
・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2020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 10 9,000,000

(2) 一般寄附金 24 7,440,000

(3) 学会等寄附金 - 500,000

(4) 学会等共催費 - 4,810,000

C.原稿執筆料等 (1) 講師謝金 110 6,138,333

(2) 原稿執筆料・監修料 6 413,000

(3) コンサルティング等業務委託費 40 555,000

D.情報提供関連費 (1) 講演会費等会合費 85 7,526,783

(2) 説明会費 277 5,055,225

(3) 医学・医療工学関連文献等提供費 - 722,037

E.その他の費用 接遇等費用 - 1,844,963

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 1,000,000
学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学 糖尿病。代謝・内分泌内科 1 500,000
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
公立大学法人大阪市立大学 代謝内分泌病態内科学 1 500,000
国立大学法人金沢大学 包括的代謝学分野 1 1,000,000
国立大学法人筑波大学 内分泌代謝・糖尿病内科 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
1 50,000
1 30,000
1 5,000,000
1 10,000
1 50,000
1 20,000
1 50,000
1 30,000
1 500,000
1 50,000
1 100,000
1 100,000
1 500,000
1 20,000
2 170,000

1 100,000
1 100,000
1 100,000
1 100,000

1 30,000
1 30,000

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

日本糖尿病協会

糖尿病データマネジメント研究会

日本IDDMネットワーク

関西メディカルネット

福岡県糖尿病協会

関東中央病院欅会

大阪杉の子会

埼玉県糖尿病協会
埼玉県臨床検査技師会
静岡県糖尿病協会

第58回日本糖尿病学会九州地方会

はりま糖尿病協会

糖尿病療養指導士兵庫県連合会

日本国際医学協会

日本糖尿病合併症学会

東京都糖尿病協会

世界糖尿病デー

糖尿病情報学会

私立医科大学臨床検査技師会



・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

臨床糖尿病支援ネットワーク
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
1 200,000
1 100,000
2 200,000

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

日本糖尿病妊娠学会



・学会等共催費 （単位：円）

件数 寄付金額
1 700,000
1 800,000
1 1,000,000
1 2,310,000第63回日本糖尿病学会年次学術集会

第7回日本糖尿病医療学学会総会

B.学術研究助成費

寄付先：団体名/イベント名
日本糖尿病医療学学会関東地方会

第94回日本糖尿病学会中部地方会の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
明石 大輔 ツチヤ薬局末広町店 薬剤師 1 10,000
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 2 130,000
有馬 寛 名古屋大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科学 教授 1 30,000
飯田 淳史 名古屋セントラル病院 糖尿病・内分泌内科 医長 1 30,000
池島 進 大館市立総合病院 内分泌・代謝・神経内科 部長 1 30,000
石井 均 奈良県立医科大学 糖尿病学講座 教授 3 250,000
石崎 香織 信楽園病院 内科外来 慢性疾患看護専門看護師 1 30,000
犬飼 敏彦 西部総合病院 院長 1 100,000
井上 達秀 静岡県立総合病院 副院長 1 300,000
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
岩井 大介 岐阜大学医学部附属病院 糖尿病代謝内科／免疫・内分泌内科 教授 1 100,000
薄井 正寛 大崎市民病院　 糖尿病・代謝内科 科長 1 70,000
内潟 安子 東京女子医科大学東医療センター 病院長 2 20,000
宇都宮 一典 東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 教授 1 100,000
大澤 謙三 大沢内科クリニック 院長 1 100,000
大澤 佳之 おおさわ胃腸科内科クリニック 院長 2 60,000
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
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
小川 吉司 青森県立中央病院 糖尿病センター 副院長 1 100,000
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
小野田 教高 埼玉石心会病院 副院長 1 50,000
海藤 絵里 大森赤十字病院 看護部 日本糖尿病療養指導士 2 30,000
梶野 美保 九州大学病院 看護部 糖尿病看護認定看護師 1 50,000
鎌田 智恵子 東京医科大学病院 糖尿病内科 糖尿病看護認定看護師 1 50,000
河口 てる子 日本赤十字北海道看護大学 学長 1 70,000
川崎 英二 新古賀病院 糖尿病センター 副院長、センター長 2 100,000
川村 智行 大阪市立大学大学院 医学研究科小児医学 講師 1 240,000
岸本 美也子 山王病院 糖尿病内分泌代謝内科 部長 2 30,000
北里 博仁 大森赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 部長 1 15,000
葛谷 雅文 名古屋大学医学部附属病院 老年内科 教授 1 100,000
栗田 征一郎 金沢医療センター 内分泌代謝内科 医長 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 2 130,000
此下 忠志 福井大学医学部 病態制御医学講座 内科学(３)　呼吸器内科/内分泌・代謝内科 准教授 1 120,000
小林 浩子 東京女子医科大学病院 糖尿病センター 講師 2 20,000
斉藤 武 福岡女学院 3 110,000
齊藤 美保子 秋田大学医学部附属病院 栄養管理部 日本糖尿病療養指導士 1 10,000
佐藤 文彦 Basical Health産業医事務局 代表 1 15,000
塩原 未知代 板橋区医師会在宅医療センター 療養相談室 室長 1 30,000
柴田 大河 大垣市民病院 糖尿病・腎臓内科 医長 1 100,000

