
・公開情報は、LifeScan Japan株式会社が所属する日本医療機器産業連合会（医機連）の「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」に基づき、
　作成されております。

・期間は2021 年1月より同年12月までの12か月です。

・金額は円単位で、B.学術研究助成費およびC.原稿執筆料等は税抜きの表記となっております。

・本データの明細および詳細についてのご提供、並びに加工データのご提供は行いませんのでご了承ください。

・情報等の利用によって発生する直接または間接の損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません。

・本ウェブサイトに掲載されたデータは、掲載後に変更が生じることがありますのであらかじめご了承ください。

・個人情報の取り扱いについては、弊社のプライバシーポリシーをご覧ください。

医療機関・医療関係者等への資金提供



分類 項目 件数 金額（単位：円） 備考

A.研究費開発費等 0
弊社では特定臨床研究を含む研究費開
発費等の費用はございません。

B.学術研究助成費 (1) 奨学寄附金 17 17,000,000

(2) 一般寄附金 25 3,030,910

(3) 学会等寄附金 - 1,000,000

(4) 学会等共催費 - 5,437,273

C.原稿執筆料等 (1) 講師謝金 101 7,057,960

(2) 原稿執筆料・監修料 27 2,130,000

(3) コンサルティング等業務委託費 30 1,460,000

D.情報提供関連費 (1) 講演会費等会合費 52 18,554,848

(2) 説明会費 204 5,134,291

(3) 医学・医療工学関連文献等提供費 - 938,272

E.その他の費用 接遇等費用 - 1,111,833

医療機関・医療関係者等への資金提供



・奨学寄附金 （単位：円）

寄付先：団体名/イベント名 所属 件数 寄付金額
学校法人杏林大学 糖尿病・内分泌・代謝内科 1 1,000,000
学校法人近畿大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科 2 2,000,000
学校法人慶應義塾大学医学部 内科学教室腎臓内分泌代謝内科 1 1,000,000
学校法人埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科 1 1,000,000
学校法人順天堂大学 代謝内分泌内科学 1 1,000,000
学校法人聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科 1 1,000,000
学校法人東海大学 内科学系　腎内分泌代謝内科 1 1,000,000
学校法人東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学分野 1 1,000,000
学校法人獨協医科大学 内科学（内分泌・代謝） 1 1,000,000
学校法人獨協医科大学 埼玉医療センター　糖尿病内分泌・血液内科 1 1,000,000
学校法人日本大学 内科学系　糖尿病代謝内科学分野 1 1,000,000
国立大学法人金沢大学 内分泌・代謝内科学 1 1,000,000
国立大学法人京都大学 糖尿病・内分泌・栄養内科学 1 1,000,000
国立大学法人島根大学 内科学講座内科学第一 1 1,000,000
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 医学系研究科　内分泌代謝病態学分野 1 1,000,000
公立大学法人奈良県立医科大学 糖尿病内分泌内科学 1 1,000,000

B.学術研究助成費



・一般寄附金 （単位：円）

件数 寄付金額
1 50,000
1 10,000
2 100,000
1 20,000
1 20,000
1 50,000
1 1,000,000
1 50,000
1 90,910
1 50,000
1 100,000
1 200,000
1 500,000
1 20,000
1 100,000
1 100,000
1 100,000
1 60000
1 30,000
1 30,000
1 20,000

