
・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2019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 11 13,500,000

(2) 一般寄附金 34 2,070,000

(3) 学会等寄附金 - 1,770,000

(4) 学会等共催費 - 14,516,080

C.原稿執筆料等 (1) 講師謝金 198 10,375,370

(2) 原稿執筆料・監修料 13 847,000

(3) コンサルティング等業務委託費 56 1,700,000

D.情報提供関連費 (1) 講演会費等会合費 107 18,019,513

(2) 説明会費 346 7,239,314

(3) 医学・医療工学関連文献等提供費 - 901,811

E.その他の費用 接遇等費用 - 4,152,609

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
学校法人近畿大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科 1 1,000,000
学校法人慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科 1 3,000,000
学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学付属第三病院 糖尿用・代謝・内分泌内科 1 500,000
学校法人東海大学 医学部　内科学系 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
学校法人日本大学医学部 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 包括的代謝学分野 1 1,000,000
国立大学法人岐阜大学医学部付属病院 第4内科 1 2,000,000
国立大学法人京都大学 大学院医学研究科　糖尿病・内分泌・栄養内科学 1 1,000,000
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　分子内分泌代謝学分野 1 1,000,000
国立大学法人北海道大学 大学院医学院・医学研究院　免疫・代謝内科学教室 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
秋田県糖尿病対策推進協議会 1 50,000
一般社団法人　臨床糖尿病支援ネットワーク 1 200,000
一般社団法人　糖尿病データマネジメント研究会 1 500,000
岡山小児糖尿病協会 サマーキャンプ 1 30,000
大阪杉の子会　（サマーキャンプ） 1 30,000
鹿児島つぼみの会（鹿児島小児糖尿病サマーキャンプ） 1 30,000
鹿児島糖尿病療養指導士会 1 30,000
関東中央病院　欅会 1 10,000
近畿つぼみの会　（サマーキャンプ） 1 30,000
公益財団法人　日本国際医学協会 1 100,000
公益社団法人　日本糖尿病協会 1 100,000
高知県小児糖尿病つぼみの会  サマーキャンプ 1 30,000
埼玉県臨床検査技師会 1 20,000
佐賀小児糖尿病サマーキャンプ 1 30,000
静岡県糖尿病協会 1 50,000
私立医科大学臨床検査技師会 1 30,000
全国糖尿病週間inNagoya（愛知県糖尿病協会） 1 50,000
大山家族　（サマーキャンプ） 1 30,000
筑後・佐賀小児糖尿病生活指導講習会 （サマーキャンプ） 1 30,000
千葉県糖尿病対策推進会議 1 50,000
東京都糖尿病協会 1 100,000

B.学術研究助成費

寄付先：団体名/イベント名



・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
糖尿病療養指導士兵庫県連合会 1 20,000
なら糖尿病デー2019 1 20,000
日本糖尿病協会埼玉県支部 1 50,000
日本訪問歯科協会(賛助会員の年間費) 1 60,000
はりま糖尿病協会 1 30,000
兵庫県糖尿病協会小児糖尿病部会　（サマーキャンプ） 1 30,000
広島県糖尿病協会 1 50,000
福岡県糖尿病協会（日本糖尿病協会福岡県支部） 1 30,000
ペガサスの会 サマーキャンプ 1 50,000
ヤングフェニックスはまゆう会 （サマーキャンプ） 1 50,000
若い糖尿病患者さんとのグループミーティング 1 100,000
和歌山つぼみの会（サマーキャンプ） 1 30,000
和歌山つぼみの会・壱型の会 1 20,000



・学会等寄附金 （単位：円）

件数 寄付金額
青森臨床糖尿病研究会 1 20,000
一般社団法人アジア糖尿病学会（AASD） 1 250,000
一般社団法人　日本糖尿病学会 1 200,000
一般社団法人 日本糖尿病教育・看護学会 1 100,000
一般社団法人　日本糖尿病・妊娠学会 1 100,000
世界糖尿病デー実行委員会 1 1,000,000
日本訪問歯科協会 1 100,000

B.学術研究助成費

寄付先：団体名/イベント名



・学会等共催費 （単位：円）

件数 寄付金額
岐阜糖尿病コミュニティーズ 1 450,000
第57回日本糖尿病学会九州地方会 1 1,265,000
第54回日本糖尿病学の進歩 1 1,210,000
第33回日本糖尿病合併症学会 1 1,350,000
第13回日本慢性看護学会学術集会 1 200,000
第23回日本病態栄養学会 1 506,000
第24回日本糖尿教育・看護学会学術集会 1 4,051,080
第46回関東農村医学会 1 300,000
第62回日本糖尿病学会年次学術集会 1 5,184,000

