
○奨学寄附金

・附属病院への教育研究助成 総件数2件、総額3,893千円
　　〔内訳〕 その他 　　2件、3,893千円

・附属病院の地域医療に関する助成 総件数１件、総額8,000千円
　　〔内訳〕 その他 　　1件、8,000千円

総件数1件、総額300千円
　　〔内訳〕 その他 　　1件、300千円

総件数7件、総額1,355千円
　　〔内訳〕 その他 　　7件、1,355千円

総件数7件、総額1,200千円
　　〔内訳〕 持田製薬株式会社 　　1件、200千円

第一三共株式会社 　　1件、100千円
塩野義製薬株式会社 　　1件、100千円
大鵬薬品工業株式会社 　　1件、300千円
Meiji Seika ファルマ株式会社 　　1件、100千円
その他 　　2件、400千円

総件数10件、総額13,500千円
　　〔内訳〕 協和発酵キリン株式会社 　　1件、500千円

MSD株式会社 　　1件、500千円
第一三共株式会社 　　1件、400千円
武田薬品工業株式会社 　　1件、500千円
キッセイ薬品工業株式会社 　　1件、300千円
テルモ株式会社 　　1件、8,500千円
その他 　　4件、2,800千円

総件数7件、総額3,758千円
　　〔内訳〕 協和発酵キリン株式会社 　　1件、100千円

塩野義製薬株式会社 　　1件、200千円
日本化薬株式会社 　　1件、300千円
大鵬薬品工業株式会社 　　1件、300千円
その他 　　3件、2,858千円

総件数1件、総額300千円
　　〔内訳〕 その他 　　1件、300千円

総件数2件、総額600千円
　　〔内訳〕 中外製薬株式会社 　　1件、300千円

その他 　　1件、300千円

総件数5件、総額1,700千円
　　〔内訳〕 杏林製薬株式会社 　　1件、300千円

協和発酵キリン株式会社 　　1件、200千円
第一三共株式会社 　　1件、500千円
田辺三菱製薬株式会社 　　1件、500千円
日本化薬株式会社 　　1件、200千円

総件数1件、総額200千円
　　〔内訳〕 その他 　　1件、200千円

総件数2件、総額800千円
　　〔内訳〕 その他 　　2件、800千円

総件数1件、総額3,000千円
　　〔内訳〕 その他 　　1件、3,000千円
・看護部への教育研究助成

・血液浄化療法部への教育研究助成

・骨髄移植ｾﾝﾀｰへの研究助成

・光学医療診療部への教育研究助成

・救急科への教育研究助成

・検査部への教育研究助成

・集中治療部への教育研究助成

・高気圧治療部への教育研究助成

・薬剤部への教育研究助成

・がんセンターへの教育研究助成

・ME機器センターへの教育研究助成



総件数38件、総額29,000千円
　　〔内訳〕 Meiji Seika ファルマ株式会社 　　1件、1,000千円

ファイザー株式会社 　　1件、2,500千円
杏林製薬株式会社 　　1件、300千円
協和発酵キリン株式会社 　　1件、200千円
エーザイ株式会社 　　2件、1,000千円
MSD株式会社 　　3件、1,500千円
大塚製薬株式会社 　　2件、1,000千円
第一三共株式会社 　　1件、2,000千円
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 　　1件、700千円
株式会社ツムラ 　　1件、100千円
帝人ファーマ株式会社 　　1件、300千円
塩野義製薬株式会社 　　1件、500千円
大日本住友製薬株式会社 　　1件、1,000千円
田辺三菱製薬株式会社 　　1件、1,000千円
日本化薬株式会社 　　1件、200千円
小野薬品工業株式会社 　　1件、1,000千円
大鵬薬品工業株式会社 　　1件、800千円
その他 　　17件、13,900千円

総件数24件、総額15,380千円
　　〔内訳〕 バイエル薬品株式会社 　　1件、500千円

日本新薬株式会社 　　1件、100千円
協和発酵キリン株式会社 　　1件、1,000千円
アステラス製薬株式会社 　　1件、4,000千円
MSD株式会社 　　2件、1,000千円
サノフィ株式会社 　　1件、500千円
中外製薬株式会社 　　1件、300千円
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 　　1件、1,000千円
帝人ファーマ株式会社 　　1件、1,000千円
大鵬薬品工業株式会社 　　1件、500千円
武田薬品工業株式会社 　　1件、500千円
第一三共株式会社 　　1件、1,000千円
大日本住友製薬株式会社 　　1件、500千円
塩野義製薬株式会社 　　1件、200千円
エーザイ株式会社 　　1件、400千円
その他 　　8件、2,880千円

