
認定者 部   局 職名
処分内容
（決定日）

概                                      要 金額（円）

公的研究費 31,041,697

民間との共同研究費 8,876,433

大学自己資金 1,200,474

寄附金 4,575,896

不明 3,463,311

公的研究費 28,183,183

民間との共同研究費 486,611

大学自己資金 26,873,002

寄附金 1,508,325

不明 0

公的研究費 8,639,491

民間との共同研究費 24,514

大学自己資金 0

寄附金 13,688

不明 0

公的研究費 7,409,652

民間との共同研究費 0

大学自己資金 5,746,892

寄附金 0

不明 0

（４） 理学研究院 教授
停職２ヶ月

（平成２５年９月２６日）

　平成１６年度，平成１７年度，平成２２年度および平成２３年度
の４ヵ年度において，「預け金（簿外債務の支払を含む）」として
13,052,594円，「品名替え」として103,950円の不適切な経理処理
があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究機器
の購入等に充てられたものである。また、研究物品等を架空発注
し、それとは異なる研究機器の修理費用等に充てる品名替えも
行われたものである。
　私的流用はない。

13,156,544

（３） 医学研究科 教授 8,677,693
停職２ヶ月

（平成２５年７月３０日）

　平成１８年度から平成２０年度の３ヵ年度において，「預け金（簿
外債務の支払を含む）」として8,677,693円の不適切な経理処理
があった。
　預け金は、試薬や試料等の架空発注により作られ、後日研究
資材の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

（２） 医学研究科 教授
停職２ヶ月

（平成２５年８月６日）

　平成１７年度から平成２１年度の５ヵ年度において，「預け金」と
して57,051,121円の不適切な経理処理があった。
　預け金は、研究物品等の架空発注により作られ、後日研究機
材の工事費等に充てられたものである。
　私的流用はない。

57,051,121

公的研究費等の不適切な経理処理の概要
（平成１９年度以降に預け金の記録がある在職者にかかる平成１６年度から平成２３年度までの分）

財源別内訳（円）

（１）
遺伝子病制御研
究所

教授
懲戒解雇相当

（平成２５年６月１８日）

※平成２５年７月４日辞職

　平成１６年度から平成１９年度の４ヵ年度において，「預け金」と
して49,157,811円の不適切な経理処理があった。
　上記金額のうち、１，６００万円を下らない金額において、自己
所有車のタイヤ購入や車検費用等の私的流用が推定されたた
め、平成２５年６月１４日付けで刑事告訴した。

49,157,811

http://www.hokudai.ac.jp/news/131227_keiri_2.pdf
Koho3
タイプライターテキスト
※詳細はこちら
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認定者 部   局 職名
処分内容
（決定日）

概                                      要 金額（円） 財源別内訳（円）

公的研究費 27,941,051

民間との共同研究費 0

大学自己資金 257,200

寄附金 49,875

不明 0

公的研究費 17,628,755

民間との共同研究費 2,169,788

大学自己資金 1,381,381

寄附金 5,770

不明 842,390

公的研究費 7,367,954

民間との共同研究費 1,230,557

大学自己資金 3,292,884

寄附金 200,000

不明 0

公的研究費 25,218,139

民間との共同研究費 744,625

大学自己資金 1,299,088

寄附金 569,175

不明 8,219,437

（８） 農学研究院 教授
停職２ヶ月

（平成２５年１０月１８日）

　平成１６年度から平成２２年度の７ヵ年度において，「預け金」と
して23,772,768円，「品名替え」として12,277,696円の不適切な経
理処理があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究資材
の購入等に充てられたものである。また、消耗品等を架空発注
し、それとは異なる研究機器の修理費用等に充てる品名替えも
行われたものである。
　私的流用はない。

36,050,464

（７） 薬学研究院 教授 12,091,395
停職２ヶ月

（平成２５年８月８日）

　平成１６年度から平成１９年度の４ヵ年度において，「簿外債務
の支払い」として12,091,395円の不適切な経理処理があった。
　正規の手続きを経ず、先に研究資材を納入させ、後日消耗品
等の架空発注により支払ったものである。
　私的流用はない。

（６） 薬学研究院 教授
停職２ヶ月

（平成２５年８月９日）

　平成１６年度から平成２２年度の７ヵ年度において，「預け金（簿
外債務の支払を含む）」として22,028,084円の不適切な経理処理
があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日試薬や研
究資材の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

