
C．原稿執筆料等

項目 件数 年間総額

講師謝金 530 50,111,356

原稿執筆料・監修料 53 4,564,412

コンサルティング等業務委託費 125 14,471,461

講師謝金
氏名 施設・大学名等/所属/役職 件数 支払総額（円）

青木　正志 国立大学法人東北大学病院 脳神経内科 科長 2 211,065

青木　雄介 あいち小児保健医療総合センター 神経科 医長 1 41,832

浅野　史織 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 脳神経内科 1 45,717

朝日　利江 あいち小児保健医療総合センター リハビリテーション科 1 10,175

阿部  康二 国立大学法人岡山大学病院 脳神経内科 科長 1 109,262

阿部　裕 国立大学法人東北大学病院 小児科 助教 2 144,893

綾木　孝 国立大学法人京都大学医学部附属病院 脳神経内科 副医長 7 809,575

荒川　浩一 国立大学法人群馬大学大学院 医学系研究科小児科学分野 教授 1 91,797

荒木　敦 社会医療法人真美会中野こども病院 小児科 院長 1 120,483

荒畑　創 独立行政法人国立病院機構大牟田病院 神経内科 医長 3 240,966

荒若　繁樹 学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 脳神経内科 科長 1 121,749

粟野　宏之 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 小児科 医長 2 227,899

飯田  慎 学校法人関西医科大学関西医科大学附属病院 脳神経内科 ＲＳＤ 1 66,148

生田　陽二 公立昭和病院 小児科 医長 1 47,263

井口　直彦 公立大学法人奈良県立医科大学 脳神経内科  1 66,148

井口　保之 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 診療長 1 111,286

石浦　浩之 国立大学法人東京大学医学部附属病院 脳神経内科 講師 2 146,722

石垣　景子 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 小児科 准教授 4 295,459

石川　暢恒 国立大学法人広島大学病院 小児科 医長 3 237,162

石田　義則 一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 脳神経内科 科長 1 72,185

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 1 84,288

石原　智彦 国立大学法人新潟大学 脳研究所 臨床神経科学部門 神経内科学分野 講師 1 85,047

石原　尚子 学校法人藤田学園藤田医科大学病院 小児科 講師 1 38,440

石山　昭彦 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 医長 1 122,714

和泉　唯信 国立大学法人徳島大学病院 神経内科 副科長 2 175,651

井関　雅子 学校法人順天堂大学医学部 麻酔科学・ペインクリニック講座 教授 1 184,072

磯部　紀子 国立大学法人九州大学病院 脳神経内科 准教授 1 152,620

一瀬　佑太 国立大学法人山梨大学医学部附属病院 神経内科 医局長 1 70,872

伊藤　弦太 国立大学法人東京大学大学院薬学系研究科社会連携講座「脳神経疾患治療学」 特任講師 1 151,588

伊東　秀文 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 脳神経内科 副院長 2 228,930

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 院長補 1 94,160

井上　絢香 埼玉県立小児医療センター  遺伝科 RSD 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 1 55,858

岩山　秀之 学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 小児科 2 102,376

右近　紳一郎 学校法人兵庫医科大学 内科学講座  神経・脳卒中科 助教 1 67,373

鵜沢　顕之 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 脳神経内科 助教 1 81,166

牛尾　会 国立大学法人広島大学病院 リハビリテーション科 1 64,966

臼井　大介 医療法人臼井会田野病院 小児科 部長 1 62,773

宇津見 宏太 独立行政法人国立病院機構新潟病院 神経内科 医員 1 103,121

漆谷 真 国立大学法人滋賀医科大学医学部附属病院 脳神経内科 診科長 2 208,175

江守　誠司 公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院 脳神経内科 学内助教 1 62,561

園生　雅弘 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 脳神経内科 科長 3 253,324

遠藤  一博 特定医療法人アガペ会北中城若松病院 認知症疾患医療センター  センター 長 1 87,409

遠藤　文夫 社会福祉法人志友会くまもと江津湖療育医療センター  総院長 1 63,936

大久保　幸宗 地方独立行政法人宮城県立こども病院 神経科 医長 2 168,196

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 1 85,849

大崎　裕亮 国立大学法人徳島大学病院 神経内科 特任助教 1 67,373

太田　真 学校法人大阪医科薬科大学 脳神経内科 助教 1 66,148

太田　康之 国立大学法人岡山大学病院 脳神経内科 講師 1 84,288

大戸　達之 国立大学法人筑波大学附属病院 小児内科 講師 2 156,341

大橋 高志 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学八千代医療センター  脳神経内科 准教授 13 1,567,528

