
（１）講師謝金 （敬称略）

No 氏名 施設・団体名 所属名 金額

1 朝倉　加代子 佐世保中央病院 安全管理部 49,537円

2 浅野　尚美 岡山大学病院 輸血部 11,136円

3 阿南　誠 国立病院機構九州医療センター 医療情報管理室 33,411円

4 安居　輝人 大阪大学微生物病研究所 分子免疫制御分野 44,548円

5 池田　亮 岡山大学病院 輸血部 5,568円

6 石澤　賢一 山形大学大学院 医学系研究科　血液・細胞治療内科学講座 55,685円

7 伊丹　直人 埼玉県立がんセンター 検査技術部 11,137円

8 今井　陽俊 社会医療法人北楡会 札幌北楡病院 血液内科 11,137円

9 上田　恭典 倉敷中央病院 血液内科・血液治療センター・外来化学療法センター 22,274円

10 牛尾　駿佑 姫路赤十字病院 検査技術部 5,568円

11 梅木　智美 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 救命救急センター 33,411円

12 遠藤　輝夫 札幌医科大学付属病院 検査部 11,137円

13 大戸　斉 福島県立医科大学附属病院 輸血移植免疫部 55,685円

14 大橋　一輝 東京都立駒込病院 血液内科 55,685円

16 奥田　誠　 東邦大学医療センター大森病院 輸血部 33,411円

17 奥山　美樹 東京都立駒込病院 輸血・細胞治療科 55,685円

18 小郷　博昭 岡山大学病院 輸血部 5,568円

19 落合　やよい 宮崎大学医学部附属病院 看護部 33,411円

20 鬼松　幸子 回生病院 臨床検査部 16,705円

21 甲斐　純美 福岡大学病院 看護部 33,411円

22 梶原　道子 東京医科歯科大学医学部附属病院 輸血部 55,685円

23 加藤　栄史 愛知医科大学病院 輸血部 55,685円

24 金森　平和 神奈川県立がんセンター 血液内科 55,685円

25 上條　亜紀 横浜市立大学附属病院 輸血･細胞療法部 55,685円

26 上村　直也 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 輸血管理室 11,136円

27 狩野　吉康 北海道厚生農業協同組合連合会 札幌厚生病院 - 55,685円

28 川島　龍一 一般社団法人　兵庫県医師会 - 55,685円

29 窪田　良次 香川大学 医学部地域包括医療学講座 55,685円

30 熊川　みどり 福岡大学病院 輸血部 22,274円

31 黒木　多美子 済生会熊本病院 認定輸血看護師 11,137円

32 小島　奈央 鳥取大学医学部附属病院 検査部 5,568円

33 小林　信昌 東海大学医学部付属病院 臨床検査技術科 16,705円

34 小布施　力史 北海道大学大学院 先端生命科学研究院 生物融合科学コース分子細胞学研究室 55,685円

35 齊藤　英彦 日本骨髄バンク - 55,685円

36 道祖尾　憲二郎 鳥取県立厚生病院 中央検査室 5,568円

37 坂巻　壽　 東京都立駒込病院 - 55,685円

38 佐々木　崇雄 鳥取県立中央病院 中央検査室 5,568円

39 佐藤　　朗 岩手県立中央病院 ペインクリニックがんの痛み治療科 22,274円

40 佐藤　まゆみ 大分市医師会立アルメイダ病院 臨床検査部 33,411円

41 佐分利　能生 大分県立病院 血液内科 22,274円

42 島田　智恵 国立感染症研究所 感染症疫学センター 44,548円

43 島貫　美和子 東北大学病院 看護部 5,510円

44 下川　里美 国立病院機構熊本医療センター 認定輸血技師 11,137円

45 下田　和哉 宮崎大学 医学部内科学講座消化器血液学分野 22,274円

46 下廣　寿 鳥取大学医学部保健学科 病態検査学 5,568円

47 下村　泰三 くまもと森都総合病院 血液内科 11,137円

48 鈴木　信寛 北海道立子ども総合医療・療育センター - 11,137円

49 髙木　尚江 岡山大学病院 看護部 13,364円

50 高津　昌吾 玉野三井病院 検査科 11,137円
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15 岡崎　　仁 東京大学医学部付属病院 輸血部 167,055円
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51 高橋　聡 東京大学医科学研究所 先端医療研究センター　分子療法分野 22,274円