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

下田 ゆかり 杏林大学医学部付属病院 看護科 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
東海林 渉 東北学院大学 教養学部　人間科学科 准教授 1 80,000
庄野 寿喜 飯塚市立病院 検査科 検査技師長 2 80,000
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 1 15,000
宗田 聡 新潟市民病院 内分泌代謝内科 科部長 1 50,000
薗田 明広 地方独立行政法人　静岡県立病院機構 静岡県立総合病院　静岡リサーチサポートセンター　臨床研究部 1 50,000
大門 眞 弘前大学医学部附属病院 内分泌内科/糖尿病代謝内科 教授 1 100,000
高田 浩史 青柳クリニック 糖尿病内科 院長 2 20,000
高野 紀子 並木病院病院 看護部 部長 1 50,000
高橋 弥生 聖隷佐倉市民病院 看護部 専門認定看護室課長 1 50,000
篁 俊成 金沢大学付属病院 内分泌代謝内科 教授 1 150,000
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 1 100,000
田中 祐司 防衛医科大学校病院 総合臨床部 教授 1 8,333
田村 尚久 静岡県立総合病院 糖尿病・内分泌代謝センター 1 100,000
土屋 博久 横須賀市立市民病院 糖尿病内科 部長 1 100,000
鳥巣 幹真 済生会西条病院 内科 部長 1 100,000
内藤 裕美 山梨厚生病院 看護部 糖尿病認定看護師 2 25,000
永井 謙一 埼玉県済生会川口総合病院 検査科 日本糖尿病療養指導士 1 10,000
長尾 能雅 名古屋大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部 教授 1 150,000
中安 文恵 防衛医科大学校病院 看護師長 1 10,000
西尾 義彦 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 糖尿病・内分泌内科学 教授 1 100,000
西田 健朗 熊本中央病院 内分泌代謝内科 部長 2 170,000
西村ユミ 首都大学東京 健康福祉学部　看護学科 教授 1 50,000
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 1 10,000
能登 洋 聖路加国際病院 内分泌代謝科 部長 1 100,000
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
藤森 敬也 福島県立医科大学医学部 産科・婦人科学講座 教授 1 100,000
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
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 60,000
堀川 剛 福岡大学病院 内分泌・糖尿病内科 1 90,000
本田 千晶 水俣市立総合医療センター 代謝内科 糖尿病看護認定看護師 1 30,000
松田 大輔 中通総合病院 糖尿病・内分泌内科 科長 1 50,000
松永 綾子 静岡県立総合病院 糖尿病内科 副院長 1 50,000
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 1 130,000
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 2 20,000
三上 知信 並木病院 リハビリテーション科 日本糖尿病療養指導士 1 10,000
皆川 冬樹 みながわ内科クリニック 院長 1 100,000
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