B.学術研究助成費

寄付先：団体名/イベント名
秋田県糖尿病対策推進協議会

千葉県糖尿病対策推進会議

はりま糖尿病協会

糖尿病データマネジメント研究会

日本IDDMネットワーク

埼玉県糖尿病協会

山形県病院薬剤師会

埼玉県臨床検査技師会

関東中央病院欅会

さがみ会
静岡県糖尿病協会
世界糖尿病デー

東京都糖尿病協会

第31回日本臨床工学会

糖尿病治療研究会

せんり会

福岡県糖尿病協会

糖尿病療養指導士兵庫県連合会

日本国際医学協会

日本訪問歯科協会
日本糖尿病協会



・一般寄附金 （単位：円）

件数 寄付金額

B.学術研究助成費

寄付先：団体名/イベント名
1 200,000
1 100,000
1 30,000

臨床糖尿病支援ネットワーク

和歌山県糖尿病協会
若い糖尿病患者さんとのグループミーティング



・学会等寄附金 （単位：円）

件数 寄付金額
2 500,000
1 200,000
2 200,000
1 100,000

日本糖尿病合併症学会

B.学術研究助成費

寄付先：団体名/イベント名

日本糖尿病教育・看護学会

日本糖尿病学会
アジア糖尿病学会



・学会等共催費 （単位：円）

件数 寄付金額
1 727,273
1 600,000
1 800,000
1 2,100,000
1 1,210,000

第64回日本糖尿病学会年次学術集会
第26回日本糖尿病教育・看護学会学術集会

第8回日本糖尿病医療学学会共催セミナー

B.学術研究助成費

寄付先：団体名/イベント名

第21回日本糖尿病インフォマティクス学会
第58回日本糖尿病学会関東甲信越地方会　ランチョンセミナー



・講師謝金 （単位：円）

氏名（敬称略） 施設名 所属 役職 件数 金額 備考
赤澤 宏平 新潟大学医歯学総合病院 医療情報部 教授 4 400,000
渥美 義仁 永寿総合病院 糖尿病・内分泌内科　糖尿病臨床研究センター センター長 2 211,960
安西 慶三 佐賀大学医学部附属病院 肝臓・糖尿病・内分泌内科  教授 1 100,000
池上 博司 近畿大学医学部 内分泌代謝科 主任教授 1 30,000
石井 均 奈良県立医科大学 糖尿病学講座 教授 2 200,000
伊藤 清子 メディカルプラザ江戸川 看護部 看護師長 1 30,000
伊東 俊雅 東京女子医科大学東 医療センタ ー 薬剤部 部長 1 30,000
伊東 康子 古国府クリニック 副院長 1 50,000
稲澤 健志 柏市立柏病院 内分泌・糖尿病外来 部長 1 100,000
内潟 安子 東京女子医科大学東医療センター 病院長 3 50,000
絵本 正憲 大阪市立大学 大学院　医学研究科　代謝内分泌病態内科学 教授 1 100,000
笈田 耕治 福井中央クリニック 内科部長 1 70,000
小川 渉 神戸大学 大学院　糖尿病・内分泌内科学部門 教授 1 100,000
小川 洋平 新潟大学大学院 医歯学総合研究科　総合地域医療学講座 特任講師 3 30,000
皆藤 章 奈良県立医科大学 医師・患者関係学講座 特任教授 1 100,000
桂 善也 東京医科大学茨城医療センター 代謝・内分泌内科 教授・科長 1 100,000
金子 由梨 済生会西条病院 内科 部長 1 50,000
川崎 英二 新古賀病院 副院長 1 50,000
菊池 範行 きくち内科クリニック 院長 1 100,000
菊永 恭子 日本医科大学付属病院 看護部 師長 1 80,000
木村 雄弘 慶應義塾大学病院 循環器内科 専任講師 1 80,000
小出 景子 永寿総合病院 糖尿病・内分泌内科糖尿病臨床研究センター 薬剤師 1 100,000
小谷 圭 こたに糖尿病内科クリニック 院長 1 100,000
小林 浩子 東京女子医科大学病院 糖尿病センター 講師 3 30,000
斉藤 武 福岡女学院 3 120,000
坂根 直樹 国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター　予防医学研究室 室長 2 200,000
佐川 俊世 帝京大学医学部附属病院 救急科 病院教務 1 100,000
佐竹 晃太 日本赤十字社医療センター 呼吸器内科 1 80,000 株式会社ＣｕｒｅＡｐｐ
佐藤 江里 那珂記念クリニック 療養指導部 師長 1 3,000
佐藤 忍 茅ヶ崎市立病院 代謝内分泌内科 診療部長 1 100,000
菅 真弓 すが歯科医院 院長 1 40,000
鈴木 浩明 筑波大学付属病院 内分泌・代謝・糖尿病内科 教授 3 250,000
高田 浩史 青柳クリニック 糖尿病内科 院長 3 30,000
多田 朋子 熊谷総合病院 糖尿病内科 診療看護師 1 50,000
田中  聡 埼玉県済生会川口総合病院 糖尿病・内分泌内科 主任部長 1 100,000
寺内 康夫 横浜市立大学 分子内分泌・糖尿病内科学 教授 1 100,000
寺島 政典 介護老人保健施設　鹿野苑 リハビリテーション科 1 5,000
土井 美奈子 きくち内科クリニック 1 30,000
道口 佐多子 那珂記念クリニック 副院長 1 5,000

