
公立大学法人和歌山県立医科大学
寄附者の区分 寄附者名 金額(円) 学部 受入講座名 受入年月日 備考
医療機関 医療法人　弘智会　上山病院 1,300,000    医学部 内科学第二教室 H29/07/03 奨学寄附金
医療機関 医療法人　亀寿会　亀井クリニック 100,000      医学部 外科学第二教室 H29/07/03 奨学寄附金
医療機関 医療法人　亀寿会　亀井クリニック 200,000      医学部 脳神経外科学教室 H29/07/03 奨学寄附金
医療機関 医療法人　薮下脳神経外科・内科 720,000      医学部 脳神経外科学教室 H29/07/05 奨学寄附金
医療機関 － 1,000,000    医学部 リハビリテーション医学教室 H29/07/07 奨学寄附金

企業 有限会社ピー・オー・テック 300,000      医学部 整形外科学教室 H29/07/10 奨学寄附金
医療機関 － 720,000      医学部 リハビリテーション医学教室 H29/07/10 奨学寄附金
その他 畿央大学 16,920        医学部 リハビリテーション医学教室 H29/07/10 奨学寄附金
企業 エドワーズライフサイエンス株式会社 1,000,000    医学部 麻酔科学教室 H29/07/14 奨学寄附金
企業 科研製薬株式会社　大阪支店 500,000      医学部 産科・婦人科学教室 H29/07/20 奨学寄附金
企業 大鵬薬品工業株式会社 1,000,000    医学部 内科学第三教室 H29/07/21 奨学寄附金
企業 大鵬薬品工業株式会社 500,000      医学部 血液内科学教室 H29/07/21 奨学寄附金
企業 日本臓器製薬株式会社 300,000      紀北分院 整形 H29/07/25 奨学寄附金

医療機関 社会医療法人　三和会　永山病院 1,000,000    医学部 脳神経外科学教室 H29/07/25 奨学寄附金
医療機関 社会医療法人　三和会　永山病院 720,000      医学部 リハビリテーション医学教室 H29/07/25 奨学寄附金
医療機関 医療法人　富田会 500,000      医学部 神経内科学教室 H29/07/26 奨学寄附金

企業 大日本住友製薬株式会社 300,000      医学部 神経精神医学教室 H29/07/31 奨学寄附金
医療機関 － 130,000      医学部 分子医学研究部 H29/07/31 奨学寄附金

企業 アボット　ジャパン株式会社 200,000      医学部 外科学第二教室 H29/07/31 奨学寄附金
企業 バクスター株式会社 250,000      医学部 麻酔科学教室 H29/07/31 奨学寄附金
企業 日本ライフライン株式会社 500,000      医学部 外科学第一教室 H29/07/31 奨学寄附金

医療機関 医療法人　友和会　今村病院 60,000        医学部 脳神経外科学教室 H29/07/31 奨学寄附金
医療機関 － 600,000      医学部 神経精神医学教室 H29/07/31 奨学寄附金
その他 第23回「生命の駅伝」実行委員会 94,597        医学部 人体病理学教室 H29/08/03 奨学寄附金
企業 バクスター株式会社 600,000      医学部 腎臓内科学教室 H29/08/04 奨学寄附金
企業 科研製薬株式会社　大阪支店 500,000      医学部 外科学第二教室 H29/08/07 奨学寄附金

医療機関 医療法人　功徳会　大阪晴愛病院 800,000      医学部 内科学第二教室 H29/08/08 奨学寄附金
医療機関 医療法人　功徳会　大阪晴愛病院 300,000      医学部 神経内科学教室 H29/08/08 奨学寄附金

