
2021年12月 

 

 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  

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  ¥27,557,751 

③ 臨床以外の研究費  ¥22,335,000 

④ 治験費  － 

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  － 

         

        ②   倫理指針に基づく研究費  

支払対象 件数 金額 

医療法人新東会横浜みのるクリニック 2  ¥2,991,120  

医療法人相生会墨田病院 1  ¥2,925,787  

医療法人邦英会関野臨床薬理クリニック 3  ¥2,731,416  

学校法人日本医科大学 2  ¥6,600,000  

国立大学法人東北大学大学院医学系研究科 1  ¥1,000,000  

国立大学法人京都大学医学部附属病院 1  ¥3,300,000  

国立大学法人九州大学 1  ¥210,000  

地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター 1  ¥1,485,000  

都道府県がん診療連携拠点病院兵庫県立がんセンター 1  ¥368,940  

愛知県がんセンター 1  ¥275,000  

医療法人社団慶久会よこはま乳腺・胃腸クリニック  1  ¥100,000  

医療法人湘和会湘南記念病院 1  ¥125,000  

国立研究開発法人国立がん研究センター 2  ¥400,000  

国立研究開発法人国立がん研究センタ－東病院 2  ¥5,045,488  

 

 

 



③   臨床以外の研究費 

支払対象 

学校法人慶應義塾 

学校法人慈恵大学 

学校法人常翔学園 

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 

国立大学法人筑波大学 

国立大学法人東京大学 

国立大学法人東北大学 

国立大学法人大阪大学 

 

  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 ¥56,650,000 

②一般寄附金 ¥780,000 

③学会等寄附金 ¥1,750,000 

④学会等共催費 ¥5,000,000 

 

① 奨学寄附金  

支払対象 件数 金額 

学校法人慶應義塾慶應義塾大学スポーツ医学研究センター 1  ¥2,000,000 

学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院消化器内科肝臓内科 1  ¥1,000,000 

学校法人立教学院立教大学理学部化学科望月研究室 1  ¥300,000 

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  ¥50,000,000 

国立大学法人滋賀医科大学社会医学講座衛生学部門 1  ¥500,000 

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 

国立大学法人鳥取大学医学教育学講座医学教育学分野 1  ¥500,000 

国立大学法人広島大学医系科学研究科消化器代謝内科 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 

 

 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令和2 年度生物統計家育成支援事業 1 ¥780,000 

 

 ③  学会等寄附金    

支払対象 金額 

第49 回日本血管外科学会学術総会   ¥1,000,000 

日本肝臓学会市民公開講座（関東地区）2021 年度 ¥50,000 

日本肝臓学会市民公開講座（関東地区）2020 年度(中止による返金)  ¥-50,000 

第6 回がん撲滅サミット協賛金 ¥750,000 

 



       ④  学会等共催費  

支払対象 金額 

第107 回日本消化器病学会総会スポンサードセミナー ¥1,375,000 

第26 回日本緩和医療学会学術大会ランチョンセミナー3 ¥1,000,000 

JDDW2021 第25 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25 回日本肝臓学会大会：500,000 円) 

¥1,250,000 

 

第57 回日本肝臓学会総会イブニングセミナー ¥1,375,000 

第79 回日本癌学会学術総会ランチョンセミナー ¥1,320,000 

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（中止による返金） ¥-440,000 

第106 回日本消化器学会総会イブニングセミナー(中止による返金) ¥-880,000 

     

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 ¥6,134,096 

②原稿執筆料・監修料 ¥155,918 

③コンサルティング等業務委託費 ¥13,992,379 

         
① 講師謝金 

 