52 高見　昭良 愛知医科大学 血液内科 66,822円

53 滝川　康裕 岩手医科大学 消化器内科肝臓分野 27,842円

55 田中　純子 広島大学大学院医歯薬保健学研究院 総合健康科学部門疫学･疫病制御学 111,370円

56 田邉　昇 中村・平井・田邉法律事務所 - 55,685円

57 谷口　修一 虎の門病院 血液内科 55,685円

58 玉井　佳子 弘前大学医学部附属病院 輸血部 55,685円

59 椿　和央 近畿大学医学部奈良病院 血液内科 256,151円

60 冨山　佳昭 大阪大学医学部附属病院 輸血部 33,411円

61 豊嶋　崇徳 北海道大学大学院 医学研究科 医学専攻内科学講座 血液内科学 11,137円

62 豊島　麻実 防衛医科大学校病院 手術部 67,379円

63 長井　一浩 長崎大学病院 細胞療法部 22,274円

64 中尾　正俊 一般社団法人　大阪府医師会 - 33,411円

65 中村　政則 博愛病院 臨床検査部 5,568円

66 鋼　雅美
社会福祉法人恩師財団済生会支部岡山済生会総合
病院

中央検査科 5,568円

67 畑山　祐輝 鳥取大学医学部附属病院 検査部 5,568円

68 羽藤　高明 愛媛大学医学部附属病院 輸血・細胞治療部(第一内科)  33,411円

69 浜田　映子 鳥取大学医学部附属病院 検査部 5,568円

70 濱田　文香 一般財団法人倉敷成人病センター 臨床検査科 5,568円

71 半田　誠 慶応義塾大学 医学部及び輸血・細胞療法センター 144,781円

72 東　　寛 旭川医科大学 小児科学講座 11,137円

73 福光　一夫 愛染橋病院 麻酔科 33,411円

74 藤井　伸治 岡山大学病院 血液腫瘍内科・輸血部 66,822円

75 藤原　伸子
社会福祉法人恩師財団済生会支部岡山済生会総合
病院

中央検査科 38,979円

76 牧野　茂義 虎の門病院 輸血部 111,370円

77 松原　由美子 慶應義塾大学医学部 臨床研究推進センター （トランスレーショナルリサーチ部門） 55,685円

78 松村　　到 近畿大学医学部附属病院 血液・膠原病内科 33,411円

79 松本　智子 鳥取大学医学部附属病院 検査部 5,568円

80 松本　真弓 一般財団法人倉敷成人病センター 臨床検査科 5,568円

81 三代　俊治 東芝病院 研究部 55,685円

82 宮田　茂樹 国立研究開発法人　国立循環器病研究センター 輸血管理室 89,096円

83 室井　一男 自治医科大学付属病院 輸血・細胞移植部 55,685円

84 森田　幸子 岡山大学病院 医療安全管理部 33,411円

85 山下　清 宮崎県立宮崎病院 血液科 22,274円

86 湯田　範規 山陰労災病院 中央検査部 5,568円

87 吉場　史朗 東海大学医学部付属病院 輸血室 55,685円

88 米村　雄士 熊本大学医学部付属病院 輸血・細胞治療部 11,137円

89 渡辺　直樹 旭川医科大学病院 臨床検査・輸血部 11,137円

54 田中　朝志 東京医科大学八王子医療センター 臨床検査医学科 77,959円
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（２）原稿執筆料・監修料

No 氏名 施設・団体名 所属名 金額

1 石澤　賢一 山形大学大学院 医学系研究科　血液・細胞治療内科学講座 55,685円

2 大西　宏明 高松赤十字病院 血液内科 33,411円

3 川島　龍一 一般社団法人　兵庫県医師会 - 55,685円

4 鬼松　幸子 回生病院 臨床検査部 16,705円

5 窪田　良次 香川大学 医学部地域包括医療学講座 55,685円

6 島田　智恵 国立感染症研究所 感染症疫学センター 44,548円

7 田邉　昇 中村・平井・田邉法律事務所 - 55,685円

8 中島　一敏 東北大学病院 検査部 13,475円

9 半田　誠 慶應義塾大学 医学部 55,685円

10 宮田　茂樹 国立研究開発法人　国立循環器病研究センター 輸血管理室 33,411円

（３）コンサルティング等業務委託費

No 氏名 施設・団体名 所属名 金額

1 大橋　一輝 東京都立駒込病院 血液内科 22,274円

2 岡崎　仁 東京大学医学部附属病院 輸血部 1,386,866円

3 奥山　美樹 東京都立駒込病院 輸血・細胞治療科 22,274円

4 加藤　栄史 愛知医科大学病院 輸血部 43,215円

5 坂巻　壽 東京都立駒込病院 - 22,274円

6 佐藤　美佳 宮城県立がんセンター 六階病棟 5,510円

7 高橋　聡 東京大学医科学研究所 先端医療研究センター　分子療法分野 22,274円

8 谷口　修一 虎の門病院 血液内科 22,274円

9 田野﨑　隆二 国立がん研究センター中央病院 輸血療法科 22,274円

10 成田　香魚子 東北大学病院 輸血・細胞治療部 5,510円

11 藤原　実名美 東北大学病院 輸血・細胞治療部 11,021円

12 牧野　茂義 虎の門病院 輸血部 22,274円

13 溝上　雅史 国立国際医療研究センター 肝炎・免疫研究センター 18,469円

14 森　毅彦 慶應義塾大学病院 血液内科 22,274円
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