
2020年12月 

 

 医療機関等に対する金銭の支払い状況（2019年度：2019年4月～2020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  

GCP省令などの公的規制のもとで実施されている臨床試験や、新薬開発の治験および製造販売後臨床試験を含み、また、

GPSP省令、GVP省令などの公的規制のもと実施される副作用・感染症症例報告、製造販売後調査等の費用を含みます  

 

 

項目  東レの年間の総額 

① 特定臨床研究費  - 

② 倫理指針に基づく研究費  ¥27,045,852 

③ 臨床以外の研究費  ¥31,510,000 

④ 治験費  ¥611,120 

⑤ 製造販売後臨床試験費  - 

⑥ 副作用(不具合)・感染症症例報告費  - 

⑦ 製造販売後調査費  - 

⑧ その他費用  ¥58,003 

 

② 倫理指針に基づく研究費  

支払対象 件数 金額 

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 

国立大学法人東北大学 

独立行政法人国立病院機構相模原病院 

公立大学法人横浜市立大学 

学校法人東京医科大学 

兵庫県立がんセンター 

医療法人相生会 博多クリニック 

国立大学法人旭川医科大学 

国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 

国立大学法人九州大学 

医療法人相生会墨田病院 

学校法人兵庫医科大学 

国立大学法人京都大学医学部附属病院 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

¥4,745,000 

¥1,500,000 

¥6,300,000 

¥606,400 

\120,000 

\641,700 

\2,939,920 

\145,800 

\1,694,000 

\550,000 

\4,316,732 

\186,300 

¥3,300,000 

 

 

 

 



③ 臨床以外の研究費 

支払対象 

学校法人星薬科大学薬理学研究室成田研究室 

国立大学法人筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構 

学校法人帝京大学 

国立研究開発法人国立成育医療研究センター 

国立大学法人東京大学 

国立大学法人京都大学大学院薬学研究科ナノバイオ医薬創成科学講座 

 

  ④   治験費 

          2015年度以前に契約された支払により詳細情報公開なし 

 

B. 学術研究助成費  

学術研究の振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催費用の支援としての

学会等寄附金、学会等共催費  

項目  東レの年間の総額 

①奨学寄附金 ¥64,350,000 

②一般寄附金 ¥1,160,000 

③学会等寄附金 ¥2,150,000 

④学会等共催費 ¥7,406,000 

 

① 奨学寄附金  

支払対象 件数 金額 

国立大学法人東京医科歯科大学肝臓病態制御学講座 1 ¥100,000 

学校法人埼玉医科大学消化器内科肝臓内科 1 ¥1,000,000 

国立大学法人広島大学大学院医系科学研究科消化器・代謝内科学 1 ¥1,000,000 

国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター臨床エピジェネティクス講座 1 ¥300,000 

独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校 1 ¥1,950,000 

国立大学法人京都大学大学院薬学研究科ナノバイオ医薬創成科学講座 1 ¥60,000,000 

 

 ②    一般寄附金                          

支払対象 件数 金額 

国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) 「生物統計家育成支援事業」 1 ¥860,000 

NPO 法人 癒しの医療を考える会 1 ¥300,000 

 

  ③  学会等寄附金    

支払対象 金額 

日本肝臓学会市民公開講座（関東地区） ¥50,000 

第48 回日本血管外科学会学術総会 ¥1,000,000 

2019 年度「肝癌撲滅フォーラム」市民公開講座  ¥50,000 

日本核酸医薬学会第5 回年会 ¥50,000 



第5 回がん撲滅サミット協賛金 ¥750,000 

NPBPPP2020 合同年会 ¥250,000 

 

  ④  学会等共催費  

支払対象 金額 

第36 回皮膚悪性腫瘍学会スイーツセミナー \2,000,000 

第7 回肝臓と糖尿病・代謝研究会コーヒーブレイクセミナー ¥440,000 

第106 回日本消化器病学会総会イブニングセミナー ¥1,100,000 

JDDW2020 第24 回日本肝臓学会大会共催サテライトシンポジウム(JDDW：750,000 円、

第24 回日本肝臓学会大会：500,000 円) 