22,028,084

（５） 薬学研究院 教授
停職２ヶ月

（平成２５年９月２０日）

　平成１６年度から平成２３年度の８ヵ年度において，「預け金」と
して20,532,612円，「品名替え」として7,715,514円の不適切な経
理処理があった。
　預け金は、研究資材等の架空発注により作られ、後日研究機
器の購入等に充てられたものである。また、消耗品等を架空発注
し、それとは異なる研究機器の修理費用等に充てる品名替えも
行われたものである。
　私的流用はない。

28,248,126



認定者 部   局 職名
処分内容
（決定日）

概                                      要 金額（円） 財源別内訳（円）

公的研究費 26,663,196

民間との共同研究費 0

大学自己資金 370,489

寄附金 0

不明 0

公的研究費 8,832,192

民間との共同研究費 763,383

大学自己資金 1,444,607

寄附金 40,950

不明 0

公的研究費 45,083,678

民間との共同研究費 735,000

大学自己資金 289,902

寄附金 0

不明 0

（１２）
先端生命科学研
究院

教授
停職２ヶ月

（平成２５年８月７日）

　平成１６年度から平成１８年度，平成２０年度から平成２２年度
の６ヵ年度において，「預け金（簿外債務の支払を含む）」として
42,403,289円，「品名替え」として3,705,291円の不適切な経理処
理があった。
　預け金は、試薬等の架空発注により作られ、後日研究機器部
品の交換費用等に充てられたものである。また、消耗品等を架空
発注し、それとは異なる研究機器の購入費用等に充てる品名替
えも行われたものである。
　私的流用はない。

46,108,580

（１１） 農学研究院 准教授
停職２ヶ月

（平成２５年１０月２９日）
認定者（１０）に同じ

（１０） 農学研究院 教授
停職２ヶ月

（平成２５年１０月２９日）

　平成１６年度から平成２３年度の８ヵ年度において，「預け金」と
して4,165,426円，「品名替え」として6,915,706円の不適切な経理
処理があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究機器
の購入等に充てられたものである。また、研究資材等を架空発注
し、それとは異なる実験用器具の修理費用等に充てる品名替え
も行われたものである。
　私的流用はない。

11,081,132

（９） 農学研究院 教授
停職２ヶ月

（平成２５年９月２７日）

　平成１６年度から平成２２年度の７ヵ年度において，「預け金」と
して25,043,839円，「品名替え」として1,989,846円の不適切な経
理処理があった。
　預け金は、研究物品等の架空発注により作られ、後日研究機
器の購入等に充てられたものである。また、消耗品等を架空発注
し、それとは異なる研究機器の購入費用等に充てる品名替えも
行われたものである。
　私的流用はない。

27,033,685



認定者 部   局 職名
処分内容
（決定日）

概                                      要 金額（円） 財源別内訳（円）

公的研究費 39,092,175

民間との共同研究費 143,325

大学自己資金 0

寄附金 0

不明 0

公的研究費 10,887,870

民間との共同研究費 1,428,000

大学自己資金 8,110,515

寄附金 0

不明 700,000

公的研究費 7,829,228

民間との共同研究費 0

大学自己資金 1,882,821

寄附金 1,637

不明 0

公的研究費 10,460,276

民間との共同研究費 2,332,977

大学自己資金 4,365,753

寄附金 9,499,182

不明 692,055

（１６）
遺伝子病制御研
究所

特任教授
停職２ヶ月

（平成２５年９月４日）

　平成１６年度から平成２２年度の７ヵ年度において，「預け金」と
して27,350,243円の不適切な経理処理があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究資材
の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

27,350,243

（１５） 電子科学研究所 教授 9,713,686
停職２ヶ月

（平成２５年１１月１日）

　平成１７年度から平成２１年度の５ヵ年度において，「預け金（簿
外債務の支払を含む）」として9,713,686円の不適切な経理処理
があった。
　預け金は、研究資材等の架空発注により作られ、後日研究機
器の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

（１４） 工学研究院 教授
停職２ヶ月

（平成２５年１０月９日）

　平成１８年度から平成２２年度の５ヵ年度において，「預け金（簿
外債務の支払を含む）」として21,126,385円の不適切な経理処理
があった。
　預け金は、研究物品等の架空発注により作られ、後日研究機
器の購入費用等に充てられたものである。
　私的流用はない。

