
医療機関・医療関係者への資⾦提供等の情報（期間︓2018年4⽉１⽇〜2019年3⽉31⽇）

Ａ. 研究開発費等
年間総額 ¥0
件数 ⾦額（税込）

・特定臨床研究費 0 ¥0
・倫理指針に基づく研究費 0 ¥0
・臨床以外の研究費 0 ¥0
・臨床試験費（治験費） 0 ¥0
・製造販売後臨床試験費 0 ¥0
・不具合・感染症症例報告費 0 ¥0
・製造販売後調査費 0 ¥0
・その他研究開発関連費⽤ 0 ¥0

B.学術研究助成費
年間総額 ¥7,327,861

・奨学寄附⾦ 件数 ¥0
0 ¥0

・⼀般寄付⾦ 件数 ¥0
0 ¥0

・学会寄付⾦ 件数 ¥0
0 ¥0

・学会共催費 件数 ¥7,327,861
1 ¥4,830,337
1 ¥2,497,524

C.原稿執筆料等
年間総額 ¥1,447,815
件数 ⾦額（税込）

21 ¥1,447,815
0 ¥0
0 ¥0

公開項⽬

第32回⽇本泌尿器内視鏡学会総会教育セミナー
第106回アジア泌尿器科学会/第106回⽇本泌尿器科学会総会教育セミナー

・コンサルティング等業務委託費

・講師謝⾦
・原稿執筆料・監修料



・講師謝⾦ 年間総額 ¥1,447,815
⽒名 (50⾳順) 施設 件数 ⾦額（税込）

荒井 陽⼀ 宮城県⽴がんセンター 総⻑ 東北⼤学名誉教授 1 ¥111,371
井上 貴博 京都⼤学医学研究科 泌尿器科学 准教授 1 ¥55,685
⼤岩 祐⼀郎 東京腎泌尿器センター⼤和病院 泌尿器科 医⻑ 1 ¥55,685
奥野 紀彦 国⽴病院機構相模原病院 泌尿器科 部⻑ 1 ¥55,685
⼯藤 ⼤輔 盛岡市⽴病院 泌尿器科 科⻑ 1 ¥55,685
佐々⽊ 裕 東京慈恵会医科⼤学附属病院 泌尿器科 診療医⻑ 1 ¥55,685
志賀 直樹 ⻲⽥総合病院 泌尿器科 部⻑ 3 ¥167,055
⼩路 直 東海⼤学医学部付属⼋王⼦病院 泌尿器科 准教授 7 ¥501,167
納⾕ 幸男 帝京⼤学ちば総合医療センター 泌尿器科 教授 1 ¥111,371
橋本 恭伸 埼⽟県済⽣会川⼝総合病院 泌尿器科 主任部⻑ 1 ¥55,685
濱本 周造 名古屋市⽴⼤学⼤学院 腎・泌尿器科学分野 助教 1 ¥55,685
藤川 敦 横須賀市⽴市⺠病院 泌尿器科 科⻑ 1 ¥55,685
宮澤 克⼈ ⾦沢医科⼤学 泌尿器科学 主任教授 1 ¥111,371

・原稿執筆料・監修料 年間総額 ¥0
⽒名 施設 件数 ⾦額（税込）

0 ¥0

・コンサルティング等業務委託費 年間総額 ¥0
⽒名 施設 件数 ⾦額（税込）

0 ¥0

Ｄ.情報提供関連費
年間総額 ¥0
件数 ⾦額（税込）

・講演会費 0 ¥0
・説明会費 0 ¥0
・医学・医療⼯学関連⽂献等提供費 0 ¥0

E.その他の費⽤
年間総額 ¥50,000

⾦額（税込）
・接遇費 ¥50,000

公開項⽬

公開区分



医療機関・医療関係者への資⾦提供等の情報（期間︓2019年4⽉１⽇〜2020年3⽉31⽇）

Ａ. 研究開発費等
年間総額 ¥0
件数 ⾦額（税込）

・特定臨床研究費 0 ¥0
・倫理指針に基づく研究費 0 ¥0
・臨床以外の研究費 0 ¥0
・臨床試験費（治験費） 0 ¥0
・製造販売後臨床試験費 0 ¥0
・不具合・感染症症例報告費 0 ¥0
・製造販売後調査費 0 ¥0
・その他研究開発関連費⽤ 0 ¥0

B.学術研究助成費
年間総額 ¥3,465,014

・奨学寄附⾦ 件数 ¥0
0 ¥0

・⼀般寄付⾦ 件数 ¥0
0 ¥0

・学会等寄付⾦ 件数 ¥0
0 ¥0

・学会等共催費 件数 ¥3,465,014
1 ¥129,311
1 ¥2,685,703
1 ¥100,000
1 ¥550,000

C.原稿執筆料等
年間総額 ¥501,165
件数 ⾦額（税込）

9 ¥501,165
0 ¥0
0 ¥0・コンサルティング等業務委託費

第107回⽇本泌尿器科学会総会 ハンズオン共催セミナー
第107回⽇本泌尿器科学会総会 ランチョンセミナー
第12回⽇独泌尿器科会議
第33回⽇本泌尿器内視鏡学会総会 ハンズオン共催セミナー