大橋　輝明 医療法人大橋整形外科クリニック 院長 1 71,153

大本　周作 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 医長 1 76,998

大矢　寧 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院 脳神経内科 医長 1 82,669

大八木　保政 国立大学法人愛媛大学大学院医学系研究科 脳神経内科・老年医学講座 教授 1 99,897

岡崎　伸 地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター 小児神経内科 副部長 4 476,939

岡田 和将 学校法人産業医科大学産業医科大学病院 脳神経内科、心療内科 医局長 2 195,400

小川　鉄男 名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院 第1リハビリテーション・部長 1 41,832

奥田　太郎 国立大学法人三重大学医学部附属病院 小児科 医員 1 61,170

奥村　彰久 学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 小児科 部長 1 47,080

尾谷　寛隆 独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター リハビリテーション科 理学療法士長 1 102,090

越智 一秀 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院 脳神経内科 部長 2 155,799

越智 博文 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 老年内科 医長 7 835,478

小野 賢二郎 学校法人昭和大学昭和大学病院付属東病院 脳神経内科 教授 1 111,286

小野寺　理 国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 脳神経内科 教授 2 242,631

小幡　典彦 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 麻酔科・ペインクリニック科 助教 1 144,627

小原　克之 日本赤十字社水戸赤十字病院 神経内科 部長 1 103,018

小俣　卓 千葉県こども病院 神経内科 部長 1 74,585

海田　賢一 防衛医科大学校病院 神経内科 診科長 1 13,637

勝野 雅央 国立大学法人東海国立機構　名古屋大学大学院医学系研究科 脳神経内科 科長 6 652,966

加藤　敦子 地方独立行政法人宮城県立こども病院 リハビリテーション発達支援部 1 29,615

加藤　真介 国立大学法人徳島大学病院 リハビリテーション部 科長 1 76,310

金井　数明 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 脳神経内科 教授 3 363,628

神谷　猛 豊橋市民病 リハビリテーション科 1 10,175

河内 泉 新潟大学大学院医歯学総合研究科総合医学教育センター 准教授 2 238,467

川村　健太郎 医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぽろ 副院長 1 75,935

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 科長 1 103,065

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 脳神経内科 院長 1 56,191

岸田　 日帯 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター  脳神経内科 講師 3 312,929

北村　彰浩 国立大学法人滋賀医科大学医学部附属病院 内科学講座　脳神経内科 特任助教 1 71,800

北山 通朗 一般財団法人操風会岡山旭東病院 脳神経内科 部長 2 170,078

木水　友一 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 小児神経科 主任 4 310,107

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 副医長 1 69,779

木村 浩彰 国立大学法人広島大学病院 リハビリテーション科 科長 1 112,383

吉良 潤一 国立大学法人九州大学病院 脳神経内科 センター長 6 688,753

桐山 敬生 公立大学法人奈良県立医科大学 脳神経内科 講師 2 167,074

金　剛 地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院 脳神経内科 医長 1 67,373

日下  博文 学校法人関西医科大学関西医科大学附属病院 脳神経内科 部長 1 121,749

楠 進 学校法人近畿大学近畿大学医学部 脳神経内科 教授 1 136,721

久原　真 北海道公立大学法人札幌医科大学 脳神経内科 准教授 1 82,669

倉重　毅志 独立行政法人国立病院機構呉医療センター  脳神経内科 1 67,373

呉　繁夫 国立大学法人東北大学病院 小児科 科長 1 88,928

桑原 聡 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 脳神経内科 科長 2 219,391

郡山 達男 社会医療法人祥和会脳神経センター大田記念病院 脳神経内科 院長 1 104,925

小坂　仁 学校法人自治医科大学自治医科大学附属病院 小児科学 教授 1 70,123

小林　勝弘 国立大学法人岡山大学病院 小児神経科 科長 1 69,607

小林　享子 医療法人聖恵会福岡聖恵病院 内科 1 33,411

小牧 宏文 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 医長 9 909,044

小山　信吾 国立大学法人山形大学医学部附属病院 神経内科 講師 1 104,925

近藤　彩乃 日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 脳神経内科 ＲＳＤ 1 62,561

近藤　和泉 国立長寿医療研究センター 副院長 1 133,542

近藤 誉之 学校法人関西医科大学関西医科大学総合医療センター 脳神経内科 診療長 15 1,765,129

齋田　孝彦 一般社団法人多発性硬化症治療研究所 所長　 6 660,478

齋藤 加代子 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 遺伝子医療センター ゲノム診療科 特任教授 9 761,024