C.原稿執筆料等



・講師謝金 （単位：円）

氏名（敬称略） 施設名 所属 役職 件数 金額 備考

C.原稿執筆料等

利根 淳仁 岡山済生会総合病院 糖尿病内科　糖尿病センター センター長 2 200,000
豊田 雅夫 東海大学医学部付属病院 腎内分泌代謝内科 准教授 1 100,000
中島 直樹 九州大学病院 メディカル・インフォメーションセンター 教授 2 200,000
中島 遥 鹿嶋ハートクリニック 栄養科 1 5,000
中津留 邦展 日南市立中部病院 院長 1 60,000
中塔 辰明 岡山済生会総合病院 糖尿病内科 診療部長・糖尿病センター長 1 150,000
中村 宇大 製鉄記念八幡病院 糖尿病センター長・糖尿病内科主任部長 1 100,000
夏原 和美 東邦大学 看護学部　国際保健看護学研究室 教授 1 70,000
成田 琢磨 あきた東内科クリニック 院長 1 20,000
西村 理明 東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科 主任教授 2 260,000 株式会社M.E.I
能登 洋 聖路加国際病院 内分泌代謝科 部長 2 300,000
菱川 留王 菱川内科クリニック 院長 1 100,000
弘世 貴久 東邦大学医療センター大森病院 糖尿病・代謝・内分泌センター 教授 1 150,000 株式会社弘世ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
福井 道明 京都府立医科大学 内分泌・代謝内科学 教授 1 150,000
福井 宗憲 千葉徳洲会病院 薬剤部 薬剤部長 1 70,000
藤澤 智巳 堺市立総合医療センター 糖尿病内科 部長 1 100,000
藤田 成裕 長崎原爆病院 内分泌・代謝内科 部長 1 50,000
古山 景子 日本医科大学付属病院 看護部 師長 1 80,000
増田 誠一郎 静岡県立総合病院 糖尿病内科 慢性疾患看護専門看護師 1 50,000
松野 才 松野歯科医院　 院長 1 50,000
松本 晃一 東京医科大学茨城医療センター 薬剤部 薬剤部長 1 3,000
三浦 順之助 東京女子医科大学病院 糖尿病センター 准教授 4 130,000
村越 大輝　 静岡県立総合病院 副院長 1 50,000
目黒 周 慶應義塾大学病院 腎臓・内分泌・代謝内科 講師 1 100,000
森 保道 虎の門病院 内分泌代謝科 部長 1 100,000
森川 亮 日立総合病院 代謝内分泌内科 主任医長 1 95,000
守田 美和 島根大学 医学部内科学講座内科学第一 講師 4 130,000
山地 陽子 JCHO東京新宿メディカルセンター 看護部 糖尿病看護認定看護師 1 80,000
山田 祐一郎 関西電力病院 副院長 1 100,000
山本 なつ美 名古屋日赤 看護部 係長 1 50,000
山本 康久 那智勝浦町立温泉病院 院長 1 150,000
横田 太持 医療法人社団寿会 千代田診療所 内科 1 100,000
綿田 裕孝 順天堂大学 医学部大学院　医学系研究科代謝内分泌内科学講座 教授 2 200,000



