賀医科大学 1 ¥28,600
16 国立大学法人千葉大学（千葉大学医学部附属病院） 1 ¥28,600
17 国立大学法人東北大学 1 ¥30,888
18 埼玉県立小児医療センター（小切手） 1 ¥61,776
19 三原城町病院 1 ¥20,000
20 子どもメンタルクリニック新大塚 1 ¥300,000
21 社会医療法人宏潤会大同病院 3 ¥165,860
22 新潟県立新発田病院 1 ¥20,000
23 新潟市民病院 1 ¥17,280
24 長野県立こども病院 1 ¥210,000
25 徳島赤十字ひのみね総合療育センター 1 ¥150,000
26 独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター 1 ¥85,800
27 独立行政法人国立病院機構　天竜病院 1 ¥20,020
28 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 1 ¥60,958
29 独立行政法人国立病院機構長良医療センター 1 ¥28,600
30 矢嶋小児科小児循環器クリニック 1 ¥43,000



B.　学術研究助成費　2019年度（2019年1月1日から2019年12月31日）

番号 項目 年間の総額 税金
1 奨学寄附金 ¥10,000,000 不課税
2 一般寄附金 ¥0 不課税
3 学会等寄附金 ¥200,000 不課税
4 学会共催費 ¥2,120,000 消費税込

学術研究助成費には、学術研究の振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合
開催費用の支援としての学会寄附金、学会共催費が含まれます。



B.　学術研究助成費　奨学寄附金　2019年度（2019年1月1日から2019年 12月31日）

番号 施設名 件数 金額
1 奈良県立医科大学 1 ¥10,000,000



B.　学術研究助成費　学会寄附金　2019年度（2019年1月1日から2019年 12月31日）

番号 学会名 金額
1 一般社団法人日本血栓止血学会 ¥200,000



B.　学術研究助成費　学会共催費　2019年度（2019年1月1日から2019年 12月31日）
1.08

番号 学会名 金額
1 第31回日本小腸移植研究会 ¥500,000
2 第 55 回日本腹部救急医学会 総会 ¥1,620,000

¥2,120,000



C.　原稿執筆料等2019年度（2019年1月1日から2019年12月31日）

番号 項目 件数 年間の総額 税金
1 講師謝金 413 ¥27,563,880 消費税込・源泉徴収前
2 原稿執筆料・監修料 30 ¥1,906,659 消費税込・源泉徴収前
3 コンサルティング等業務委託費 16 ¥1,429,659 消費税込・源泉徴収前

原稿執筆料等には、当社医薬品に関する科学的な情報等を提供するための講演や原稿執筆、コンサルティング業務の依頼に対する費用等が含まれ
ます。



C.　原稿執筆料等　講師謝金（講演会）　2019年度（2019年1月1日から2019年 12月31日）－　血液・免疫性疾患事業本部

講演会：医療関係者や血友病患者様やそのご家族のため、血友病疾患の診断・治療に関する最新情報を提供する会議

開催日 講演会名 運営費用 施設名 所属 役職 氏名 謝礼額
＜2018年実施分＞

医療法人財団荻窪病院 血液凝固科 部長 鈴木隆史 ¥77,959
国立大学法人山梨大学医学部 血液・腫瘍内科学 教授 桐戸敬太 ¥111,370
国立大学法人長崎大学原爆後障害医療研究所 教授 宮﨑泰司 ¥111,370
国立大学法人長崎大学病院 小児科学教室 谷岡真司 ¥55,685
国立大学法人長崎大学病院 小児科 准教授 岡田雅彦 ¥77,959
国立大学法人長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 小児科学 教授 森内浩幸 ¥111,370
国立大学法人 高知大学 第三内科 講師 砥谷和人 ¥55,685
国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 部長　特任教授 羽藤高明 ¥111,370
高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 小児科 医長 所谷知穗 ¥55,685
高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 小児科 部長 西内律雄 ¥77,959
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 小児科 部長 瀧正志 ¥111,370
国立大学法人広島大学病院 輸血部 部長/准教授 藤井輝久 ¥77,959
日本赤十字社盛岡赤十字病院 小児科 嘱託医師 髙野長邦 ¥55,685
藤沢市民病院 血液内科 岸本久美子 ¥55,685
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・新生児科 講師 長江千愛 ¥55,685
学校法人昭和大学昭和大学藤が丘病院 小児科 助教 秋山康介 ¥55,685
地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター 血液腫瘍科 医長 岩崎史記 ¥55,685
学校法人昭和大学昭和大学藤が丘病院 小児科 准教授 山本将平 ¥77,959
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 小児科 部長 瀧正志 ¥111,370
医療法人社団水光会宗像水光会総合病院 小児科 部長 酒井道生 ¥77,959
兵庫県立こども病院 副院長 小阪嘉之 ¥77,959
兵庫県立こども病院 血液・腫瘍内科 市川貴之 ¥55,685
久留米大学 小児科学講座 助教 松尾陽子 ¥55,685
医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院 小児科 部長 酒井道生 ¥77,959
宮城県立こども病院 外来 外来師長 岩崎光子 ¥33,411
国立研究開発法人　国立成育医療研究センター 看護部 並川千春 ¥33,411