齊藤 利雄 独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター  小児神経内科 部長・脳神経内科 医長 9 872,662

酒井　克也 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 神経内科 1 64,966

酒井　直樹 焼津市立総合病院 神経内科 部長 1 62,561

作石　かおり 学校法人帝京大学帝京大学ちば総合医療センター 脳神経内科学 教授 1 152,620

櫻井　謙三 川崎市立多摩病院 神経内科 医長 1 56,698

医学・薬学に関する科学的な情報等を提供するため、または研究開発に関わる講演、原稿執筆や監修、その他コンサルティング等の業務委託の対価として支払われる費用等を以下の要領で公開します。



櫻田　直了 学校法人久留米大学久留米大学病院 呼吸器・神経・膠原病内科部門 助教 1 63,785

佐々木 秀直 社会福祉法人函館厚生院函館中央病院  名誉臨床顧問・脳神経内科 1 79,489

佐藤　俊一 日本赤十字社長野赤十字病院 神経内科 部長 2 173,244

佐橋　健太郎 国立大学法人東海国立機構　名古屋大学大学院医学系研究科 脳神経内科 病院助教 3 403,808

澤井　摂 国立大学法人千葉大学 大学院医学研究院  機能形態学 助教 1 95,388

三山　佐保子 東京都立小児総合医療センター 神経内科 部長 1 64,278

山中　治郎 公益財団法人天理よろづ相談所病院 脳神経内科  1 66,148

三宮　奈穂 高知県立療育福祉センター 整形外科 センター長 1 74,922

三方　崇嗣 独立行政法人国立病院機構下志津病院 神経内科 医長 1 76,310

椎原　隆 群馬県立小児医療センター 神経内科 部長 1 91,797

下濱　俊 北海道公立大学法人札幌医科大学 神経内科学講座 教授 1 114,464

篠原　正和 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 循環器内科 准教授 1 103,121

島川　修一 学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学附属病院 小児科 講師 1 52,592

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 2 176,322

清水 優子 学校法人東京女子医科大学 東京女子医科大学 脳神経内科 特命担当教授 7 827,964

下野　昌幸 学校法人産業医科大学産業医科大学病院 小児科 副科長 1 68,848

下村 英毅 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 小児科 講師 1 125,636

所谷　知穂 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 小児科 副医長 3 202,494

白石　秀明 国立大学法人北海道大学病院 小児科 医長 1 116,871

新野 正明 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 臨床研究部 部長 5 498,777

末長　敏彦 公益財団法人天理よろづ相談所病院 脳神経内科 部長 1 87,409

末廣　栄一 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 医長 1 113,396

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 医長 1 121,749

杉本　真里 豊橋市民病院 小児科 副部長 1 51,388

鈴木　淳一郎 トヨタ自動車㈱トヨタ記念病院 脳神経内科 医長 1 62,561

鈴木　保宏 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 小児神経科 副院長 1 52,592

鈴木　雄一 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 小児科 助教 1 63,248

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 5 489,014

瀬戸　俊之 公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 2 207,961

祖父江 元 国立大学法人名古屋大学大学院 医学系研究科 神経変性・認知症制御研究部 特任教授 2 152,620

髙嶋 博 国立大学法人鹿児島大学病院 脳神経内科 科長 2 207,771

高嶋　修太郎 独立行政法人地域医療機能推進機構高岡ふしき病院 院長 1 78,044

高田　英俊 国立大学法人筑波大学 医学医療系 小児内科 教授 2 166,119

高梨　潤一 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学八千代医療センター  小児科 教授 1 91,797

