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 医療機関等に対する金銭の支払い状況（2020年度：2020年4月～2021年3月）  

 

東レ株式会社 

 

※税金を当社負担した件については税込金額で集計しています。  

※B.C.項目については、当社内の集計順に表記しています。     

 

A. 研究費開発費等  

 

公的規制のもとで実施される各種試験、報告、調査等（臨床試験、治験、製造販売後臨床試験、不具合・感染症症例報告、製

造販売後調査等）及び企業が独自に行う調査等の費用 

 

項目  総額 

（１） 特定臨床研究費 ￥7,181,700 

（２） 倫理指針に基づく研究費     ¥2,937,232  

（３） 臨床以外の研究費 0  

（４） 臨床試験費（治験費） ¥3,520  

（５） 製造販売後臨床試験費  0 

（６） 不具合・感染症症例報告費  ￥31,460 

（７） 製造販売後調査費  0 

（８） その他研究開発関連費用 ¥3,127,480  

 

（１）特定臨床研究費の内訳 

 年間件数：7件 総額 \7,181,700 

支払対象  研究 ID  研究責任医師 件数 金額 

筑波大学付属病院 jRCTs032180018 筑波大学 医学医療系 循環器内科講師  

TR推進・教育センター（T-CReDO）副センター長 町野 毅 

1  ￥905,000 

学校法人東京医科大学 jRCTs032200131 国立国際医療研究センター病院 呼吸器内科   泉 信有 1 ￥300,000 

国立研究開発法人国立

国際医療研究センター 

jRCTs032200131 国立国際医療研究センター病院 呼吸器内科   泉 信有 5 ￥5,976,700 

 

（２）倫理指針に基づく研究費 

 年間件数：6件 総額 \2,937,232  

支払対象  件数  金額 

独立行政法人国立病院機構埼玉病院 3 ¥2,706,232  

学校法人日本医科大学 1 ￥66,000 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立循環器呼吸器病センター 2 ￥165,000 

 



（３）臨床以外の研究費の内訳 

年間件数：0件 総額  ¥0 

 

（４）臨床試験費（治験費）の内訳 

年間件数：1件 総額  ¥3,520 

 

支払対象  件数  金額 

昭和大学病院 1 ¥3,520 

 

（５）製造販売後臨床試験費 

年間件数：0件 総額  ¥0 

 

（６）不具合・感染症症例報告費 

年間件数：1件 総額  ¥3,1460 

 

支払対象  件数  金額 

独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター 1 ¥31,460 

 

        (７) 製造販売後調査費 

   
年間件数：0件 総額 ¥0 

 

   （８）その他研究開発関連費用 

         年間件数：11件 総額 ¥3,127,480 

     

 B．学術研究助成費 

 

医療技術の学術振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄付金、および学会等の会合開催を支援するため             

      の学会寄附金、学会共済費 

項目  総額 

（１）奨学寄附金 ￥4,900,000 

（２）一般寄附金 ￥2,500,000 

（３）学会寄付金 \3,000,000 

（４）学会共催費 ￥11,156,000 

 

（１）奨学寄附金の内訳 

支払対象 件数 金額 

滋賀医科大学医学部附属病院 循環器内科 1 ￥900,000 

公益財団法人 日本心臓血圧研究振興会 1 ￥1,000,000 

鳥取大学 医学教育学講座 医学教育学分野 1 ￥500,000 



滋賀医科大学 社会医学講座 衛生学部門 1 ￥500,000 

慶應義塾大学 スポーツ医学研究センター 1 ￥2,000,000 

 

（２）一般寄附金の内訳 

支払対象 件数 金額 

筑波大学附属病院 循環器先進治療寄附研究部門 1 ￥2,500,000 

 

（３）学会寄付金の内訳 

支払対象 金額 

エンドトキシン血症救命治療研究会事務局 ￥2,500,000 

国際アフェレシス学会事務局 ￥200,000 

日本急性血液浄化学会事務局 ￥300,000 

 

（４）学会共催費の内訳 

支払対象 金額 

日本不整脈心電学会 夏期EP Web講演会 \1,760,000 

第130回日本循環器学会近畿地方会 \660,000 

The 38th Live Demonstration in KOKURA (KOKURA LIVE 2021） ￥616,000 

第24回日本臨床救急医学会事務局 ￥1,650,000 

第32回日本急性血液浄化学会学術集会事務局 ￥1,320,000 

第41回日本アフェレシス学会学術大会事務局 ￥1,500,000 

第42回日本アフェレシス学会学術大会事務局 ￥2,000,000 

第48回日本集中治療医学会学術集会事務局 \1,650,000   

 

