
部局名 寄附者名 受入教員名 受入年月日 寄附金額

寄附金受入状況（平成21年度前期）内訳 平成21年9月30日現在

医歯薬学総合研究科
等（医・歯・薬・保）

三原市医師会病院 井内  康輝 2009/04/02 20,000

第６０回日本臨床外科医学会総会 大段  秀樹 2009/04/09 1,963,497

日本臨床外科医学会  広島支部 大段  秀樹 2009/04/09 1,489,584

帝人ファーマ株式会社　広島支店 安永  裕司 2009/04/10 200,000

帝人ファーマ株式会社　広島支店 小林  正夫 2009/04/10 400,000

梁  楠（財団法人磁気健康科学研究振興財
団）

梁  楠 2009/04/10 800,000

大段  秀樹 大段  秀樹 2009/04/13 10,495

医療法人たかまさ会 木原  康樹 2009/04/15 500,000

ブリストル・マイヤーズ株式会社 茶山  一彰 2009/04/15 10,000,000

日本メドトロニック株式会社 末田  泰二郎 2009/04/24 1,000,000

医療法人社団井野口病院 大段  秀樹 2009/04/24 1,000,000

医療法人社団井野口病院 木原  康樹 2009/04/24 1,000,000

医療法人かわむら小児科 小林  正夫 2009/04/27 300,000

総合病院福島生協病院 井内  康輝 2009/04/27 400,000

株式会社ラフィーネインターナショナル 吉子  裕二 2009/04/30 300,000

医療法人青山会　西条中央病院 末田  泰二郎 2009/04/30 500,000

財団法人緑風会 河野  修興 2009/05/01 1,000,000

楠　茂雄 木内  良明 2009/05/08 50,000

社会福祉法人あと会 谷本  啓二 2009/05/08 40,000

金谷　泰裕 木内  良明 2009/05/11 50,000

医療法人節和会　三好眼科 木内  良明 2009/05/11 500,000

清水 さえ子 木内  良明 2009/05/12 100,000

医療法人岡田眼科医院 木内  良明 2009/05/12 100,000

医療法人しらね眼科 木内  良明 2009/05/13 200,000

クリエートメディック株式会社 升島  努 2009/05/14 75,000



部局名 寄附者名 受入教員名 受入年月日 寄附金額

寄附金受入状況（平成21年度前期）内訳 平成21年9月30日現在

医歯薬学総合研究科
等（医・歯・薬・保）

ＩｇＡ腎症カクテル療法研究会 頼岡  徳在 2009/05/15 50,000

冨士本　一志 木内  良明 2009/05/15 100,000

布引　けい子 木内  良明 2009/05/15 50,000

藤武 俊治 木内  良明 2009/05/15 50,000

宗野　浩一 木内  良明 2009/05/15 50,000

大山 明子 木内  良明 2009/05/18 50,000

今村　尚孝 木内  良明 2009/05/18 1,000,000

広兼　賢治 木内  良明 2009/05/18 20,000

佐久間  修 木内  良明 2009/05/18 50,000

大井　康裕 木内  良明 2009/05/18 50,000

敦賀　孝典 木内  良明 2009/05/19 50,000

中野　美智子 木内  良明 2009/05/19 50,000

医療法人ふるもと眼科 木内  良明 2009/05/19 50,000

医療法人おち眼科医院 木内  良明 2009/05/19 300,000

三嶋　弘 木内  良明 2009/05/19 200,000

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 石田  万里 2009/05/20 1,000,000

安川　久留美 木内  良明 2009/05/20 50,000

医療法人社団知仁会 鎌田  伸之 2009/05/21 750,000

財団法人ノバルティス科学振興財団 鎌田  英明 2009/05/21 1,000,000

財団法人竹田綜合病院 末田  泰二郎 2009/05/21 1,000,000

株式会社児玉会計 大段  秀樹 2009/05/22 1,000,000

石川眼科小児科内科 木内  良明 2009/05/22 30,000

医療法人益田眼科 木内  良明 2009/05/22 200,000

藤本  重義 菅野  雅元 2009/05/25 1,000,000

タイコヘルスケアジャパン株式会社 木原  康樹 2009/05/25 500,000
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医歯薬学総合研究科
等（医・歯・薬・保）