＜2019年実施分＞
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立こども病院 血液腫瘍科 医長 小倉妙美 ¥55,685
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 感染症内科 医長 西田恭治 ¥55,685
広島国際大学 医療・福祉科学研究科 臨床工学技士 丹野福士 ¥33,411
広島大学病院 看護部 副看護師長 木下一枝 ¥33,411
広島大学病院 看護部 笹木忍 ¥33,411
国立大学法人広島大学病院 血液内科 山﨑尚也 ¥55,685
国立大学法人広島大学病院 小児科学 教授 小林正夫 ¥111,370
国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 輸血部 副部長 鈴木伸明 ¥55,685
岡崎市民病院 血液内科 統括部長 岩﨑年宏 ¥77,959
愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 血液・腫瘍内科 部長 澤正史 ¥77,959
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 看護師 第一病棟師長 林部麻美 ¥33,411
医療法人財団 荻窪病院 血液凝固科 小島賢一 ¥33,411
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院佐久医療センター 小児科 医長 坂本昌彦 ¥55,685
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 血液腫瘍科 部長 坂下一夫 ¥77,959
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 教授 山本晃士 ¥111,370
市立釧路総合病院 小児科 部長 山本大 ¥77,959
医療法人徳洲会札幌徳洲会病院 小児科 主任部長 金田眞 ¥77,959
国立大学法人三重大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 助教 松本剛史 ¥55,685
名古屋大学医学部附属病院 輸血部 助教 鈴木伸明 ¥55,685
医療法人社団主体会小山田記念温泉病院 内科 副院長 村嶋正幸 ¥77,959
国立大学法人三重大学医学部附属病院 血液内科 病院教授 和田英夫 ¥111,370
地方独立行政法人宮城県立こども病院 血液腫瘍科 科長 佐藤篤 ¥55,685
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 感染症内科 医長 西田恭治 ¥55,685

医療法人徳洲会札幌徳洲会病院 小児科
主任部長兼血友病副セン
ター長

金田眞 ¥77,959

Kanagawa Hemophilia Meeting 2018 December ～今さら聞け
ない血友病のA・B・C～

¥698,120

2月13日シャイアー血友病ウェブ講演会

2018/11/22 明日からの血友病診療を考える懇話会 in 盛岡 ¥411,430

2018/12/12

2018/12/19
ウェブ講演会「患者さんにとってより良い治療とは　―　デバイ
スと個別化治療　―」

¥770,664

2018/12/13 第11回 Shire Mini Conference　神戸 ¥455,060

原稿執筆料等には、当社医薬品に関する科学的な情報等を提供するための講演や原稿執筆、コンサルティング業務の依頼に対する費用等が含まれます。

2018/12/14 Shire Hematology Forum 2018 in 長崎 ¥842,744

2018/12/22 第15回四国血友病治療セミナー ¥940,499

2018/12/15 仙台地区　血友病看護連携セミナー ¥266,281

2019/2/3 第8回長野血友病ケアセミナー

¥80,000

¥644,180

¥156,001

¥870,546

2019/1/17 静岡県小児血友病懇話会(東部エリア)

2019/1/19 中国地区ヘモフィリアNsケアセミナー

2019/2/13

¥167,679

¥1,534,470

2019/2/8 血友病治療と連携を考える会　in 釧路 ¥160,120

2019/2/9 三重県ヘモフィリアケアセミナー

2019/2/1 Shire Hematology Forum 2019 in 三河



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・新生児科 講師 長江千愛 ¥55,685
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会八幡総合病院 小児科 部長 佐藤哲司 ¥77,959

2019/3/9
第30回静岡県血友病治療連絡会議 ― ヘモフィリア講演会
―

¥39,190 磐田市立総合病院 小児科 部長 白井眞美 ¥33,411

防衛医科大学校病院 小児科 臨床教育教授 川口裕之 ¥20,000
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 血液科 吉村一樹 ¥55,685
島田医院 院長 島田恒幸 ¥77,959
埼玉県立小児医療センター 血液・腫瘍科 部長兼科長 康勝好 ¥77,959
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 教授 森脇浩一 ¥111,370
国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 検査部 兼松毅 ¥55,685
名古屋大学医学部附属病院 輸血部 助教 鈴木伸明 ¥55,685
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立こども病院 血液腫瘍科 医長 小倉妙美 ¥55,685
国立大学法人名古屋大学医学部 血液・腫瘍内科学 教授 松下正 ¥111,370
国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 小児科 助教 上村幸代 ¥55,685
鹿児島市立病院 小児科 科長 新小田雄一 ¥55,685
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児血液・腫瘍内科 副部長 松田竹広 ¥55,685
医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院 小児科 部長 酒井道生 ¥77,959
琉球大学医学部附属病院 小児科 講師・診療教授 百名伸之 ¥111,370
産業医科大学 名誉教授 白幡聡 ¥111,370
兵庫医科大学病院 リハビリテーション部 梶原和久 ¥33,411
兵庫医科大学 血液内科 講師 日笠聡 ¥55,685
阪神調剤薬局 武庫川店 河江眞二 ¥55,685
北播磨総合医療センター 小児科 部長 川崎圭一郎 ¥55,685
兵庫県立こども病院 副院長 小阪嘉之 ¥77,959
東京大学医科学研究所附属病院 関節外科 講師・科長 竹谷英之 ¥77,959
学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 血液内科 助教 德川多津子 ¥55,685
国立大学法人広島大学病院 輸血部 部長/准教授 藤井輝久 ¥77,959
国立大学法人岡山大学病院 小児血液・腫瘍科 准教授 嶋田明 ¥77,959
学校法人川崎学園川崎医科大学 血液内科学 教授 和田秀穗 ¥111,370
国立大学法人広島大学病院 小児科学 教授 小林正夫 ¥111,370