¥1,250,000 

第1 回日本フットケア・足病医学会年次学術集会ランチョンセミナー ¥1,320,000 

第78回日本癌学会学術総会ランチョンセミナー          ¥1,296,000 

   

C. 原稿執筆料等  

自社医薬品に関する科学的な情報等を提供するための講演や原稿執筆、コンサルティング業務の依頼に対する費用等  

項目   東レの年間の総額 

①講師謝金 ¥9,807,090 

②原稿執筆料・監修料 ¥400,932 

③コンサルティング等業務委託費 ¥21,894,879 

         
① 講師謝金 

 

支払い対象     件数 金額 

H.E.C サイエンスクリニック  前田一 先生 1 ¥55,685 

JA 岐阜厚生連東濃厚生病院消化器内科  長屋寿彦 部長 1 ¥55,685 

学校法人愛知医科大学病院血管外科  石橋宏之 教授 1 ¥100,000 

朝日大学病院消化器内科  大洞昭博 教授 1 ¥55,685 

一般社団法人日本海員掖済会横浜掖済会病院  内藤誠 先生 1 ¥55,685 

医療社団法人すがの内科クリニック   菅野雅彦 院長 1 ¥55,685 

医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院   小林修三 院長代行 1 ¥111,370 

医療法人輝心会大分循環器病院  清家正隆 副院長 1 ¥77,959 

医療法人輝心会大分循環器病院消化器内科 高橋祐幸 部長 1 ¥55,685 

医療法人財団明理会新松戸中央総合病院消化器・肝臓内科  加藤慶三 部長 1 ¥55,685 

医療法人慈公会公平病院  公平誠 病院長 1 ¥55,685 

医療法人社団愛語会要町病院  吉澤明孝 副院長 1 ¥55,685 

医療法人社団ひこばえの会恵庭みどりのクリニック  西部正泰 理事長 1 ¥111,370 

医療法人社団協友会彩の国東大宮メディカルセンター消化器内科  市原広太郎 部長 1 ¥55,685 

医療法人社団松弘会三愛病院消化器内科  神戸貴雅 部長 1 ¥55,685 

医療法人新青会川口工業総合病院消化器科  小島直紀 院長 1 ¥55,685 

医療法人渓仁会手稲渓仁会病院  辻邦彦 副院長 1 ¥55,685 

医療法人渓仁会手稲渓仁会病院消化器病センター  姜貞憲 先生 1 ¥55,685 

医療法人徳洲会札幌徳洲会病院  東直樹 消化器内科部長  1 ¥55,685 

医療法人友隣会協立病院  吉本梧峰 院長  1 ¥55,685 

医療法人錦秀会阪和第二泉北病院内科(循環器)  岡野嘉明 先生 1 ¥55,685 

医療法人誠壽会上福岡総合病院消化器科  吉原靖典 先生 1 ¥55,685 

医療法人悠尚会まつだ内科クリニック  松田尚登 院長 1 ¥55,685 

近江八幡市立総合医療センター消化器内科  石川博己 部長 1 ¥55,685 

大阪国際がんセンター  片山和宏 副院長・臨床研究センタ

ー長 

1 ¥111,370 

大阪国際がんセンター肝胆膵内科  大川和良 主任部長 1 ¥55,685 



大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵内科学  打田佐和子 講師 1 ¥33,411 

大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学  河田則文 教授 1 ¥111,370 

大阪市立大学大学院医学研究科色素異常症治療開発共同研究部門  片山一朗 特任教授 1 ¥33,411 

大阪大学大学院医学系研究科情報統合医学皮膚科学  外村香子 助教 1 ¥33,411 

おぎの内科医院  荻野英朗 院長 1 ¥55,685 

かぞ南内科クリニック   関根直樹 院長 1 ¥55,685 

学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属静岡病院消化器内科  玄田拓哉 教授 1 ¥55,685 