21,126,385

（１３）
先端生命科学研
究院

教授
停職２ヶ月

（平成２５年７月３１日）

　平成１９年度から平成２２年度の４ヵ年度において，「預け金（簿
外債務の支払を含む）」として39,206,730円，「品名替え」として
28,770円の不適切な経理処理があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究機器
の購入等に充てられたものである。また、研究備品等を架空発注
し、それとは異なる実験器具の購入費用等に充てる品名替えも
行われたものである。
　私的流用はない。

39,235,500



認定者 部   局 職名
処分内容
（決定日）

概                                      要 金額（円） 財源別内訳（円）

公的研究費 9,789,249

民間との共同研究費 0

大学自己資金 0

寄附金 0

不明 0

公的研究費 1,087,132

民間との共同研究費 0

大学自己資金 2,709,000

寄附金 0

不明 0

公的研究費 8,819,388

民間との共同研究費 0

大学自己資金 0

寄附金 0

不明 0

公的研究費 242,778

民間との共同研究費 0

大学自己資金 1,210,793

寄附金 0

不明 0

（２０） 情報科学研究科 教授
停職１ヶ月

（平成２５年１０月２４日）

　平成１９年度と平成２０年度の２ヵ年度において，「簿外債務の
支払い」として，1,453,571円の不適切な経理処理があった。
　正規の手続きを経ず、先に研究機器の修理等を行わせ、後日
研究資材等の架空発注により支払ったものである。
　私的流用はない。

1,453,571

（１９） 獣医学研究科 准教授 8,819,388
停職１ヶ月

（平成２５年１０月２３日）

　平成１６年度，平成１８年度から平成２０年度の４ヵ年度におい
て，「預け金」として8,819,388円の不適切な経理処理があった。
　預け金は、試薬等の架空発注により作られ、後日研究資材の
購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

（１８） 歯学研究科 特任准教授
停職１ヶ月

（平成２５年８月８日）

　平成１８年度と平成２２年度の２ヵ年度において，「預け金（簿外
債務の支払を含む）」として，3,796,132円の不適切な経理処理が
あった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究機材
の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

3,796,132

（１７） 歯学研究科 教授
停職１ヶ月

（平成２５年８月７日）

　平成１６年度から平成１８年度の３ヵ年度において，「預け金（簿
外債務の支払を含む）」として9,789,249円の不適切な経理処理
があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究機器
の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

9,789,249



認定者 部   局 職名
処分内容
（決定日）

概                                      要 金額（円） 財源別内訳（円）

公的研究費 858,314

民間との共同研究費 0

大学自己資金 872,401

寄附金 0

不明 514,666

公的研究費 2,296,475

民間との共同研究費 0

大学自己資金 3,940,800

寄附金 0

不明 0

公的研究費 1,276,620

民間との共同研究費 0

大学自己資金 0

寄附金 0

不明 1,969,667

公的研究費 1,490,160

民間との共同研究費 0

大学自己資金 1,322,258

寄附金 0

不明 0

（２４） 農学研究院 教授
停職１ヶ月

（平成２５年９月３０日）

　平成１８年度，平成２１年度および平成２２年度の３ヵ年度にお
いて，「預け金（簿外債務の支払を含む）」として2,812,418円の不
適切な経理処理があった。
　預け金は、研究物品等の架空発注により作られ、後日研究機
器の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

2,812,418

（２３） 薬学研究院 特任教授 3,246,287
停職１ヶ月

（平成２５年８月１３日）

　平成１８年度と平成１９年度の２ヵ年度において，「預け金（簿外
債の支払を含む）」として3,246,287円の不適切な経理処理があっ
た。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究資材
の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

（２２） 理学研究院 准教授
停職１ヶ月

（平成２５年９月１９日）

　平成１７年度から平成１９年度，平成２２年度の４ヵ年度におい
て，「預け金」として4,889,398円，「品名替え」として1,347,877円の
不適切な経理処理があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究機器
の購入等に充てられたものである。また、研究物品等を架空発注
し、それとは異なる研究機材の購入費用等に充てる品名替えも
行われたものである。
　私的流用はない。

6,237,275

（２１）
地球環境科学研
究院

准教授
停職１ヶ月

（平成２５年１０月１５日）

　平成１９年度から平成２２年度の４ヵ年度において，「預け金」と
して1,986,981円，「品名替え」として258,400円の不適切な経理処
理があった。
　預け金は、試薬等の架空発注により作られ、後日研究物品の
購入等に充てられたものである。また、消耗品等を架空発注し、
それとは異なる研究機器の購入費用等に充てる品名替えも行わ
れたものである。
　私的流用はない。