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 助教 中村信元 ¥55,685
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　小児科学分野 准教授 渡辺浩良 ¥77,959
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 教授 安倍正博 ¥111,370
国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 部長　特任教授 羽藤高明 ¥111,370
久留米大学 小児科学講座 助教 松尾陽子 ¥55,685
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 感染症内科 医長 西田恭治 ¥55,685
東京医科大学 臨床検査医学分野 教授 天野景裕 ¥111,370
医療法人財団　順和会　山王病院・山王メディカルセンター 脳血管センター センター長 内山真一郎 ¥111,370
東京医科大学 臨床検査医学分野 教授 天野景裕 ¥111,370
川崎リハビリテーション学院 理学療法学科 教授 村上朋彦 ¥33,411
国立大学法人岡山大学病院 小児血液・腫瘍科 准教授 嶋田明 ¥77,959
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 部長 今井剛 ¥77,959
医療法人財団 荻窪病院 血液凝固科 外来 杉本将吾 ¥13,364
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・新生児科 講師 長江千愛 ¥55,685
医療法人財団荻窪病院 血液凝固科 長尾梓 ¥55,685
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 感染症内科 医長 西田恭治 ¥55,685
国立大学法人広島大学病院 輸血部 部長/准教授 藤井輝久 ¥77,959
医療法人財団荻窪病院 血液凝固科 部長 鈴木隆史 ¥77,959
公立大学法人奈良県立医科大学 小児科学教室 准教授 野上恵嗣 ¥77,959
公立大学法人奈良県立医科大学 小児科学教室 教授 嶋綠倫 ¥111,370
国立大学法人広島大学病院 小児科 教授 小林正夫 ¥111,370
国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 輸血部・検査部 教授 松下正 ¥111,370
東京医科大学 臨床検査医学分野 教授 天野景裕 ¥111,370
学校法人岩手医科大学 小児科学講座 准教授 遠藤幹也 ¥77,959
学校法人産業医科大学 名誉教授 白幡聰 ¥111,370

¥578,280

¥203,010

¥411,917

¥709,574

¥3,531,516

¥484,404

¥453,736

¥113,973

¥1,958,161

2019/2/16 第13回日本血栓止血学会SSCランチョンセミナー ¥166,802

2019/4/6 第9回 Hemophilia Care Seminar in 兵庫

2019/4/6 第15回中国血友病治療セミナー

2019/4/12 血友病診療連携を考える懇話会in徳島

2019/3/13 第14回埼玉血友病地域連携ネットワーク

2019/3/17 第3回東海血液凝固臨床育成セミナー

2019/3/23 九州・沖縄血友病診療ネットワークセミナー2019

血友病診療連携を考える懇話会 in 盛岡

##########

¥284,938

2019/4/24 第2回『晴れの国』小児血友病カンファレンス

2019/5/11
National Symposium of Hemophilia PK guided Personalized
Therapy

2019/4/17 Web公開セミナー2019

2019/4/23 4月23日シャイアー血友病ウェブ講演会

2019/5/15



産業医科大学病院 看護部・血友病センター 小野織江 ¥33,411
大分大学医学部付属病院 医療技術臨床検査部門 副臨床検査技師長 水永正一 ¥33,411
鹿児島生協病院 感染症内科 小松真成 ¥55,685
鹿児島市立病院 小児科 科長 新小田雄一 ¥55,685

国立大学法人鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
循環器・呼吸器病学講座　血
管代謝病態解析学

教授 橋口照人 ¥111,370

国立大学法人東京大学医学部附属病院 検査部 助教 安本篤史 ¥55,685
公立大学法人 奈良県立医科大学 整形外科 助教 稲垣有佐 ¥55,685
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 センター長 牧野健一郎 ¥77,959
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 感染症内科 医長 西田恭治 ¥55,685
学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 血液内科 助教 澤田暁宏 ¥55,685
兵庫県立こども病院 血液・腫瘍内科 医長 石田敏章 ¥55,685
兵庫県立こども病院 副院長 小阪嘉之 ¥77,959
学校法人関西医科大学関西医科大学附属病院 小児科 医長 河崎裕英 ¥77,959
一般社団法人愛生会愛生会山科病院 血液内科 副院長 兼子裕人 ¥77,959

¥957,376

2019/5/25 第2回 南九州血友病フォーラム

2019/5/29 5月29日シャイアー血友病ウェブ講演会

2019/5/30 Takeda Hemophilia Seminar 2019 in KANSAI

¥757,317

¥1,459,489



C.　原稿執筆料等　講師謝金（社内研修）　2019年度（2019年1月1日から2019年 12月31日）－　血液・免疫性疾患事業本部

実施日 施設名 所属 役職 氏名 謝礼額
＜2018年実施分＞
2018/12/11 いるまこどもひまわりクリニック 院長 茂木陽 ¥77,959
2018/12/12 日本赤十字社京都第一赤十字病院 血液内科 医長 大城宗生 ¥55,685
<2019年実施分＞
2019/1/10 渋谷こどもクリニック 院長 澁谷温 ¥77,959
2019/1/22 学校法人自治医科大学 生化学講座　病態生化学部門 教授 大森司 ¥111,370
2019/1/29 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 輸血・細胞療法科 部長 小林寿美子 ¥77,959
2019/2/8 国立大学法人岡山大学病院 小児血液・腫瘍科 准教授 嶋田明 ¥77,959
2019/2/15 日本赤十字社長崎原爆病院 血液内科 部長 城達郎 ¥77,959
2019/2/15 藤枝市立総合病院 病院事業管理者 毛利博 ¥111,370
2019/2/22 蒲郡市民病院 血液内科 安達興一 ¥55,685
2019/2/25 産業医科大学病院 看護部・血友病センター 小野織江 ¥33,411
2019/2/25 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 センター長 牧野健一郎 ¥77,959
2019/3/16 株式会社かんぽ生命保険仙台サービスセンター 石川正明 ¥55,685
2019/4/15 日本赤十字社　諏訪赤十字病院 血液内科 部長 内山倫宏 ¥77,959
2019/4/19 国立大学法人九州大学病院 小児科 石村匡崇 ¥55,685



C.　原稿執筆料等　原稿執筆料・監修料（医療関係者向け資材）2019年度（2019年1月1日から2019年 12月31日）－　血液・免疫性疾患事業本部

医療関係者向け資材：　血友病の疾患および製品に関する最新情報を医療関係者向けに解説する資材のことです。

資材名 制作費用 氏名 施設名 所属 役職 謝礼額
PK測定　アディノベイト ¥230,400 小林正夫 広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 小児科学 教授 ¥111,370