企業 ノバルティスファーマ株式会社 1,000,000    医学部 泌尿器科学教室 H29/08/10 奨学寄附金
企業 ノバルティスファーマ株式会社 500,000      医学部 内科学第一教室 H29/08/10 奨学寄附金
企業 ノバルティスファーマ株式会社 500,000      医学部 内科学第一教室 H29/08/10 奨学寄附金
企業 ノバルティスファーマ株式会社 500,000      医学部 外科学第一教室 H29/08/10 奨学寄附金
企業 ノバルティスファーマ株式会社 500,000      医学部 外科学第一教室 H29/08/10 奨学寄附金
企業 ノバルティスファーマ株式会社 500,000      医学部 リウマチ・膠原病科学 H29/08/10 奨学寄附金
企業 ノバルティスファーマ株式会社 500,000      医学部 腎臓内科学教室 H29/08/10 奨学寄附金
企業 ノバルティスファーマ株式会社 500,000      医学部 内科学第三教室 H29/08/10 奨学寄附金
企業 ノバルティスファーマ株式会社 500,000      医学部 内科学第三教室 H29/08/10 奨学寄附金
企業 ノバルティスファーマ株式会社 500,000      医学部 皮膚科学教室 H29/08/10 奨学寄附金
企業 ノバルティスファーマ株式会社 500,000      医学部 臨床検査医学教室 H29/08/10 奨学寄附金
企業 アルコンファーマ株式会社 500,000      医学部 眼科学教室 H29/08/10 奨学寄附金
企業 アルコンファーマ株式会社 500,000      医学部 眼科学教室 H29/08/10 奨学寄附金
企業 大鵬薬品工業株式会社 200,000      紀北分院 外科 H29/08/10 奨学寄附金
企業 大鵬薬品工業株式会社 500,000      医学部 耳鼻咽喉科学教室 H29/08/10 奨学寄附金
企業 大鵬薬品工業株式会社 300,000      医学部 産科・婦人科学教室 H29/08/10 奨学寄附金
企業 大鵬薬品工業株式会社 800,000      医学部 内科学第二教室 H29/08/10 奨学寄附金
企業 富山化学工業株式会社 500,000      医学部 救急・集中治療医学教室 H29/08/10 奨学寄附金

医療機関 社会医療法人　三和会　永山病院 500,000      医学部 放射線医学教室 H29/08/10 奨学寄附金
企業 大日本住友製薬株式会社 1,000,000    医学部 神経内科学教室 H29/08/10 奨学寄附金

医療機関 社会医療法人　三車会 10,000,000  医学部 整形外科学教室 H29/08/10 奨学寄附金
医療機関 － 300,000      医学部 神経精神医学教室 H29/08/10 奨学寄附金
医療機関 － 2,000,000    医学部 リハビリテーション医学教室 H29/08/10 奨学寄附金
医療機関 みやもと眼科医院 100,000      医学部 眼科学教室 H29/08/10 奨学寄附金
医療機関 持田製薬株式会社 500,000      医学部 整形外科学教室 H29/08/15 奨学寄附金
医療機関 持田製薬株式会社 500,000      医学部 神経精神医学教室 H29/08/15 奨学寄附金

企業 持田製薬株式会社 300,000      医学部 産科・婦人科学教室 H29/08/15 奨学寄附金
医療機関 医療法人　南労会 120,000      医学部 形成外科学 H29/08/17 奨学寄附金

企業 大鵬薬品工業株式会社 800,000      医学部 外科学第一教室 H29/08/18 奨学寄附金
医療機関 － 1,200,000    医学部 リハビリテーション医学教室 H29/08/21 奨学寄附金
医療機関 医療法人　白卵会　白井病院 500,000      医学部 神経内科学教室 H29/08/21 奨学寄附金
医療機関 － 2,000,000    医学部 中央研究機器施設 H29/08/22 奨学寄附金

企業 日本臓器製薬株式会社 100,000      医学部 麻酔科学教室 H29/08/25 奨学寄附金
企業 日本臓器製薬株式会社 300,000      医学部 整形外科学教室 H29/08/25 奨学寄附金
企業 ハートフロー・ジャパン合同会社 1,455,870    医学部 内科学第四教室 H29/08/25 奨学寄附金
企業 テルモ株式会社 300,000      医学部 麻酔科学教室 H29/08/25 奨学寄附金
企業 旭化成ファーマ株式会社　医薬大阪支店 300,000      医学部 内科学第二教室 H29/08/25 奨学寄附金
企業 旭化成ファーマ株式会社　医薬大阪支店 500,000      紀北分院 整形 H29/08/25 奨学寄附金
企業 サンエー精工株式会社 100,000      医学部 脳神経外科学教室 H29/08/28 奨学寄附金

医療機関 医療法人　やすだ堀口記念病院 600,000      医学部 外科学第二教室 H29/08/28 奨学寄附金
医療機関 医療法人　やすだ堀口記念病院 720,000      紀北分院 整形 H29/08/28 奨学寄附金