髙橋  慶太 公立大学法人横浜市立大学附属病院 脳神経内科脳卒中科 助教 2 126,038

高松　和弘 社会医療法人祥和会脳神経センター大田記念病院 脳神経内科 副院長 1 85,849

高松　孝太郎 国立大学法人熊本大学病院 脳神経内科学 特任助教 1 48,124

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 科長 1 112,383

竹内　知陽 あいち小児保健医療総合センター 1 10,175

竹内　英之 公立大学法人横浜市立大学附属病院 脳神経内科 医長 2 232,108

竹島 泰弘 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 小児科 主任教授 5 517,153

武田 景敏 公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科 脳神経内科学 講師 3 246,478

武田　むつき 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 脳神経内科 1 45,717

竹谷　健 国立大学法人島根大学医学部附属病院 小児科 部長 1 73,234

竹本　康二 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 小児科 部長 1 35,049

田中 章景 公立大学法人横浜市立大学附属病院 脳神経内科 部長 7 818,422

田中　朋美 国立大学法人富山大学附属病院 小児発達神経科 副科長 1 27,928

田中　正美 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院  脳神経内科 1 120,825

谷脇　考恭 学校法人久留米大学久留米大学病院 内科総合外来（脳神経内科） 教授 1 96,774

玉岡 晃 国立大学法人筑波大学附属病院 神経内科 副院長 3 293,966

千原 典夫 国立大学法人神戸大学大学院医学研究科・内科学講座 脳神経内科学分野 助教 1 67,373

辻野　彰 国立大学法人長崎大学病院 脳神経内科 教授 1 114,464

津田　曜 公立大学法人名古屋市立大学病院 脳神経内科 1 62,561

堤内　路子 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  脳神経内科 1 66,148

出口 一志 国立大学法人香川大学医学部附属病院 脳神経内科 診科長 1 104,925

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 2 186,126

戸川　泰子 豊橋市民病院 小児科 副部長 1 26,003

戸田 達史 国立大学法人東京大学医学部附属病院 脳神経内科 教授 1 74,922

冨本  秀和 国立大学法人 三重大学大学院医学系研究科 神経病態内科学 脳神経内科 科長 1 124,003

冨山　誠彦 国立大学法人弘前大学医学部附属病院 脳神経内科 診科長 1 108,105

鳥居　剛 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 脳神経内科 部長 1 54,053

永井　将弘 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 副科長 1 114,464

中里　雅光 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院 内分泌・代謝・糖尿病内科 科長 1 111,286

長澤　克俊 一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 小児科 科長 1 64,450

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 脳神経内科 科長 12 1,369,821

中島　孝 独立行政法人国立病院機構新潟病院 神経内科 院長 5 511,855

中嶋 秀人 学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 脳神経内科 医長 1 106,140

中辻　裕司 国立大学法人富山大学附属病院 脳神経内科 診科長 3 330,906

中根 俊成 国立大学法人熊本大学病院 分子治療学寄附講座 特任教授 1 89,027

中原 仁 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 神経内科 部長 21 2,510,767

中村　勝哉 国立大学法人信州大学医学部附属病院 脳神経内科／リウマチ・膠原病内科 講師 1 95,388

中村　健 公立大学法人横浜市立大学医学部 リハビリテーション科学 主任教授 1 71,800

西尾　久英 神戸学院大学 総合リハビリテーション学部 教授 7 469,926

西山　和子 医療法人セレスさっぽろ神経内科病院 理事・看護部長 2 93,097

西山　和利 北里大学医学部 脳神経内科学 主任教授 1 104,925

野川　茂 学校法人東海大学東海大学医学部付属八王子病院 神経内科 副院長 2 214,304

野原 千洋子 公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院 神経内科 副医長 5 632,734

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 副院長 1 53,070

野村 恵子 国立大学法人富山大学医学部 小児科学教室 准教授 1 84,732

萩野谷和弘 地方独立行政法人宮城県立こども病院 神経科 副院長 2 193,550

橋口　昭大 国立大学法人鹿児島大学病院 脳神経内科 医長 4 392,205

橋本　隆男 社会医療法人財団慈泉会相澤病院 神経内科 副センター長 1 114,464

長谷川  泰弘 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 診療長 1 106,140

長谷川　三希子 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター  リハビリテーション科  主任 4 133,702