B.学術研究助成費

寄付先：団体名/イベント名



・講師謝金 （単位：円）

氏名（敬称略） 施設名 所属 役職 件数 金額
朝倉　俊成 新潟薬科大学 薬学部　臨床薬学研究室 教授 1 100,000
麻生　好正 獨協医科大学病院 内分泌代謝内科 教授 2 300,000
熱田　充香 にしあらい生活習慣病クリニック 副所長 1 30,000
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 3 300,000
荒井　文乃 千葉県循環器病センター 栄養科 日本糖尿病療養指導士 1 10,000
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 70,000
石井　均 奈良県立医科大学 糖尿病学講座 教授 1 100,000
石川　真由美 水戸協同病院 臨床検査課 副検査技師長 2 13,000
石村　淳 中沢病院 薬剤部 薬局長 1 77,000
石村　栄治 明治橋病院 院長 1 50,000
板倉　慈法 板倉内科・糖尿病クリニック 院長 1 50,000
稲荷　弥生 釧路赤十字病院 看護部 副部長 1 40,000
今井　由佳 大森赤十字病院 看護部 日本糖尿病療養指導士 1 15,000
今村　敬代 天草地域医療センター 糖尿病看護認定看護師 1 50,000
植木　彬夫 高村内科クリニック 糖尿病・内分泌代謝内科 医師 1 100,000
薄井　正寛 大崎市民病院　 糖尿病・代謝内科 科長 1 80,000
内潟　安子 東京女子医科大学東医療センター 病院長 3 30,000
江原　浩二 伊勢崎佐波医師会病院 リハビリテーション科 糖尿病療養指導士 1 10,000
及川　眞一 複十字病院 糖尿病科 生活習慣病センター長 1 100,000
笈田　耕治 福井中央クリニック 糖尿病・代謝内科 部長 1 100,000
大久保　達也 荒尾市民病院 薬剤科長 1 50,000
大瀧　陽子 新潟県立新発田病院 内科外来 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
大塚　藍 東部地域病院 栄養科 主任 1 10,000
大野　美香 光クリニック 看護師長 1 10,000
大橋　健 国立がん研究センター中央病院 総合内科 総合内科長 1 111,370
岡島　史宣 日本医科大学千葉北総病院 内分泌内科 医局長 1 100,000
岡西　大介 藤枝市立総合病院 糖尿病・内分泌内科 医長 1 100,000
岡村　禎子 久留米大学病院 看護部 糖尿病看護認定看護師 1 50,000
小川　洋平 新潟大学医歯学総合病院 小児科 特任講師 2 20,000
小倉　愛子 両国東口クリニック 看護部 糖尿病認定看護師 1 15,000
小内　亨 おない内科クリニック 院長 1 30,000
皆藤　章 京都大学 大学院教育学研究科・教育学部 名誉教授 1 100,000
海藤　絵里 大森赤十字病院 看護部 日本糖尿病療養指導士 3 80,000
加藤　久代 京都岡本記念病院 教育部門 師長 1 50,000
加戸　佳己 加戸病院 医療支援部・薬剤部 部長 1 20,000
金井　千晴 東京歯科大学市川総合病院 糖尿病・内分泌センター 慢性疾患看護専門看護師 2 120,000
金子　由梨 済生会西条病院 内科 医長 3 115,000
川久保　幸子 江戸川病院 栄養科 主任 1 10,000
川﨑　英二 新古賀病院 糖尿病センター 副院長、センター長 3 150,000