寄附金受入状況(平成29年7月～9月) 
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寄附者の区分 寄附者名 金額(円) 学部 受入講座名 受入年月日 備考
企業 アシスト・ジャパン株式会社 2,500,000    医学部 内科学第四教室 H29/08/29 奨学寄附金
企業 アッヴィ合同会社 300,000      医学部 リウマチ・膠原病科学 H29/08/31 奨学寄附金
企業 アッヴィ合同会社 1,000,000    医学部 内科学第二教室 H29/08/31 奨学寄附金
企業 大塚製薬株式会社 500,000      医学部 外科学第一教室 H29/08/31 奨学寄附金
企業 大塚製薬株式会社 300,000      医学部 外科学第二教室 H29/08/31 奨学寄附金
企業 大塚製薬株式会社 300,000      医学部 眼科学教室 H29/08/31 奨学寄附金
企業 大塚製薬株式会社 500,000      医学部 救急・集中治療医学教室 H29/08/31 奨学寄附金
企業 大塚製薬株式会社 200,000      医学部 神経精神医学教室 H29/08/31 奨学寄附金
企業 大塚製薬株式会社 1,000,000    医学部 神経内科学教室 H29/08/31 奨学寄附金
企業 大塚製薬株式会社 500,000      医学部 腎臓内科学教室 H29/08/31 奨学寄附金
企業 大塚製薬株式会社 500,000      医学部 内科学第四教室 H29/08/31 奨学寄附金
企業 大塚製薬株式会社 500,000      医学部 内科学第二教室 H29/08/31 奨学寄附金
企業 大塚製薬株式会社 1,000,000    医学部 脳神経外科学教室 H29/08/31 奨学寄附金
企業 エイエムオー・ジャパン株式会社　東京本社 1,000,000    医学部 眼科学教室 H29/08/31 奨学寄附金
企業 － 250,000      医学部 形成外科学 H29/08/31 奨学寄附金

医療機関 医療法人　友和会　今村病院 60,000        医学部 脳神経外科学教室 H29/08/31 奨学寄附金
医療機関 － 1,000,000    医学部 泌尿器科学教室 H29/08/31 奨学寄附金
医療機関 なかい眼科 330,000      医学部 眼科学教室 H29/09/04 奨学寄附金
医療機関 － 1,500,000    医学部 眼科学教室 H29/09/04 奨学寄附金
医療機関 はしづめ眼科 330,000      医学部 眼科学教室 H29/09/05 奨学寄附金

－ 100,000      医学部 リウマチ・膠原病科学 H29/09/05 奨学寄附金
医療機関 なかお眼科医院 100,000      医学部 眼科学教室 H29/09/05 奨学寄附金

企業 川村義肢株式会社 300,000      医学部 整形外科学教室 H29/09/06 奨学寄附金
医療機関 － 100,000      医学部 眼科学教室 H29/09/07 奨学寄附金
医療機関 宮野眼科 50,000        医学部 眼科学教室 H29/09/07 奨学寄附金
医療機関 － 100,000      医学部 眼科学教室 H29/09/07 奨学寄附金

企業 コヴィディエンジャパン株式会社　本社 3,000,000    医学部 外科学第二教室 H29/09/08 奨学寄附金
企業 大鵬薬品工業株式会社 1,000,000    医学部 皮膚科学教室 H29/09/08 奨学寄附金
企業 大鵬薬品工業株式会社 300,000      医学部 泌尿器科学教室 H29/09/08 奨学寄附金
企業 エドワーズライフサイエンス株式会社 1,000,000    医学部 外科学第一教室 H29/09/08 奨学寄附金
企業 富士フィルムＲＩファーマ　株式会社 500,000      医学部 脳神経外科学教室 H29/09/08 奨学寄附金

医療機関 医療法人曙会　和歌浦中央病院 1,500,000    医学部 眼科学教室 H29/09/08 奨学寄附金
企業 日医工株式会社 500,000      医学部 外科学第二教室 H29/09/11 奨学寄附金

その他 畿央大学 15,980        医学部 リハビリテーション医学教室 H29/09/11 奨学寄附金
医療機関 えのもと眼科 300,000      医学部 眼科学教室 H29/09/11 奨学寄附金

