
（医歯学総合研究科・令和元年度）

①受託研究等
　・受託研究 総件数 80 件，総額 363,429 千円

臨床 総件数 71 件，総額 156,835 千円
〔内訳〕 その他 71 件， 156,835 千円

臨床以外 総件数 9 件，総額 206,594 千円
〔契約相手〕 その他 9 件， 206,594 千円

　・共同研究 総件数 12 件，総額 26,981 千円
臨床 総件数 8 件，総額 21,171 千円

〔内訳〕 クラシエ製薬株式会社 3 件， 3,630 千円
小野薬品工業株式会社 1 件， 8,800 千円
その他 4 件， 8,741 千円

臨床以外 総件数 4 件，総額 5,810 千円
〔契約相手〕 第一三共株式会社 1 件， 1,500 千円

旭化成ファーマ株式会社 1 件， 1,210 千円
その他 2 件， 3,100 千円

　・受託事業・共同事業 総件数 4 件，総額 5,502 千円
臨床 総件数 3 件，総額 3,052 千円

〔内訳〕 その他 3 件， 3,052 千円
臨床以外 総件数 1 件，総額 2,450 千円

〔契約相手〕 その他 1 件， 2,450 千円

②寄附金等
　・奨学寄附金 総件数 1,056 件，総額 1,007,745 千円

衛生学・健康増進医学分野 総件数 19 件，総額 34,667 千円
〔内訳〕 その他 19 件， 34,667 千円

消化器疾患・生活習慣病学分野 総件数 66 件，総額 65,150 千円
〔内訳〕 あすか製薬株式会社 1 件， 300 千円

アッヴィ合同会社 1 件， 1,000 千円
エーザイ株式会社 1 件， 1,000 千円
塩野義製薬株式会社 1 件， 600 千円
株式会社ツムラ 1 件， 200 千円
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
大日本住友製薬株式会社 1 件， 500 千円
大鵬薬品工業株式会社 1 件， 500 千円
第一三共株式会社 1 件， 300 千円
中外製薬株式会社 1 件， 700 千円
鳥居薬品株式会社 1 件， 500 千円
帝人ファーマ株式会社 1 件， 150 千円
武田薬品工業株式会社 1 件， 700 千円
その他 52 件， 57,400 千円

糖尿病・内分泌内科学分野 総件数 61 件，総額 28,380 千円
ＭＳＤ株式会社 2 件， 1,000 千円
ノボノルディスクファーマ株式会社 1 件， 1,000 千円
協和キリン株式会社 1 件， 200 千円
小野薬品工業 株式会社 1 件， 1,000 千円
大正製薬株式会社 1 件， 200 千円
大日本住友製薬株式会社 1 件， 500 千円
第一三共株式会社 1 件， 500 千円
帝人ファーマ株式会社 1 件， 200 千円
田辺三菱製薬株式会社 1 件， 200 千円
日本イーライリリー株式会社 1 件， 450 千円
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 1 件， 150 千円
その他 49 件， 22,980 千円

疫学・予防医学分野 総件数 2 件，総額 300 千円
〔内訳〕 その他 2 件， 300 千円

精神機能病学分野 総件数 39 件，総額 25,450 千円
〔内訳〕 エーザイ株式会社 2 件， 1,500 千円

株式会社ツムラ 1 件， 100 千円
大塚製薬株式会社 1 件， 500 千円
その他 35 件， 23,350 千円

心身内科学分野 総件数 16 件，総額 12,450 千円
〔内訳〕 アステラス製薬株式会社 1 件， 200 千円

ファイザー株式会社 1 件， 250 千円
株式会社ツムラ 1 件， 1,000 千円
田辺三菱製薬株式会社 1 件， 200 千円
その他 12 件， 10,800 千円

微生物学分野 総件数 5 件，総額 1,050 千円
〔内訳〕 株式会社ヤクルト本社 1 件， 300 千円

その他 4 件， 750 千円

企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドラインに伴う公表について



免疫学野 総件数 2 件，総額 150 千円
〔内訳〕 その他 2 件， 150 千円

医化学野 総件数 1 件，総額 5,000 千円
〔内訳〕 その他 1 件， 5,000 千円

生殖病態生理学分野 総件数 40 件，総額 21,280 千円
〔内訳〕 あすか製薬株式会社 1 件， 500 千円

科研製薬株式会社 1 件， 500 千円
株式会社ツムラ 1 件， 200 千円
持田製薬株式会社 1 件， 300 千円
大鵬薬品工業株式会社 1 件， 200 千円
第一三共株式会社 1 件， 500 千円
中外製薬株式会社 1 件， 1,000 千円
その他 33 件， 18,080 千円

小児外科学分野 総件数 25 件，総額 12,816 千円
〔内訳〕 その他 25 件， 12,816 千円

小児科学分野 総件数 43 件，総額 31,400 千円
〔内訳〕 アステラス製薬株式会社 1 件， 1,000 千円

エーザイ株式会社 1 件， 500 千円
ファイザー株式会社 1 件， 250 千円
中外製薬株式会社 1 件， 300 千円
その他 39 件， 29,350 千円

口腔微生物学分野 総件数 1 件，総額 100 千円
〔内訳〕 その他 1 件， 100 千円

予防歯科学分野 総件数 1 件，総額 300 千円
〔内訳〕 その他 1 件， 300 千円

歯科矯正学分野 総件数 3 件，総額 1,044 千円
〔内訳〕 その他 3 件， 1,044 千円

小児歯科学分野 総件数 13 件，総額 2,807 千円
〔内訳〕 その他 13 件， 2,807 千円

地域医療学分野 総件数 1 件，総額 828 千円
〔内訳〕 その他 1 件， 828 千円

形態科学分野 総件数 8 件，総額 706 千円
〔内訳〕 その他 8 件， 706 千円

神経筋生理学分野 総件数 6 件，総額 8,706 千円
〔内訳〕 その他 6 件， 8,706 千円

脳神経内科・老年病学分野 総件数 50 件，総額 65,740 千円
〔内訳〕 エーザイ株式会社 1 件， 500 千円

協和キリン株式会社 1 件， 250 千円
大塚製薬株式会社 1 件， 500 千円
大日本住友製薬株式会社 1 件， 800 千円
日本製薬 株式会社 1 件， 200 千円
武田薬品工業株式会社 1 件， 300 千円
その他 44 件， 63,190 千円

脳神経外科学分野 総件数 31 件，総額 19,400 千円
〔内訳〕 アステラス製薬株式会社 1 件， 100 千円

エーザイ株式会社 2 件， 1,500 千円
ファイザー株式会社 1 件， 250 千円
ユーシービージャパン株式会社 1 件， 500 千円
塩野義製薬株式会社 1 件， 500 千円
大塚製薬株式会社 1 件， 500 千円
第一三共株式会社 1 件， 300 千円
中外製薬株式会社 1 件， 1,000 千円
帝人ファーマ株式会社 1 件， 450 千円
日本イーライリリー株式会社 1 件， 450 千円
日本化薬株式会社 1 件， 200 千円
日本臓器製薬株式会社 1 件， 100 千円
武田薬品工業株式会社 1 件， 300 千円
その他 17 件， 13,250 千円

歯科機能形態学分野 総件数 1 件，総額 74 千円
〔内訳〕 その他 1 件， 74 千円

解剖法歯学分野 総件数 6 件，総額 933 千円
〔内訳〕 その他 6 件， 933 千円

眼科学分野 総件数 23 件，総額 23,450 千円
〔内訳〕 ノバルティス　ファーマ株式会社 1 件， 500 千円

バイエル薬品株式会社 1 件， 1,000 千円
興和株式会社　医療機器事業部 1 件， 300 千円



参天製薬株式会社 1 件， 3,000 千円
千寿製薬株式会社 1 件， 1,000 千円
その他 18 件， 17,650 千円

皮膚科分野 総件数 33 件，総額 19,363 千円
〔内訳〕 エーザイ株式会社 1 件， 300 千円

サノフィ株式会社 1 件， 500 千円
マルホ株式会社 1 件， 1,000 千円
科研製薬株式会社　九州支店 1 件， 300 千円
株式会社　ポーラファルマ 1 件， 300 千円
協和キリン株式会社 1 件， 300 千円
大鵬薬品工業株式会社 1 件， 500 千円
鳥居薬品株式会社 1 件， 500 千円
日本イーライリリー株式会社 1 件， 750 千円
日本臓器製薬株式会社 1 件， 100 千円
その他 23 件， 14,813 千円

