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A:研究費開発費等
（１）共同研究費 件数 金額

そねざき古林診療所 1 1,727,273
一般社団法人 日本呼吸器学会 3 1,431,700
岡山大学 検査部 2 2,883,243
久留米大学 試薬 84個 1 360,320

試料 4個
実験器具 1個

京都大学 試薬 186個 1 2,240,034
試料 9個
実験器具 4個

熊本大学 生命科学研究部 小児科学講座 1 800,000
慶應義塾大学 医学部 病理学 2 1,090,909
公益財団法人 秋田県総合保険事業団 児桜検査センター 1 98,151
公益財団法人 心臓血管研究所 3 290,910
公益財団法人 筑波メディカルセンター 呼吸器内科 2 1,368,182
公益財団法人がん研究会 有明病院 臨床検査センター 1 300,000
高知大学 免疫難病センター 6 4,647,944
国立研究開発法人 国立がん研究センター 試薬 111個 1 1,711,586

試料 4個
実験器具 1個

山梨大学 社会医学講座 1 681,818
自治医科大学 1 1,010,101
信州大学 試薬 52個 1 618,719

試料 8個
実験器具 1個

大阪市立大学医学部附属病院 中央臨床検査部 1 418,206
土浦協同病院 臨床検査部 1 400,000
東京慈恵会医科大学 臨床検査医学 1 39,600
東京大学 医学部附属病院検査部 1 236,364
奈良県立医科大学 小児科 1 1,000,000
浜松医科大学 臨床検査医学講座 3 2,835,909
北海道大学 臨床研究開発センター 1 1,890,909
北海道大学 大学院 獣医学研究院病原制御学分野微生物学教室 2 2,372,236

共同研究費　合計 39 30,454,114

（２）委託研究費 件数 金額
JA茨城県厚生連総合病院 水戸協同病院 検査部 1 1,000,000
MBT微生物学研究所株式会社 試料 200mL 1 1,940,000
旭川医科大学病院 臨床検査・輸血部 1 348,735
医療法人 あべこどもクリニック 1 381,825
医療法人社団 小林国際クリニック 1 164,065
医療法人社団こうかん会 日本鋼管病院 小児科 1 95,456
医療法人社団恭雅会 座間小児科診療所 2 955,568
医療法人社団宏和会 岡村記念病院 1 400,000
医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 1 100,000
一般社団法人 偽造医薬品等情報センター 2 2,084,546
茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院 土浦協同病院 臨床検査部 1 400,000
茨城県厚生連 JAとりで総合医療センター 臨床検査部 1 1,000,000
亀田総合病院 血液・腫瘍内科 1 100,000
九州大学病院 検査部 1 286,734
原小児科 3 1,092,260
公益財団法人 筑波メディカルセンター 1 3,000,000
公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属 永寿総合病院 感染制御部 1 38,779
札幌医科大学 臨床検査部 1 283,400
札幌医科大学附属病院 検査部 1 982,550
市川こどもクリニック 1 44,745
滋賀医科大学 医学部附属病院検査部 2 386,727
自治医科大学 小児科 1 316,199
社会福祉法人恩賜財団済生会 龍ケ崎済生会病院 医療技術部 臨床検査科 1 500,000
城西国際大学 薬学部 定量的システム薬物動態・薬効解析研究室 2 2,700,000
神鋼記念病院 膠原病リウマチセンター 1 1,000,000
千葉大学 血液内科 1 314,600
土浦協同病院 臨床検査部 1 400,000
東京医科大学病院 中央検査部 2 1,000,000
東邦大学医療センター大森病院 臨床検査部 1 200,000