¥111,370



C.　原稿執筆料等　原稿執筆料・監修料（患者様向け資材）2019年度（2019年1月1日から2019年 12月31日）－　血液・免疫性疾患事業本部

患者様向け資材：　血友病患者およびそのご家族のために疾病や製品に関する情報を説明する資材のことです。

資材名 制作費用 氏名 施設名 所属 役職 謝礼額
村上朋彦 川崎リハビリテーション学院 理学療法学科 教授 ¥13,364
長尾梓 医療法人財団荻窪病院 血液凝固科 ¥55,685
安本篤史 国立大学法人東京大学医学部 臨床病態検査医学 助教 ¥55,685
矢嶋明 長野赤十字病院 薬剤部 薬剤部長 ¥33,411
佐藤哲司 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会八幡総合病院 小児科 部長 ¥77,959

血友病　情報誌 ファイン#16 ¥3,213,341

血友病ノート ¥899,700



C.　原稿執筆料等　コンサルティング費　2019年度（2019年1月1日から2019年 12月31日）－　血液・免疫性疾患事業本部

コンサルティング業務：　血友病疾患の診断・治療に関して医療関係者からアドバイス等を頂くことです。

アドバイザリー会議等

実施日 会議名 所属 役職 氏名 謝礼額
<2018年実施分＞

学校法人東京医科大学東京医科大学病院 臨床検査医学分野 備後真登 ¥55,685
医療法人財団荻窪病院 血液凝固科 長尾梓 ¥55,685
国立大学法人千葉大学医学部附属病院 小児科 助教 日野もえ子 ¥55,685
国立大学法人東京大学医科学研究所附属病院 関節外科 助教 大野久美子 ¥55,685
国立大学法人広島大学病院 小児科 教授 小林正夫 ¥111,370

<2019年実施分＞
国立大学法人広島大学病院 輸血部 部長/准教授 藤井輝久 ¥111,370
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立こども病院 血液腫瘍科 医長 小倉妙美 ¥55,685

社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会八幡総合病院 小児科 部長 佐藤哲司 ¥77,959

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・新生児科 講師 長江千愛 ¥55,685
公立大学法人奈良県立医科大学 小児科学教室 准教授 野上恵嗣 ¥111,370
兵庫医科大学 血液内科 助教 澤田暁宏 ¥55,685
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 感染症内科 医長 西田恭治 ¥55,685
学校法人兵庫医科大学 血液内科 助教 澤田暁宏 ¥55,685
公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 小児科学教室 講師 武山雅博 ¥55,685
医療法人財団荻窪病院 血液凝固科 長尾梓 ¥55,685
学校法人東京医科大学 臨床検査医学分野 助教 備後真登 ¥55,685
国立大学法人九州大学病院 小児科 石村匡崇 ¥55,685
鹿児島市立病院 小児科 科長 新小田雄一 ¥55,685
学校法人兵庫医科大学 血液内科 助教 澤田暁宏 ¥55,685
聖マリアンナ医科大学病院 小児科・新生児科 医長 足利朋子 ¥55,685
医療法人徳洲会札幌徳洲会病院 小児科 主任部長 金田眞 ¥77,959
国立大学法人千葉大学医学部附属病院 小児科 助教 日野もえ子 ¥55,685
国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 第一内科 講師 山之内純 ¥55,685
国立大学法人三重大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部 助教 松本剛史 ¥55,685

