
C．原稿執筆料等

項目 件数 年間総額

講師謝金 327 31,770,393

原稿執筆料・監修料 43 3,649,803

コンサルティング等業務委託費 80 8,695,920

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 吉嗣 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 遺伝子疾患治療研究部 室長 1 96,184
青山 淳夫 島根県立中央病院 神経内科 部長 1 41,595
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 講師 1 83,360
綾木 孝 国立大学法人京都大学大学院 医学研究科脳病態生理学講座 助教 6 615,322
荒川 玲子 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 臨床ゲノム科 医長 2 200,553
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 68,510
粟野 宏之 国立大学法人神戸大学大学院 医学研究科内科学系講座小児科学分野 准教授 3 307,282
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 脳神経内科 診療部長 1 105,802
池田 俊郎 国立大学法人宮崎大学 医学部医学科宮崎小児地域医療学・次世代育成支援講座 准教授 1 88,590
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 82,685
石垣 英俊 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 小児科 1 56,951

石川 悠加 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター神経筋/成育センター 部長 4 330,315
磯部 紀子 国立大学法人九州大学大学院 医学研究院 神経内科学 教授 3 304,582
市橋 光 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 科長 1 94,496
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 副院長 1 112,214
今井 憲 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 医監 1 103,355
岩崎 章 日本赤十字社深谷赤十字病院 神経内科 部長 1 96,184
岩﨑 俊之 学校法人北里研究所北里大学医学部 小児科 診療教授 1 94,496
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 講師 2 192,367
植田 光晴 国立大学法人熊本大学熊本大学病院 脳神経内科 教授 1 95,425
鵜沢 顕之 国立大学法人千葉大学大学院 医学研究院脳神経内科学 助教 2 182,749
瓜生 英子 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 1 117,699

漆谷 真 国立大学法人滋賀医科大学 内科学講座脳神経内科 教授 1 118,628
太田 緑 市立稚内病院 リハビリテーション科作業療法士 係長 1 25,311
大橋 高志 学校法人東京女子医科大学 八千代医療センター脳神経内科 准教授 15 1,740,887
大本 周作 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 脳神経内科 講師 1 56,276
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 99,390
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 2 182,749

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 准教授 3 362,673
緒方 健一 医療法人おがた会おがた小児科内科医院 理事長 1 82,262
岡田 聡 学校法人東京歯科大学東京歯科大学市川総合病院 神経内科 准教授 1 67,329
奥村 良法 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 神経科 1 77,453
越智 一秀 県立広島病院 脳神経内科 部長 1 83,360

越智 博文 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 准教授 8 952,054
小野 賢二郎 学校法人昭和大学昭和大学病院 脳神経内科 教授 1 109,009
小俣 卓 千葉県こども病院 神経内科 部長 1 79,731
片山 望 独立行政法人国立病院機構　仙台西多賀病院　リハビリテーション科 2 39,234

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。



勝野 雅央 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学大学院 医学系研究科総合医学専攻脳神経病態制御学神経内科学分野 教授 9 905,393
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 1 115,420
河内 泉 国立大学法人新潟大学大学院 医歯学総合研究科総合医学教育センター 准教授 1 102,596
川邉 清一 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院 脳神経センター（脳神経内科） 講師 1 67,329
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 1 118,459

神田 隆 国立大学法人山口大学大学院 医学系研究科臨床神経学講座 教授 3 298,621
北山 通朗 公益財団法人操風会岡山旭東病院 脳神経内科 部長 2 164,526
吉良 潤一 医療法人社団高邦会福岡中央病院 脳神経センター 脳神経センター長 1 115,420
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 1 78,297
黒川 勝己 川崎医科大学 総合医療センター脳神経内科 特任准教授 1 73,740
黒澤 亮二 ＮＴＴ東日本関東病院 1 56,276
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 2 195,574
後藤 知英 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 部長 1 94,496
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トランスレーショナル・メディカルセンター センター長、病院臨床研究推進部部長(併) 2 218,019
近藤 誉之 学校法人関西医科大学 総合医療センター脳神経内科 診療教授 6 724,881
齋田 孝彦 一般社団法人多発性硬化症治療研究所 所長　 4 405,910