畑中　裕己 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 脳神経内科 医長 1 74,922

濱田　征宏 和泉市立総合医療センター 脳神経内科 医長 1 72,185

原　英夫 国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 神経内科 教授 2 234,133

原　誠 学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 脳神経内科 医長 1 56,698

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 脳神経内科 部長 1 98,765

原田　雅史 国立大学法人徳島大学 大学院医歯薬学研究部 放射線医学分野 放射線診断科 教授 1 37,968

平田　幸一 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 脳神経内科 院長 1 104,925

平山　雅浩 国立大学法人三重大学医学部附属病院 小児科 科長 1 109,852

平山　良道 地方独立行政法人那覇市立病院 小児科 医長 1 75,935

廣瀬　伸一 福岡大学 小児科 主任教授 1 87,653

廣瀬　文吾 砂川市立病院 脳神経内科 副医長 1 127,183

廣田　伸之 地方独立行政法人市立大津市民病院 脳神経内科 部長 1 71,800

深浦 彦彰 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 准教授 6 711,532

深澤　俊行 医療法人セレスさっぽろ神経内科クリニック 理事長、院長 4 389,363

深沢　良輔 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 脳神経内科 1 69,779

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 医長 1 59,060

藤井　克則 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 小児科 講師 1 75,935

藤井 ちひろ 京都府公立大学法人京都府立医科大学 神経内科 特任助教 1 69,779

藤枝　幹也 国立大学法人高知大学医学部 小児思春期医学講座 教授 1 88,928

藤原 一男 福島県立医科大学　多発性硬化症治療学講座　教授 4 384,900

布施　彰久 川崎市立川崎病院 神経内科 副医長 1 72,185

古谷　博和 国立大学法人高知大学医学部附属病院 脳神経内科 科長 1 106,140

細矢　光亮 公立大学法人福島県立医科大学 小児科学講座 教授 1 93,497

眞下　秀明 東京都立神経病院 神経小児科 医員 1 55,858

松井　彩乃 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院 整形外科 医長 2 235,890

松井 真 学校法人金沢医科大学金沢医科大学病院 脳神経内科 科長 3 349,752

松井 大 日本赤十字社大津赤十字病院 脳神経内科 部長 1 101,747

松井　尚子 国立大学法人徳島大学病院 神経内科 医長 1 72,185

松浦　英治 国立大学法人鹿児島大学病院 脳神経内科 医長 1 96,774

松川 則之 公立大学法人名古屋市立大学病院 脳神経内科 部長 1 114,464

松下 拓也 国立大学法人九州大学病院 脳神経内科 診療准教授 2 234,826

松島　理明 国立大学法人北海道大学病院 神経内科 医長 1 127,183

松田　文彦 京都大学大学院ゲノム医学センター センター長・教授 1 63,936

松原　悦朗 国立大学法人大分大学　大分大学医学部附属病院 1 114,464

松本　理器 国立大学法人神戸大学大学院医学研究科・内科学講座 脳神経内科学分野 教授 1 139,901

丸山　慎介 国立大学法人鹿児島大学病院 小児科 助教 1 88,083

丸山　博文 国立大学法人広島大学病院 脳神経内科 診科長 1 114,464

三浦　聖史 日本赤十字社和歌山医療センター  脳神経内科 1 57,748



三浦　雅樹 日本赤十字社長岡赤十字病院 小児科 副部長 1 75,935

三木　幸雄 公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科 放射線診断学・IVR学 教授 2 311,502

三須 建郎 国立大学法人東北大学病院 脳神経内科 講師 1 104,925

水野 昌宣 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 神経内科・老年科 講師 1 96,246

水野　公輔 北里大学病院 リハビリテーション部 1 25,523

水野 敏樹 京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 脳神経内科 診療長 1 90,531

三野　俊和 公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 神経内科 病院講師 1 93,840

宮﨑 雄生 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 脳神経内科 医長 6 569,017

宮嶋 裕明 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 神経内科 センター長 1 120,825

宮本 勝一 学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 脳神経内科 准教授 3 361,488

森 雅裕 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 脳神経内科 准教授 3 335,070

森泉　輝哉 伊那中央行政組合伊那中央病院 脳神経内科 医員 1 64,966

矢島　寛之 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター  身体リハビリテーション部 理学療法士 4 47,358

安高　拓弥 国立大学法人大分大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター 研修医 1 67,373