・講師謝⾦
・原稿執筆料・監修料

公開項⽬



・講師謝⾦ 年間総額 ¥501,165
⽒名 施設 件数 ⾦額（税込）
奥野 紀彦 国⽴病院機構相模原病院 泌尿器科 部⻑ 1 ¥55,685
⼯藤 ⼤輔 盛岡市⽴病院 泌尿器科 科⻑ 1 ¥55,685
志賀 直樹 ⻲⽥総合病院 泌尿器科 部⻑ 1 ¥55,685
⼩路 直 東海⼤学医学部付属⼋王⼦病院 泌尿器科 准教授 2 ¥111,370
橋本 恭伸 埼⽟県済⽣会川⼝総合病院 泌尿器科 主任部⻑ 1 ¥55,685
濱本 周造 名古屋市⽴⼤学⼤学院 腎・泌尿器科学分野 助教 1 ¥55,685
前⽥ 雄司 公⽴松任⽯川中央病院 泌尿器科 部⻑ 1 ¥55,685
和久本 芳彰 順天堂⼤学医学部付属順天堂医院 泌尿器科 准教授 1 ¥55,685

・原稿執筆料・監修料 年間総額 ¥0
⽒名 施設 件数 ⾦額（税込）

0 ¥0

・コンサルティング等業務委託費 年間総額 ¥0
⽒名 施設 件数 ⾦額（税込）

0 ¥0

Ｄ.情報提供関連費
年間総額 ¥0
件数 ⾦額（税込）

・講演会等会合費 0 ¥0
・説明会費 0 ¥0
・医学・医療⼯学関連⽂献等提供費 0 ¥0

E.その他の費⽤
年間総額 ¥0

公開項⽬ 公開内容 件数 ⾦額（税込）
・接遇等費⽤ 0 ¥0

公開区分



医療機関・医療関係者への資⾦提供等の情報（期間︓2020年4⽉１⽇〜2021年3⽉31⽇）

Ａ. 研究開発費等
年間総額 ¥0
件数 ⾦額（税込）

・特定臨床研究費 0 ¥0
・倫理指針に基づく研究費 0 ¥0
・臨床以外の研究費 0 ¥0
・臨床試験費（治験費） 0 ¥0
・製造販売後臨床試験費 0 ¥0
・不具合・感染症症例報告費 0 ¥0
・製造販売後調査費 0 ¥0
・その他研究開発 0 ¥0

B.学術研究助成費
年間総額 ¥3,916,000
件数 ¥0

0 ¥0

件数 ¥0
0 ¥0

件数 ¥0
0 ¥0

件数 ¥3,916,000
1 ¥3,916,000

C.原稿執筆料等
年間総額 ¥445,480
件数 ⾦額（税込）

・講師謝⾦ 4 ¥278,425
・原稿執筆料・監修料 2 ¥167,055
・コンサルティング等業務委託費 0 ¥0

公開項⽬

・奨学寄附⾦

・⼀般寄付⾦

・学会等寄付⾦

・学会等共催費
第108回⽇本泌尿器科学会総会 モーニングセミナー

公開項⽬



・講師謝⾦ 年間総額 ¥278,425
⽒名 施設 件数 ⾦額（税込）
⽯塚 修 信州⼤学医学部泌尿器科学 泌尿器科 科⻑ 1 ¥111,370
井上 啓史 ⾼知⼤学医学部泌尿器科学 泌尿器科 診療医⻑ 1 ¥55,685
⼩路 直 東海⼤学医学部外科学系腎泌尿器科学 泌尿器科 准教授 1 ¥55,685
吉⽥ 崇 関⻄医科⼤学腎泌尿器外科学 泌尿器科 教授 1 ¥55,685

・原稿執筆料・監修料 年間総額 ¥167,055
⽒名 施設 件数 ⾦額（税込）
岡⽥ 真介 明理会 ⾏徳総合病院 泌尿器科 部⻑ 1 ¥55,685
⼩路 直 東海⼤学医学部外科学系腎泌尿器科学 泌尿器科 准教授 1 ¥111,370

・コンサルティング等業務委託費 年間総額 ¥0
⽒名 施設 件数 ⾦額（税込）

0 ¥0

Ｄ.情報提供関連費
年間総額 ¥0
件数 ⾦額（税込）

・講演会等会合費 0 ¥0
・説明会費 0 ¥0
・医学・医療⼯学関連⽂献等提供費 0 ¥0

E.その他の費⽤
年間総額 ¥0
件数 ⾦額（税込）

・接遇等費⽤ 0 ¥0
公開項⽬

公開区分