委託研究費　合計 36 21,516,189

項目 金額
（３）その他研究開発関連費用 0
・研究費開発費等は、消費税抜きの金額を表示しています。

B:学術研究助成費
（１）奨学寄附金 件数 金額（円）

愛媛大学 1 200,000
関西医科大学 臨床検査医学センター 1 200,000
宮崎大学病院 検査部 1 300,000
京都大学 1 400,000
京都府立医科大学 感染制御・検査医学 1 200,000
近畿大学 医学部臨床検査医学講座 1 200,000
金沢大学 検査部 1 200,000
金沢大学 血液内科 血栓止血研究室 1 1,500,000
熊本大学 中央検査部 1 300,000
群馬大学 医学部 1 500,000
香川大学 1 200,000
滋賀医科大学 検査部 1 300,000
神戸大学 1 200,000
大阪医科薬科大学 中央検査部 1 200,000
大阪市立大学大学院 医学研究科 血液腫瘍制御学 1 300,000
大阪大学 臨床検査部 1 700,000
大阪大学医学部附属病院 臨床検査部(生化免疫部門) 1 100,000
長崎大学 臨床検査医学 1 500,000
東京医科歯科大学医学部附属病院 消化器内科 1 250,000
東京医科歯科大学医学部附属病院 検査部 1 300,000
東京慈恵会医科大学附属病院 中央検査部 1 500,000
東京大学医学部附属病院 感染制御部 1 100,000
東北大学 診療技術部検査部門 1 500,000
徳島大学 1 300,000
奈良県立医科大学 中央検査部 1 200,000
日本大学 生物資源科学部 生命化学科 発酵化学研究室 1 500,000
浜松医科大学 臨床検査医学講座 1 2,000,000
福井大学 検査部 1 200,000
福岡大学病院 臨床検査医学講座 1 500,000
兵庫医科大学 1 200,000
北里大学 医学部 臨床検査診断学 臨床検査部 1 1,000,000
和歌山県立医科大学 中央検査部 1 200,000

奨学寄附金　合計 32 13,250,000

（２）一般寄附金 件数 金額（円）
東京医科歯科大学医学部附属病院 消化器内科 1 250,000

一般寄附金　合計 1 250,000

（３）学会等寄附金 金額（円）
一般社団法人 日本臨床検査医学会 500,000
第29回日本消化器関連学会週間 500,000
第44回滋賀県医学検査学会 10,000
第69回日本実験動物学会総会 50,000
中性脂肪学会第4回学術集会 第1回中性脂肪月間 30,000

学会等寄附金　合計 1,090,000

（４）学会等共催費 金額（円）
2021（R3）年度日本臨床衛生検査技師会 中四国支部医学検査学会（第54回） 300,000
2021年度日臨技九州支部医学検査学会（第55回）共催セミナー 136,364
第16回日本血栓止血学会学術標準化委員会シンポジウム 650,000
第22回日本小児IBD研究会 特別講演 454,545
第31・32回 生物試料分析科学会 合同年次学術集会 企業セミナー 27,273
第31回福岡県医学検査学会 90,909
第34回腎と脂質研究会 特別講演 400,000
第64回日本糖尿病学会年次学術集会 150,000
第66回日本リウマチ学会総会・学術集会 250,000
第68回日本臨床検査医学会学術集会 ランチョンセミナー４ 1,330,820
第86回日本循環器学会学術集会 ファイアサイドセミナー19 136,364
第94回北海道医学検査学会 72,728
東京都臨床検査技師会 臨床化学検査研修会 22,727
日本医療検査科学会第53回大会 1,056,000
日本性感染症学会 第34回学術大会 1,000,000
令和３年度日臨技 関甲信支部・首都圏支部医学検査学会（第57回）inつくば 150,000

学会等共催費　合計 6,227,730
・奨学寄附金、一般寄附金、学会等寄附金は、非課税です。
・学会等共催費は、消費税抜きの金額を表示しています。
・学会等共催費には、学会へ支払った金額に加えて、共催のために支出した一切の費用（会場費、飲食代等）が含まれます。
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C.原稿執筆料等
（１）講師謝金 氏名 件数 金額