齋藤 加代子 学校法人東京女子医科大学 遺伝子医療センター ゲノム診療科 特任教授 7 895,525
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 脳神経内科 部長 3 279,439
境 信哉 北海道大学大学院　保健科学研究院生活機能学分野　教授 1 53,154
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 脳神経内科 科長 1 102,596
櫻井 謙三 学校法人聖マリアンナ医科大学 内科学脳神経内科 講師 4 241,726
佐橋 健太郎 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学医学部付属病院 脳神経内科 講師 3 311,332
澤頭 荘子 医療法人稲生会　生涯医療クリニックさっぽろ・訪問看護くまさんの手 1 25,311
三瀧 真悟 国立大学法人島根大学医学部附属病院 脳神経内科 講師 1 85,637
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 88,590
山野 嘉久 学校法人聖マリアンナ医科大学 内科学脳神経内科 教授 1 115,420
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 講師 1 101,191

清水 優子 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 脳神経内科 特命担当教授 4 455,652
下村 英毅 学校法人兵庫医科大学 小児科学講座 講師 1 120,483
所谷 知穗 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 1 65,810
白石 秀明 国立大学法人北海道大学病院 小児科 診療准教授 1 114,746
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 5 504,374
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 38,473
杉江 秀夫 浜松医療センター 小児科 1 71,716
杉本 太路 国立大学法人広島大学病院 脳神経内科 助教 1 63,616
颯佐 かおり 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 小児科 1 61,423
高嶋 博 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　脳神経内科・老年病学　教授 3 272,521
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 1 174,987
高曽根 健 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 脳神経内科 医長 1 134,235

高津 宏樹 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属病院 脳神経内科 1 53,830
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 1 73,403
髙橋 俊明 独立行政法人国立病院機構仙台西多賀病院 脳神経内科 診療長 1 63,785
髙松 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 地域医療連携室担当部長 2 166,720
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(科長) 1 105,802
詫間 浩 たくま内科・神経内科クリニック 院長 1 57,710

竹島 泰弘 学校法人兵庫医科大学 小児科学教室 主任教授 6 529,517
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 11 1,017,525
田中 栄一 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 神経筋・成育センター 作業療法士 1 22,780
田中 栄一 独立行政法人国立病院機構　北海道医療センター　神経筋・成育センター　作業療法士 2 80,997
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 3 327,657

田中 基 公立大学法人名古屋市立大学大学院 医学研究科 麻酔科学・集中治療医学分野 周産期麻酔部門 教授 1 187,812
玉岡 晃 医療法人社団筑波記念会筑波記念病院 神経内科 脳神経センター センター長 1 103,018
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 2 185,281
千代延 友裕 京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 小児科 1 76,459



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 2 114,071
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 診療科長 1 109,009
豊島　至 国立病院機構　あきた病院　特別診療役 1 102,596
長井 篤 国立大学法人島根大学医学部附属病院 脳神経内科 教授 1 99,390
中島 一郎 学校法人東北医科薬科大学 医学部 老年神経内科学 教授 12 1,392,646

中嶋 秀人 学校法人日本大学 医学部内科学系神経内科学分野 教授 1 105,802
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 1 115,420
中根 俊成 国立大学法人熊本大学熊本大学病院 脳神経内科 1 86,566
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 15 1,926,845
波平 幸裕 国立大学法人琉球大学病院 第三内科 1 78,297
錦織 隆成 国立大学法人京都大学大学院 医学研究科臨床神経学 1 78,297
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 メディカル・ゲノムセンター ゲノム診療開発部長・臨床ゲノム解析部長 1 60,917
西山 和利 学校法人北里研究所北里大学病院 脳神経内科 科長 1 109,009
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 1 103,018
野田 和幸 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 先任准教授 1 103,018
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 部長　 4 458,306

野村 恭一 東松山市立市民病院 院長 3 294,964
萩野谷 和裕 地方独立行政法人宮城県立こども病院 神経科 副院長 2 163,733
橋口 昭大 国立大学法人鹿児島大学病院 脳・神経センター脳神経内科 講師 4 335,209
橋本 智代 学校法人産業医科大学産業医科大学病院 脳神経内科 学内講師 1 97,871
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 4 171,106
林 茂 富山市立富山市民病院 神経内科 副院長 1 105,802
原 英彰 岐阜薬科大学 学長 1 94,665
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 2 218,016
原 由紀子 公立大学法人京都府立医科大学大学院 医学研究科分子病態病理学 准教授 1 96,184
深浦 彦彰 学校法人埼玉医科大学 医学部 客員教授 3 356,260
深澤 俊行 医療法人セレスさっぽろ神経内科病院 理事長、院長 1 92,121