2019/3/9 THE NEXT 2020 Basic タスクフォース会議

2019/5/11 血友病 個別化治療 Scientific Exchange Meeting

2018/12/8 個別化治療座談会

2019/1/27 THE NEXT2019 プログラム検討委員会Advancedコース



C.　原稿執筆料等　講師謝金（講演会）　2019年度（2019年1月1日から2019年 12月31日）－　血液・免疫性疾患事業本部以外

番号 施設名 所属 役職 氏名 件数 年間の総額
1 山形県立こども医療療育センター 診療部長 伊東　愛子 1 ¥27,843
2 日本赤十字社名古屋第一赤十字病院 病理部 部長 伊藤　雅文 3 ¥334,110
3 医療法人いとう子どもクリニック 院長 伊藤　俊晴 1 ¥38,980
4 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター松本病院 血液内科 科長・センター長 伊藤　俊朗 1 ¥55,685
5 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学医学部 小児科学 教授 伊藤　哲哉 1 ¥111,370
6 学校法人関西医科大学　関西医科大学附属病院 血液腫瘍内科 病院教授 伊藤　量基 1 ¥111,370
7 学校法人北里研究所 北里大学医学部精神科学　地域医療精神科医療学 特任講師 井上　勝夫 1 ¥27,843
8 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学 小児科学講座 教授 井田　博幸 1 ¥111,370
9 学校法人順天堂　順天堂大学医学部附属静岡病院 薬剤科 磯　知輝 1 ¥55,685
10 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 稲葉　雄二 1 ¥27,843
11 医療法人臼井会田野病院 小児科 部長 臼井　大介 1 ¥38,980
12 社会福祉法人志友会くまもと江津湖療育医療センター 小児科学分野 総院長 遠藤　文夫 2 ¥222,740
13 大阪大学大学院医学系研究科 小児成育外科 教授 奥山　宏臣 1 ¥111,370
14 富山県立中央病院 内科（血液） 部長 奥村　廣和 1 ¥77,959
15 公立大学法人 福島県立医科大学 ふくしま子ども・女性医療支援センター 教授 横山　浩之 1 ¥55,685
16 国立大学法人岡山大学　岡山大学病院 小児神経科 講師 岡　牧郎 5 ¥194,900
17 医療法人聖峰会岡田病院 小児科 医長 岡村　孝 1 ¥111,370
18 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病内分泌・血液内科 准教授 岡村　隆光 1 ¥77,959
19 医療法人聖峰会岡田病院 小児科 医長 岡田　剛 1 ¥27,843
20 国立大学法人名古屋大学医学部 親と子どもの診療科 准教授 岡田俊 3 ¥167,055
21 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学 内科学（血液内科） 講師 岡田　昌也 2 ¥111,370
22 学校法人慶應義塾慶應義塾大学医学部 内科学（血液内科） 岡本　真一郎 1 ¥111,370
23 公立大学法人　奈良県立医科大学 精神医学講座 岡﨑　康輔 1 ¥27,843
24 社会福祉法人邦友会　国際医療福祉リハビリテーションセンター　なす療育園 小児科 センター長 下泉　秀夫 1 ¥55,685
25 国立大学法人宮崎大学医学部 消化器血液学 教授 下田　和哉 5 ¥556,850
26 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 小児科 加登　翔太 1 ¥55,685
27 医療法人永朋会和光医院 理事長 加藤　晃司 1 ¥38,980
28 学校法人埼玉医科大学　埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中内科 准教授 加藤　裕司 1 ¥77,959
29 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 教授 家子　正裕 1 ¥111,370
30 国立大学法人鹿児島大学医学部 小児科学 教授 河野　嘉文 1 ¥111,370
31 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 血液・腫瘍内科 副院長 河野　彰夫 1 ¥77,959
32 広島県立障害者療育支援センター わかば療育園 園長兼医療科主任医長 河野　政樹 1 ¥38,980
33 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 血液内科 花田　修一 1 ¥111,370
34 学校法人近畿大学近畿大学医学部奈良病院 血液内科 診療科長 花本　仁 1 ¥77,959
35 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 小児科 教授 舘野　昭彦 1 ¥55,685
36 国立大学法人鹿児島大学医学部 小児科学 丸山　慎介 1 ¥55,685
37 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 小児科 教授 岩見　美香 1 ¥27,843
38 九州大学病院別府病院 内科 講師 亀﨑　健次郎 1 ¥55,685
39 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院 児童精神科 演者 1 ¥16,706
40 鹿児島大学研究推進機構　難治ウィルス病態制御研究センター 血液・免疫疾患研究分野 准教授 吉満　誠 2 ¥155,918
41 医療法人社団益友会　どんぐり発達クリニック 院長 宮尾　益知 3 ¥167,055
42 一宮市立市民病院 血液内科 医長 牛田　宣 1 ¥55,685
43 橋本クリニック 院長 橋本　大彦 2 ¥77,960
44 鳥取県立中央病院 血液内科 医長 橋本　由徳 4 ¥222,740
45 国立大学法人琉球大学医学部附属病院 精神病態医学講座 教授 近藤　毅 1 ¥55,685
46 学校法人川崎学園川崎医科大学 血液内科学 講師 近藤　敏範 2 ¥111,370
47 西日本電信電話㈱ＮＴＴ西日本大阪病院 血液内科 部長 金　義浩 1 ¥77,959
48 三重県立子ども心身発達医療センター センター長 金井　剛 1 ¥55,685
49 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 血液内科 科長 経田 克則 1 ¥77,959
50 医療法人悠志会　パークサイドこころの発達クリニック 理事長 原田　剛志 2 ¥77,960
51 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 小児科 医長 古城　真秀子 1 ¥55,685
52 国立大学法人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 教授 呉　繁夫 1 ¥111,370
53 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 血液内科 江口　剛 1 ¥55,685
54 学校法人慶應義塾　慶應義塾大学医学部 小児科学教室 教授 高橋　孝雄 1 ¥55,685
55 国立大学法人秋田大学大学院医学系研究科 小児科学 教授 高橋　勉 1 ¥111,370
56 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 講師 高田  栄子 2 ¥55,686
57 社会福祉法人 青い鳥 横浜市中部地域療育センター 所長 高木　一江 3 ¥116,940
58 国立大学法人東京大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学 教授 黒川　峰夫 1 ¥111,370
59 日本赤十字社富山赤十字病院 血液内科 部長 黒川敏郎 1 ¥77,959
60 医療法人五十嵐小児科 院長 今　公弥 1 ¥38,980
61 社会医療法人北楡会札幌北楡病院 血液内科 顧問 今村　雅寛 1 ¥111,370
62 医療法人創和会重井医学研究所附属病院 小児科 部長 今村　昌司 2 ¥116,939



63 奈良教育大学 教職開発講座　障害児医学分野　教授
特別支援教育研究センター　セ
ンター長

根來　秀樹 1 ¥55,685

64 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 こどものこころ診療部 佐々木　剛 1 ¥27,843
65 医療法人社団秦和会子どもメンタルクリニック 院長 佐藤　喜一郎 1 ¥38,980
66 社会福祉法人聖母の騎士会恵の聖母の家 施設長 佐分利　能生 1 ¥77,959
67 国立大学法人山梨大学大学院総合研究部 小児科 特任助教 佐野   史和 1 ¥27,843
68 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 副院長 佐野　文明 1 ¥77,959
69 国立大学法人滋賀医科大学 小児科学講座　小児発達支援学部門 特任准教授 阪上　由子 1 ¥38,980
70 さくメンタルクリニック 院長 作田　泰章 1 ¥77,959
71 学校法人東海大学 東海大学医学部 専門診療学系　精神科学 准教授 三上　克央 1 ¥38,980
72 学校法人獨協学園獨協医科大学 内科学（血液・腫瘍） 教授 三谷　絹子 1 ¥111,370
73 学校法人久留米大学医学部 小児科学講座 主任教授 山下　裕史朗 1 ¥55,685
74 学校法人日本医科大学日本医科大学大学院医学研究科 血液内科学分野 准教授 山口　博樹 1 ¥77,959
75 浜松市子どものこころの診療所 精神科 所長 山崎　知克 2 ¥77,960
76 国立大学法人愛媛大学医学部 血液・免疫・感染症内科学 講師 山之内　純 1 ¥55,685
77 櫻和メンタルクリニック 院長 山野　かおる 1 ¥38,980
78 社会福祉法人鼓ケ浦整肢学園鼓ケ浦こども医療福祉センター 副院長 市山　高志 2 ¥111,370
79 社会福祉法人山形市社会福祉事業団 児童発達支援センター こまくさ学園 主査 志田　浩司 1 ¥16,706
80 学校法人順天堂 順天堂大学医学部 血液学 助教 枝廣　陽子 1 ¥55,685
81 富山市立富山市民病院 血液内科 部長 寺﨑靖 1 ¥77,959