安本　篤史 北海道大学病院 検査・輸血部 1 101,245
井口　俊博 岡山大学 学術研究院医歯薬学域 三朝地域医療支援寄附講座 助教 1 50,623
稲葉　亨 京都府立医科大学 感染制御・検査医学 講師 2 60,748
榎本　めぐみ 愛知医科大学病院 中央臨床検査部 1 40,499
横山　恵子 兵庫医科大学 炎症性腸疾患センター内科 1 50,623
岡本　好司 地方独立行政法人北九州市立病院機構 北九州市立八幡病院 副院長 兼 消化器・肝臓病センター長 1 101,245
下村　大樹 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 臨床検査部 副技師長 3 151,869
家子　正裕 岩手県立中部病院 診療部臨床検査科 科長 2 121,494
河村　達哉 名古屋大学 大学院医学系研究科 消化器内科学 1 50,623
河本　亜美 東京医科歯科大学 医学部消化器内科 1 50,623
河野　紋 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 臨床検査部 1 5,062
海渡　健 東京慈恵会医科大学附属病院 中央検査部 診療部長 2 202,490
叶内　和範 山形大学医学部附属病院 検査部 技師長 1 50,623
鴨志田　敏郎 株式会社日立製作所 日立総合病院 消化器内科 副院長 1 101,245
丸藤　哲 医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院 顧問/救急集中治療センター 長 1 101,245
菊地　美幸 NTT東日本関東病院 臨床検査部 1 30,374
菊地　茂 東京医科大学病院 中央検査部 主査 1 30,374
久永　康宏 大垣市民病院 消化器内科 部長 1 80,996
久保山　健治 久留米大学病院 臨床検査部 3 111,371
宮﨑　詩織 高知大学医学部附属病院 医療技術部 臨床検査部門 主任 1 30,374
橋口　照人 鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科血管代謝病態解析学分野 教授 1 101,245
玉井　佳子 弘前大学 大学院医学研究科輸血・再生医学講座 教授 1 101,245
玉川　真 兵庫県立姫路循環器病センター 検査・放射線部 3 91,122
近藤　康博 公立陶生病院 副院長 1 101,245
金井　隆典 慶應義塾大学 医学部 内科学(消化器) 教授 3 202,491
金子　誠 社会福祉法人 三井記念病院 臨床検査部 部長 1 101,245
建石　良介 東京大学医学部附属病院 消化器内科 講師 1 101,245
古林　敬一 そねざき古林診療所 院長 1 101,245
後藤　文彦 NTT東日本関東病院 臨床検査部 技師長 2 101,246
工藤　孝広 順天堂大学 小児科 先任准教授 1 101,245
江﨑　幹宏 佐賀大学 医学部 内科学講座 消化器内科 教授 1 101,245
荒川　聡 東海大学医学部付属大磯病院 診療協力部 中央臨床検査科 科長 2 60,748
高橋　伸典 名古屋大学 大学院医学系研究科整形外科 准教授 1 101,245
高木　明 修文大学 医療科学部 臨床検査学科 教授 3 248,052
今田　昌秀 川崎医科大学附属病院 中央検査部 主任 1 30,374
佐藤　文明 株式会社グッドライフデザイン 1 30,374
榊原　ゆみ 平塚共済病院 呼吸器内科 部長 1 50,623
三井田　孝 順天堂大学 医学部・大学院医学研究科 主任教授 1 101,245
三村　喜彦 兵庫県立淡路医療センター 検査・放射線部 検査技師長 1 30,374
山下　計太 浜松医科大学附属病院 検査部 技師長 1 50,623
山村　健史 名古屋大学医学部附属病院 消化器内科 1 70,872
山田　雅弘 豊橋市民病院 消化器内科 第三部長 1 101,245
山内　恵 琉球大学病院 検査・輸血部 1 50,623
山本　隆行 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター 主任外科部長 兼 IBDセンター長 2 172,117
山野　智子 福井大学医学部附属病院 検査部 2 60,748
山﨑　哲 聖マリアンナ医科大学病院 臨床検査部 副部長 2 121,495
志賀　永嗣 東北大学病院 消化器内科 助教 1 50,623
氏家　真二 東邦大学医療センター大森病院 1 50,623
寺本　継脩 徳島大学病院 医療技術部 臨床検査技術部門 1 30,374
射場　敏明 順天堂大学医学部附属順天堂医院 救急科 科長/教授 1 101,245
小倉　高志 神奈川県立循環器呼吸器病センター 副院長/呼吸器内科部長 1 50,623
小野寺　直人 岩手医科大学 医学部臨床検査医学講座　附属病院感染制御部 副部長 1 70,872
小林　拓 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 1 50,623
松岡　克善 東邦大学医療センター佐倉病院 消化器内科 教授 4 303,736
松本　主之 岩手医科大学 医学部 内科学講座 消化器内科消化管分野 教授 4 303,736
松本　吏弘 自治医科大学附属さいたま医療センター 消化器内科 准教授 1 50,623
上野　伸展 旭川医科大学 地域医療支援および専門医育成推進講座 特任講師 1 50,623
上野　智浩 富山大学附属病院 検査・輸血細胞治療部 臨床検査技師長 1 30,374
新井　慎平 信州大学 医学部保健学科検査技術科学専攻 助教 1 30,374
新崎　信一郎 大阪大学 大学院医学系研究科 消化器内科学 講師 3 172,118
森下　英理子 金沢大学 医薬保健研究域 保健学系 検査技術専攻 教授 2 202,490