埜中 征哉 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 誉院長 2 196,981

矢部　勇人 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 脳神経内科 部長 1 95,388

山上　大亮 公立大学法人横浜市立大学附属病院 リハビリテーション科 助教 1 72,898

山口　清次 国立大学法人島根大学医学部 小児科 特任教授 2 134,556

山下　博史 日本赤十字社和歌山医療センター 脳神経内科 部長 1 84,216

山田 正仁 国立大学法人金沢大学附属病院 脳神経内科 診科長 2 198,578

山村 隆 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 特任研究部長 1 106,140

山本　啓之 国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 小児科 医員 1 28,265

山脇 健盛 広島逓信病院 脳神経内科 主部長 1 85,849

山脇　理恵 国立大学法人京都大学医学部附属病院 リハビリテーション科 1 33,411

弓削 康太郎 学校法人久留米大学久留米大学病院 小児科 助教 4 312,718

横田　隆徳 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 神経内科 科長 1 101,010

横手 裕明 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 神経内科 主医長 2 238,469

横山 和正 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 医局長 11 1,218,760

横山　美佐子 学校法人北里研究所北里大学病院 医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 講師 2 37,898

芳川 浩男 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 脳神経内科 センター長 1 124,003

吉川　正章 国立大学法人佐賀大学医学部附属病院 神経内科 1 63,785

吉川　由利子 日本赤十字社成田赤十字病院 脳神経内科 部長 1 108,105

吉倉　延亮 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 脳神経内科 臨床講師 2 115,497

吉田　誠克 京都府立医科大学大学院 医学研究科神経内科学 准教授 1 56,698

吉村　俊祐 国立大学法人長崎大学病院 脳神経内科 助教 1 67,373

米川　貴博 国立大学法人三重大学医学部附属病院 小児科 助教 1 94,665

渡辺　千種 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター 脳神経内科 診療長 1 92,208

渡辺　美緒 群馬県立小児医療センター 神経内科 部長 1 84,371

渡辺　保裕 国立大学法人鳥取大学医学部附属病院 脳神経内科 医長 2 187,306

蕨 陽子 東京都立神経病院 脳神経内科 医長 2 168,678



原稿執筆料・監修料 
氏名 施設・大学名等/所属/役職 件数 年間総額（円）

綾木　孝 国立大学法人京都大学医学部附属病院 脳神経内科 副医長 1 74,922

荒田　仁 国立大学法人鹿児島大学病院 脳神経内科 医長 1 57,748

粟野　宏之 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 小児科 医長 1 70,123

岩山　秀之 学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 小児科 2 175,307

大橋 高志 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学八千代医療センター  脳神経内科 准教授 3 286,164

岡崎　伸 地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター 小児神経内科 副部長 1 103,271

岡田 和将 学校法人産業医科大学産業医科大学病院 脳神経内科、心療内科 医局長 1 95,388

越智 一秀 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院 脳神経内科 部長 1 112,383

越智 博文 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 老年内科 医長 3 324,316

河内 泉 新潟大学大学院医歯学総合研究科総合医学教育センター 准教授 1 114,464

岸田　 日帯 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター  脳神経内科 講師 1 76,310

小林　良行 国立大学法人広島大学病院 小児科 1 47,436

近藤 誉之 学校法人関西医科大学関西医科大学総合医療センター 脳神経内科 診療長 1 114,464

齋藤 加代子 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 遺伝子医療センター ゲノム診療科 特任教授 2 335,660

齊藤 利雄 独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター  小児神経内科 部長・脳神経内科 医長 2 206,242

作石　かおり 学校法人帝京大学帝京大学ちば総合医療センター 脳神経内科学 教授 1 114,464

佐藤　俊一 日本赤十字社長野赤十字病院 神経内科 部長 2 113,396

三條　伸夫 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院 神経内科 医局長 1 95,388

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 1 95,388

鈴木　淳一郎 トヨタ自動車㈱トヨタ記念病院 脳神経内科 医長 1 85,047

竹内　英之 公立大学法人横浜市立大学附属病院 脳神経内科 医長 1 95,388

武田 景敏 公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科 脳神経内科学 講師 1 72,185

田中　正美 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院  脳神経内科 1 114,464

千原 典夫 国立大学法人神戸大学大学院医学研究科・内科学講座 脳神経内科学分野 助教 1 57,748

布山　正貴 学校法人昭和大学昭和大学横浜市北部病院 こどもセンター  助教 1 35,576

野原 千洋子 公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院 神経内科 副医長 2 196,634