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

C.原稿執筆料等

川地　慎一 岐阜赤十字病院 甲状腺・糖尿病内科 副部長 1 50,000
川浪　美保 熊本中央病院 日本糖尿病療養指導士 1 50,000
川村　智行 大阪市立大学大学院 医学研究科小児医学 講師 1 100,000
菅野　一男 かんの内科 院長 1 100,000
菊池　貴子 朝日生命成人病研究所附属医院 糖尿病代謝科 医員 1 50,000
菊永　恭子 日本医科大学付属病院 糖尿病看護認定看護師 2 160,000
岸本　美也子 山王病院 糖尿病内分泌代謝内科 部長 3 80,000
貴田岡　正史 イムス三芳総合病院 内分泌・代謝 センター長 1 100,000
北里　博仁 大森赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 部長 2 30,000
北島　千春 聖マリアヘルスケアセンター 管理栄養士 1 50,000
北谷　真子 天理よろづ相談所病院 内分泌内科 医師 1 50,000
北爪　洋介 群馬中央病院 臨床検査部 糖尿病療養指導士 1 20,000
栗田　靖子 伊勢崎市民病院 看護部 糖尿病看護認定看護師 1 15,000
黒田　暁生 徳島大学病院 糖尿病臨床・研究開発センター 准教授 1 100,000
桒原　奈津美 松波総合病院 フットケア指導士 1 20,000
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 2 200,000
後藤　敏子 美濃市立美濃病院 外来師長 1 20,000
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
小山　治美 上越地域医療センター 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
齋藤　克哉 伊勢崎市民病院 栄養科 糖尿病療養指導士 1 10,000
斉藤　武 福岡女学院 院長特別補佐 3 120,000
酒井　武則 市立八幡浜総合病院 内科 部長 1 150,000
坂根　直樹 国立病院機構京都医療センター 室長 1 150,000
坂本　富美子 新潟大学医歯学総合病院 看護部 日本糖尿病療養指導士 1 10,000
佐々木　亜衣 釧路赤十字病院 糖尿病看護認定看護師 1 60,000
佐藤　江里 那珂記念クリニック 療養指導部 主任 2 13,000
佐藤　ひろみ ホシノ薬局 薬剤部 糖尿病療養指導士 1 10,000
佐藤　雄一 聖マリア病院 糖尿病内分泌内科　糖尿病センター副センター長／糖尿病内科 診療部長 2 150,000
下村　絵理香 JA茨城県厚生連総合病院　水戸協同病院 看護部 日本糖尿病療養指導士 1 3,000
陣内　秀昭 陣内病院 院長 1 70,000
杉山　徹 武蔵野赤十字病院 内分泌代謝科 部長 1 100,000
杉山　宏之 ヒロ薬局 船橋市薬剤師会 薬剤師 1 20,000
鈴木　克典 済生会新潟第二病院 代謝・内分泌内科 部長 1 30,000
鈴木　亮 東京医科大学病院 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
千賀　郁子 ホウカンTOKYO江東 看護部 日本糖尿病療養指導士 2 30,000
田井　由子 長岡赤十字病院 内科外来 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
高瀬　美津子 仲本内科クリニック 看護部 部長 1 10,000
高田　浩史 青柳クリニック 糖尿病内科 院長 3 30,000
高橋　恵子 上越地域医療センター 内科外来・病棟 糖尿病看護認定看護師 1 10,000



・講師謝金 （単位：円）

氏名（敬称略） 施設名 所属 役職 件数 金額

C.原稿執筆料等

高橋　隆 亀田総合病院 糖尿病内分泌内科 部長 1 70,000
高見　和久 木沢記念病院 糖尿病センター センター長 1 100,000
高見　千恵 木沢記念病院 糖尿病看護認定看護師 1 30,000
武井　真大 長野赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 部長 1 70,000
田島　卓 たじま歯科クリニック 院長 1 20,000
田尻　祐司 久留米大学病院 内分泌代謝内科 教授 1 50,000
橘　優子 順天堂大学付属順天堂医院 看護部 糖尿病看護認定看護師 2 65,000
田中　隆久 田中内科　大宮糖尿病クリニック 院長 1 15,000
田中　永昭 関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター 部長 1 100,000
津村　和大 川崎市立川崎病院 糖尿病内科 部長 1 100,000
道口　佐多子 那珂記念クリニック 療養指導部 部長、副院長 2 15,000
豊田　正美 中島内科クリニック 日本糖尿病療養指導士 1 20,000
内藤　裕美 山梨厚生病院 看護部 糖尿病認定看護師 2 30,000
仲地　健 翔南病院 院長 1 50,000
中野　恵美子 伊勢崎市民病院 看護科 看護師長 1 10,000
中野　真弓 宇都木医院 外来 糖尿病療養指導士 1 15,000
永渕　美樹 佐賀大学医学部附属病院 慢性疾患看護専門看護師 1 50,000
中山　一子 中山クリニック 看護g部 糖尿病療養指導士 1 15,000
中山　桂司 中山クリニック 院長 1 15,000
西田　健朗 熊本中央病院 内分泌代謝内科 部長 3 300,000
西山　陽子 済生会新潟第二病院 内科外来 糖尿病看護認定看護師 2 20,000
西山　よう子 東部地域病院 看護部・看護相談室 日本糖尿病療養指導士 1 10,000
二宮　里佳 西予市立野村病院 看護部 糖尿病看護認定看護師 1 20,000
布井　清秀 聖マリア病院 糖尿病内分泌内科 糖尿病センター長 1 50,000
野崎　剛弘 九州大学大学院医学研究院 心身医学 特任講師 1 50,000
能登　洋 聖路加国際病院 内分泌代謝科 部長 1 100,000
橋本　昭和 国立国際医療研究センター病院 看護部 糖尿病看護認定看護師 2 65,000
林　慎 松波総合病院 副院長 1 100,000
原　一雄 自治医科大学附属さいたま医療センター 内分泌代謝科 教授 1 15,000
原　賢太 北播磨総合医療センター 糖尿病・内分泌内科 部長 1 100,000
原　萌黄 JA秋田厚生連 平鹿総合病院 看護部 糖尿病看護認定看護師 1 20,000
原　靖子 もりむら内科 看護師 1 10,000
原島　伸一 御所南はらしまクリニック 院長 3 300,000
福島　徹也 虹が丘病院 内科 副院長 1 50,000
藤田　淳子 新潟市民病院 看護部 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
藤田　剛 広島大学大学院 歯周診療科 准教授 1 100,000
藤原　世子 住友別子病院 看護部 日本糖尿病療養指導士 1 30,000
古川　真 釧路赤十字病院 内科 部長 2 150,000
古川　昇 熊本大学大学院 生命科学研究部附属臨床医学教育研究センター 准教授 1 50,000