福田 冬季子 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 小児科 特任教授 1 65,388
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 83,360
藤井 ちひろ 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 特定病院助教　 3 229,322
藤原 一男 福島県立医科大学 医学部多発性硬化症治療学講座 教授 2 224,429
本郷 悠 防衛医科大学校病院 神経内科 1 10,125
牧野 道子 社会福祉法人鶴風会東京小児療育病院 1 70,197
枡田 大生 国立大学法人千葉大学大学院 医学研究院 脳神経内科学　 1 67,329
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 1 108,080
松井 大 日本赤十字社大津赤十字病院 脳神経内科 部長 1 109,009
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 2 221,224
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 2 208,398
丸山 博文 国立大学法人広島大学大学院 医系科学研究科脳神経内科学 教授 1 99,390

三浦 利彦 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 理学療法室長 2 36,417
水野 昌宣 学校法人岩手医科大学岩手医科大学附属病院 脳神経内科・老年科 講師 2 153,895
水野 勝広 国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター病院　身体リハビリテーション部　部長 1 70,872
道勇 学 学校法人愛知医科大学愛知医科大学病院 病院長神経内科 部長 1 115,420
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 1 52,395
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 3 301,882

宮本 勝一 和歌山県立医科大学 脳神経内科 准教授 1 123,943
向井 雅子 東京都立神経病院 脳神経内科 1 37,799
村上 淑 千葉県こども病院 神経内科 1 39,486
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 4 332,088
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 2 212,280

森 雅裕 国立大学法人千葉大学大学院 医学研究院脳神経内科学 准教授 3 310,995
森 まどか 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 85,806
両角 佐織 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 第一脳神経内科 副部長 1 66,063
門馬 佑太郎 学校法人昭和大学昭和大学病院 脳神経内科 1 56,276



山内 秀雄 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院 小児科 てんかんセンターセンター長、教授 1 94,496
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 2 163,766
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 2 205,446
山脇 健盛 日本郵政㈱広島逓信病院 内科 1 96,184
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 1 65,980

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 脳神経内科 主任医長 1 102,596
横山 淳史 国立大学法人京都大学医学部附属病院 小児科 1 129,089
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 臨床講師 11 1,238,624
吉倉 延亮 国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学医学部附属病院 脳神経内科 臨床講師・助教 1 95,425
大橋 高志 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 脳神経内科 診科長 2 305,509



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大学院 医学研究科脳病態生理学講座 助教 1 93,653

荒田 仁 医療法人三州会大勝病院 神経内科 1 70,872
石川 悠加 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 神経筋/成育センター 部長 2 139,214
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 講師 1 125,546
瓜生 英子 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 94,160
岡田 弘明 社会医療法人杏嶺会一宮西病院 脳神経内科 医長 1 58,723
金井 雅裕 社会医療法人杏嶺会一宮西病院 脳神経内科 医長 1 58,723
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 2 141,744
小林 良行 国立大学法人広島大学病院 小児科 1 39,486
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 トランスレーショナル・メディカルセンター センター長、病院臨床研究推進部部長(併) 5 561,411
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 1 202,492
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 脳神経内科 部長 1 101,246

櫻井 謙三 学校法人聖マリアンナ医科大学 内科学脳神経内科 講師 1 70,872
清水 優子 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 脳神経内科 特命担当教授 1 115,420
関口 兼司 国立大学法人神戸大学大学院 医学研究科内科学系講座脳神経内科学分野 准教授 1 74,922
高曽根 健 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 脳神経内科 1 56,191
竹島 泰弘 学校法人兵庫医科大学 小児科学講座 主任教授 1 137,695
田中 章景 公立大学法人横浜一律大学大学院 医学研究科神経内科学・脳卒中医学 教授 1 74,922
田中 栄一 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 神経筋・成育センター 作業療法士 1 36,364
戸塚 剛彰 社会医療法人杏嶺会一宮西病院 脳神経外科 1 77,453
中島 一郎 学校法人東北医科薬科大学 医学部老年神経内科学 教授 1 93,653
橋口 昭大 国立大学法人鹿児島大学病院 脳・神経センター脳神経内科 講師 1 70,872
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 2 166,044

長谷川 義仁 社会医療法人杏嶺会一宮西病院 脳神経外科 医長 1 77,453
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 86,160
深澤 俊行 医療法人セレス 理事長、さっぽろ神経内科病院 院長 1 95,303
藤岡 俊樹 学校法人東邦大学東邦大学医療センター大橋病院 脳神経内科 教授 1 89,772
三浦 利彦 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 理悪療法士 2 109,092
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 2 103,271
森 まどか 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 93,653
横山 淳史 国立大学法人京都大学医学部附属病院 小児科 1 86,633
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 臨床講師 2 236,663
田中 栄一 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 神経筋・成育センター 作業療法士 1 10,125