C. 原稿執筆料等  

自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演や原稿執筆、コンサルティング等業務委託に関する費用 

項目  総額 

（１）講師謝金 \2,889,968 

（２）原稿執筆料・監修料 \698,489 

（３）コンサルティング等業務委託費 \35,512,359 

 

（１） 講師謝金の内訳 

 

支払対象     件数 金額 

エンドトキシン血症救命治療研究会 池田 寿昭 代表  1 ￥77,959 

国立循環器病研究センター病院 不整脈科 草野 研吾 部長  1 ￥111,370 

兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科 嶋根 章 部長     1 ￥111,370 

医療法人社団康心会 湘南東部総合病院 不整脈センター 曽原 寛 センター長  1 ￥111,370 

学校法人順天堂大学大学院 医学研究科 射場 敏明  教授 1 ￥111,370 

学校法人東京医科大学 呼吸器内科学  阿部 信二   主任教授 1 ￥77,959 

学校法人藤田学園藤田医科大学 医学部臨床免疫制御医学講座 森山 和広 准教授 3 ￥334,110 

学校法人福岡大学 医学部救命救急医学講座 石倉 宏恭 教授 2 ￥267,289 

公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院  新田 順一 副院長 循環器内科 主任部長 1 ￥111,370 



国立大学法人滋賀医科大学 臨床看護学講座  遠藤 善裕 教授 1 ￥111,370 

国立大学法人東北大学大学院 医学系研究科 医療管理学 藤森 研司 教授 3 ￥389,796 

社会医療法人財団石心会 持田 和夫 理事 1 ￥77,147 

筑波大学附属病院 医療機器管理センター  縮 恭一 副部長  1 ￥55,685 

筑波大学附属病院 循環器内科  篠田 康俊 先生 1 ￥55,685 

長野医療生活協同組合長野中央病院 心臓病センター科 山岸 大祐 主任 1 ￥33,411 

長野医療生活協同組合長野中央病院 河野 恆輔 
副院長 心臓病センター長       

循環器内科部長 
1 ￥111,370 

東京女子医科大学 循環器内科先進電気的心臓制御研究部門  庄田 守男 特任教授 1 ￥111,370 

日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 循環器内科 第一循環器内科 小椋 康弘 副部長 1 ￥114,712 

日本赤十字社名古屋第二赤十字病院    吉田 幸彦 副院長・循環器内科部長 1 ￥113,370 

日本大学医学部附属板橋病院 循環器内科 奥村 恭男 教授・部長 1 ￥111,370 

 梅津 努 看護師 1 ￥55,685 

葉山ハートセンター 佐竹 修太郎 不整脈センター長・副院長 1 ￥111,370 

獨協医科大学埼玉医療センター   中原 志朗 循環器内科 准教授 1 ￥111,370 

獨協医科大学埼玉医療センター 循環器内科     1 ￥12,090 

 

（２） 原稿執筆料・監修料の内訳 

 

支払対象     件数 金額 

東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科 原 英彦 准教授 2 ￥89,096 

近畿大学医学部 放射線医学教室 鶴崎 正勝 教授 1 ￥77,959 

杏林大学医学部附属病院 不整脈センター  副島 京子 教授 1 ￥111,370 

筑波大学附属病院 循環器内科  山﨑 浩 講師 1 ￥111,370 

筑波大学 医学医療系循環器内科   青沼 和隆 教授 1 ￥111,370 

筑波大学附属病院 循環器内科  村越 伸行 准教授  1 ￥178,193 

学校法人日本医科大学大学院 医学研究科 呼吸器内科学分野 吾妻 安良太 教授 1 ￥19,131 

  

（３）コンサルティング等業務委託費の内訳 

 

支払対象     件数  

医療法人愛心会 東宝塚さとう病院 循環器内科 楠本 紘史 先生 1 ￥33,411 

学校法人 慈恵大学 東京慈恵会医科大学 肝胆膵外科 塩田 弘憲 助教 1 ￥55,685 

社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 呼吸器内科  一門 和哉 部長 3 ￥194,898 