支払い対象     件

数 

金額 

医療法人社団健生会酒井医院 酒井裕司 理事長 1  ¥55,685 

医療法人社団高邦会高木病院臨床検査部 梅村創 部長 1  ¥55,685 

医療法人社団信和会関医院 六波羅明紀 院長 1  ¥55,685 

医療法人社団永井医院 永井一毅 院長 2  ¥112,401 

医療法人社団東光会戸田中央総合病院 原田容治 院長 1  ¥56,716 

医療法人秀英会神戸朝日病院 金秀基 院長 1  ¥55,685 

医療法人晴聖会天神田中内科クリニック 田中基晴 理事長 1  ¥55,685 

医療法人益子会児玉中央病院 益子研土 理事長/院長 1  ¥55,685 

大手前病院消化器内科 土井喜宣 部長 1  ¥55,685 

奥新クリニック 奥新浩晃 院長 1  ¥111,370 

学校法人大阪医科薬科大学大阪医科大学先端医療開発学講座 福西新弥 特任教授 1  ¥77,959 

学校法人神戸薬科大学臨床薬学研究室 江本憲昭 教授 1  ¥111,370 

学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院消化器肝臓内科 持田智 教授 4  ¥838,372 

学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学病院中央治療センター 田山智美 看護師 1  ¥56,716 

学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学国際医療センター 皮膚腫瘍科・皮膚科 山本明史 教授 1  ¥77,959 

学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学附属総合医療センター 消化器・肝臓内

科 

内田党央 助教 1  ¥55,685 

学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学医学部疼痛制御研究講座 上園保仁  特任教授 1  ¥55,685 

学校法人慈恵大学東京慈恵医科大学附属柏病院消化器・肝臓内科 松本喜弘 診療医長 1  ¥56,716 

学校法人昭和大学昭和大学横浜市北部病院消化器センター  馬場俊之 准教授 1  ¥55,685 

学校法人聖マリアンナ医科大学内科学消化器・肝臓内科 渡邊綱正 准教授 1  ¥79,403 

学校法人東京医科大学東京医科大学医学総合研究所分子細胞治療研究部門 落谷孝広  教授 1  ¥50,000 

学校法人東邦大学東邦大学医療センター大森病院消化器内科 永井英成 教授 1  ¥111,370 

学校法人日本医科大学日本医科大学大学院医学研究科生体機能制御学分野 本田一文 大学院教授 1  ¥77,959 

学校法人日本医科大学日本医科大学千葉北総病院消化器科  葉山惟信 助教 1  ¥56,716 

学校法人日本医科大学日本医科大学付属病院消化器・肝臓内科 厚川正則 准教授 1  ¥113,432 

学校法人兵庫医科大学消化器内科学 揚和典 助教 1  ¥55,685 

かなもり内科糖尿病内科 金森晃 先生 1  ¥111,370 



岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院 内科 勝村直樹 副院長兼内科部長 1  ¥55,685 

京都府公立大学法人京都府立医科大学医学研究科 消化器内科学教室 伊藤義人 教授 1  ¥111,370 

京都府公立大学法人京都府立医科大学医学研究科 消化器内科学教室 山口寛二 学内講師 1  ¥77,959 

公益財団法人がん研究会有明病院 乳腺センター 乳腺内科  増田淳  先生 1  ¥55,685 

公立大学法人名古屋市立大学地域医療教育研究センター 野尻俊輔 教授 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 米田正人 准教授 1  ¥79,403 