・原稿執筆料・監修料 （単位：円）

氏名（敬称略） 施設名 所属 役職 件数 金額 備考
相川 千尋 水戸協同病院 栄養科 1 20,000
渥美 義仁 永寿総合病院 糖尿病・内分泌内科　糖尿病臨床研究センター センター長 2 260,000
荒川 亜矢子 東京慈恵会医科大学付属病院 看護部 糖尿病看護認定看護師 1 50,000
岩橋 淑恵 飯塚病院 糖尿病看護認定看護師 1 30,000
馬屋原 豊 大阪急性期・総合医療センター 糖尿病内分泌内科 主任部長 1 50,000
神谷 英紀 愛知医科大学 内科学講座（糖尿病内科） 准教授 1 100,000
小出 景子 永寿総合病院 糖尿病・内分泌内科糖尿病臨床研究センター 薬剤師 2 260,000
崔 静姫 医療法人宝生会ＰＬ病院 内科 1 50,000
櫻井 恵子 みながわ内科クリニック 看護部 1 30,000
佐々木 伸浩 福岡赤十字病院 糖尿病内科 部長 1 150,000
篠崎 妙江 飯塚病院 看護部 1 30,000
須賀 絵理香 水戸協同病院 看護部 主任 1 20,000
鈴木 敦詞 藤田医科大学病院 内分泌・代謝内科学 教授 1 150,000
鈴木 さゆり 水戸協同病院 看護部 師長 1 20,000
清野 祐介 藤田医科大学病院 内分泌・代謝内科学 講師 1 100,000
田代 淳 松戸市立総合医療センター 内科 地域医療連携局長 1 50,000
中村 二郎 愛知医科大学 内科学講座（糖尿病内科） 教授 1 150,000
西村 理明 東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科 主任教授 2 260,000 株式会社M.E.I
三浦 順之助 東京女子医科大学病院 糖尿病・代謝内科学 准教授 1 50,000
皆川 冬樹 みながわ内科クリニック 院長 1 50,000
目黒 周 慶應義塾大学病院 腎臓・内分泌・代謝内科 講師 1 50,000
森 保道 虎ノ門病院 内分泌代謝科 部長 1 50,000
野牛 宏晃 筑波大学附属病院 水戸地域医療教育センター 内分泌代謝・糖尿病内科 教授 1 100,000
善積 信介 よしづみ内科・糖尿病クリニック 院長 1 50,000

C.原稿執筆料等



・コンサルティング等業務委託費 （単位：円）

氏名（敬称略） 施設名 所属 役職 件数 金額 備考
渥美義仁 永寿総合病院 糖尿病・内分泌内科　糖尿病臨床研究センター センター長 1 360,000
安西 慶三 佐賀大学医学部附属病院 肝臓・糖尿病・内分泌内科  教授 1 50,000
池田 眞人 いけだ糖尿病・甲状腺クリニック 院長 1 20,000
今泉 龍之介 あおぞらクリニック 看護部 1 15,000
大久保 直樹 厚生中央病院 看護部 1 10,000
大濵 俊彦 おおはま糖尿病・腎クリニック 院長 1 20,000
大平 暁生 横浜市立大学附属市民総合医療センター 内分泌・糖尿病内科 医員 1 20,000
垣羽 寿昭 松江赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 部長 1 30,000
角谷 佳則 大阪市立大学 大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学 病院講師 1 10,000
金田 伊史 倉敷成人病センター 内科 部長 1 10,000
木内 恵子 埼玉医科大学病院 外来師長 1 10,000
北川 直美 おひさまクリニック 外来 師長 1 15,000
小泉 麻美 東京労災病院 看護部 看護師長 1 50,000
小出 景子 永寿総合病院 糖尿病・内分泌内科糖尿病臨床研究センター 薬剤師 1 360,000
近藤 学 山口赤十字病院 糖尿病内分泌内科 部長 1 30,000
齋尾 裕紀 野島病院 薬剤師 1 15,000
静間 崇文 札幌医科大学付属病院 1 15,000
城光寺 志保 あさなぎ病院 内科 糖尿病看護認定看護師 1 15,000
鈴川 宗弘 鈴川内科クリニック 院長 1 20,000
鈴木 崇之 横浜市立大学附属市民総合医療センター 内分泌・糖尿病内科 医員 1 20,000
鈴木 亮 東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 准教授 1 100,000
田中 栄太郎 海老名西口クリニック 院長 1 20,000
鴇田 克久 八木山内科クリニック 院長 1 20,000
野澤 彰 上都賀総合病院 薬剤部 部長 1 50,000
福井 宗憲 千葉徳洲会病院 薬剤部 薬剤部長 1 70,000
森本 光俊 佐久市立浅間総合病院 技術部臨床検査科 1 50,000
柳瀬 昌樹 愛染橋病院 薬剤部 主任 1 10,000
山田 吉子 山田メディカルクリニック 糖尿病・内分泌内科 外来師長 1 10,000
山根 美枝子 済生会広島病院 内科 1 15,000
吉本 卓生 屋島総合病院 内科 部長 1 20,000

C.原稿執筆料等
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