川崎幸病院 桃原 哲也 
川崎心臓病センター副センタ

ー長・循環器内科主任部長 
2 ￥556,854 

東北大学病院 臨床研究推進センター    1 ￥2,750,000 

獨協医科大学埼玉医療センター 臨床工学部  渡邉 哲広 臨床工学技士 1 ￥33,411 

奈良医科大学 放射線・核医学科  豊田 将平 医員 1 ￥55,685 

日本大学医学部附属板橋病院 循環器内科 若松 雄治 先生 1 ￥36,752 

奈良医科大学 放射線・核医学科  福岡 靖史 研究員 1 ￥55,685 

横浜みのるクリニック 中道 昇 常勤顧問 1 ￥111,370 

医療法人愛心会 東宝塚さとう病院  循環器内科 垣下 幹夫 部長 1 ￥55,685 

医療法人愛心会 東宝塚さとう病院  循環器内科 嶋谷 祐二 部長  1 ￥55,685 

医療法人社団康心会 湘南東部総合病院 不整脈センター 曽原 寛 センター長 1 ￥111,371 

医療法人社団康心会 湘南東部総合病院 不整脈センター 木下 美知留 看護師 11 ￥991,193 

医療法人社団高邦会福岡山王病院 ハートリズムセンター 熊谷 浩一郎 ハートリズムセンター長 4 ￥1,336,448 

京都府立医科大学 眼科学教室 横井 則彦 病院教授  6 ￥654,301 

学校法人順天堂大学大学院医学研究科 射場 敏明 教授 1 ￥556,854 

学校法人東京医科大学呼吸器内科学 阿部 信二 主任教授 2 ￥890,966 

学校法人藤田学園藤田医科大学 医学部 臨床免疫制御医学講座 森山 和広 准教授 2 ￥1,113,708 



学校法人日本医科大学医療管理学  松山 琴音  特任教授 2 ￥334,112 

学校法人日本医科大学大学院 医学研究科 呼吸器内科学分野 吾妻 安良太 教授 2 ￥890,966 

学校法人北里研究所北里大学 薬学部 臨床医学臨床統計学 竹内 正弘 教授 2 ￥1,069,160 

株式会社M&H 曽原 寛 代表取締役 4 ￥4,400,000 

公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院   2 ￥1,500,000 

公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院 循環器内科 浅野 奏 先生 1 ￥33,411 

公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院 循環器内科 福永 寛 先生 1 ￥33,411 

公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院 新田 順一 副院長 循環器内科主任部長 4 ￥1,058,021 

弘前大学大学院医学研究科 不整脈先進治療学講座 木村 正臣 准教授 4 ￥1,069,160 

国立大学法人東北大学大学院 医学系研究科 医療管理学 藤森 研司 教授 1 ￥880,000 

札幌医科大学医学部 集中治療医学 升田 好樹 教授 2 ￥139,213 

昭和大学医学部 集中治療医学講座  小谷 透 教授 5 ￥278,425 

千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学 中田 孝明 教授 2 ￥139,213 

地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 小堀 敦志 医長  3 ￥723,909 

筑波大学 医学医療系循環器内科  青沼 和隆 教授  2 ￥342,661 

筑波大学附属病院 循環器内科 山﨑 浩 講師 5 ￥1,499,586 

筑波大学附属病院 循環器内科 篠田 康俊 先生 1 ￥136,410 

長野医療生活協同組合長野中央病院 心臓病センター科 山岸 大祐 主任 12 ￥501,166 

長野医療生活協同組合長野中央病院 河野 恆輔 
副院長 心臓病センター長 

循環器内科部長  
4 ￥278,426 

東京慈恵会医科大学附属病院 循環器内科  山下 省吾 講師 1 ￥33,411 

東京慈恵会医科大学附属病院 循環器内科 山根 禎一 教授  1 ￥55,685 

東京女子医科大学 循環器内科先進電気的心臓制御研究部門 庄田 守男 特任教授 1 ￥69,606 

日本医科大学千葉北総病院 循環器内科 植竹 俊介 助教・医員 2 ￥1,113,708 

日本医科大学武蔵小杉病院 救命救急センター 田上 隆 講師  2 ￥139,213 

日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 循環器内科 第一循環器内科  小椋 康弘 副部長 1 ￥55,685 

日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 吉田 幸彦 副院長・循環器内科部長 5 ￥1,447,818 

日本赤十字社名古屋第二赤十字病院 鈴木 博彦 第二循環器内科部長 1 ￥55,685 

日本大学医学部附属板橋病院 循環器内科 永嶋 孝一 
准教授・教育医長・ 

不整脈センター長 
1 ￥63,481 

日本大学医学部附属板橋病院 循環器内科 奥村 恭男 教授・部長  5 ￥1,058,021 

 梅津 努 看護師 11 ￥3,675,232 

葉山ハートセンター 佐竹 修太郎 不整脈センター長・副院長 1 ￥55,685 

獨協医科大学埼玉医療センター 循環器内科 中原 志朗 准教授 17 ￥2,464,628 

獨協医科大学病院本院 心臓・血管内科/循環器内科 上嶋 亨 講師 2 ￥267,289 

 

D. 情報提供関連費  

医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用の為に必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用 

項目  件数 総額 

（１）講演会費 111 \2,426,064 

（２）説明会費 12 ￥38,872 

（３）医学・医療工学関連文献等提供費 0 0 

 

E. その他の費用  

社会的儀礼としての接遇等の費用  

項目  総額 

（１）接遇等費用 \383,940 

 

以上 