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 総件数 18 件，総額 9,200 千円
〔内訳〕 ＭＳＤ株式会社 1 件， 500 千円

アステラス製薬株式会社 1 件， 100 千円
エーザイ株式会社 1 件， 500 千円
グラクソ・スミスクライン株式会社 1 件， 2,000 千円
塩野義製薬株式会社 1 件， 600 千円
大鵬薬品工業株式会社 1 件， 800 千円
鳥居薬品株式会社 1 件， 500 千円
田辺三菱製薬株式会社 1 件， 1,000 千円
その他 10 件， 3,200 千円

整形外科学分野 総件数 16 件，総額 20,650 千円
〔内訳〕 エーザイ株式会社 1 件， 300 千円

ファイザー株式会社 1 件， 250 千円
旭化成ファーマ株式会社　医薬福岡支店 1 件， 1,000 千円
科研製薬株式会社　九州支店 1 件， 200 千円
大正製薬株式会社 1 件， 500 千円
中外製薬株式会社 1 件， 1,000 千円
帝人ファーマ株式会社 1 件， 300 千円
日本イーライリリー株式会社 1 件， 300 千円
日本臓器製薬株式会社 1 件， 100 千円
その他 7 件， 16,700 千円

リハビリテーション医学分野 総件数 8 件，総額 5,700 千円
〔内訳〕 その他 8 件， 5,700 千円

血管代謝病態解析学分野 総件数 3 件，総額 2,000 千円
〔内訳〕 その他 3 件， 2,000 千円

心臓血管・高血圧内科学分野 総件数 79 件，総額 75,264 千円
〔内訳〕 ＭＳＤ株式会社 1 件， 500 千円

サノフィ株式会社 1 件， 400 千円
ノバルティス　ファーマ株式会社 2 件， 1,000 千円
大塚製薬株式会社 1 件， 1,000 千円
大日本住友製薬株式会社 1 件， 800 千円
帝人ファーマ株式会社 1 件， 400 千円
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 1 件， 2,000 千円
武田薬品工業株式会社　 1 件， 1,500 千円
その他 70 件， 67,664 千円

心臓血管・消化器外科学分野 総件数 38 件，総額 18,880 千円
〔内訳〕 大塚製薬株式会社 1 件， 300 千円

中外製薬株式会社 1 件， 200 千円
その他 36 件， 18,380 千円

呼吸器内科学分野 総件数 51 件，総額 36,880 千円
〔内訳〕 グラクソ・スミスクライン株式会社 1 件， 2,000 千円

サノフィ株式会社 1 件， 800 千円
ノバルティス　ファーマ株式会社 1 件， 500 千円
ファイザー株式会社 1 件， 250 千円
小野薬品工業 株式会社 1 件， 2,000 千円
大鵬薬品工業株式会社 1 件， 1,000 千円
中外製薬株式会社 1 件， 1,000 千円
帝人ファーマ株式会社 1 件， 100 千円
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 2 件， 1,800 千円
その他 41 件， 27,430 千円

呼吸器外科学分野 総件数 37 件，総額 16,590 千円
〔内訳〕 大鵬薬品工業株式会社 1 件， 500 千円

中外製薬株式会社 1 件， 200 千円
その他 35 件， 15,890 千円

統合分子生理学分野 総件数 5 件，総額 6,100 千円
〔内訳〕 その他 5 件， 6,100 千円



生化学・分子生物学分野 総件数 2 件，総額 2,500 千円
〔内訳〕 その他 2 件， 2,500 千円

生体情報薬理学分野 総件数 3 件，総額 7,100 千円
〔内訳〕 その他 3 件， 7,100 千円

侵襲制御学分野 総件数 36 件，総額 41,150 千円
〔内訳〕 その他 36 件， 41,150 千円

歯科応用薬理学分野 総件数 4 件，総額 800 千円
〔内訳〕 その他 4 件， 800 千円

救急・集中治療医学分野 総件数 19 件，総額 16,850 千円
〔内訳〕 アステラス製薬株式会社 1 件， 100 千円

ファイザー株式会社 1 件， 250 千円
旭化成ファーマ株式会社　医薬福岡支店 1 件， 1,000 千円
塩野義製薬株式会社 1 件， 600 千円
小野薬品工業 株式会社 1 件， 1,000 千円
大塚製薬株式会社 1 件， 200 千円
帝人ファーマ株式会社 1 件， 250 千円
武田薬品工業株式会社 1 件， 300 千円
その他 11 件， 13,150 千円

咬合機能補綴学分野 総件数 6 件，総額 2,900 千円
〔内訳〕 その他 6 件， 2,900 千円

口腔顎顔面補綴学分野 総件数 3 件，総額 1,100 千円
〔内訳〕 その他 3 件， 1,100 千円

歯科保存学分野 総件数 8 件，総額 3,150 千円
〔内訳〕 その他 8 件， 3,150 千円

歯周病学分野 総件数 1 件，総額 300 千円
〔内訳〕 その他 1 件， 300 千円

顎顔面疾患制御学分野 総件数 6 件，総額 3,500 千円
〔内訳〕 大鵬薬品工業株式会社 1 件， 300 千円

その他 5 件， 3,200 千円

口腔顎顔面外科学分野 総件数 6 件，総額 2,850 千円
〔内訳〕 その他 6 件， 2,850 千円

顎顔面疾患制御学分野 総件数 7 件，総額 766 千円
〔内訳〕 株式会社ツムラ 1 件， 100 千円

その他 6 件， 666 千円

病理学分野 総件数 11 件，総額 4,462 千円
〔内訳〕 その他 11 件， 4,462 千円

放射線診断治療学分野 総件数 38 件，総額 32,550 千円
〔内訳〕 エーザイ株式会社 2 件， 1,100 千円

第一三共株式会社 2 件， 600 千円
その他 34 件， 30,850 千円

消化器・乳腺甲状腺外科学分野 総件数 45 件，総額 57,150 千円
〔内訳〕 サノフィ株式会社 1 件， 300 千円

旭化成ファーマ株式会社　 1 件， 200 千円
科研製薬株式会社 1 件， 300 千円
株式会社ツムラ 1 件， 100 千円
株式会社ヤクルト本社 1 件， 500 千円
大鵬薬品工業株式会社 1 件， 1,500 千円
中外製薬株式会社 1 件， 800 千円
日本化薬株式会社 1 件， 300 千円
その他 37 件， 53,150 千円

泌尿器科学分野 総件数 44 件，総額 27,127 千円
〔内訳〕 ＭＳＤ株式会社 1 件， 500 千円

アステラス製薬株式会社 1 件， 1,700 千円
サノフィ株式会社 1 件， 300 千円
ファイザー株式会社 1 件， 250 千円
杏林製薬株式会社 1 件， 300 千円
協和キリン株式会社 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， 200 千円
第一三共株式会社 1 件， 300 千円
中外製薬株式会社 1 件， 300 千円
鳥居薬品株式会社 1 件， 300 千円
日本化薬株式会社 1 件， 300 千円
日本新薬株式会社 1 件， 500 千円
扶桑薬品工業株式会社 1 件， 200 千円
武田薬品工業株式会社 1 件， 1,000 千円
その他 29 件， 19,777 千円



分子腫瘍学分野 総件数 3 件，総額 2,600 千円
〔内訳〕 その他 3 件， 2,600 千円

口腔病理解析学分野 総件数 1 件，総額 50 千円
〔内訳〕 その他 1 件， 50 千円

臨床腫瘍学分野 総件数 1 件，総額 500 千円
〔内訳〕 大鵬薬品工業株式会社 1 件， 500 千円

血液・膠原病内科学分野 総件数 38 件，総額 15,032 千円
〔内訳〕 ＭＳＤ株式会社 1 件， 500 千円

アステラス製薬株式会社 1 件， 400 千円
エーザイ株式会社 1 件， 500 千円
旭化成ファーマ株式会社 1 件， 300 千円
協和キリン株式会社 1 件， 500 千円
大鵬薬品工業株式会社 1 件， 400 千円
中外製薬株式会社 1 件， 500 千円
帝人ファーマ株式会社 1 件， 200 千円
日本イーライリリー株式会社 1 件， 500 千円
武田薬品工業株式会社 1 件， 1,000 千円
その他 28 件， 10,232 千円