医療法人翠清会 松本  昌泰 2009/05/26 1,000,000

医療法人翠清会 栗栖  薫 2009/05/26 200,000

戸田  慎三郎 木内  良明 2009/05/26 50,000

医療法人翠清会 大段  秀樹 2009/05/26 200,000

医療法人社団輔仁会  太田川病院 大段  秀樹 2009/05/26 1,000,000

馬場　幸夫 木内  良明 2009/05/27 300,000

向井　聖 木内  良明 2009/05/27 50,000

医療法人社団せがわ会 山脇  成人 2009/05/29 500,000

飯田　貴士 木内  良明 2009/05/29 50,000

野島　昭徳 木内  良明 2009/05/29 50,000

株式会社ドゥリーム・ドゥ 坂口  剛正 2009/05/29 100,000

株式会社ラフィーネインターナショナル 吉子  裕二 2009/05/29 300,000

ＣＳＬベーリング株式会社 末田  泰二郎 2009/05/29 500,000

西田  時子 木内  良明 2009/05/29 50,000

医療法人社団せがわ会 大段  秀樹 2009/05/29 500,000

大塚製薬株式会社 東  幸仁 2009/05/29 1,000,000

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 内匠  透 2009/06/01 1,650,000

財団法人旗影会 杉山  政則 2009/06/01 1,000,000

医療法人社団アイビー眼科 木内  良明 2009/06/02 50,000

医療法人社団楓会　林病院 砂川  融 2009/06/03 100,000

中野　富貴子 木内  良明 2009/06/05 50,000

旭化成ファーマ株式会社 松本  昌泰 2009/06/05 1,000,000

医療法人仁康会　本郷中央病院 木内  良明 2009/06/08 100,000

井上　暁二 木内  良明 2009/06/08 200,000

医療法人仁康会　本郷中央病院 末田  泰二郎 2009/06/08 1,000,000



部局名 寄附者名 受入教員名 受入年月日 寄附金額
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医歯薬学総合研究科
等（医・歯・薬・保）

加藤  裕子 木内  良明 2009/06/10 10,000

皆本　敦 木内  良明 2009/06/10 50,000

医療法人のぞみ 木原  康樹 2009/06/11 500,000

医療法人のぞみ 大段  秀樹 2009/06/11 500,000

日山  愛子 木内  良明 2009/06/17 50,000

医療法人社団二階堂眼科 木内  良明 2009/06/22 50,000

荻田  昭三 木内  良明 2009/06/24 100,000

島田　勝信 工藤  美樹 2009/06/24 100,000

医療法人野村産婦人科 工藤  美樹 2009/06/24 100,000

占部　武 工藤  美樹 2009/06/24 50,000

木阪  義憲 工藤  美樹 2009/06/25 50,000

医療法人中川産科婦人科医院 工藤  美樹 2009/06/25 300,000

医療法人社団ひかり会　木村眼科内科病院 木内  良明 2009/06/25 500,000

医療法人社団ひかり会　木村眼科内科病院 木内  良明 2009/06/25 500,000

ブリストル・マイヤーズ株式会社 楢原  啓之 2009/06/25 300,000

ブリストル・マイヤーズ株式会社 岡島  正純 2009/06/25 500,000

医療法人社団輔仁会  太田川病院 栗栖  薫 2009/06/26 1,000,000

野間　堯 木内  良明 2009/06/26 50,000

藤井　恒夫 工藤  美樹 2009/06/26 30,000

木岡　寛雅 工藤  美樹 2009/06/26 100,000

田村  博己 木内  良明 2009/06/29 50,000

有限会社スペース・バイオ・ラボラトリーズ 弓削  類 2009/06/29 540,000

医療法人玉木産婦人科医院 工藤  美樹 2009/06/30 20,000

澤崎  隆 工藤  美樹 2009/06/30 10,000

医療法人厚生堂長崎病院 松本  昌泰 2009/06/30 300,000
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医歯薬学総合研究科
等（医・歯・薬・保）

株式会社ラフィーネインターナショナル 吉子  裕二 2009/06/30 300,000

財団法人喫煙科学研究財団 高野  幹久 2009/06/30 2,000,000

医療法人河野産婦人科クリニック 工藤  美樹 2009/06/30 100,000

財団法人喫煙科学研究財団 仲田  義啓 2009/06/30 2,000,000

医療法人社団松田医院 工藤  美樹 2009/06/30 300,000

医療法人厚生堂長崎病院 木原  康樹 2009/06/30 300,000

財団法人三島海雲記念財団 細井  徹 2009/06/30 1,000,000

平岡　仁司 工藤  美樹 2009/07/01 20,000

財団法人広島大学後援会 北島正二朗 2009/07/02 300,000

財団法人広島大学後援会 飯田幸治 2009/07/02 300,000

社団法人呉市医師会 安井  弥 2009/07/03 2,000,000

熊谷  正俊 工藤  美樹 2009/07/03 30,000

砂堀　公二 工藤  美樹 2009/07/03 50,000

横田　康平 工藤  美樹 2009/07/03 30,000

広島大学歯学部後援会 東田  操 2009/07/06 400,000

財団法人高木俊介パン科学技術振興財団 松尾  裕彰 2009/07/07 1,000,000

医療法人慈徳会 工藤  美樹 2009/07/07 100,000

角谷産科・婦人科医院 工藤  美樹 2009/07/07 50,000

医療法人社団江川レディースクリニック 工藤  美樹 2009/07/07 100,000

育成会 小林  正夫 2009/07/07 1,200,000

医療法人仁光会　日谷眼科 木内  良明 2009/07/08 1,000,000

村上　朋弘 工藤  美樹 2009/07/09 500,000

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 木原  康樹 2009/07/10 2,000,000