森山　雅人 新潟大学   大学院 医歯学総合研究科腫瘍内科学 病院教授 1 101,245
深町　成未 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 医療技術部臨床検査部門 1 5,062
菅谷　健 聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科 教授 1 101,245
菅﨑　幹樹 徳島大学病院 医療技術部 臨床検査技術部門 主任 1 30,374
盛田　寛子 虎の門病院 臨床検体検査部 1 30,374
石井　清 順天堂大学医学部附属練馬病院 臨床検査科 1 20,249
石原　俊治 島根大学 医学部 内科学第二 教授 1 101,245
赤尾　智広 社会福祉法人恩賜財団済生会 今治病院 検査部 技師長 1 50,623
川村　允力 新百合ヶ丘総合病院 消化器内科 1 30,374
前川　真人 浜松医科大学 臨床検査医学講座 教授 1 101,245
前田　育宏 大阪大学医学部附属病院 臨床検査部 部長 1 50,623
多田　慶子 横浜市立市民病院 検査・輸血部 1 30,374
太田　章比古 医療法人愛知会 家田病院 副院長 1 101,245
大森　鉄平 東京女子医科大学 消化器内科 准講師 2 151,868
大西　宏明 杏林大学 医学部臨床検査医学 教授 2 202,490
大塚　喜人 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 臨床検査管理部 部長 2 202,490
大畑　雅彦 1 50,623
大平　弘正 福島県立医科大学 消化器内科学講座 主任教授 1 70,872
大澤　道子 藤田医科大学病院 臨床検査部 1 30,374
谷　浩也 愛知医科大学病院 中央臨床検査部 技師長 1 101,246
池森　敦子 聖マリアンナ医科大学 1 101,245
竹之下　友寿 鹿児島大学病院 検査部 副技師長 1 30,374
中西　加代子 京都大学医学部附属病院 検査部 1 30,374
中川　尚久 倉敷中央病院 臨床検査技術部 技師長 1 50,623
中村　志郎 大阪医科薬科大学 第二内科 専門教授 1 101,245
仲　哲治 岩手医科大学 医学部膠原病アレルギー内科 教授 9 809,961
仲瀬　裕志 札幌医科大学 医学部 消化器内科学講座 教授 1 101,245
長谷川　寛雄 長崎大学病院 検査部 副部長 1 50,623
天野　景裕 東京医科大学 医学部医学科臨床検査医学 教授 1 101,245
田中　秀磨 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター 臨床検査科 技師長 1 30,374
田中　真典 産業医科大学病院 臨床検査・輸血部 副技師長 1 30,374
田中　勇気 日本赤十字社 長岡赤十字病院 医療技術部検体検査技術課 1 30,374
渡辺　憲治 兵庫医科大学 炎症性腸疾患センター内科 准教授 1 101,245
都築　祐二 名古屋市立大学病院 診療技術部 臨床検査技術科 1 35,435
土屋　輝一郎 筑波大学附属病院 消化器内科 教授 1 101,245
土田　桂蔵 土田内科循環器科クリニック 院長 1 101,245
徳重　克年 東京女子医科大学病院 消化器内科 教授・講座主任 1 101,245
内藤　澄悦 北海道医療大学病院 臨床検査部 技師長 1 50,623
二村　侑歩 刈谷豊田総合病院 消化器内科 1 50,623
日下　拓 東海大学医学部付属病院 臨床検査技術科 係長 1 30,374
畑　諒祐 日本赤十字社 大阪赤十字病院 臨床検査科 1 5,062
比嘉　幸枝 産業医科大学病院 検査部・輸血部 1 30,374
武富　啓展 佐賀大学医学部附属病院 消化器内科 1 50,623
風間　友江 札幌医科大学 医学部 消化器内科学講座 1 50,623
服部　桜 慶應義塾大学病院 臨床検査技術室 臨床検査科 副主任 1 50,623
服部　登 広島大学 大学院 医系科学研究科 分子内科学 教授 2 202,490
福田　幸広 船橋市立医療センター 医療技術部臨床検査科 4 141,745
福島　紘子 東京医科歯科大学病院 検査部 1 50,623
福武　勝幸 東京医科大学 医学科臨床検査医学分野 特任教授 2 202,490
平井　郁仁 福岡大学 医学部 消化器内科学講座 主任教授 1 101,245
北岡　拓也 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 検査部 1 30,374
堀田　多恵子 九州大学病院 検査部 技師長 1 30,374
堀木　紀行 三重大学医学部附属病院 光学医療診療部 部長 1 50,623
桝谷　亮太 大阪医科薬科大学病院 中央検査部 主任 1 30,374
鳴海　武長 日本医科大学多摩永山病院 中央検査室 1 30,373
木内　洋之 香川大学医学部附属病院 検査部 1 30,374
野上　恵嗣 奈良県立医科大学 小児科 教授 2 202,490
野田　誠 野田さくらハートクリニック 院長 1 30,374
野島　順三 山口大学 大学院 医学系研究科・生体情報検査学領域長 教授 1 101,245
矢冨　裕 東京大学 大学院医学系研究科 臨床病態検査医学 医学部附属病院 検査部 教授 1 101,245
鈴木　敦夫 名古屋大学医学部附属病院 医療技術部 臨床検査部門 2 60,748
六尾　哲 市立岸和田市民病院 中央検査部 技師長 1 5,000
乘船　政幸 福山医療センター 臨床検査科 技師長 1 30,374
兒玉　啓一郎 独立行政法人国立病院機構 高知病院 臨床検査科 1 30,374
澤田　朝寛 順天堂大学医学部附属浦安病院 臨床検査医学科 1 30,374
栁原　克紀 長崎大学病院 検査部 部長 1 101,245
髙木　覚 宮崎大学医学部附属病院 検査部 1 20,249