薬物動態制御学分野 総件数 1 件，総額 300 千円
〔内訳〕 大鵬薬品工業株式会社 1 件， 300 千円

がん病態外科学講座 総件数 4 件，総額 20,000 千円
〔内訳〕 中外製薬株式会社 1 件， 4,000 千円

その他 3 件， 16,000 千円

システム血栓制御学講座 総件数 11 件，総額 32,200 千円
〔内訳〕 アステラス製薬株式会社 1 件， 200 千円

旭化成ファーマ株式会社 1 件， 1,000 千円
その他 9 件， 31,000 千円

漢方薬理学講座 総件数 2 件，総額 21,000 千円
〔内訳〕 クラシエ製薬株式会社 2 件， 21,000 千円

医療関節材料開発講座 総件数 2 件，総額 24,000 千円
〔内訳〕 その他 2 件， 24,000 千円

次世代GcMAF創薬学講座 総件数 1 件，総額 75,000 千円
〔内訳〕 その他 1 件， 75,000 千円

心血管病予防分析学講座 総件数 1 件，総額 20,000 千円
〔内訳〕 その他 1 件， 20,000 千円

地域医療・健康医学講座 総件数 1 件，総額 20,000 千円
〔内訳〕 その他 1 件， 20,000 千円

　・現物寄附 総件数 1 件，総額 642 千円
学務課 総件数 1 件，総額 642 千円

〔内訳〕 その他 1 件， 642 千円

③講師謝金等
　・講師謝金 総件数 1346 件，総額 139,119    千円

衛生学・健康増進医学分野 総件数 13 件，総額 1,638       千円
〔内訳〕 鹿児島看護専門学校 1 件， 180          千円

鹿児島県医療法人協会立看護専門学校 1 件， 180          千円
鹿児島県消防学校 1 件， 18           千円
鹿児島市 3 件， 65           千円
鹿児島女子短期大学 1 件， 165          千円
鹿児島労働局 1 件， 120          千円
鳳凰高等学校看護学科専門課程 2 件， 364          千円
その他 3 件， 546          千円

消化器疾患・生活習慣病学分野 総件数 63 件，総額 5,453       千円
〔内訳〕 Cook Japan株式会社 1 件， 55           千円

EAファーマ株式会社 3 件， 248          千円
あすか製薬株式会社 2 件， 227          千円
アステラス製薬株式会社 2 件， 225          千円
アストラゼネカ株式会社 3 件， 302          千円
アッヴィ合同会社 7 件， 690          千円
エーザイ株式会社 7 件， 438          千円
ガデリウス・メディカル株式会社 1 件， 100          千円
ギリアド・サイエンシズ株式会社 7 件， 780          千円
その他 5 件， 212          千円
バイエル薬品株式会社 2 件， 223          千円
ファイザー株式会社 1 件， 100          千円
協和キリン株式会社 1 件， 111          千円
公益社団医療系大学間共用試験実施評価機構 1 件， 10           千円
済生会鹿児島病院 1 件， 100          千円
持田製薬株式会社 1 件， 80           千円
鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 10           千円



鹿児島県社会福祉課 2 件， 109          千円
鹿児島市 1 件， 10           千円
大塚製薬株式会社 3 件， 336          千円
大日本住友製薬株式会社 2 件， 163          千円
大鵬薬品工業株式会社 1 件， 102          千円
中外製薬株式会社 2 件， 139          千円
帝人ファーマ株式会社 1 件， 111          千円
田辺三菱製薬株式会社 1 件， 111          千円
富士フイルムメディカル株式会社 1 件， 111          千円
武田薬品工業株式会社 3 件， 348          千円

糖尿病・内分泌内科学分野 総件数 117 件，総額 10,148      千円
〔内訳〕 MSD株式会社 5 件， 471          千円

アステラス製薬株式会社 3 件， 249          千円
アストラゼネカ株式会社 2 件， 191          千円
いちき串木野市 1 件， 50           千円
エーザイ株式会社 1 件， 57           千円
サノフィ株式会社 6 件， 440          千円
その他 10 件， 333          千円
ノバルティス　ファーマ株式会社 5 件， 454          千円
ノボ　ノルディスク　ファーマ株式会社 6 件， 867          千円
バイエル薬品株式会社 6 件， 623          千円
ファイザー株式会社 1 件， 111          千円
一般社団法人　日本動脈硬化学会 1 件， 30           千円
協和キリン株式会社 2 件， 223          千円
興和株式会社 7 件， 617          千円
鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 89           千円
鹿児島県栄養士会 1 件， 111          千円
鹿児島県国民健康保険団体連合会 2 件， 160          千円
鹿児島県慢性腎臓病対策協議会 1 件， 10           千円
鹿児島市 2 件， 40           千円
小野薬品工業株式会社 7 件， 619          千円
川内市医師会立川内看護専門学校 1 件， 32           千円
全国健康保険協会鹿児島支部 1 件， 45           千円
大正製薬株式会社 5 件， 390          千円
大日本住友製薬株式会社 8 件， 819          千円
第１回日本フットケア・足病医学会　富士山セミナー 1 件， 78           千円
第一三共株式会社 12 件， 984          千円
長崎県保険医協会 1 件， 110          千円
帝人在宅医療株式会社 2 件， 123          千円
田辺三菱製薬株式会社 5 件， 670          千円
南九州市役所 1 件， 20           千円
日本イーライリリー株式会社 3 件， 336          千円
武田薬品工業株式会社 7 件， 797          千円

疫学・予防医学分野 総件数 20 件，総額 3,237       千円
〔内訳〕 さんぎょうい株式会社 1 件， 600          千円

学校法人すみれ学園　鹿児島医療工学専門学校 1 件， 120          千円
学校法人原田学園　鹿児島医療技術専門学校 2 件， 1,215       千円
鹿児島県 1 件， 20           千円
鹿児島県国民健康保険団体連合会 1 件， 15           千円
鹿児島女子短期大学 1 件， 83           千円
日本公衆衛生学会 1 件， 3             千円
福島県立医科大学 1 件， 442          千円
その他 11 件， 740          千円

医療システム情報学分野 総件数 22 件，総額 1,686       千円
〔内訳〕 シスメックス株式会社 1 件， 100          千円

その他 6 件， 270          千円
テルモ株式会社 1 件， 55           千円
パラマウントベッド株式会社 1 件， 70           千円
愛媛県看護協会 1 件， 180          千円
一般財団法人　日本経営協会　九州本部 1 件， 50           千円
宮崎県看護協会 1 件， 78           千円
宮崎県立看護大学 2 件， 78           千円
熊本県看護協会 2 件， 270          千円
公益社団法人北海道看護協会 1 件， 180          千円
鹿児島県看護協会 2 件， 160          千円
川内市医師会立市民病院 1 件， 50           千円
特定非営利活動法人かごしま保健医療福祉サービスを考える会1 件， 45           千円
兵庫県立姫路循環器病センター 1 件， 100          千円

血液・膠原病内科学分野 総件数 45 件，総額 3,935       千円
〔内訳〕 アステラス製薬株式会社 1 件， 111          千円

セルジーン株式会社 4 件， 379          千円
その他 2 件， 210          千円
ノバルティスファーマ株式会社 4 件， 310          千円
ファイザー株式会社 1 件， 140          千円
ブリストル・マイヤーズ　スクイブ株式会社 7 件， 685          千円
ヤンセンファーマ株式会社 2 件， 170          千円
医療系大学間共用試験実施評価機構 1 件， 10           千円
株式会社朝日エージェンシー西部 1 件， 10           千円
協和キリン株式会社 3 件， 334          千円



公益社団法人日本臨床腫瘍学会 1 件， 30           千円
公立大学法人福島県立医科大学 1 件， 50           千円
小野薬品工業株式会社 2 件， 145          千円
大塚製薬株式会社 3 件， 247          千円
中外製薬株式会社 4 件， 463          千円
藤本製薬株式会社 1 件， 56           千円
特定非営利活動法人　日本小児がん研究グループ 1 件， 20           千円
武田薬品工業株式会社 6 件， 566          千円