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 副院長 1 47,694

橋口　昭大 国立大学法人鹿児島大学病院 脳神経内科 医長 1 57,748

長谷川　三希子 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター  リハビリテーション科  主任 2 98,997

深澤　俊行 医療法人セレスさっぽろ神経内科クリニック 理事長、院長 1 102,778

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 医長 1 101,246

松下 拓也 国立大学法人九州大学病院 脳神経内科 診療准教授 1 95,388

松島　理明 国立大学法人北海道大学病院 神経内科 医長 1 74,922

丸山　慎介 国立大学法人鹿児島大学病院 小児科 助教 1 51,561

南野　初香 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院 小児科 医長 2 94,872

宮﨑 雄生 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 脳神経内科 医長 1 95,388

宮本 勝一 学校法人近畿大学近畿大学医学部附属病院 脳神経内科 准教授 1 114,464

矢島　寛之 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター  身体リハビリテーション部 理学療法士 1 36,364

山本　亜矢子 公立大学法人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 1 43,311

横手 裕明 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 神経内科 主医長 1 95,388

横山 和正 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 医局長 1 76,310

中原 仁 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 神経内科 部長 1 108,105
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饗場 郁子 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院 神経内科 部長 4 295,444

綾木　孝 国立大学法人京都大学医学部附属病院 脳神経内科 副医長 3 410,164

荒畑　創 独立行政法人国立病院機構大牟田病院 神経内科 医長 1 93,840

粟沢　広之 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター  身体リハビリテーション科 作業療法士長 1 34,030

五十嵐　中 一般社団法人医療経済評価総合研究所 代表理事 1 1,000,000

石垣　景子 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 小児科 准教授 1 103,895

石原　尚子 学校法人藤田学園藤田医科大学病院 小児科 講師 1 105,184

磯部　紀子 国立大学法人九州大学病院 脳神経内科 准教授 3 294,833

岩坪 威 国立大学法人東京大学大学院 医学系研究科 脳神経医学専攻基礎神経医学講座 2 378,081

遠藤　文夫 社会福祉法人志友会くまもと江津湖療育医療センター  総院長 1 79,919

大江田　知子 独立行政法人国立病院機構宇多野病院 神経内科 部長 1 95,388

大熊　泰之 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 科長 1 133,542

大橋 高志 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学八千代医療センター  脳神経内科 准教授 2 257,545

岡田 和将 学校法人産業医科大学産業医科大学病院 脳神経内科、心療内科 医局長 1 124,003

越智 博文 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 老年内科 医長 2 248,006

小野寺　理 国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 脳神経内科 教授 1 149,845

織茂　智之 公立学校共済組合関東中央病院 神経内科 統部長 1 152,620

門屋　利奈 愛媛大学大学院医学系研究科 薬物療法・神経内科学　臨床研究データセンター 助教 1 93,840

河内 泉 新潟大学大学院医歯学総合研究科総合医学教育センター 准教授 2 221,298

川上　紀明 国家公務員共済組合連合会名城病院 整形外科・脊椎脊髄センター センター長 1 150,557

川村　健太郎 医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぽろ 副院長 1 101,246

岸田　 日帯 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター  脳神経内科 講師 1 124,003

吉良 潤一 国立大学法人九州大学病院 脳神経内科 センター長 2 276,623

高相　晶士 学校法人北里研究所 北里大学医学部 整形外科学  主任教授 1 150,557

小牧 宏文 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 医長 1 105,184

近藤 誉之 学校法人関西医科大学関西医科大学総合医療センター 脳神経内科 診療長 2 286,162

齋田　孝彦 一般社団法人多発性硬化症治療研究所 所長　 3 290,084

齋藤 加代子 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 遺伝子医療センター ゲノム診療科 特任教授 4 365,885

齊藤 利雄 独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター  小児神経内科 部長・脳神経内科 医長 4 412,484