学校法人聖マリアンナ医科大学消化器・肝臓内科  松本伸行 准教授 1 ¥55,685 

学校法人聖マリアンナ医科大学消化器・肝臓内科  松永光太郎 講師 1 ¥55,685 

株式会社フォニック・フープ     1 ¥110,000 

川崎市立多摩病院消化器・肝臓内科  奥瀬千晃 副院長 1 ¥55,685 

関西医科大学総合医療センター消化器肝臓内科  山敷宣代 講師 1 ¥55,685 

北里大学医学部消化器内科学  田中賢明 講師 1 ¥55,685 

キッコーマン総合病院  三上繁 院長代理 1 ¥56,716 

岐阜県立多治見病院   奥村文浩 消化器内科部長兼内視鏡

センター長 

1 ¥55,685 

京谷医院  京谷晋吾 院長 2 ¥167,055 

国立大学法人京都大学大学院医学研究科消化器内科学   恵荘裕嗣 助教 1 ¥55,685 

京都府公立大学法人京都府立医科大学医学部医学科   伊藤幸裕 准教授 1 ¥80,187 

京都府立医科大学消化器内科  森口理久 講師 1 ¥55,685 

杏林大学医学部消化器内科  川村直弘 講師 1 ¥77,959 

清恵会病院   星本真弘 副院長補佐 1 ¥55,685 

慶應義塾大学病院消化器内科  谷木信仁 助教 1 ¥55,685 

神戸市立医療センター中央市民病院消化器内科  杉之下与志樹 医長 1 ¥77,959 

国立大学法人神戸大学大学院医学研究科内科系講座皮膚科学分野  国定充 講師 1 ¥55,685 

公立大学法人横浜市立大学大学院医学研究科肝胆膵消化器病学教室 斉藤聡 診療教授 1 ¥79,403 

公立大学法人横浜市立大学大学院医学研究科肝胆膵消化器病学  米田正人 准教授 1 ¥33,411 

国保直営総合病院君津中央病院糖尿病・内分泌・代謝内科  石橋亮一 医長 1 ¥55,685 

国立がん研究センター中央病院消化管内科 加藤健  医長  1 ¥113,717 

国立研究開発法人国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター  考藤達哉 センター長 1 ¥68,059 

国立研究開発法人国立がん研究センター研究所がん患者病態生理研

究分野  

上園保仁 分野長 1 ¥61,254 

国立大学法人名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科学   本多隆 講師 1 ¥55,685 

国立大学法人金沢大学先進予防医学研究センター  山下竜也  准教授 1 ¥55,685 

国立大学法人佐賀大学医学部肝疾患センター  江口有一郎 特任教授・センター長 1 ¥111,370 

国立大学法人千葉大学医学部附属病院消化器内科  千葉哲博 副科長 1 ¥33,411 

国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院内科学第二講座（肝臓内

科） 

川田一仁 診療科長 1 ¥55,685 

国立大学法人大分大学医学部附属病院肝疾患相談センター  遠藤美月 副センター長・助教 1 ¥33,411 

国立大学法人北海道大学病院臓器移植医療部  嶋村剛 部長 1 ¥55,685 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院  熊田博光 顧問 1 ¥55,685 

国家公務員共済組合連合会虎の門病院肝臓内科  芥田憲夫 医長  1 ¥111,370 

学校法人埼玉医科大学病院消化器内科・肝臓内科  持田智 教授 3 ¥668,223 

学校法人埼玉医科大学病院消化器内科・肝臓内科  内田義人 助教 1 ¥55,685 

学校法人自治医科大学附属さいたま医療センター消化器内科   吉川修平 臨床助教 1 ¥55,685 

社会医療法人木下会鎌ヶ谷総合病院  国枝武義 先生 1 ¥111,370 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井県済生会病院肝臓内科  真田拓 内科医長 1 ¥55,685 