・講師謝金 （単位：円）

氏名（敬称略） 施設名 所属 役職 件数 金額

C.原稿執筆料等

古田　均 岐阜大学医学部附属病院 糖尿病看護認定看護師 1 30,000
古山　景子 日本医科大学付属病院 師長 2 160,000
細井　雅之 大阪市立総合医療センター 糖尿病・内分泌センター センター長・栄養部長 2 200,000
堀澤　信 長野赤十字病院 産婦人科 副部長 1 50,000
前田　士郎 琉球大学大学院医学研究科 先進ゲノム検査医学講座 教授 1 100,000
松本　晃一 東京医科大学茨城医療センター 薬剤部 副薬剤部長 2 15,000
松本　一成 社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 糖尿病センター センター長 2 300,000
間中　英夫 山形県立中央病院 糖尿病・内分泌内科 副院長 1 100,000
丸山　和俊 丸山産婦人科医院 院長 1 50,000
丸山　順子 長岡中央綜合病院 内科外来 糖尿病看護認定看護師 1 30,000
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
水野　啓子 日立総合病院 看護部 主任 1 3,000
水本　千代子 水俣市立総合医療センター 看護部 師長 1 50,000
宮﨑　義則 市立室蘭総合病院 糖尿病内科 部長 1 100,000
村井　邦彦 村井クリニック 院長 1 30,000
本宮　みどり 新潟県立燕労災病院 内科外来 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
守田　美和 島根大学医学部附属病院 内分泌代謝内科 助教 1 10,000
森村　匡志 もりむら内科 院長 1 20,000
野牛　宏晃 筑波大学附属病院水戸地域医療センター　JA茨城厚生連総合病院　水戸協同病院 内分泌代謝・糖尿病内科 教授 2 200,000
吉田　光歩 那珂記念クリニック 療養指導部 主幹 1 10,000
山口　洋美 長崎原爆病院 内科 病棟師長 2 30,000
山地　陽子 JCHO東京新宿メディカルセンター 糖尿病認定看護師 2 160,000
山田　吉子 松波総合病院 糖尿病看護認定看護師 1 30,000
山本　雄士 株式会社ミナケア 医師 1 500,000
横尾　英孝 千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 特任助教 1 100,000
横田　有美 かく眼科医院 眼科専門医 1 40,000
吉井　秀徳 順天堂東京江東高齢者医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科 准教授 1 70,000
吉田　陽 医療法人社団陣内会陣内病院 薬剤科 薬剤師 1 70,000
吉田　陽子 福井県立病院 看護部 師長 1 50,000
米田　真康 広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 糖尿病・生活習慣病予防医学 寄附講座 教授 1 100,000
渡辺　修一 小張総合病院 腎糖尿病内科 副院長 1 100,000
渡辺　智恵美 可児とうのう病院 糖尿病看護認定看護師 1 30,000
渡辺　真紀 東京都 リハビリテーション病院 栄養科 主査 1 10,000



・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
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 1 130,000
今西　共里 北里大学メディカルセンター 看護部 糖尿病看護認定看護師 1 30,000
岡西　大介 藤枝市立総合病院 糖尿病・内分泌内科 医長 1 50,000
工藤　潤 八潮中央総合病院 看護部長 1 20,000
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 1 130,000
坂本　美紀 白岡中央総合病院 糖尿病看護認定看護師 1 20,000
鈴木　香織 北里大学メディカルセンター 検査科 糖尿病療養指導士 1 30,000
高田　哲秀 北里大学メディカルセンター 内分泌代謝内科 病院長補佐/部長/講師 1 87,000
西園　千史 大田病院 整形外科 医長 1 40,000
西田　健朗 熊本中央病院 内分泌代謝内科 部長 1 50,000
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 40,000
松久　宗英 徳島大学 糖尿病臨床・研究開発センター 診療部門長　特任教授 1 200,000
吉田　かおり 三郷中央総合病院 糖尿病看護認定看護師 1 20,000