法医学分野 総件数 11 件，総額 733          千円
〔内訳〕 その他 5 件， 192          千円

鹿児島県警察学校 1 件， 74           千円
鹿児島県警察本部 1 件， 6             千円
鹿児島県消防学校 1 件， 37           千円
日本医師会 1 件， 300          千円
和歌山県警察本部刑事部 1 件， 100          千円
和歌山県立医科大学 1 件， 24           千円

精神機能病学分野 総件数 31 件，総額 1,515       千円
〔内訳〕 エーザイ株式会社 2 件， 191          千円

その他 5 件， 117          千円
ファイザー株式会社 1 件， 80           千円
医療法人社団　むさしの国分寺クリニック 1 件， 33           千円
塩野義製薬株式会社 2 件， 160          千円
公益社団医療系大学間共用試験実施評価機構 1 件， 10           千円
国立病院機構九州グループ 1 件， 50           千円
持田製薬株式会社 1 件， 78           千円
鹿児島県くらし保健福祉部 6 件， 103          千円
鹿児島県保険医協会 1 件， 40           千円
鹿児島県立姶良病院 1 件， 60           千円
鹿児島市立病院 1 件， 40           千円
実践薬学セミナー事務局 1 件， 111          千円
大塚製薬株式会社 2 件， 156          千円
大日本住友製薬株式会社 1 件， 91           千円
第１３回パーキンソン病・運動障害疾患コングレス大会 1 件， 50           千円
第一三共株式会社 1 件， 56           千円
南種子町地域包括支援センター 1 件， 20           千円
武田薬品工業株式会社 1 件， 70           千円

心身内科学分野 総件数 7 件，総額 2,294       千円
〔内訳〕 クラシエ薬品株式会社 1 件， 113          千円

医療法人再生未来　再生未来クリニック神戸　 2 件， 2,000       千円
株式会社ツムラ 4 件， 181          千円

医歯学教育開発センター 総件数 1 件，総額 120          千円
〔内訳〕 鹿児島市立病院 1 件， 120          千円

歯科医学教育実践学分野 総件数 20 件，総額 1,090       千円
〔内訳〕 その他 13 件， 569          千円

医療法人社団湧泉会ひまわり歯科 4 件， 200          千円
一般財団法人歯科医療振興財団 1 件， 121          千円
公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構 2 件， 200          千円

微生物学分野 総件数 32 件，総額 3,512       千円
〔内訳〕 MSD株式会社 1 件， 111          千円

アステラス製薬株式会社 3 件， 334          千円
その他 4 件， 69           千円
たちばな医療専門学校 1 件， 390          千円
ファイザー株式会社 2 件， 278          千円
杏林製薬株式会社 1 件， 79           千円
塩野義製薬株式会社 7 件， 794          千円
学校法人　原田学園　鹿児島医療技術専門学校 1 件， 540          千円
株式会社ミズホメディー 1 件， 100          千円
鹿児島ヤクルト販売株式会社 1 件， 100          千円
鹿児島医療センター附属鹿児島看護学校 1 件， 270          千円
鹿児島県くらし保健福祉部 3 件， 30           千円
社会医療法人　人天会　鹿児島こども病院 1 件， 33           千円
社会医療法人博愛会 1 件， 50           千円
第一三共株式会社 1 件， 79           千円
都城市北諸県郡医師会 1 件， 111          千円
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 1 件， 111          千円
日本小児科学会鹿児島地方会 1 件， 30           千円

免疫学分野 総件数 2 件，総額 220          千円
〔内訳〕 その他 1 件， 40           千円

学校法人すみれ学園　鹿児島医療工学専門学校 1 件， 180          千円

生殖病態生理学分野 総件数 38 件，総額 3,522       千円
〔内訳〕 MSD株式会社 2 件， 278          千円

あすか製薬株式会社 2 件， 223          千円
アストラゼネカ株式会社 6 件， 674          千円
アッヴィ合同会社 1 件， 156          千円
コミカミノルタジャパン株式会社 1 件， 111          千円



その他 4 件， 151          千円
ブリストル・マイヤーズ　スクイブ株式会社 1 件， 167          千円
横浜市立大学 1 件， 100          千円
科研製薬株式会社 1 件， 111          千円
株式会社ツムラ 2 件， 145          千円
株式会社朝日エージェンシー西部 1 件， 10           千円
宮崎県小児保健協会 1 件， 100          千円
公益社団法人日本婦人科腫瘍学会 3 件， 157          千円
鹿児島県くらし保健福祉部 2 件， 20           千円
第２１回ＳＮＮＳ研究会学術集会 1 件， 134          千円
中外製薬株式会社 7 件， 773          千円
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 1 件， 100          千円
日本産科婦人科内視鏡学会 1 件， 111          千円

小児科学分野 総件数 27 件，総額 1,278       千円
〔内訳〕 アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社 1 件， 111          千円

サノフィ株式会社 1 件， 30           千円
その他 4 件， 73           千円
株式会社南日本新聞社 1 件， 40           千円
公益財団法人鹿児島県民総合保健センター 1 件， 30           千円
公益財団法人母子健康協会 1 件， 120          千円
鹿児島県 1 件， 11           千円
鹿児島県アレルギー疾患医療連絡協議会 1 件， 20           千円
鹿児島県くらし保健福祉部 8 件， 539          千円
鹿児島県障害福祉課療育支援係　鹿児島県医療的ケア児支援連絡協議会1 件， 10           千円
鹿児島県障害福祉課療育支援係　鹿児島県発達障害者支援地域協議会2 件， 20           千円
鹿児島市 1 件， 120          千円
第一三共株式会社 2 件， 89           千円
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 1 件， 36           千円
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構国立大学教育研究評価委員会1 件， 29           千円

口腔生化学分野 総件数 3 件，総額 590          千円
〔内訳〕 その他 2 件， 245          千円

鹿児島医療福祉専門学校 1 件， 345          千円

口腔微生物学分野 総件数 6 件，総額 1,096       千円
〔内訳〕 志學館大学 1 件， 216          千円

その他 2 件， 40           千円
鹿児島看護専門学校 1 件， 180          千円
鹿児島県医療法人協会立看護専門学校 1 件， 360          千円
仁心看護専門学校 1 件， 300          千円

予防歯科学分野 総件数 7 件，総額 426          千円
〔内訳〕 その他 3 件， 141          千円

株式会社朝日エージェンシー西部 1 件， 10           千円
鹿児島医療福祉専門学校 1 件， 225          千円
鹿児島県くらし保健福祉部 2 件， 50           千円

歯科矯正学分野 総件数 12 件，総額 1,022       千円
〔内訳〕 鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 20           千円

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構国立大学教育研究評価委員会1 件， 29           千円
その他 10 件， 974          千円

小児歯科学分野 総件数 17 件，総額 1,634       千円
〔内訳〕 株式会社新町組　ひより保育園 1 件， 10           千円

岩手医科大学 1 件， 12           千円
鹿児島県立鹿児島工業高等学校 2 件， 40           千円
鹿児島市 1 件， 10           千円
鹿児島第一医療リハビリ専門学校 1 件， 1,040       千円
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構　国立大学教育研究評価委員会1 件， 60           千円
日本学校歯科医会 1 件， 12           千円
福岡市学校歯科医会 1 件， 78           千円
その他 8 件， 372          千円

国際離島医療学分野 総件数 5 件，総額 606          千円
〔内訳〕 その他 5 件， 606          千円

離島へき地医療人育成センター 総件数 12 件，総額 967          千円
〔内訳〕 株式会社ツムラ 2 件， 112          千円

明治薬科大学 1 件， 30           千円
KMバイオロジクス株式会社 1 件， 70           千円
アストラゼネカ株式会社 1 件， 79           千円
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 2 件， 200          千円
その他 3 件， 362          千円
中外製薬株式会社 1 件， 57           千円
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 1 件， 56           千円