重政　和志 工藤  美樹 2009/07/10 50,000

株式会社メディカルリーダース 岡島  正純 2009/07/10 1,000,000
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寄附金受入状況（平成21年度前期）内訳 平成21年9月30日現在

医歯薬学総合研究科
等（医・歯・薬・保）

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 東  幸仁 2009/07/10 1,000,000

小松　正伸 工藤  美樹 2009/07/13 100,000

谷本　博利 工藤  美樹 2009/07/13 10,000

髙原  広之 工藤  美樹 2009/07/13 50,000

医療法人社団仁寿会　山下産婦人科・内科医
院

工藤  美樹 2009/07/15 100,000

医療法人上田小児科医院 小林  正夫 2009/07/15 300,000

大下　孝史 工藤  美樹 2009/07/16 10,000

井之川  廣江 木内  良明 2009/07/16 500,000

医療法人社団日浅産婦人科医院 工藤  美樹 2009/07/17 30,000

日本メジフィジックス株式会社 木原  康樹 2009/07/21 500,000

医療法人社団輔仁会  太田川病院 木原  康樹 2009/07/21 500,000

医療法人社団産婦人科小児科松田医院 工藤  美樹 2009/07/21 100,000

三原市医師会病院 井内  康輝 2009/07/21 20,000

医療法人松本クリニック 工藤  美樹 2009/07/22 100,000

バイエル薬品株式会社　中国支店 木原  康樹 2009/07/23 1,000,000

アルケア株式会社 出家  正隆 2009/07/24 200,000

医療法人森岡神経内科 山脇  成人 2009/07/24 500,000

大濱　紘三 工藤  美樹 2009/07/28 50,000

山中　平吉 木内  良明 2009/07/28 50,000

ジェクス株式会社 二川  浩樹 2009/07/29 300,000

医療法人微風会　ビハーラ花の里病院 松本  昌泰 2009/07/29 2,000,000

総合病院福島生協病院 井内  康輝 2009/07/30 400,000

医療法人準和会 工藤  美樹 2009/07/30 100,000

澤崎　衞 工藤  美樹 2009/07/31 50,000

鳥居薬品株式会社　広島支店 末田  泰二郎 2009/07/31 500,000



部局名 寄附者名 受入教員名 受入年月日 寄附金額

寄附金受入状況（平成21年度前期）内訳 平成21年9月30日現在

医歯薬学総合研究科
等（医・歯・薬・保）

ジェンザイム・ジャパン株式会社 頼岡  徳在 2009/07/31 500,000

医療法人社団博寿会  山下医院 頼岡  徳在 2009/07/31 1,000,000

科研製薬株式会社 出家  正隆 2009/07/31 300,000

ジェンザイム・ジャパン株式会社 小林  正夫 2009/07/31 500,000

医療法人社団輔仁会  太田川病院 河野  修興 2009/07/31 200,000

株式会社ラフィーネインターナショナル 吉子  裕二 2009/07/31 300,000

大日本住友製薬株式会社 大毛  宏喜 2009/07/31 500,000

医療法人双藤会　藤東産婦人科医院 工藤  美樹 2009/07/31 200,000

広島市医師会臨床検査センター 安井  弥 2009/07/31 7,500,000

医療法人社団康貴会  つまもと眼科 木内  良明 2009/08/04 50,000

医療法人光恵会 木内  良明 2009/08/05 100,000

勝部　泰裕 工藤  美樹 2009/08/06 50,000

ファイザー株式会社 河野  修興 2009/08/07 500,000

ファイザー株式会社 河野  修興 2009/08/07 500,000

ファイザー株式会社 木原  康樹 2009/08/07 500,000

中西　慶喜 工藤  美樹 2009/08/10 30,000

塩野義製薬株式会社 木原  康樹 2009/08/10 1,000,000

有限会社ファーマシスト・サポート 森川  則文 2009/08/11 2,800,000

医療法人豊田レディースクリニック 工藤 美樹 2009/08/13 100,000

水之江　知哉 工藤  美樹 2009/08/14 30,000

萬有製薬株式会社 頼岡 徳在 2009/08/14 300,000

医療法人社団森本医院 安井  弥 2009/08/18 2,000,000

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 河野  修興 2009/08/20 1,000,000