コンサルティング等業務委託費

氏名 施設・大学名等/所属/役職 件数 年間総額（円）
青山 弘美 千葉県こども病院 神経内科 医長 1 60,748

秋山 治彦 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 臨床研究部 部長 1 115,420
綾木 孝 国立大学法人京都大学大学院 医学系研究科脳病態生理学講座臨床神経学(脳神経内科) 助教 1 37,461
粟野 宏之 国立大学法人神戸大学大学院 医学研究科内科系講座小児科学分野 准教授 1 106,309
池田 学 国立大学法人大阪大学大学院 医学系研究科精神医学教室 教授 1 126,811
石垣 景子 学校法人東京女子医科大学 小児科 准教授 1 106,309
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 1 155,920
岩坪 威 国立大学法人東京大学 医学部神経病理学 教授 2 307,788
越智 一秀 県立広島病院 脳神経内科 部長 1 103,017
越智 博文 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 准教授 1 106,139
勝野 雅央 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学大学院 医学系研究科総合医学専攻脳神経病態制御学神経内科学分野 教授 1 112,383
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 特定病院助教 1 97,210

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 トランスレーショナル・メディカルセンター センター長 1 106,309
近藤 誉之 学校法人関西医科大学総合医療センター 脳神経内科 診療教授 4 574,445
齋藤 加代子 学校法人東京女子医科大学遺伝子医療センター ゲノム診療科 特任教授 3 273,702
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 87,409
佐橋 健太郎 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 医学部付属病院脳神経内科 講師 1 37,461
三條 伸夫 国立大学法人東京医科歯科大学 脳神経病態学 特任教授　 1 102,881
下濱 俊 札幌医科大学 医学部神経内科学講座 教授 1 115,420
清水 優子 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学病院 脳神経内科 特命担当教授 1 87,409
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 1 101,245
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 脳神経内科学分野 准教授 1 37,461
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 教授 1 192,368

竹内 英之 公立大学法人横浜市立大学 医学部 神経内科学・脳卒中医学講座 准教授 1 124,003
竹島 泰弘 学校法人兵庫医科大学 小児科学教室 主任教授 2 218,692
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 2 149,844
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 2 168,082
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 78,972
戸田 達史 国立大学法人東京大学大学院 医学系研究科神経内科学 教授 1 38,473
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 1 155,920
中島 一郎 学校法人東北医科薬科大学 医学部老年神経内科学 教授 4 454,562
中嶋 秀人 学校法人日本大学 医学部内科学系神経内科学分野 教授 1 93,653
中原 仁 学校法人慶應義塾慶應義塾大学 医学部神経内科 教授 2 273,848
中村 治雅 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センタートランスレーショナル・メディカルセンター 臨床研究支援部 部長 1 76,947

西道 隆臣 理化学研究所脳科学総合研究センター 神経蛋白制御研究チーム チームリーダー 1 155,920
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 部長　 3 282,308
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 2 273,848
萩野谷 和裕 地方独立行政法人宮城県立こども病院 副院長 兼 神経科科長 1 104,620
橋口 昭大 国立大学法人鹿児島大学病院 脳神経内科 講師 2 127,570
畑下 鎮男 医療法人沖縄徳洲会湘南厚木病院 副院長 1 160,981
服部 信孝 学校法人順天堂順天堂大学 医学部神経学講座 教授 1 192,368
樋口 真人 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子生命・医学部門量子医科学研究所 部長 1 192,368
深浦 彦彰 学校法人埼玉医科大学 医学部 客員教授 1 93,653
藤井 達哉 滋賀県立小児保健医療センター 神経内科 1 78,972
藤井 ちひろ 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 特定病院助教　 2 168,082

藤原 一男 公立大学法人福島県立医科大学 多発性硬化症治療学講座 教授 1 149,845
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 1 103,017
三村 將 学校法人慶應義塾慶應義塾大学 医学部精神・神経科学教室 教授 1 126,811
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 1 103,121



森 雅裕 国立大学法人千葉大学大学院 医学研究院脳神経内科学 准教授 2 196,670
山形 崇倫 学校法人自治医科大学自治医科大学 小児科学発達医学部門 教授 1 106,309
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 1 192,368
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 神経研究所免疫研究部 部長 1 149,845
弓削 康太郎 学校法人久留米大学 医学部小児科学講座 助教 1 78,972

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 脳神経内科 主任医長 1 93,653
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 臨床講師 4 425,598
吉倉 延亮 国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学医学部附属病院 脳神経内科 臨床講師・助教 1 38,980
吉山 容正 稲毛神経内科・メモリークリニック　院長 1 115,420