形態科学分野 総件数 2 件，総額 156          千円
〔内訳〕 鹿児島県消防学校 1 件， 73           千円

鹿児島女子短期大学 1 件， 83           千円



神経筋生理学分野 総件数 1 件，総額 40           千円
〔内訳〕 その他 1 件， 40           千円

脳神経内科・老年病学分野 総件数 36 件，総額 5,051       千円
〔内訳〕 アッヴィ合同会社 1 件， 111          千円

エーザイ株式会社 3 件， 338          千円
エフピー株式会社 1 件， 78           千円
その他 9 件， 2,909       千円
ファイザー株式会社 1 件， 111          千円
旭化成メディカル株式会社 1 件， 111          千円
医療法人明和会宮田眼科病院 1 件， 126          千円
株式会社ツムラ 1 件， 33           千円
協和キリン株式会社 3 件， 334          千円
公益社団医療系大学間共用試験実施評価機構 1 件， 10           千円
産業医科大学 1 件， 13           千円
鹿児島県くらし保健福祉部 3 件， 109          千円
鹿児島県難病相談・支援センター 1 件， 14           千円
鹿児島県立鹿児島盲学校 3 件， 51           千円
大塚製薬株式会社 1 件， 113          千円
大日本住友製薬株式会社 1 件， 113          千円
第一三共株式会社 1 件， 167          千円
帝人ファーマ株式会社 1 件， 111          千円
武田薬品工業株式会社 2 件， 196          千円

脳神経外科学分野 総件数 63 件，総額 7,611       千円
〔内訳〕 CSLベーリング株式会社 2 件， 223          千円

Integra Japan株式会社 1 件， 56           千円
Meiji Seikaファルマ株式会社 1 件， 111          千円
エーザイ株式会社 8 件， 686          千円
その他 5 件， 406          千円
ノボキュア株式会社 4 件， 400          千円
ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 1 件， 50           千円
ファイザー株式会社 2 件， 203          千円
ユーシービージャパン株式会社 3 件， 173          千円
協和キリン株式会社 2 件， 111          千円
公益社団法人昭和会　今給黎総合病院 1 件， 1,800       千円
鹿児島県くらし保健福祉部 2 件， 25           千円
大塚製薬株式会社 8 件， 696          千円
大日本住友製薬株式会社 1 件， 113          千円
第一三共株式会社 9 件， 1,111       千円
中外製薬株式会社 5 件， 577          千円
帝人ファーマ株式会社 1 件， 111          千円
帝人在宅医療株式会社 1 件， 111          千円
田辺三菱製薬株式会社 1 件， 113          千円
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 1 件， 167          千円
日本化薬株式会社 1 件， 113          千円
武田薬品工業株式会社 3 件， 252          千円

歯科機能形態学分野 総件数 8 件，総額 2,654       千円
〔内訳〕 加治木看護専門学校 2 件， 1,320       千円

鹿児島看護専門学校 1 件， 480          千円
鹿児島中央看護専門学校 1 件， 108          千円
その他 4 件， 746          千円

解剖法歯学分野 総件数 8 件，総額 2,940       千円
〔内訳〕 たちばな医療専門学校 1 件， 390          千円

一般社団法人 日本戦没者遺骨収集推進協会 1 件， 30           千円
加治木看護専門学校 1 件， 480          千円
鹿児島医療福祉専門学校 2 件， 690          千円
鹿児島県医療法人協会立看護専門学校 1 件， 720          千円
その他 2 件， 630          千円

眼科学分野 総件数 44 件，総額 6,552       千円
〔内訳〕 アルコンファーマ株式会社 1 件， 150          千円

その他 8 件， 1,718       千円
ノバルティス　ファーマ株式会社 13 件， 2,000       千円
バイエル薬品株式会社 5 件， 767          千円
ボシュロム・ジャパン株式会社 2 件， 276          千円
株式会社ニコンヘルスケアジャパン 1 件， 150          千円
株式会社ニデック 1 件， 167          千円
参天製薬株式会社 1 件， 70           千円
鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 89           千円
鹿児島労働局 1 件， 241          千円
千寿製薬株式会社 4 件， 380          千円
田辺三菱製薬株式会社 1 件， 78           千円
独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター附属鹿児島看護学校1 件， 36           千円
日本アルコン株式会社 2 件， 334          千円
日本学術会議　 1 件， 78           千円
日本失明予防協会 1 件， 17           千円



皮膚科学分野 総件数 37 件，総額 3,625       千円
〔内訳〕 エーザイ株式会社 2 件， 134          千円

その他 3 件， 45           千円
ノバルティス　ファーマ株式会社 1 件， 100          千円
マルホ株式会社 3 件， 242          千円
ヤンセンファーマ株式会社 3 件， 250          千円
杏林製薬株式会社 1 件， 113          千円
科研製薬株式会社 1 件， 111          千円
株式会社ＪＩＭＲＯ 1 件， 100          千円
株式会社ツムラ 2 件， 67           千円
協和キリン株式会社 5 件， 557          千円
鹿児島県アレルギー疾患医療連絡協議会 1 件， 20           千円
鹿児島県くらし保健福祉部 3 件， 999          千円
鹿児島県国民健康保険団体連合会 1 件， 30           千円
大鵬薬品工業株式会社 3 件， 243          千円
鳥居薬品株式会社 2 件， 110          千円
田辺三菱製薬株式会社 1 件， 111          千円
日本イーライリリー株式会社 3 件， 280          千円
日本製薬株式会社 1 件， 111          千円

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 総件数 34 件，総額 3,906       千円
〔内訳〕 (株）HanaVax 1 件， 300          千円

Meiji Seika ファルマ株式会社 1 件， 113          千円
サノフィ株式会社 3 件， 420          千円
スミスメディカル・ジャパン株式会社 1 件， 100          千円
その他 6 件， 222          千円
ノバルティス　ファーマ株式会社 1 件， 100          千円
ブリストル・マイヤーズ　スクイブ株式会社 1 件， 113          千円
杏林製薬株式会社 4 件， 589          千円
久光製薬株式会社 2 件， 223          千円
鹿児島県アレルギー疾患医療連絡協議会 1 件， 20           千円
鹿児島県社会福祉課 1 件， 40           千円
小野薬品工業株式会社 1 件， 56           千円
大正製薬株式会社 1 件， 167          千円
大鵬薬品工業株式会社 2 件， 204          千円
田辺三菱製薬株式会社 7 件， 1,128       千円
日本新薬株式会社 1 件， 111          千円

遺伝子治療・再生医学分野 総件数 6 件，総額 746          千円
〔内訳〕 久留米大学 1 件， 16           千円

公益社団法人日本糖尿病協会 1 件， 10           千円
独立行政法人国立病院機構　鹿児島医療センター附属鹿児島看護学校1 件， 360          千円
その他 3 件， 361          千円

整形外科学分野 総件数 50 件，総額 5,367       千円
〔内訳〕 アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社 1 件， 111          千円

アステラス製薬株式会社 1 件， 111          千円
エーザイ株式会社 5 件， 501          千円
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 3 件， 311          千円
その他 2 件， 121          千円
ファイザー株式会社 3 件， 337          千円
旭化成ファーマ株式会社 6 件， 617          千円
塩野義製薬株式会社 2 件， 225          千円
科研製薬株式会社 5 件， 567          千円
久光製薬株式会社 6 件， 668          千円
鹿児島市 1 件， 10           千円
鹿児島労働局 1 件， 57           千円
社会医療法人天陽会中央病院 1 件， 223          千円
大正製薬株式会社 4 件， 579          千円
第一三共株式会社 4 件， 359          千円
中外製薬株式会社 2 件， 231          千円
帝人ファーマ株式会社 1 件， 111          千円
日本イーライリリー株式会社 2 件， 225          千円

リハビリテーション医学分野 総件数 12 件，総額 701          千円
〔内訳〕 株式会社安川電機 1 件， 167          千円

公益社団法人日本リハビリテーション医学会 1 件， 50           千円
鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 10           千円
鹿児島県教育委員会 4 件， 102          千円
第一三共株式会社 1 件， 170          千円
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会事務局 1 件， 50           千円
その他 3 件， 153          千円

血管代謝病態解析学分野 総件数 17 件，総額 1,090       千円
〔内訳〕 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 1 件， 100          千円

一般財団法人医療関連サービス振興会 1 件， 54           千円
九州凝固検査共同研究会 1 件， 111          千円
鹿児島県くらし保健福祉部 3 件， 109          千円
鹿児島県医療法人協会立看護専門学校 2 件， 168          千円
鹿児島市 2 件， 30           千円
積水メディカル株式会社 1 件， 111          千円
第一三共株式会社 1 件， 113          千円
武田薬品工業株式会社 1 件， 111          千円
その他 4 件， 181          千円