講師謝金　合計 173 10,964,821

（２）原稿執筆料・監修料 氏名 件数 金額
下村　大樹 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 臨床検査部 副技師長 2 80,997
家子　正裕 岩手県立中部病院 診療部臨床検査科 科長 1 60,747
建石　良介 東京大学医学部附属病院 消化器内科 講師 1 101,245
高橋　伸典 名古屋大学 大学院 医学系研究科 整形外科学 准教授 1 101,245
小柴　賢洋 兵庫医科大学 臨床検査医学講座 主任教授 1 101,245
石橋　みどり 医療法人社団誠馨会 新東京病院 臨床検査室 部長 1 101,245
竹中　健人 東京医科歯科大学 消化器内科 助教 1 100,740
徳重　克年 東京女子医科大学 消化器内科 教授 1 101,245
福武　勝幸 東京医科大学 医学科臨床検査医学分野 特任教授 1 101,245

原稿執筆料・監修料　合計 10 849,954

役職施設名称 教室・診療科・部署名

役職教室・診療科・部署名施設名称



（３）コンサルティング等業務委託費 氏名 件数 金額
下澤　達雄 国際医療福祉大学 医学部臨床検査医学 主任教授 2 1,450,000
佐野  将也 1 506,231
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 1 528,000
板倉　弘重 茨城キリスト教学園 茨城キリスト教大学 名誉教授 1 111,371

国立成育医療研究センター 2 1,363,635
コンサルティング等業務委託費　合計 7 3,959,237
・原稿執筆料等の合計額は、源泉徴収税込みの金額を表示しています。

Ｄ.情報提供関連費
項目 件数 金額（円）
（１）講演会等会合費 354 22,980,209
（２）説明会費 240 2,115,213
（３）医学・薬学関連文献等提供費 209,359
・情報提供関連費は、消費税抜きの金額を表示しています。

Ｅ.その他の費用
項目 金額（円）
接遇等費用 1,220,407
・接遇等費用は、消費税抜きの金額を表示しています。

教室・診療科・部署名 役職施設名称