総件数33件、総額20,888千円
　　〔内訳〕 サノフィ株式会社 　　1件、500千円

大塚製薬株式会社 　　1件、1,000千円
バイエル薬品株式会社 　　1件、1,000千円
日本新薬株式会社 　　1件、300千円
ファイザー株式会社 　　1件、500千円
協和発酵キリン株式会社 　　1件、500千円
アステラス製薬株式会社 　　1件、1,500千円
MSD株式会社 　　1件、500千円
中外製薬株式会社 　　1件、500千円
株式会社ツムラ 　　1件、100千円
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 　　1件、500千円
第一三共株式会社 　　2件、2,300千円
武田薬品工業株式会社 　　1件、1,000千円
塩野義製薬株式会社 　　1件、300千円
帝人ファーマ株式会社 　　1件、500千円
田辺三菱製薬株式会社 　　1件、500千円
エーザイ株式会社 　　1件、400千円
その他 　　15件、8,988千円

・感染症･呼吸器･消化器内科学講座への研究助成

・内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座への教育研究助成

・循環器･腎臓･神経内科学講座への教育研究助成



総件数21件、総額16,300千円
　　〔内訳〕 協和発酵キリン株式会社 　　1件、300千円

中外製薬株式会社 　　1件、500千円
株式会社ツムラ 　　1件、100千円
エーザイ株式会社 　　1件、400千円
株式会社ヤクルト本社 　　1件、1,000千円
大鵬薬品工業株式会社 　　1件、1,500千円
その他 　　15件、12,500千円

総件数32件、総額21,944千円
　　〔内訳〕 大塚製薬株式会社 　　1件、1,000千円

科研製薬株式会社 　　1件、200千円
ファイザー株式会社 　　1件、500千円
アステラス製薬株式会社 　　1件、500千円
MSD株式会社 　　1件、500千円
小野薬品工業株式会社 　　1件、1,000千円
武田薬品工業株式会社 　　1件、300千円
第一三共株式会社 　　1件、1,200千円
塩野義製薬株式会社 　　1件、500千円
エーザイ株式会社 　　1件、500千円
その他 　　22件、15,744千円

総件数11件、総額6,500千円
　　〔内訳〕 東レ株式会社 　　1件、500千円

帝人ファーマ株式会社 　　1件、300千円
MSD株式会社 　　1件、500千円
中外製薬株式会社 　　1件、500千円
大塚製薬株式会社 　　1件、1,000千円
第一三共株式会社 　　1件、400千円
エーザイ株式会社 　　1件、400千円
その他 　　4件、2,900千円

総件数28件、総額17,650千円
　　〔内訳〕 帝人ファーマ株式会社 　　2件、600千円

日本臓器製薬株式会社 　　1件、500千円
科研製薬株式会社 　　1件、300千円
ファイザー株式会社 　　1件、1,000千円
日本イーライリリー株式会社 　　1件、500千円
エーザイ株式会社 　　1件、500千円
アステラス製薬株式会社 　　1件、500千円
MSD株式会社 　　1件、500千円
中外製薬株式会社 　　1件、500千円
第一三共株式会社 　　1件、400千円
小野薬品工業株式会社 　　1件、500千円
田辺三菱製薬株式会社 　　1件、400千円
久光製薬株式会社 　　1件、250千円
その他 　　14件、11,200千円

総件数22件、総額12,800千円
　　〔内訳〕 日本化薬株式会社 　　1件、200千円

持田製薬株式会社 　　1件、300千円
日本新薬株式会社 　　1件、300千円
協和発酵キリン株式会社 　　1件、300千円
中外製薬株式会社 　　1件、300千円
株式会社ツムラ 　　1件、100千円
科研製薬株式会社 　　1件、500千円
大鵬薬品工業株式会社 　　1件、500千円
その他 　　14件、10,300千円

総件数5件、総額4,000千円
その他 　　5件、4,000千円

・整形外科学講座への教育研究助成

・女性･生殖医学講座への研究助成

・育成医学講座への研究助成

・消化器・腫瘍外科学講座への研究助成

・胸部心臓血管外科学講座への研究助成

・脳神経外科学講座への研究助成



総件数16件、総額6,020千円
　　〔内訳〕 アッヴィ合同会社 　　1件、500千円

株式会社ポーラファルマ 　　1件、300千円
大塚製薬株式会社 　　1件、500千円
科研製薬株式会社 　　1件、300千円
協和発酵キリン株式会社 　　1件、500千円
田辺三菱製薬株式会社 　　1件、500千円
エーザイ株式会社 　　1件、400千円
マルホ株式会社 　　1件、1,000千円
その他 　　8件、2,020千円