2,245,381



認定者 部   局 職名
処分内容
（決定日）

概                                      要 金額（円） 財源別内訳（円）

公的研究費 1,407,572

民間との共同研究費 0

大学自己資金 181,146

寄附金 0

不明 0

公的研究費 0

民間との共同研究費 0

大学自己資金 299,453

寄附金 808,858

不明 0

公的研究費 4,639,449

民間との共同研究費 5,424,490

大学自己資金 0

寄附金 0

不明 0

公的研究費 3,790,154

民間との共同研究費 0

大学自己資金 160,900

寄附金 0

不明 197,305

（２８） 工学研究院 教授
停職１ヶ月

（平成２５年９月９日）

　平成１８年度，平成２１年度および平成２２年度の３ヵ年度にお
いて，「預け金」として1,935,483円，「品名替え」として2,212,876円
の不適切な経理処理があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究機器
の購入等に充てられたものである。また、消耗品等を架空発注
し、それとは異なる実験用器具の修理費用等に充てる品名替え
も行われたものである。
　私的流用はない。

4,148,359

（２７） 工学研究院 教授 10,063,939
停職１ヶ月

（平成２５年１０月１０日）

　平成１６年度から平成１９年度の４ヵ年度において，「預け金（簿
外債務の支払を含む）」として9,958,939円，「品名替え」として
105,000円の不適切な経理処理があった。
　預け金は、研究物品等の架空発注により作られ、後日研究機
器の購入等に充てられたものである。また、消耗品等を架空発注
し、それとは異なる研究機材の購入費用等に充てる品名替えも
行われたものである。
　私的流用はない。

（２６） 保健科学研究院 教授
停職１ヶ月

（平成２５年９月２５日）

　平成１９年度において，「簿外債務の支払い」として1,108,311円
の不適切な経理処理があった。
　正規の手続きを経ず、先に研究資材を納入させ、後日消耗品
等の架空発注により支払ったものである。
　私的流用はない。

1,108,311

（２５） 保健科学研究院 教授
停職１ヶ月

（平成２５年１０月４日）

　平成２１年度において，「預け金」として1,588,718円の不適切な
経理処理があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究資材
の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

1,588,718



認定者 部   局 職名
処分内容
（決定日）

概                                      要 金額（円） 財源別内訳（円）

公的研究費 5,114,257

民間との共同研究費 0

大学自己資金 0

寄附金 0

不明 0

公的研究費 2,200,369

民間との共同研究費 0

大学自己資金 300,000

寄附金 0

不明 0

公的研究費 2,838,537

民間との共同研究費 0

大学自己資金 0

寄附金 0

不明 0

公的研究費 767,502

民間との共同研究費 0

大学自己資金 0

寄附金 0

不明 0

（３２） 医学研究科 講師
戒告

（平成２５年８月６日）

　平成１８年度および平成１９年度において，「預け金」として
767,502円の不適切な経理処理があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究資材
の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

767,502

（３１） 低温科学研究所 准教授 2,838,537
出勤停止１０日

（平成２５年９月１７日）

　平成１６年度と平成１７年度の２ヵ年度において，「預け金」とし
て2,838,537円の不適切な経理処理があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究資材
の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

（３０）
触媒化学研究セ
ンター

教授
出勤停止１０日

（平成２５年９月９日）

　平成１８年度において，「預け金（簿外債務の支払を含む）」とし
て2,500,369円の不適切な経理処理があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究機材
の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

2,500,369

（２９） 医学研究科 特任教授
出勤停止１０日

（平成２５年１１月６日）

　平成１６年度において，「預け金」として5,114,257円の不適切な
経理処理があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究機器
の購入費用等に充てられたものである。
　私的流用はない。

5,114,257



認定者 部   局 職名
処分内容
（決定日）

概                                      要 金額（円） 財源別内訳（円）

公的研究費 1,050,000

民間との共同研究費 0

大学自己資金 0

寄附金 0

不明 0

公的研究費 492,566

民間との共同研究費 23,441

大学自己資金 0

寄附金 0

不明 0

公的研究費 2,007,724

民間との共同研究費 0

大学自己資金 0

寄附金 0

不明 0

公的研究費 1,007,657

民間との共同研究費 0

大学自己資金 0

寄附金 0

不明 0

（３６）
地球環境科学研
究院

助教
戒告

（平成２５年１０月３日）

　平成１６年度と平成１７年度の２ヵ年度において，「預け金」とし
て1,007,657円の不適切な経理処理があった。
　預け金は、研究物品等の架空発注により作られ、後日研究資
材の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