82
社会福祉法人 聖
母の騎士会 恵の
聖母の家

1 ¥27,843

83 医療法人英徳会さかい小児科クリニック 院長 酒井　英明 1 ¥27,843
84 こが小児科クリニック 院長 酒井　哲郎 1 ¥27,843
85 医療法人啓正会酒井病院 精神科 副院長 酒井　透 1 ¥16,706
86 国立大学法人京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻作業療法学講座 教授 十一　元三 1 ¥27,843
87 医療法人社団　しぶいこどもクリニック 院長 渋井　展子 1 ¥27,843
88 独立行政法人国立病院機構静岡てんかん神経医療センター 小児科 療養診療部長 重松　秀夫 2 ¥155,918
89 大分大学医学部附属病院 血液内科 診療准教授 緒方　正男 1 ¥77,959

90 国立研究開発法人　国立成育医療研究センター
副院長 こころの診療部統括部
長

小枝　達也 1 ¥55,685

91 社会福祉法人昴ハロークリニック 名誉院長 小出　博義 1 ¥27,843
92 学校法人順天堂 順天堂大学医学部 内科学　血液学講座 主任教授 小松　則夫 7 ¥779,590
93 日本赤十字社旭川赤十字病院 血液・腫瘍内科 部長 小沼　祐一 1 ¥77,959
94 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 遺伝診療科 診療部長 小須賀　基通 1 ¥77,959
95 鳥取県立中央病院 輸血科 部長 小村　裕美 1 ¥77,959
96 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育クリニック 小児精神保健課 部長 小平　雅基 4 ¥155,920
97 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学 小児科学 小林　正久 2 ¥111,370
98 松浦こどもメンタルクリニック 院長 松浦　秀雄 1 ¥38,980
99 独立行政法人 労働者健康安全機構 関東労災病院 血液内科 松永　貴志 1 ¥55,685
100 社会福祉法人　長崎市社会福祉事業団　長崎市障害福祉センター 小児科 副センター長 松坂　哲應 1 ¥27,843
101 学校法人近畿大学近畿大学医学部 血液・膠原病内科 主任教授 松村　到 1 ¥167,056
102 医療法人翠星会松田病院 理事長 松田　文雄 1 ¥55,685
103 学校法人東海大学東海大学医学部 専門診療学系　精神科学 教授 松本　英夫 1 ¥55,685
104 社会福祉法人昴ハロークリニック 小児科 院長 松﨑　淳子 1 ¥38,980
105 鹿児島大学病院 血液・膠原病内科 新井  克己 1 ¥27,843
106 国立大学法人信州大学医学部附属病院 精神科 特任助教 新居　亮彦 1 ¥55,685
107 国立大学法人信州大学医学部附属病院 精神科 特任助教 新美　妙美 1 ¥16,706
108 福島県総合療育センター 小児科 部長 森田　浩之 1 ¥27,843
109 国立大学法人琉球大学大学院　医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科） 准教授 森島　聡子 1 ¥77,959
110 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 小児科 教授 深尾　敏幸 1 ¥111,370
111 産業医科大学医学部 救急医学講座 教授 真弓　俊彦 1 ¥111,370
112 かみむら小児科 院長 神村　直久 1 ¥38,980
113 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科 発生・発達医学講座小児外科学分野 教授 仁尾　正記 1 ¥111,370
114 国立大学法人三重大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学 杉本　由香 1 ¥55,685
115 医療法人社団　昌仁醫修会　瀬川記念小児神経学クリニック 理事長 星野　恭子 1 ¥38,980
116 金沢医科大学 血液免疫内科 教授 正木 康史 1 ¥111,370
117 社会福祉法人別府発達医療センター　大分療育センター 副所長 清田　晃生 1 ¥27,843
118 医療法人つわぶき　いしいクリニック 理事長 石井　尚吾 1 ¥38,980
119 医療法人石谷小児科医院 院長 石谷　暢男 1 ¥38,980
120 国立大学法人鹿児島大学難治ウイルス病態制御研究センター 血液・免疫疾患研究分野 教授 石塚　賢治 1 ¥111,370
121 国立大学法人信州大学医学部保健学科 病因・病態検査学 教授 石田文宏 1 ¥77,959
122 学校法人東海大学 医学部　専門診療学系　精神科学 助教 石﨑　朝世 1 ¥38,980
123 名古屋大学大学院 医学系研究科・医学部医学科　分子細胞免疫学分野 特任教授 赤間　史明 1 ¥16,706
124 名古屋大学大学院 医学系研究科・医学部医学科　分子細胞免疫学分野 特任教授 赤塚　美樹 1 ¥111,370