総件数22件、総額13,730千円
　　〔内訳〕 日本化薬株式会社 　　1件、200千円

日本製薬株式会社 　　1件、1,000千円
アストラゼネカ株式会社 　　1件、500千円
ファイザー株式会社 　　1件、1,000千円
アステラス製薬株式会社 　　1件、2,000千円
株式会社ツムラ 　　1件、100千円
第一三共株式会社 　　1件、300千円
大鵬薬品工業株式会社 　　1件、300千円
その他 　　14件、8,330千円

総件数36件、総額7,090千円
　　〔内訳〕 持田製薬株式会社 　　1件、300千円

大塚製薬株式会社 　　1件、1,000千円
アステラス製薬株式会社 　　1件、500千円
株式会社ツムラ 　　1件、100千円
エーザイ株式会社 　　1件、400千円
Meiji Seika ファルマ株式会社 　　1件、200千円
その他 　　30件、4,590千円

総件数20件、総額9,050千円
　　〔内訳〕 帝人ファーマ株式会社 　　1件、200千円

サノフィ株式会社 　　1件、500千円
協和発酵キリン株式会社 　　1件、300千円
アステラス製薬株式会社 　　1件、500千円
MSD株式会社 　　1件、500千円
エーザイ株式会社 　　1件、500千円
キッセイ薬品工業株式会社 　　1件、200千円
塩野義製薬株式会社 　　1件、500千円
田辺三菱製薬株式会社 　　1件、500千円
メルクセローノ　株式会社 　　1件、500千円
大鵬薬品工業株式会社 　　1件、500千円
杏林製薬株式会社 　　1件、300千円
Meiji Seika ファルマ株式会社 　　1件、100千円
その他 　　7件、3,950千円

総件数4件、総額1,950千円
　　〔内訳〕 大鵬薬品工業株式会社 　　1件、500千円

その他 　　3件、1,450千円

総件数35件、総額27,125千円
　　〔内訳〕 大塚製薬株式会社 　　1件、1,000千円

千寿製薬株式会社 　　1件、2,000千円
日本アルコン株式会社 　　1件、2,000千円
参天製薬株式会社 　　1件、2,500千円
その他 　　31件、19,625千円

総件数16件、総額9,450千円
　　〔内訳〕 エーザイ株式会社 　　1件、400千円

第一三共株式会社 　　1件、1,000千円
その他 　　14件、8,050千円

・皮膚病態制御学講座への研究助成

・放射線診断治療学講座への研究助成

・顎顔面口腔機能再建学講座への研究助成

・眼科学講座への研究助成

・腎泌尿器科学講座への研究助成

・精神病態医学講座への教育研究助成

・耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座への教育研究助成



総件数21件、総額10,500千円
　　〔内訳〕 MSD株式会社 　　1件、500千円

小野薬品工業株式会社 　　1件、1,000千円
その他 　　19件、9,000千円

総件数9件、総額12,300千円
　　〔内訳〕 ブリストル・マイヤーズ株式会社 　　2件、7,500千円

ファイザー株式会社 　　1件、500千円
バイエル薬品株式会社 　　1件、500千円
アステラス製薬株式会社 　　1件、500千円
MSD株式会社 　　1件、500千円
武田薬品工業株式会社 　　1件、300千円
田辺三菱製薬株式会社 　　1件、500千円
その他 　　1件、2,000千円

総件数18件、総額9,150千円
　　〔内訳〕 その他 　　18件、9,150千円

総件数3件、総額2,100千円
　　〔内訳〕 その他 　　3件、2,100千円

総件数4件、総額2,183千円
　　〔内訳〕 日本製薬株式会社 　　1件、300千円

その他 　　3件、1,883千円

総件数3件、総額120千円
　　〔内訳〕 その他 　　3件、120千円

総件数1件、総額10,000千円
　　〔内訳〕 テルモ株式会社 　　1件、10,000千円

総件数1件、総額50,000千円
　　〔内訳〕 その他 　　1件、50,000千円

総件数1件、総額100千円
　　〔内訳〕 その他 　　1件、100千円

○現物寄附

・第二内科 総件数１件、総額190千円
　　〔内訳〕 その他 　　1件、190千円

・放射線部 総件数１件、総額0千円
　　〔内訳〕 その他 　　1件、0千円

※内訳の「その他」は、日本製薬工業協会会員企業以外の企業等からの寄附金等の合計

・「沖縄県民の健康公開講座」への助成

・臨床薬理学講座への教育研究助成

・麻酔科学講座への研究助成

・救急医学講座への教育研究助成

・おきなわクリニカルシミュレーションセンターへの教育研究助成

・地域医療教育開発学講座

・腎臓病総合治療学講座

・細胞病理学講座への教育研究助成

・腫瘍病理学講座への教育研究助成