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 並川健二郎 医長 1  ¥77,959 

国立がん研究センター東病院 放射線治療科  全田貞幹 医長 1  ¥55,685 

国立国際医療研究センター国府台病院 肝炎免疫研究センター 孝藤達哉 センター長 1  ¥67,343 

国立大学法人旭川医科大学内科学講座消化器・血液腫瘍制御内科学分野 澤田康司 講師 1  ¥55,685 

国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科共同研究講座疾患データサイエ

ンス学 

石井秀始 教授 1  ¥50,000 

国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 阪森亮太郎 学内講師 1  ¥77,959 

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

国立大学法人信州大学医学部 皮膚科学教室 奥山隆平 教授 1  ¥77,959 

国立大学法人東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科肝臓病態制御学講

座 

朝比奈靖浩 教授 2  ¥155,918 

国立大学法人東京大学医学部附属病院 国際検診センター／糖尿病・代謝内

科 

飯塚陽子 先生 1  ¥77,959 

国立大学法人東京大学医学部附属病院 看護部 大橋優美子 先生 1  ¥55,685 

国立病院機構東京医療センター消化器内科 菊池真大 医長 1  ¥77,959 

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三宿病院消化器科 村島直哉 部長 1  ¥77,959 

静岡県公立大学法人静岡県立大学 薬学部 大学院薬学研究院 並木徳之 教授 1  ¥113,432 

静岡県立静岡がんセンター 呼吸器内科  内藤立暁 医長 1  ¥55,685 

社会医療法人康和会札幌しらかば台病院内科・消化器内科 岩田徳和 内科部長 1  ¥55,685 

社会医療法人財団石心会 持田和夫 理事 1  ¥77,959 

社会医療法人志望会総合犬山中央病院  小澤俊文 副院長/消化器内科部長 1  ¥55,685 

社会医療法人恵佑会札幌病院消化器内科 狩野吉康 顧問 1  ¥55,685 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会小樽病院内科・消化器内科 明石浩史 診療部長 1  ¥55,685 

社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 消化器内科 畦地英全 副院長 1  ¥55,685 

社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院消化器内科 矢和田敦 副院長 2  ¥89,096 

社会福祉法人函館厚生院函館中央病院消化器内科 紺野潤 副院長 1  ¥33,411 

社会福祉法人三井記念病院消化器内科 大木隆正 科長 1  ¥79,403 

市立函館病院消化器内科 山本義也 医療部長 1  ¥77,959 

市立函館病院薬剤部 坂田幸雄 薬物療法科長 1  ¥55,685 

地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター東千葉メディカルセンター

消化器内科 

亀崎秀宏 副部長 1  ¥79,403 

東京都立大塚病院消化器内科 田中啓 医長 1  ¥55,685 

東京都立大塚病院消化器内科 忠願寺義通 副院長 1  ¥77,959 

特定非営利活動法人 臨床血液・腫瘍研究会 田村和夫 理事長 1  ¥55,685 

独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター消化器内科 金子文彦 部長 1  ¥44,548 

新潟県立がんセンター新潟病院 内科 三浦理 内科部長 1  ¥55,685 

日本赤十字社秦野赤十字病院 田中克明 院長 1  ¥55,685 

日本赤十字社武蔵野赤十字病院 黒崎雅之 副院長 1  ¥111,370 

長谷川医院 長谷川徳子 内科 1  ¥55,685 

平野医院  平野江利香 副院長 1  ¥56,716 

広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院  花田敬士 診療部長/内視鏡センタ

ー長 

1  ¥111,370 

訪問看護ステーションしおりサテライト柏７丁目 白石哲也 所長 1  ¥22,686 

北海道医療生活協同組合札幌緑愛病院 内科・肝臓内科担当 美馬聰昭 先生 1  ¥55,685 

北海道公立大学法人札幌医科大学医学部 皮膚科学講座 宇原久 教授 1  ¥77,959 

丸玉木材株式会社津別病院内科 日下貴文 副院長 1  ¥55,685 



三重県厚生農業協同組合連合会鈴鹿中央総合病院消化器内科 岡野宏 部長 1  ¥55,685 

横浜市立みなと赤十字病院消化器内科（肝・胆・膵内科） 先田信哉 消化器内科部長 1  ¥77,959 

 

 

②原稿執筆料・監修料 

 
支払い対象     件数 金額 

医療法人石井会石井病院ASEAN 事業部 笠井裕一 部長 1  ¥33,411 

医療法人北関東循環器病院血管病センター 熊倉久夫 副院長/センター長 1  ¥33,411 

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 

医療法人財団順和会 山王メディカルセンター血管外科 重松宏 統括部長 1  ¥33,411 

 

③コンサルティング等業務委託費 

 

支払い対象     件数 金額 

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

国立国際医療研究センター 春日雅人 名誉理事長 1  ¥2,384,895 

国立大学法人九州大学大学院薬学研究院 津田誠 教授 1  ¥122,508  

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

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 

統計数理研究所医療健康データ科学研究センター 長島健悟 特任准教授 1  ¥835,282 

広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院  花田敬士 診療部長/内視鏡センター長 2  ¥534,112 

 

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 64 ¥4,591,121 

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 ¥230,020 

 

以上 