企業 マルホ株式会社（本社） 500,000      医学部 皮膚科学教室 H29/09/15 奨学寄附金
企業 中外製薬株式会社 300,000      医学部 内科学第二教室 H29/09/20 奨学寄附金
企業 中外製薬株式会社 4,000,000    医学部 内科学第三教室 H29/09/20 奨学寄附金
企業 中外製薬株式会社 500,000      医学部 腎臓内科学教室 H29/09/20 奨学寄附金
企業 中外製薬株式会社 2,000,000    医学部 血液内科学教室 H29/09/20 奨学寄附金
企業 中外製薬株式会社 500,000      医学部 リウマチ・膠原病科学 H29/09/20 奨学寄附金
企業 中外製薬株式会社 800,000      医学部 外科学第一教室 H29/09/20 奨学寄附金
企業 中外製薬株式会社 1,000,000    医学部 外科学第二教室 H29/09/20 奨学寄附金
企業 中外製薬株式会社 300,000      医学部 脳神経外科学教室 H29/09/20 奨学寄附金
企業 中外製薬株式会社 500,000      医学部 整形外科学教室 H29/09/20 奨学寄附金
企業 中外製薬株式会社 450,000      医学部 産科・婦人科学教室 H29/09/20 奨学寄附金
企業 中外製薬株式会社 500,000      医学部 小児科学教室 H29/09/20 奨学寄附金
企業 中外製薬株式会社 300,000      医学部 泌尿器科学教室 H29/09/20 奨学寄附金
企業 中外製薬株式会社 400,000      紀北分院 外科 H29/09/20 奨学寄附金

医療機関 医療法人　青蓮会　たなか眼科 100,000      医学部 眼科学教室 H29/09/20 奨学寄附金
医療機関 医療法人　英悠会　眼科松本クリニック 100,000      医学部 眼科学教室 H29/09/20 奨学寄附金
医療機関 公園前もり眼科 100,000      医学部 眼科学教室 H29/09/21 奨学寄附金
医療機関 － 200,000      医学部 眼科学教室 H29/09/22 奨学寄附金
医療機関 まつもと眼科 200,000      医学部 眼科学教室 H29/09/22 奨学寄附金
医療機関 － 300,000      医学部 眼科学教室 H29/09/22 奨学寄附金
医療機関 － 900,000      医学部 眼科学教室 H29/09/25 奨学寄附金

企業 － 500,000      医学部 放射線医学教室 H29/09/25 奨学寄附金
企業 サノフィ株式会社 400,000      医学部 脳神経外科学教室 H29/09/25 奨学寄附金
企業 サノフィ株式会社 400,000      医学部 内科学第一教室 H29/09/25 奨学寄附金
企業 サノフィ株式会社 900,000      医学部 外科学第二教室 H29/09/25 奨学寄附金
企業 サノフィ株式会社 400,000      医学部 外科学第一教室 H29/09/25 奨学寄附金
企業 サノフィ株式会社 400,000      医学部 泌尿器科学教室 H29/09/25 奨学寄附金
企業 サノフィ株式会社 400,000      医学部 産科・婦人科学教室 H29/09/25 奨学寄附金
企業 杏林製薬株式会社　大阪支店 300,000      医学部 皮膚科学教室 H29/09/26 奨学寄附金
企業 科研製薬株式会社　大阪支店 300,000      医学部 皮膚科学教室 H29/09/28 奨学寄附金
企業 科研製薬株式会社　大阪支店 300,000      医学部 整形外科学教室 H29/09/28 奨学寄附金

医療機関 日本製薬株式会社 300,000      医学部 神経内科学教室 H29/09/29 奨学寄附金
企業 株式会社　ミノファーゲン製薬 100,000      医学部 皮膚科学教室 H29/09/29 奨学寄附金
企業 大鵬薬品工業株式会社 100,000      附属病院 腫瘍センター　緩和ケア H29/09/29 奨学寄附金

医療機関 医療法人　友和会　今村病院 60,000        医学部 脳神経外科学教室 H29/09/29 奨学寄附金
企業 株式会社　ヤクルト本社 300,000      医学部 微生物学教室 H29/09/29 奨学寄附金

医療機関 医療法人社団洛和会　洛和会音羽リハビリテーション病院 10,000,000  医学部 リハビリテーション医学教室 H29/07/01 寄附講座等
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寄附者の区分 寄附者名 金額(円) 学部 受入講座名 受入年月日 備考
医療機関 － 10,000,000  和歌山県立医科大学みらい医療推進セﾝター H29/07/01 寄附講座等

計 109,253,367 

　寄附金（奨学寄附金・寄附講座寄附金）は、大学において、学術研究に要する経費等、教育研究の奨励を目的とする経費に充てるべきものとして、学外

機関等（企業・個人の皆様）から受け入れる寄附金です。

　本学は、寄附者の寄附の目的に沿って、癌や脳血管障害、脳腫瘍など様々な疾患の治療方法の研究を始めとする学術研究や教育の充実・発展に活用

させていただいております。

*寄附金（奨学寄附金・寄附講座寄附金）について、非公表を希望された場合は、寄附者名欄は空欄としています。

*平成29年7月１日以降に寄附の申し込みをいただいた分の内、寄附金の受領があったものを記載しています。

*受入年月日は、寄附金の受領があった日を記載しています。
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