1,007,657

（３５） 獣医学研究科 准教授 2,007,724
戒告

（平成２５年８月２日）

　平成１６年度において，「預け金」として2,007,724円の不適切な
経理処理があった。
　預け金は、試薬等の架空発注により作られ、後日研究資材の
購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

（３４） 歯学研究科 助教
戒告

（平成２５年１０月１１日）

　平成２１年度において，「預け金」として516,007円の不適切な経
理処理があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究機器
の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

516,007

（３３） 医学研究科 特任助教
戒告

（平成２５年１０月９日）

　平成１９年度と平成２０年度の２ヵ年度において，「預け金」とし
て1,050,000円の不適切な経理処理があった。
　預け金は、解析業務等の架空発注により作られ、後日研究機
器の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

1,050,000



認定者 部   局 職名
処分内容
（決定日）

概                                      要 金額（円） 財源別内訳（円）

公的研究費 1,155,750

民間との共同研究費 0

大学自己資金 7,500

寄附金 0

不明 0

公的研究費 482,495

民間との共同研究費 0

大学自己資金 53,936

寄附金 4,244

不明 0

公的研究費 869,400

民間との共同研究費 0

大学自己資金 0

寄附金 221,262

不明 0

（４０） 工学研究院 准教授
戒告

（平成２５年１０月３日）

　平成１８年度と平成１９年度の２ヵ年度において，「預け金（簿外
債務の支払を含む）」として1,090,662円の不適切な経理処理が
あった。
　預け金は、試薬等の架空発注により作られ、後日研究資材の
購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

1,090,662

（３９） 保健科学研究院 助教
戒告

（平成２５年８月５日）

　平成１８年度，平成１９年度，平成２１年度および平成２２年度
の４ヵ年度において，「預け金」として540,675円の不適切な経理
処理があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究資材
の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

540,675

（３８） 保健科学研究院 教授
戒告

（平成２５年８月２日）

　平成１７年度において，「預け金」として1,163,250円の不適切な
経理処理があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究機器
の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

1,163,250

（３７） 薬学研究院 准教授
戒告

（平成２５年１０月２日）
認定者（２３）に同じ



認定者 部   局 職名
処分内容
（決定日）

概                                      要 金額（円） 財源別内訳（円）

公的研究費 225,689

民間との共同研究費 0

大学自己資金 138,000

寄附金 0

不明 0

公的研究費 1,180,167

民間との共同研究費 0

大学自己資金 291,638

寄附金 0

不明 0

公的研究費 140,168

民間との共同研究費 0

大学自己資金 835

寄附金 0

不明 0

公的研究費 304,501

民間との共同研究費 0

大学自己資金 0

寄附金 0

不明 0

合　　　　計 484,297,115 484,297,115

男性４２人、女性２人、合計４４人。なお、役員、部局長に該当者はいない。

（４４） 理学研究院 教授
訓告

（平成２５年６月１８日）

（４２）
北方生物圏
フィールド科学セ
ンター

教授
戒告

（平成２５年９月１２日）

　平成１８年度において，「預け金（簿外債務の支払を含む）」とし
て732,341円，「品名替え」として739,464円の不適切な経理処理
があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究機器
の購入に充てられたものである。また、消耗品等を架空発注し、
それとは異なる研究機器の購入費用等に充てる品名替えも行わ
れたものである。
　私的流用はない。

1,471,805

（４１）

　平成１８年度において，「預け金」として304,501円の不適切な経
理処理があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究機材
の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

304,501

（４３）
北方生物圏
フィールド科学セ
ンター

電子科学研究所 特任教授
戒告

（平成２５年１０月８日）

　平成１９年度および平成２０年度の２ヵ年度において，「預け金
（簿外債務の支払を含む）」として363,689円の不適切な経理処理
があった。
　預け金は、消耗品等の架空発注により作られ、後日研究機器
の購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

教授
戒告

（平成２５年９月１２日）

　平成１９年度と平成２１年度の２ヵ年度において，「預け金」とし
て141,003円の不適切な経理処理があった。
　預け金は、試薬等の架空発注により作られ、後日研究資材の
購入等に充てられたものである。
　私的流用はない。

141,003

363,689