125 公益財団法人日本生命救済会付属日生病院がん治療センター センター長 川上　学 1 ¥77,959
126 国立大学法人信州大学医学部附属病院 血液内科 川上　史裕 1 ¥55,685
127 済生会熊本病院 救急総合診療センター　救急科部長 救命救急センター　センター長 前原　潤一 1 ¥77,959
128 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 副院長 前田　裕弘 1 ¥77,959
129 社会福祉法人花ノ木重症心身障害児施設花ノ木医療福祉センター 医療科長 前林　尚絵 1 ¥27,843
130 国立大学法人信州大学医学部 小児医学 倉沢　伸吾 1 ¥55,685
131 国立大学法人山梨大学大学院総合研究部 総合研究部 教授 相原　正男 1 ¥55,685
132 福島県総合療育センター センター長 増子　博文 1 ¥38,980
133 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 血液・リウマチ科 診療科長 増田   義洋 1 ¥77,959
134 兵庫県立がんセンター 血液内科 部長 村山　徹 1 ¥77,959
135 医療法人明和会琵琶湖病院 精神科 院長補佐 村上　純一 1 ¥27,843
136 社会福祉法人慈永会重症心身障害児施設はまゆう療育園 小児科 多久　肇一 1 ¥16,706
137 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　秀一 1 ¥77,959
138 大久保クリニック 院長 大久保　圭策 1 ¥38,980
139 社会福祉法人恩賜財団済生会水戸済生会総合病院 病理診断科 部長 大谷　明夫 1 ¥77,959
140 社会福祉法人島根整肢学園西部島根医療福祉センター 脳神経小児科 大野　貴子 2 ¥77,960
141 独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院 院長 大野　耕策 1 ¥55,685
142 医療法人社団更生会草津病院 精神科 大澤　多美子 1 ¥27,843
143 三重大学大学院医学系研究科 産科婦人科学 教授 池田　智明 1 ¥111,370
144 医療法人社団伸愛会 中井こども医院 院長 中井　伸一 1 ¥16,706
145 独立行政法人 国立病院機構 久里浜医療センター 精神科 医長 中山　秀紀 1 ¥27,843
146 大分県厚生連鶴見病院 血液内科 部長 中山　俊之 1 ¥77,959
147 三重県立子ども心身発達医療センター 児童精神科 医長 中西　大介 1 ¥27,843
148 国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター病院 小児神経科 特命副院長　外来部長 中川　栄二 1 ¥38,980
149 公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科 血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 3 ¥233,877
150 国立大学法人熊本大学大学院生命科学研究部 小児科学分野 教授 中村　公俊 1 ¥111,370
151 東京医科歯科大学 消化管先端治療学講座 教授 中村　哲也 1 ¥111,370
152 独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター 児童精神科 医長 中土井　芳弘 1 ¥11,137
153 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　秀明 1 ¥167,056
154 学校法人藤田学園藤田保健衛生大学病院 小児科 講師 中島　葉子 1 ¥55,685
155 国立大学法人信州大学医学部附属病院 血液内科 講師 中澤　英之 2 ¥111,370
156 日本医科大学大学院 血液内科学分野 教授 猪口　孝一 1 ¥167,056
157 沖縄県立中部病院 腫瘍・血液内科 部長 朝倉　義崇 1 ¥77,959
158 一般社団法人日本海員掖済会名古屋掖済会病院 小児科 部長 長谷川　正幸 1 ¥38,980
159 一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 小児科 科長 長澤　克俊 1 ¥38,980
160 学校法人近畿大学医学部 精神科神経科学 准教授 辻井　農亜 1 ¥38,980
161 名古屋セントラル病院 血液内科 主任医長 坪井　一哉 1 ¥77,959
162 一般社団法人石岡市医師会石岡市医師会病院 小児科 医長 坪井　龍生 1 ¥38,980
163 京都少年鑑別所 医務課長 定本　ゆきこ 1 ¥16,706
164 国立大学法人東京大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 助教 田岡　和城 1 ¥55,685
165 大田区立障がい者総合サポートセンター診療所 B棟さぽーとぴあ診療所長 田角　勝 1 ¥27,843
166 医療法人志靖会新潟こころの発達クリニック 田村　立 1 ¥27,843
167 鳥取県立中央病院 血液内科 部長 田中　孝幸 1 ¥77,959
168 大阪大学大学院医学系研究科 小児成育外科 准教授 田附　裕子 1 ¥77,959
169 社会福祉法人邦友会　国際医療福祉リハビリテーションセンター　なす療育園 小児科部長 渡辺　浩史 1 ¥38,980
170 東北大学大学院 消化器外科学分野 助教 渡辺　和宏 1 ¥55,685
171 学校法人久留米大学久留米大学病院 小児科学分野 准教授 渡邊　順子 1 ¥77,959
172 日本赤十字社和歌山医療センター 血液内科 副部長 島津　裕 1 ¥55,685
173 医療法人社団松丸会島田小児科医院 院長 島田　康 1 ¥16,706
174 学校法人近畿大学近畿大学医学部奈良病院 血液内科 藤井　晶 1 ¥55,685
175 藤沢市民病院 血液内科 診療科部長 藤巻克通 1 ¥77,959
176 国立大学法人群馬大学大学院 医学系研究科皮膚科学 藤原　千紗子 1 ¥55,685
177 公立大学法人横浜市立大学附属病院 児童精神科 講師 藤田　純一 1 ¥27,843
178 公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 2 ¥222,740
179 国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 小児科 入月　浩美 1 ¥55,685
180 地方独立行政法人宮城県立こども病院 神経科 副院長 萩野谷　和裕 2 ¥155,918
181 公立大学法人　奈良県立医科大学 看護学科 人間発達学 教授 飯田　順三 1 ¥55,685
182 熊本大学医学部附属病院 小児科学分野 特任助教 百崎　謙 1 ¥55,685
183 ㈱日立製作所日立総合病院 血液・腫瘍内科 主任医長 品川　篤司 1 ¥77,959
184 姫路市総合福祉通園センター 所長 北山　真次 1 ¥38,980
185 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 血液内科 医長 演者 1 ¥55,685
186 国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 精神医学分野 講師 朴　秀賢 1 ¥55,685
187 公立大学法人奈良県立医科大学 精神医学 講師 牧之段　学 1 ¥27,843
188 国立大学法人　信州大学医学部 子どものこころの発達医学教室 教授 本田　秀夫 1 ¥55,685
189 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属浦安病院 腎・高血圧内科 助教 本田　大介 1 ¥55,685
190 高知県厚生農業協同組合連合会 ＪＡ高知病院 小児科 医長 本淨　謹士 1 ¥27,843