心臓血管・高血圧内科学分野 総件数 152 件，総額 16,128      千円
〔内訳〕 MSD株式会社 1 件， 111          千円

アーリアメディカル株式会社 1 件， 111          千円
アクテリオン　ファーマシューティカルズジャパン株式会社 1 件， 150          千円
アステラス製薬株式会社 3 件， 434          千円
アストラゼネカ株式会社 4 件， 445          千円
かごしま保健医療福祉サービスを考える会 1 件， 20           千円
サノフィ株式会社 4 件， 280          千円
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 1 件， 100          千円
その他 13 件， 536          千円
トーアエイヨー株式会社 3 件， 90           千円
ノバルティスファーマ株式会社 3 件， 402          千円
バイエル薬品株式会社 4 件， 303          千円
ファイザー株式会社 2 件， 152          千円
フェリング・ファーマ株式会社 2 件， 223          千円
ブリストル・マイヤーズ　スクイブ株式会社 3 件， 222          千円
医療法人菊野会　菊野病院 1 件， 111          千円
株式会社ツムラ 1 件， 30           千円
株式会社日経BP 1 件， 111          千円
興和株式会社 5 件， 506          千円
鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 10           千円
鹿児島県国民健康保険団体連合会 1 件， 10           千円
鹿児島市南部保健センター 1 件， 14           千円
鹿児島市保健所 1 件， 50           千円
小野薬品工業株式会社 5 件， 505          千円
垂水市 5 件， 100          千円
川内市医師会立市民病院 1 件， 150          千円
大塚製薬株式会社 7 件， 560          千円
大日本住友製薬株式会社 1 件， 30           千円
第一三共株式会社 44 件， 6,569       千円
地方公務員災害補償基金鹿児島県支部 1 件， 30           千円
中外製薬株式会社 1 件， 115          千円
帝人在宅医療株式会社 3 件， 278          千円
田辺三菱製薬株式会社 5 件， 483          千円
日本べーリンガーインゲルハイム株式会社 3 件， 492          千円
日本ライフライン株式会社 2 件， 166          千円
日本高血圧協会鹿児島県支部 1 件， 50           千円
日本新薬株式会社 2 件， 223          千円
武田薬品工業株式会社 12 件， 1,904       千円
枕崎市役所 1 件， 50           千円

呼吸器内科学分野 総件数 48 件，総額 5,510       千円
〔内訳〕 MSD株式会社 3 件， 269          千円

アステラス製薬株式会社 1 件， 111          千円
アストラゼネカ株式会社 7 件， 881          千円
グラクソ・スミスクライン株式会社 7 件， 1,018       千円
サノフィ株式会社 6 件， 850          千円
その他 4 件， 131          千円
ノバルティス　ファーマ株式会社 1 件， 153          千円
杏林製薬株式会社 4 件， 488          千円
公益社団法人昭和会　今給黎総合病院 1 件， 50           千円
鹿児島県アレルギー疾患治療連絡協議会 1 件， 20           千円
鹿児島県立鹿児島盲学校 1 件， 17           千円
中外製薬株式会社 1 件， 117          千円
帝京大学医学部内科呼吸器アレルギー学 1 件， 129          千円
帝人在宅医療株式会社 1 件， 111          千円
日本イーライリリー株式会社 1 件， 111          千円
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 8 件， 1,054       千円

統合分子生理学分野 総件数 2 件，総額 67           千円
〔内訳〕 その他 2 件， 67           千円

生体情報薬理学分野 総件数 3 件，総額 615          千円
〔内訳〕 学校法人希望が丘学園　鳳凰高等学校 1 件， 300          千円

志學館大学 1 件， 150          千円
鹿児島女子短期大学 1 件， 165          千円

侵襲制御学分野 総件数 25 件，総額 1,567       千円
〔内訳〕 MSD株式会社 1 件， 111          千円

あゆみ製薬株式会社 1 件， 100          千円
エーザイ株式会社 1 件， 113          千円
エドワーズライフサイエンス株式会社 1 件， 111          千円
その他 8 件， 340          千円
ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 1 件， 10           千円
塩野義製薬株式会社 1 件， 56           千円
株式会社ツムラ 1 件， 34           千円
株式会社大塚製薬工場 1 件， 113          千円
丸石製薬株式会社 1 件， 111          千円
鹿児島県消防学校 2 件， 37           千円
小野薬品工業株式会社 1 件， 56           千円
第一三共株式会社 2 件， 168          千円
日本臓器製薬株式会社 2 件， 150          千円
富士フイルムメディカル株式会社 1 件， 56           千円



救急・集中治療医学分野 総件数 22 件，総額 1,811       千円
〔内訳〕 エーザイ株式会社 1 件， 79           千円

エドワーズライフサイエンス株式会社 1 件， 111          千円
その他 4 件， 270          千円
ニプロ株式会社 1 件， 100          千円
バクスター株式会社 1 件， 111          千円
旭化成ファーマ株式会社 3 件， 336          千円
一般社団法人日本血液製剤機構 2 件， 191          千円
公益財団法人原子力安全研究協会 2 件， 45           千円
済生会川内病院 1 件， 111          千円
鹿児島県消防学校 1 件， 24           千円
鹿児島県保険医協会 1 件， 50           千円
小野薬品工業株式会社 3 件， 269          千円
帝人ファーマ株式会社 1 件， 111          千円

歯科応用薬理学分野 総件数 6 件，総額 901          千円
〔内訳〕 鹿児島医療福祉専門学校　 1 件， 230          千円

その他 5 件， 671          千円

口腔生理学分野 総件数 2 件，総額 215          千円
〔内訳〕 鹿児島医療福祉専門学校 1 件， 195          千円

その他 1 件， 20           千円

歯科生体材料学分野 総件数 3 件，総額 247          千円
〔内訳〕 鹿児島医療福祉専門学校 1 件， 225          千円

日本歯科材料器械研究協議会 1 件， 10           千円
その他 1 件， 12           千円

咬合機能補綴学分野 総件数 1 件，総額 225          千円
〔内訳〕 鹿児島医療福祉専門学校 1 件， 225          千円

口腔顎顔面補綴学分野 総件数 7 件，総額 443          千円
〔内訳〕 学校法人　総持学園　鶴見大学 1 件， 24           千円

京セラ株式会社 1 件， 110          千円
鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 179          千円
鹿児島市保健所 1 件， 12           千円
その他 3 件， 117          千円

歯科保存学分野 総件数 11 件，総額 1,480       千円
〔内訳〕 ライオン歯科材株式会社 1 件， 100          千円

岩手医科大学 1 件， 48           千円
公共社団法人　医療系大学間共用試験実施評価機構 1 件， 20           千円
鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 896          千円
北海道医療大学 1 件， 10           千円
その他 6 件， 406          千円

歯周病学分野 総件数 2 件，総額 450          千円
〔内訳〕 鹿児島医療福祉専門学校 1 件， 300          千円

その他 1 件， 150          千円

顎顔面疾患制御学分野 総件数 16 件，総額 3,710       千円
〔内訳〕 株式会社ピカッシュ 3 件， 300          千円

公益社団法人鹿児島県歯科医師会 2 件， 180          千円
薩摩川内市歯科医師会 1 件， 100          千円
鹿児島医療技術専門学校 1 件， 936          千円
全国健康保険協会鹿児島支部 1 件， 1,240       千円
独立行政法人日本学術振興会 1 件， 20           千円
その他 7 件， 934          千円

口腔顎顔面外科学分野 総件数 17 件，総額 1,377       千円
〔内訳〕 医療系大学間共用試験実施評価機構 1 件， 10           千円

株式会社ツムラ 1 件， 57           千円
九州お茶ノ水会 1 件， 60           千円
公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構 2 件， 120          千円
産業医科大学 1 件， 6             千円
鹿児島医療福祉専門学校 1 件， 225          千円
東洋紡株式会社 1 件， 50           千円
その他 9 件， 848          千円

歯科麻酔全身管理学分野 総件数 1 件，総額 77           千円
〔内訳〕 その他 1 件， 77           千円

病理学分野 総件数 12 件，総額 512          千円
〔内訳〕 アジレント・テクノロジー株式会社 1 件， 50           千円

その他 6 件， 161          千円
佐賀県臨床細胞学会 1 件， 100          千円
産業医科大学 2 件， 45           千円
社会医療法人博愛会 1 件， 39           千円
中外製薬株式会社 1 件， 117          千円