佐橋　健太郎 国立大学法人東海国立機構　名古屋大学大学院医学系研究科 脳神経内科 病院助教 1 114,464

下畑　享良 国立大学法人 東海国立大学機構 岐阜大学大学院医学系研究科 脳神経内科学分野  教授 1 95,388

篠原　正和 国立大学法人神戸大学医学部附属病院 循環器内科 准教授 1 128,901

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 1 103,065

清水 優子 学校法人東京女子医科大学 東京女子医科大学 脳神経内科 特命担当教授 1 106,834

下村 英毅 学校法人兵庫医科大学兵庫医科大学病院 小児科 講師 1 87,653

新野 正明 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 臨床研究部 部長 3 307,989

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 1 93,840

髙橋 良輔 国立大学法人京都大学医学部附属病院 脳神経内科 科長 2 238,467

田中 章景 公立大学法人横浜市立大学附属病院 脳神経内科 部長 1 124,003

露崎　悠 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  神経内科 医長 1 90,231

戸谷　剛 医療法人財団はるたか会子ども在宅クリニックあおぞら診療所墨田 所長 1 125,546

富田　泰輔 東京大学大学院薬学系研究科機能病態学教室 教授 2 300,420

永井　将弘 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院 臨床研究支援センター 副科長 1 95,388

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 脳神経内科 科長 4 445,139

中島　孝 独立行政法人国立病院機構新潟病院 神経内科 院長 1 103,121

中嶋 秀人 学校法人日本大学日本大学医学部附属板橋病院 脳神経内科 医長 1 46,827

中原 仁 学校法人慶應義塾慶應義塾大学病院 神経内科 部長 3 400,626

中村 公俊 国立大学法人熊本大学病院 小児科 教授 1 79,919

西尾　久英 神戸学院大学 総合リハビリテーション学部 教授 1 79,919

西岡　健弥 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 医長 1 190,775

西川　典子 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 病院 脳神経内科診療部 医長 1 95,388

西道　隆臣 理化学研究所　脳神経科学研究センター・神経老化制御研究チーム チームリーダー 2 300,420

野原 千洋子 公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院 神経内科 副医長 2 153,661

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 副院長 1 152,620

野元　正弘 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 脳神経内科 医療・福祉センター 長 1 104,925

萩野谷和弘 地方独立行政法人宮城県立こども病院 神経科 副院長 1 95,903

橋口　昭大 国立大学法人鹿児島大学病院 脳神経内科 医長 2 209,336

長谷川　三希子 学校法人獨協学園獨協医科大学埼玉医療センター  リハビリテーション科  主任 2 85,591

長谷川　光広 学校法人藤田学園藤田医科大学医学部 脳神経外科 教授 1 114,464

服部 信孝 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 教授 1 104,925

樋口　真人 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構　放射線医学総合研究所　脳機能イメージング研究部脳疾患トランスレーショナル研究チーム チームリーダー 2 378,081

深浦 彦彰 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 准教授 1 124,003

藤岡　哲平 公立大学法人名古屋市立大学病院 脳神経内科 助教 1 93,840

藤原 一男 福島県立医科大学　多発性硬化症治療学講座　教授 2 206,672

松下 拓也 国立大学法人九州大学病院 脳神経内科 診療准教授 1 124,003

水野 昌宣 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 神経内科・老年科 講師 2 149,182

宮﨑 雄生 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 脳神経内科 医長 1 46,827

村上　千恵子 国立大学法人弘前大学医学部附属病院 脳神経内科 准教授 1 104,925

望月 秀樹 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 診科長 1 104,925

本橋　裕子 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 医長 1 113,949

森 雅裕 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 脳神経内科 准教授 2 170,830

矢島　寛之 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター  身体リハビリテーション部 理学療法士 2 64,193

矢部　一郎 国立大学法人北海道大学病院 神経内科 医長 1 38,155

山下 俊英 国立大学法人大阪大学大学院 医学系研究科 分子神経科学 教授 2 378,081

山村 隆 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 特任研究部長 2 267,084

山本　洋史 独立行政法人国立病院機構 大阪刀根山医療センター  リハビリテーション科 運動療法主任 理学療法士 1 90,489

山脇　理恵 国立大学法人京都大学医学部附属病院 リハビリテーション科 1 90,489

弓削 康太郎 学校法人久留米大学久留米大学病院 小児科 助教 3 223,595

横手 裕明 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 神経内科 主医長 2 161,291

横山 和正 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 医局長 1 106,834

渡辺　保裕 国立大学法人鳥取大学医学部附属病院 脳神経内科 医長 1 124,003