191 みなと小児科医院 院長 湊　通嘉 1 ¥16,706
192 小牧市民病院 血液内科 部長 綿本　浩一 1 ¥77,959
193 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター 血液内科 教授 木崎　昌弘 2 ¥222,740
194 防衛医科大学校 内科学 (血液・膠原病アレルギー) 教授 木村　和美 1 ¥111,370
195 国立大学法人秋田大学医学部附属病院 小児科 野口　篤子 1 ¥55,685
196 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 救命救急センター 医長 薬師寺　泰匡 1 ¥55,685
197 医療法人財団青溪会駒木野病院 児童精神科 医局長 柳橋　達彦 1 ¥27,843
198 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 内分泌・糖尿病内科 部長 有吉　陽 1 ¥77,959
199 医療法人彰仁会落合小児科医院 院長 落合　仁 1 ¥38,980
200 医療法人テレサ会西川医院 発達診療部 部長 林　隆 1 ¥55,685
201 社会福祉法人埼玉医療福祉会光の家療育センター 小児科 院長 鈴木  郁子 2 ¥55,686
202 国立大学法人山梨大学医学部附属病院 精神神経学講座・臨床倫理学講座 教授 鈴木　健文 1 ¥55,685
203 医療法人慈圭会すがのクリニック 院長 鈴木　実穂 1 ¥27,843
204 筑波こどものこころクリニック 院長 鈴木　直光 1 ¥55,685
205 公立大学法人福島県立医科大学医学部 小児科学講座 助手 鈴木　雄一 1 ¥16,706
206 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 センター長 廣間　武彦 1 ¥77,959
207 医療法人警和会大阪警察病院 ER・救命救急科 医長 廣瀨　智也 1 ¥55,685
208 熊本大学 小児科 澤田　貴彰 1 ¥55,685
209 国立大学法人宮崎大学医学部 看護学科 教授 澤田　浩武 1 ¥111,370
210 医療法人春裕会さわだメンタルクリニック 院長 澤田　将幸 1 ¥77,959
211 社会福祉法人沖縄肢体不自由児協会沖縄南部療育医療センター 院長 當山　潤 1 ¥27,843
212 医療法人修心会さいとうクリニック 院長 齋藤　茂子 1 ¥38,980
213 よぎ医院 院長 與儀　実之 1 ¥16,706
214 医療法人tsukushiつくしこころクリニック 院長 髙野  磨美 1 ¥77,959



C.　原稿執筆料等　原稿執筆料・監修料　2019年度（2019年1月1日から2019年 12月31日）－　血液・免疫性疾患事業本部以外

番号 施設名 所属 役職 氏名 件数 年間の総額
1 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学 小児科学講座 教授 井田　博幸 2 ¥111,370
2 学校法人埼玉医科大学　埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中内科 准教授 加藤　裕司 1 ¥111,370
3 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属浦安病院 血液内科 准教授 関口　康宣 1 ¥111,370
4 鹿児島大学研究推進機構　難治ウィルス病態制御研究センター 血液・免疫疾患研究分野 准教授 吉満　誠 1 ¥55,685
5 国立大学法人東北大学病院　 小児外科 助教 工藤　博典 1 ¥27,843
6 国立大学法人東北大学病院 臓器移植医療部 レシピエント移植コーディネーター 佐藤　則子 1 ¥16,706
7 学校法人日本医科大学日本医科大学大学院医学研究科 血液内科学分野 准教授 山口　博樹 1 ¥111,370
8 国立大学法人大阪大学大学院 医学系研究科 教授 酒井　規夫 1 ¥55,685
9 国立大学法人広島大学大学院 医歯薬保健学研究科　皮膚科学 教授 秀　道広 2 ¥167,055
10 学校法人順天堂順天堂大学医学部 血液内科 主任教授 小松　則夫 1 ¥167,056
11 学校法人順天堂順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科 准教授 上野　祐司 1 ¥111,370
12 国立大学法人弘前大学医学部 分子病態病理学 教授 水上　浩哉 1 ¥55,685
13 済生会熊本病院 救急総合診療センター　救急科部長 救命救急センター　センター長 前原　潤一 1 ¥38,980
14 医療法人埼友会埼友草加病院 病院長 大澤　勲 2 ¥167,055
15 東北大学大学院医学系研究科 発生・発達医学講座小児外科学分野 助教 中村　恵美 1 ¥27,843
16 東北大学大学院 消化器外科学分野 助教 渡辺　和宏 1 ¥27,843
17 国立大学法人神戸大学大学院医学研究科 内科系講座皮膚科学分野 講師 福永　淳 1 ¥27,843
18 国立大学法人九州大学病院別府病院 免疫・血液・代謝内科 病院長 堀内　孝彦 1 ¥55,685
19 新潟市民病院 緩和ケア内科 部長 野本　優二 1 ¥38,980
20 東北大学大学院医学系研究科 発生・発達医学講座小児外科学分野 准教授 和田　基 1 ¥38,980



C.　原稿執筆料等　コンサルティング費　2019年度（2019年1月1日から2019年 12月31日）－　血液・免疫性疾患事業本部以外

番号 施設 所属 役職 氏名 件数 年間の総額
1 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学小児科学講座 教授 井田　博幸 1 ¥111,370
2 国立大学法人広島大学大学院 医歯薬保健学研究科　統合健康科学部門　皮膚科学 教授 秀　道広 1 ¥111,370
3 星薬科大学 薬学部　薬品物理化学研究室 教授 米持　悦生 1 ¥238,000



D.　情報提供関連費　2019年度（2019年1月1日から2019年 12月31日）

番号 項目 年間の件数 年間の総額 税金
1 講演会等会合費 166 ¥243,606,775 消費税込
2 説明会費 53 ¥893,891 消費税込
3 医学・薬学関連文献等提供費 29 ¥10,191,198 消費税込

情報提供関連費には、医療関係者に対する当社医薬品の科学的な情報提供に必要な講演会、説明会等の費用が
含まれます。



E.　その他の費用　2019年度（2019年1月1日から2019年 12月31日）

番号 項目 年間の総額 税金
1 接遇等費用 ¥2,370,020 消費税込

その他の費用には、社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれます。