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
赤井　裕輝 東北医科薬科大学病院 糖尿病代謝内科 教授 1 100,000
朝倉　智美 大分県厚生連鶴見病院 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
麻生　好正 獨協医科大学病院 内分泌代謝内科 教授 1 30,000
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 1 50,000
有馬　弥生 原三信病院 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
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 1 100,000
石井　均 奈良県立医科大学 糖尿病学講座 教授 1 30,000
石川　万里子 島根大学医学部附属病院 糖尿病看護認定看護師 1 30,000
石田　恵美 群馬大学医学部附属病院 内分泌糖尿病内科 医員 1 30,000
磯野　恵一 せいの内科クリニック 日本糖尿病療養指導士 1 10,000
井手迫　和美 鹿児島大学 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
伊藤　由実子 筑波大学附属病院 師長 1 10,000
稲垣　貴子 日本赤十字社浜松赤十字病院 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
井上　和子 青森市民病院 看護局 主任看護師 1 10,000
岩橋　淑惠 飯塚病院 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
太田　嗣人 旭川医科大学病院 病態代謝内科学 教授 1 30,000 株式会社太田嗣人
小野寺　和恵 東北医科薬科大学病院 看護師 1 40,000
木内　恵子 埼玉医科大学病院 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
菊永　恭子 日本医科大学付属病院 糖尿病看護認定看護師 1 30,000
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 50,000
西郷　和枝 財団法人温知会　会津中央病院 内科外来 看護上席主任 1 10,000
坂根　直樹 国立病院機構京都医療センター 室長 1 30,000
坂本　梅子 北里大学病院 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
島田　朗 埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科 教授 1 100,000
下田　容子 群馬大学医学部附属病院 内分泌糖尿病内科 医員 1 30,000
東海林　渉 東北学院大学 教養学部　人間科学科 准教授 1 40,000
鈴木　克典 済生会新潟第二病院 代謝・内分泌内科 部長 1 50,000
鈴木　亮 東京医科大学病院 糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 准教授 1 30,000
関上　美紀 利根保健生活協同組合利根中央病院 糖尿病療養看護師 1 10,000
瀧澤　由紀子 HECサイエンスクリニック 検査課 課長 1 10,000
滝山　由美 旭川医科大学 病態代謝内科学 准教授 1 30,000
塚本　明美 群馬大学医学部附属病院 看護部 看護師 1 10,000
續橋　裕実 東海大学医学部付属大磯病院 日本糖尿病療養指導士 1 10,000
手島　佳代子 福岡大学病院 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
十時　綾子 健和会大手町病院 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
豊島　麻美 武蔵野赤十字病院 看護部 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
永渕　美樹 佐賀大学医学部附属病院 慢性疾患看護専門看護師 1 30,000
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 1 50,000 株式会社M.E.Iに支払
野﨑　房代 河北総合病院 糖尿病看護認定看護師 1 10,000

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

C.原稿執筆料等

浜本　芳之 関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター センター長 1 100,000
表　孝徳 関西電力病院 糖尿病・代謝・内分泌センター 医長 1 100,000
平野　晃彦 済生会長崎病院 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
福井　宗憲 千葉徳洲会病院 薬剤部 薬局長 1 70,000
古山　景子 日本医科大学付属病院 師長 1 30,000
別所　瞭一 旭川医科大学 第二内科 医員 1 30,000
星　優子 利根保健生活協同組合利根中央病院 看護師 1 10,000
松本　一成 社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 糖尿病センター センター長 1 30,000
村岡　知美 埼玉メディカルセンター 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
村島　隆太郎 佐久市立国保浅間総合病院 院長 1 10,000
森　保道 虎の門病院 内分泌代謝科　糖尿病代謝部門 部長 1 100,000
矢野　晶子 東北大学病院 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
山口　洋美 長崎原爆病院 内科 病棟師長 1 10,000
山地　陽子 JCHO東京新宿メディカルセンター 糖尿病認定看護師 1 30,000
山根　晴香 医療法人慈誠会 山根病院 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
由浪　有希子 東北大学病院 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
吉野　聡 群馬大学医学部附属病院 内分泌糖尿病内科 医員 1 30,000
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