放射線診断治療学分野 総件数 26 件，総額 2,115       千円
〔内訳〕 あすか製薬株式会社 1 件， 56           千円

アストラゼネカ株式会社 1 件， 111          千円
エーザイ株式会社 6 件， 548          千円
キャノンメディカルシステムズ株式会社 1 件， 111          千円
その他 4 件， 291          千円
バイエル薬品株式会社 3 件， 267          千円
株式会社フィリップス・ジャパン 3 件， 278          千円
公益財団法人原子力安全研究協会 1 件， 18           千円
小野薬品工業株式会社 1 件， 33           千円
第一三共株式会社 3 件， 278          千円
東京女子医科大学 1 件， 9             千円
日本イーライリリー株式会社 1 件， 113          千円

泌尿器科学分野 総件数 31 件，総額 3,358       千円
〔内訳〕 MSD株式会社 2 件， 337          千円

アステラス製薬株式会社 10 件， 1,020       千円
アストラゼネカ株式会社 2 件， 231          千円
その他 3 件， 273          千円
ノバルティス　ファーマ株式会社 4 件， 291          千円
バイエル薬品株式会社 2 件， 189          千円
ヤンセンファーマ株式会社 1 件， 50           千円
杏林製薬株式会社 2 件， 225          千円
学校法人原田学園　鹿児島医療技術専門学校 1 件， 288          千円
協和キリン株式会社 1 件， 111          千円
小野薬品工業株式会社 1 件， 113          千円
中外製薬株式会社 1 件， 117          千円
扶桑薬品工業株式会社 1 件， 111          千円

分子腫瘍学分野 総件数 6 件，総額 509          千円
〔内訳〕 学校法人すみれ学園　鹿児島医療工学専門学校 1 件， 105          千円

産業医科大学 2 件， 45           千円
その他 3 件， 359          千円

口腔病理解析学分野 総件数 2 件，総額 458          千円
〔内訳〕 その他 2 件， 458          千円

顎顔面放射線学分野 総件数 5 件，総額 430          千円
〔内訳〕 鹿児島医療福祉専門学校 2 件， 180          千円

その他 3 件， 250          千円

心臓血管・消化器外科学分野 総件数 8 件，総額 496          千円
〔内訳〕 アボットメディカルジャパン株式会社 1 件， 111          千円

エドワーズライフサイエンス株式会社 1 件， 56           千円
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 1 件， 100          千円
その他 3 件， 84           千円
トーアエイヨー株式会社 1 件， 30           千円
中外製薬株式会社 1 件， 115          千円

呼吸器外科学分野 総件数 10 件，総額 927          千円
〔内訳〕 CSLベーリング株式会社 1 件， 111          千円

アストラゼネカ株式会社 1 件， 113          千円
コヴィディエンジャパン株式会社 3 件， 261          千円
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 3 件， 250          千円
小野薬品工業株式会社 1 件， 89           千円
大鵬薬品工業株式会社 1 件， 102          千円

消化器・乳腺甲状腺外科学分野 総件数 30 件，総額 2,105       千円
〔内訳〕 オリンパス株式会社 1 件， 125          千円

サノフィ株式会社 1 件， 100          千円
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 1 件， 50           千円
その他 8 件， 200          千円
テルモ株式会社 1 件， 110          千円
ノバルティス　ファーマ株式会社 1 件， 102          千円
旭化成ファーマ株式会社 2 件， 167          千円
科研製薬株式会社 2 件， 91           千円
株式会社ヤクルト本社 1 件， 103          千円
鹿児島県くらし保健福祉部 3 件， 49           千円
大鵬薬品工業株式会社 1 件， 102          千円
第一三共株式会社 2 件， 250          千円
中外製薬株式会社 5 件， 545          千円
日本イーライリリー株式会社 1 件， 111          千円

小児外科学分野 総件数 13 件，総額 1,463       千円
〔内訳〕 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 1 件， 100          千円

その他 5 件， 683          千円
テルモ株式会社 1 件， 110          千円
テレフレックスメディカルジャパン株式会社 1 件， 100          千円
一般社団法人　AMUSE 1 件， 100          千円
株式会社アムコ 1 件， 111          千円
鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 89           千円
小野薬品工業株式会社 1 件， 113          千円
藤本製薬株式会社 1 件， 56           千円



臨床腫瘍学講座 総件数 6 件，総額 357          千円
〔内訳〕 EAファーマ株式会社 1 件， 79           千円

鹿児島市立病院 1 件， 50           千円
社会医療法人博愛会 1 件， 20           千円
大鵬薬品工業株式会社 1 件， 50           千円
第一三共株式会社 2 件， 157          千円

漢方薬理学講座 総件数 5 件，総額 670          千円
〔内訳〕 クラシエ薬品株式会社 5 件， 670          千円

システム血栓制御学講座 総件数 12 件，総額 1,108       千円
〔内訳〕 TTMフォーラム 1 件， 78           千円

その他 1 件， 111          千円
旭化成ファーマ株式会社 2 件， 193          千円
一般社団法人日本血液製剤機構 1 件， 79           千円
株式会社シノテスト 1 件， 70           千円
株式会社ツムラ 2 件， 225          千円
鹿児島県くらし保健福祉部 3 件， 269          千円
鹿児島県難病相談・支援センター 1 件， 83           千円

心血管病予防分析学講座 総件数 11 件，総額 657          千円
〔内訳〕 ファイザー株式会社 2 件， 156          千円

興和株式会社 1 件， 33           千円
第一三共株式会社 4 件， 249          千円
株式会社三和化学研究所 1 件， 56           千円
大塚製薬株式会社 1 件， 33           千円
その他 2 件， 130          千円

医療関節材料開発講座（京セラ） 総件数 1 件，総額 19           千円
〔内訳〕 鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 19           千円

地域医療・健康医学講座 総件数 5 件，総額 353          千円
〔内訳〕 アストラゼネカ株式会社 1 件， 34           千円

センチュリーメディカル株式会社 1 件， 11           千円
持田製薬株式会社 1 件， 35           千円
鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 218          千円
帝人ファーマ株式会社 1 件， 56           千円

がん病態外科学講座 総件数 16 件，総額 1,600       千円
〔内訳〕 オリンパス株式会社 1 件， 69           千円

その他 1 件， 113          千円
ブリストル・マイヤーズ　スクイブ株式会社 5 件， 561          千円
小野薬品工業株式会社 3 件， 334          千円
大鵬薬品工業株式会社 1 件， 51           千円
中外製薬株式会社 1 件， 58           千円
日本イーライリリー株式会社 2 件， 189          千円
日本化薬株式会社 2 件， 225          千円

　・原稿執筆料・監修料等 総件数 33 件，総額 3,085       千円
衛生学・健康増進医学分野 総件数 2 件，総額 102          千円

〔内訳〕 産業医学振興財団 1 件， 92           千円
鹿児島県国民健康保険団体連合会 1 件， 10           千円

消化器疾患・生活習慣病学分野 総件数 2 件，総額 211          千円
〔内訳〕 アッヴィ合同会社 1 件， 111          千円

ガデリウス・メディカル株式会社 1 件， 100          千円
件， -             千円

糖尿病・内分泌内科学分野 総件数 6 件，総額 478          千円
〔内訳〕 バイエル薬品株式会社 1 件， 31           千円

小野薬品工業株式会社 1 件， 111          千円
大日本住友製薬株式会社 1 件， 113          千円
武田薬品工業株式会社 2 件， 116          千円
その他 1 件， 106          千円