ファイザー株式会社 山脇  成人 2009/08/20 500,000

財団法人武田科学振興財団 内匠  透 2009/08/24 30,000,000
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寄附金受入状況（平成21年度前期）内訳 平成21年9月30日現在

医歯薬学総合研究科
等（医・歯・薬・保）

医療法人社団朋仁会 大段  秀樹 2009/08/24 300,000

バイエル薬品株式会社　中国支店 小林  正夫 2009/08/25 800,000

萬有製薬株式会社 東  幸仁 2009/08/25 1,000,000

萬有製薬株式会社 吉栖  正生 2009/08/25 500,000

バイエル薬品株式会社　中国支店 大毛  宏喜 2009/08/25 500,000

神石高原町立病院指定管理者社会医療法人
社団陽正会

大段  秀樹 2009/08/27 500,000

アストラゼネカ株式会社 松原  昭郎 2009/08/31 2,000,000

財団法人喫煙科学研究財団 酒井  規雄 2009/08/31 2,000,000

株式会社ラフィーネインターナショナル 吉子  裕二 2009/08/31 300,000

大日本住友製薬株式会社 栗栖  薫 2009/08/31 300,000

財団法人喫煙科学研究財団 松本  昌泰 2009/08/31 2,000,000

クリエートメディック株式会社 升島  努 2009/08/31 300,000

大日本住友製薬株式会社 森川  則文 2009/08/31 300,000

株式会社ラフィーネインターナショナル 吉子  裕二 2009/08/31 300,000

協和発酵キリン株式会社  中国支店 平川  勝洋 2009/08/31 500,000

大日本住友製薬株式会社 山脇  成人 2009/08/31 500,000

株式会社山田養蜂場本社 檜井  孝夫 2009/08/31 3,050,000

神石高原町立病院指定管理者社会医療法人
社団陽正会

茶山  一彰 2009/09/02 500,000

医療法人三慧会 工藤  美樹 2009/09/03 100,000

水野  初（財団法人蛋白質研究奨励会） 水野  初 2009/09/04 600,000

財団法人薬理研究会 兼松  隆 2009/09/04 1,000,000

医療法人社団明清会　山田脳神経外科 栗栖  薫 2009/09/10 900,000

中岡  義晴 工藤  美樹 2009/09/10 10,000

萬有製薬株式会社 石田  万里 2009/09/10 700,000

医療法人豊田レディースクリニック 工藤  美樹 2009/09/10 100,000



部局名 寄附者名 受入教員名 受入年月日 寄附金額

寄附金受入状況（平成21年度前期）内訳 平成21年9月30日現在

医歯薬学総合研究科
等（医・歯・薬・保）

株式会社松風 栗原  英見 2009/09/10 300,000

萬有製薬株式会社 木原  康樹 2009/09/15 2,000,000

医療法人社団和恒会 頼岡  徳在(寄附講座) 2009/09/16 2,000,000

医療法人せいざん  青山病院 頼岡  徳在(寄附講座) 2009/09/16 1,000,000

医療法人社団みめぐみ会  サンクリニック 頼岡  徳在(寄附講座) 2009/09/18 500,000

医療法人社団わだ内科医院 頼岡  徳在(寄附講座) 2009/09/24 500,000

医療法人社団仁慈会 大段  秀樹 2009/09/25 2,000,000

萬有製薬株式会社 末田  泰二郎 2009/09/25 300,000

平位　剛 工藤  美樹 2009/09/25 30,000

医療法人社団友和会 貞森  紳丞 2009/09/29 500,000

大日本住友製薬株式会社 小林  正夫 2009/09/30 500,000

グラクソ・スミスクライン株式会社 浅野  知一郎 2009/09/30 1,000,000

大日本住友製薬株式会社 木原  康樹 2009/09/30 500,000

株式会社ラフィーネインターナショナル 吉子  裕二 2009/09/30 300,000

旭化成ファーマ株式会社 頼岡  徳在(寄附講座) 2009/09/30 3,000,000

医療法人辰川会 頼岡  徳在(寄附講座) 2009/09/30 2,000,000

マルホ株式会社  広島支店 小林  正夫 2009/09/30 100,000

医療法人社団幸誠会  かなはら医院 頼岡  徳在(寄附講座) 2009/09/30 500,000

大日本住友製薬株式会社 平川  勝洋 2009/09/30 300,000

その他（　　　　　　　　件）

合計（　　　　　　　　 　件） 279,912,687

医歯薬学総合研究科
等（医・歯・薬・保）

121,054,111122
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