・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

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
本山 詔誇 熊本労災病院 看護部 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 2 20,000
森山 由希子 医療法人母恋　天使病院 看護部　糖尿病・代謝センター 主任 2 140,000
矢嶋  瑞恵 おない内科クリニック 看護師 1 20,000
安日 一郎 長崎医療センター 産婦人科 部長 1 100,000
柳瀬 昌樹 愛染橋病院 薬剤部 主任 1 50,000
山口 洋美 長崎原爆病院 内科 病棟師長 1 30,000
湯浅 直子 三咲内科クリニック 内科 師長 1 10,000
横田 太持 医療法人社団寿会 千代田診療所 内科 1 100,000
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
渡辺 修一 小張総合病院 腎糖尿病内科 副院長 1 100,000



・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
佐々木 陽子 大崎市民病院 看護部 主任部長 1 35,000
東海林 渉 東北学院大学 教養学部　人間科学科 准教授 1 80,000
田中  聡 済生会川口総合病院 糖尿病・内分泌内科 主任部長 1 40,000
福井 宗憲 千葉徳洲会病院 薬剤部 薬局長 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 38,000
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 1 150,000

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
青木 幸恵 たけおクリニック 看護部 看護師長 1 10,000
青野 由紀子 帯広厚生病院 看護部 主任 1 10,000
麻生 克己 あそうクリニック 院長 1 10,000
新井 茉美 自治医科大学付属病院 看護部 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
荒木 亘 太田記念病院 内分泌内科 医長 1 15,000
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
岩井 大介 岐阜大学医学部附属病院 糖尿病代謝内科／免疫・内分泌内科 教授 1 30,000
伊与田 美香 近森病院 看護部 日本糖尿病療養指導士 1 10,000
岩橋 淑惠 飯塚病院 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
右高 美由紀 船橋二和病院 看護部 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
江口 陽子 名古屋セントラル病院 主任医長 1 10,000
大久保 直樹 厚生中央病院 看護部 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
梶野 美保 九州大学病院 看護部 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
上村 志津子 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
菊池 美千代 岩手医科大学附属内丸メディカルセンター 糖尿病・代謝・内分泌内科 主任 1 10,000
木津 あかね 社会医療法人愛仁会井上病院 糖尿病内科 部長 1 20,000
小堀 他津子 心臓病センター榊原病院 糖尿病内科 外来看護師 2 25,000
近藤 眞一 平野総合病院 検査課 日本糖尿病療養指導士 1 15,000
近藤 美佐子 王子総合病院 看護部 主任 1 10,000
坂田 瞳 国立病院機構名古屋医療センター 副看護師長 1 10,000
櫻井 恵子 みながわ内科クリニック 看護部 日本糖尿病療養指導士 1 10,000
澤田 哲伸 澤田内科医院 院長 1 20,000
澤山 恵 山口赤十字病院 看護部 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
篠崎 妙江 飯塚病院 看護部 1 10,000
高草木 由里 済生会前橋病院 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
高橋 明子 芦屋クリニック 看護部 師長 1 10,000
田中 亨 京都第一赤十字病院 糖尿病・内分泌内科 部長 1 10,000
豊田 正美 中島内科クリニック 日本糖尿病療養指導士 1 10,000
永田 邦英 あけぼの病院 薬局長 1 10,000
西田 佳子 東大阪生協病院 看護部 1 10,000
服部 桜 慶應義塾大学病院 臨床検査技術室　臨床検査科 主任 1 10,000
坂東 瞳 王子総合病院 看護部 日本糖尿病療養指導士 1 10,000
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 50,000 ㈱弘世プロジェクト
別府 浩毅 べっぷ内科クリニック 院長 1 20,000
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 1 20,000
水野 啓子 日立総合病院 看護部 主任 1 10,000
宮崎 清美 清恵会病院 看護部 糖尿病看護認定看護師 1 10,000
山本 裕歌 名駅東クリニック 院長 1 10,000
吉田 かおり 三郷中央総合病院 看護部 糖尿病看護認定看護師 1 10,000

C.原稿執筆料等
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