疫学・予防医学分野 総件数 1 件，総額 5             千円
〔内訳〕 日本疫学会 1 件， 5             千円

血液・膠原病内科学分野 総件数 2 件，総額 171          千円
〔内訳〕 ノバルティス　ファーマ株式会社 2 件， 171          千円

心身内科学分野 総件数 2 件，総額 80           千円
〔内訳〕 CSZ株式会社 1 件， 10           千円

南日本新聞開発センター 1 件， 70           千円

生殖病態生理学分野 総件数 2 件，総額 285          千円
〔内訳〕 エルゼビア・ジャパン株式会社 1 件， 230          千円

テルモ株式会社 1 件， 55           千円

口腔微生物学分野 総件数 1 件，総額 18           千円
〔内訳〕 その他 1 件， 18           千円



脳神経外科学分野 総件数 1 件，総額 82           千円
〔内訳〕 ファイザー株式会社 1 件， 82           千円

眼科学分野 総件数 5 件，総額 832          千円
〔内訳〕 ノバルティス　ファーマ株式会社 2 件， 102          千円

日本アルコン株式会社 2 件， 195          千円
その他 1 件， 535          千円

皮膚科学分野 総件数 2 件，総額 112          千円
〔内訳〕 日本イーライリリー株式会社 2 件， 112          千円

整形外科学分野 総件数 1 件，総額 111          千円
〔内訳〕 社会医療法人天陽会 中央病院 1 件， 111          千円

血管代謝病態解析学分野 総件数 1 件，総額 111          千円
〔内訳〕 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 1 件， 111          千円

心臓血管・高血圧内科学分野 総件数 1 件，総額 56           千円
〔内訳〕 その他 1 件， 56           千円

呼吸器内科学分野 総件数 2 件，総額 40           千円
〔内訳〕 エルゼビア・ジャパン株式会社 2 件， 40           千円

口腔顎顔面外科学分野 総件数 1 件，総額 266          千円
〔内訳〕 その他 1 件， 266          千円

消化器・乳腺甲状腺外科学分野 総件数 1 件，総額 124          千円
〔内訳〕 その他 1 件， 124          千円

　・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ等業務委託費 総件数 117 件，総額 11,786     千円
衛生学・健康増進医学分野 総件数 3 件，総額 35           千円

〔内訳〕 鹿児島市 1 件， 11           千円
鹿児島労働局 2 件， 24           千円

消化器疾患・生活習慣病学分野 総件数 9 件，総額 596          千円
〔内訳〕 アッヴィ合同会社 1 件， 56           千円

その他 1 件， 50           千円
鹿児島県くらし保健福祉部 4 件， 349          千円
鹿児島県医師信用組合 1 件， 7             千円
鹿児島市 1 件， 34           千円
大正富山医薬品株式会社 1 件， 100          千円

糖尿病・内分泌内科学分野 総件数 5 件，総額 498          千円
〔内訳〕 ノボ　ノルディスク　ファーマ株式会社 1 件， 150          千円

興和株式会社 1 件， 111          千円
鹿児島市 1 件， 11           千円
第一三共株式会社 2 件， 225          千円

件， -             千円

疫学・予防医学分野 総件数 7 件，総額 123          千円
〔内訳〕 鹿児島県くらし保健福祉部 4 件， 40           千円

鹿児島県産業廃棄物専門委員会 2 件， 30           千円
全国健康保険協会　鹿児島支部 1 件， 54           千円

医療システム情報学分野 総件数 2 件，総額 70           千円
〔内訳〕 その他 2 件， 70           千円

血液・膠原病内科学分野 総件数 5 件，総額 690          千円
〔内訳〕 ノバルティス　ファーマ株式会社 2 件， 202          千円

ヤンセンファーマ株式会社 1 件， 100          千円
第一三共株式会社　 1 件， 307          千円
武田薬品工業株式会社 1 件， 82           千円

精神機能病学分野 総件数 1 件，総額 10           千円
〔内訳〕 その他 1 件， 10           千円

医歯学教育開発センター 総件数 2 件，総額 52           千円
〔内訳〕 公益社団医療系大学間共用試験実施評価機構 1 件， 10           千円

その他 1 件， 42           千円

歯科医学教育実践学分野 総件数 1 件，総額 50           千円
〔内訳〕 その他 1 件， 50           千円

生殖病態生理学分野 総件数 3 件，総額 30           千円
〔内訳〕 鹿児島県くらし保健福祉部 2 件， 20           千円

その他 1 件， 10           千円

小児科学分野 総件数 4 件，総額 76           千円
〔内訳〕 鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 10           千円

鹿児島市立病院 1 件， 20           千円
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 1 件， 36           千円
その他 1 件， 10           千円



予防歯科学分野 総件数 3 件，総額 30           千円
〔内訳〕 鹿児島県くらし保健福祉部 2 件， 20           千円

その他 1 件， 10           千円

国際離島医療学分野 総件数 1 件，総額 20           千円
〔内訳〕 鹿児島県アジア・太平洋農村研修センター 1 件， 20           千円

形態科学分野 総件数 1 件，総額 20           千円
〔内訳〕 医療系大学間共用試験実施評価機構 1 件， 20           千円

脳神経内科・老年病学分野 総件数 3 件，総額 551          千円
〔内訳〕 サノフィ株式会社 1 件， 187          千円

鹿児島県難病相談・支援センター 1 件， 14           千円
帝人ファーマ株式会社 1 件， 350          千円

眼科学分野 総件数 17 件，総額 2,440       千円
〔内訳〕 アラガン・ジャパン株式会社 1 件， 150          千円

その他 1 件， 80           千円
バイエル薬品株式会社 7 件， 1,250       千円
千寿製薬株式会社 3 件， 410          千円
中外製薬株式会社 5 件， 550          千円

皮膚科学分野 総件数 1 件，総額 111          千円
〔内訳〕 その他 1 件， 111          千円

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 総件数 4 件，総額 282          千円
〔内訳〕 ノバルティス　ファーマ株式会社 1 件， 75           千円

鹿児島県医師信用組合 1 件， 7             千円
富山化学工業株式会社 2 件， 200          千円

リハビリテーション医学分野 総件数 4 件，総額 122          千円
〔内訳〕 鹿児島県医師信用組合 1 件， 7             千円

帝人ファーマ株式会社 2 件， 108          千円
その他 1 件， 7             千円

血管代謝病態解析学分野 総件数 2 件，総額 63           千円
〔内訳〕 株式会社LSIメディエンス 1 件， 56           千円

鹿児島県医師信用組合 1 件， 7             千円

心臓血管・高血圧内科学分野 総件数 3 件，総額 104          千円
〔内訳〕 鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 14           千円

垂水市 1 件， 60           千円
その他 1 件， 30           千円

呼吸器内科学分野 総件数 11 件，総額 1,952       千円
〔内訳〕 グラクソ・スミスクライン株式会社 4 件， 917          千円

その他 1 件， 250          千円
ノバルティス　ファーマ株式会社 6 件， 785          千円

生体情報薬理学分野 総件数 2 件，総額 250          千円
〔内訳〕 その他 2 件， 250          千円

侵襲制御学分野 総件数 3 件，総額 1,707       千円
〔内訳〕 鹿児島県医師信用組合 1 件， 7             千円

その他 2 件， 1,700       千円

救急・集中治療医学分野 総件数 2 件，総額 734          千円
〔内訳〕 小野薬品工業株式会社 2 件， 734          千円

顎顔面疾患制御学分野 総件数 1 件，総額 20           千円
〔内訳〕 その他 1 件， 20           千円

放射線診断治療学分野 総件数 1 件，総額 50           千円
〔内訳〕 その他 1 件， 50           千円

泌尿器科学分野 総件数 3 件，総額 358          千円
〔内訳〕 バイエル薬品株式会社 1 件， 111          千円

鹿児島県医師信用組合 1 件， 7             千円
その他 1 件， 240          千円

顎顔面放射線学分野 総件数 1 件，総額 18           千円
〔内訳〕 その他 1 件， 18           千円

呼吸器外科学分野 総件数 4 件，総額 61           千円
〔内訳〕 一般社団法人　日本医療安全調査機構 1 件， 30           千円

鹿児島県くらし保健福祉部 2 件， 21           千円
鹿児島市立病院 1 件， 10           千円

消化器・乳腺甲状腺外科学分野 総件数 4 件，総額 49           千円
〔内訳〕 鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 10           千円

鹿児島県医師信用組合 1 件， 7             千円
その他 2 件， 32           千円



漢方薬理学講座 総件数 2 件，総額 484          千円
〔内訳〕 クラシエ薬品株式会社 2 件， 484          千円

システム血栓制御学講座 総件数 1 件，総額 50           千円
〔内訳〕 一般財団法人　化学及血清療法研究所 1 件， 50           千円

がん病態外科学講座 総件数 1 件，総額 79           千円
〔内訳〕 第一三共株式会社 1 件， 79           千円

④その他の費用
　・接遇等費用 総額 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・講師謝金等の合計