社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院肝臓内科 長澤正通 部長 1 ¥55,685 

昭和大学医学部内科学講座消化器内科学部門  坂木理  講師 1 ¥55,685 

市立池田病院皮膚科  東典子 先生 1 ¥33,411 

市立豊中病院消化器内科  福井浩司 部長 1 ¥33,411 

新ひだか町立静内病院  小松幹志 院長 1 ¥77,959 

せお内科クリニック眼科  瀬尾靖 院長  1 ¥55,685 



高槻赤十字病院 玉田尚 副院長 1 ¥55,685 

学校法人帝京大学医学部附属溝口病院第四内科  原眞純 教授 1 ¥55,685 

学校法人帝京大学医学部附属溝口病院第四内科  幸山正 教授 1 ¥33,411 

学校法人帝京大学医学部附属溝口病院第四内科  菊池健太郎 准教授 1 ¥55,685 

学校法人東海大学医学部看護学科  庄村雅子 准教授  1 ¥33,411 

学校法人東海大学医学部附属大磯病院消化器内科  荒瀬吉孝 先生 1 ¥55,685 

国立大学法人東京医科歯科大学肝臓病態制御学講座  朝比奈靖浩 教授   2 ¥155,918 

学校法人東京医科大学病院心臓血管外科  荻野 均 主任教授 1 ¥100,000 

学校法人東京医科大学病院心臓血管外科  西部俊哉 教授 1 ¥111,370 

東京慈恵会医科大学皮膚科学講座  石氏陽三 講師  2 ¥189,329 

東京慈恵会医科大学附属病院  小林雅代 看護部  1 ¥33,411 

学校法人東京女子医科大学八千代医療センター消化器内科  戸張真紀 先生 1 ¥55,685 

東邦大学医療センター大森病院消化器内科  永井英成 准教授 1 ¥55,685 

特定医療法人俊仁会埼玉よりい病院  藤田尚己 副院長 2 ¥167,055 

独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院  宮城島拓人 副院長 1 ¥55,685 

内科・消化器科林医院  林毅 院長 1 ¥55,685 

ながや内科  永谷憲歳 院長 1 ¥55,685 

国立大学法人名古屋大学医学部付属病院血管外科  古森公浩 教授 1 ¥100,000 

西山耳鼻咽喉科医院 西山耕一郎 院長 2 ¥226,864 

学校法人日本医科大学千葉北総病院消化器内科  糸川典夫 病院講師 1 ¥55,685 

学校法人日本医科大学武蔵小杉病院消化器外科  谷合信彦 部長 1 ¥55,685 

日本赤十字社姫路赤十字病院  中村進一郎 副院長  1 ¥77,959 

日本赤十字社姫路赤十字病院  多田俊史 肝臓内科部長  1 ¥55,685 

日本赤十字社姫路赤十字病院   奥新浩晃 入退院センター長 1 ¥77,959 

日本赤十字社武蔵野赤十字病院  泉並木 病院長 1 ¥77,959 

日本赤十字社武蔵野赤十字病院消化器科  黒崎雅之 部長 1 ¥77,959 

日本赤十字社横浜市立みなと赤十字病院消化器内科  先田信哉 部長 1 ¥55,685 

日本赤十字社深谷赤十字病院消化器科  川辺晃一 部長  1 ¥55,685 

沼津市立病院消化器内科   久保田教生 医長 1 ¥55,685 

林内科クリニック  林道友 院長 1 ¥55,685 

はやしべ皮膚科  林部一人 院長 1 ¥55,685 

阪神薬局武庫川店  仲西毅 薬局長 1 ¥22,274 

阪神薬局武庫川店  小田知季 先生 1 ¥11,137 

学校法人兵庫医科大学内科学肝胆膵科  西口修平 主任教授 1 ¥77,959 

学校法人兵庫医科大学内科学肝・胆・膵科  飯島尋子 教授 2 ¥222,740 

学校法人兵庫医科大学内科学肝・胆・膵科  楊和典 助教 3 ¥167,055 

福岡内科クリニック  福岡賢一 院長 1 ¥55,685 

ほたるのセントラル内科  内田大学 院長 1 ¥55,685 

誠弘会池袋病院消化器外科  木暮道夫 外科部長 1 ¥77,959 

横山内科消化器科  横山浩二 院長 1 ¥55,685 

淀川キリスト教病院緩和医療内科・ホスピス   池永昌之 副医務部長 1 ¥77,959 

渡辺内科  渡辺治男 院長  1 ¥55,685 

医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院   小林修三 院長代行 1 ¥111,370 

医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院  日高寿美 先生 1 ¥111,370 

一般財団法人バイオダイナミックス研究所  篠崎公三 研究部長 1 ¥22,274 

一般社団法人日本海員掖済会名古屋掖済会病院消化器内科  岩田浩史 部長 1 ¥55,685 

学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院消化器内科  竹村勇治 先生 1 ¥55,685 

学校法人東京医科大学総合医学研究所  落谷孝広 先生 1 ¥46,296 

国立大学法人東京大学大学院 情報理工学系研究科知能機械情報学専攻   竹内昌治  教授 1 ¥356,387 

国立大学法人東北大学 副学長・医学系研究科 大隅 典子 教授 1 ¥278,427 

 

 

 



②原稿執筆料・監修料 

 
支払い対象     件数 金額 

医療法人沖縄徳洲会武蔵野徳洲会病院  鈴木洋通 院長 1 ¥55,685 

防衛医科大学校腎臓内分泌内科 熊谷裕生 教授 1 ¥11,137 

学校法人埼玉医科大学病院総合診療内科 中元秀友 教授 1 ¥55,685 

医療法人心信会池田バスキュラーアクセス・透析・内科   水内恵子 看護部長 1 ¥55,685 

特定医療法人あかね会大町土谷クリニック  高橋直子 院長 2 ¥167,055 

特定医療法人あかね会大町土谷クリニック透析室  隘田聡子 先生  1 ¥55,685 

 

③コンサルティング等業務委託費 

 

支払い対象     件数 金額 

国立大学法人熊本大学薬学部  今井輝子 特任教授 1 ¥334,112 

学校法人神戸学院神戸学院大学薬学部  武田真莉子 教授 1 ¥334,112 

岐阜薬科大学製剤学研究室  竹内洋文 教授 1 ¥334,113 

学校法人星薬科大学薬物治療学研究室  池田弘子 教授 1 ¥1,176,400 

国立大学法人滋賀医科大学臨床研究開発センター     2 ¥1,916,642 

国立大学法人九州大学大学院薬学研究院ライフイノベーション分野  津田誠 教授  1 ¥122,507 

公立大学法人大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学  河田則文 教授  4 ¥222,740 

国立大学法人筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構  長瀬博 特命教授  1 ¥2,384,895 

国立大学法人京都大学 井村裕夫 名誉教授 1 ¥4,898,090 

国立国際医矧牙究センター 春日雅人 名誉理事長 1 ¥2,384,896 

国立大学法人京都大学医学研究科 成宮周 特任教授 1 ¥2,384,895 

医療法人社団 新東会横浜みのるクリニック   中道昇 常勤顧問 12 ¥2,672,892 

学校法人埼玉医科大学病院総合診療内科 中元秀友 教授 12 ¥2,672,900 

東邦大学医学部医学科泌尿器科学講座  鈴木啓悦 教授 1 ¥55,685 

 

D. 情報提供関連費  

医療関係者に対する自社医薬品の科学的な情報提供に必要な講演会、説明会等の費用  

項目   件数  東レの年間の総額 

① 講演会等会合費 103 ¥9,863,724 

②  説明会費 - - 

③  医学・薬学関連文献等提供費 - - 

                         

E. その他の費用  

社会的儀礼としての接遇等の費用  

項目   東レの年間の総額 

①接遇等費用 ¥1,062,708 

 

以上 


