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平成14年度寄附者御芳名

　　（平成14．4．1～15．3．31）

寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額

寄付金に シェリング・プラウ㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 5，000，000 5，000，000

関する事項 冒　曽　冒　冒　胃　冒一　r　－一　一　山幽齢　一一　’　一一　一　一一　一　罰　w　一一　一　一　幽一　一　一一　一　一一　一　一一

（平成14年度） 住友製薬㈱

黶@一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　■　一一　7　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　■　一■　■　一－　一　π一π　r了

　　　　　〃
黶@一　一　一　一一　齢一一　噛　一一一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　■　一■　冒　一■　一　■■　一　一P　一　一■

　500，000 　500，000

アベンティス・ファーマ㈱ ク 4，000，000 4，000，000

一　■　一　一　一　■冒　一　一一　一　冒π　了　π冒　7　凸幽　一　一一　一　一　一　一　一一　一　■一　一　一一　一　一■　一　一冒 「　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　齢　幽　　魑　　一　一　　一　　一　　幽　　’　　山　　一　　山　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　一　　一　　一　　一

黒石富久 〃 200，000 200，000

τ　－　一　’　齢　齢一　一　一一　一　一一　一　一■　冒　一■　一　一■　■　■　旧　了　一一　一　一幽一　一一　一　一一一　一一

潟сNルト本社

一　一　一　一　一　一　■　一一　曽　冒尼W　T－　7　冒曜　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　－　一冒

@　　　　〃 W，000，000 W，000，000

ブリストル薬㈱ ク 1，999，475 1，999，475

一　一　一　一　一　■一　一　一一　一　一一　■　π一　一　一一　一　齢一　一　齢一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一■　一一 一　■　■　一冒　一　四一　P　一一一　’一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　■　冒一　，　一一　一　罰π　¶　一一

古河　洋 〃 300，000 300，000

’　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　『　　一　　一　　■　　一　　一　　冒　　羽　　冒　　r　　r　　脚　　一　　一　一　　一　　一　’　　一　　一　　一　　一　　一 ．一　一　一　一　一　一　一一噛　一一　一　冒一　■　冒π　－　一一　一　一　一　一　一一　一　一　一　一　一一　「　一一　一　一一　一　一■

大鵬薬品工業㈱ 〃 5，000，000 5，000，000

一　一　一　一　一　一　一　一　一一　■　一一　■　一π　一　一’　一　一　一一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一冒　■“ 「　　一　　一　　冒　　一　　一　　一　　，　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　■　　冒　　一　　－　　h　　一　　π　　－　　幽　’　　一　　一　　一

ブリストル製薬㈱ 〃 525 525

一　幽　一　一　一　一一　一　一一　一　一■　一　一一　一　■一■　一■　■　■　－　冒　窄一　一　一’唖　一一　一　一一　一　一一　■一　一　■　一一　一冒Wr　一一　’　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一■　、　一一　一　■w　■　一一

日本ワイスレダリー㈱ 〃 2，000，000 2，000，000

一　一　冒一　■　一山　一　’一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一　一　一　一一　■　旧冒　7　羽一　一　一一　一　唖一
＿＿一一一一一一一＿一一一一一一一一一一一一＿一一一＿一、一一一ご一一一一

日本化薬㈱ 〃 1，000，000 1，000，000

一　一　一　一　一　■一　旧　一一　一　一一　一　凹一　幽　一一一　一一　一　一　一　一　■一　一　一一π　冒一　丁　一〒　一　一一 ．’　一　一　一一　一一一　一　一一　一　一■　冒　一一　一　一一　冒　－　7　一　”　一　’幽　齢　齢一　㌧　一一　一　一一　一　一一

ブリストル製薬㈱ 〃 400，000 400，000

一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　冒　一旧　一　一一　一　一　「　一　一一　一　一一　一　一一　一　■冒　π　r羽

アベンテイス・ファーマ㈱ 〃 25，000，000 25，000，0⑩

闇　一　一　一　一　一一　一　一一　一　■　一　一　一幽　一　一一　一　一一　一　一　一　一　■　一　一　一一　一　冒一　一　一一　一　一一

日本イーライリリー㈱ 〃 400，000 400，000

一　一　一　一　一　山’　幽　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　冒一　一　冒　而　了　一一　一　一一　一　一一　一　一■　一　” 「一一 @一齢一　一　一一一　一一一　一一　一　一　一　一　一一　一　■　一　一　一一　一　■冒　一　■■　－　r一　π　一一　一　一一　一

協和発酵工業㈱ 〃 200，000 200，000

四　一　一　一　一　一一　π　π冒　一　一”　一一　一　一一　一　一一　一　一　「　一　一　一　一　一r　－　W一　一　一一　一　一 ．　一　■　■　一冒　－一一一　噂一　一　一一　一　一7　一　ππ　冒　一　一　一　一一　’　一幽　凹　幽一　一　一一　一　一一　一　一一

藤沢薬品工業㈱ 〃 200，000 200，000

一　齢　一　一一　一一　一　一一　一　一一　一　■■　一　一■　冒　一一　一　■　「　冒　■　一　一　一一　一　一凹　一　一一　一　一一 ．冒　π　－r－　一　一一”一一　一一　一　一一　一　r一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一

ヤンセンファーマ㈱ 〃 200，000 200，000

一　一　■　一　π　T一　一　一’　→　一一　一　山山　幽　一’　幽　幽一　一　山　、　一　一齢　幽　一一　一　一一　一　一一　一　冒 π　　一　　一　　一　　一　一　　’　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■ 一　　一　　一　　”　　一　　一　　一　　一　　π　　－　　一　　一　　’　　、　　一　一

アベンテイス・ファーマ㈱ 〃 17，000，000 17，000，000

一55一



寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額

寄付金に アベンテイス・ファーマ㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 9，000，000 9，000，000

関する事項

（平成14年度） 日本ロシュ㈱

Vェリング・プラウ㈱

　　　　　　〃

@　　　　　ク

　600，000

@200，000

　600，000

@200，000
匿　■　■　一　■■　闇　冒一　一　一胃　一　冒－　一　一一　一　一一　一　r　一　一　一丁　一　冒■　■　旧■　冒　一■　一　■■　■　一π　一

日本ワイスレダリー㈱ 〃 200・009 200，000

一　一　一　一　一　一一　一　一一　齢　一一　一　齢一　一　一一　’　一一　一　一一　一　一π一　一■　一　冒一　冒　一一　一　一一

㈱ヤクルト本社 ク 1，000，000 1，000，000

τ　¶　冒　一　■冒　一　冒一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一■　一　一　一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■■　一　■　一　一

㈱隻午 〃 500，000 500，000

エーザイ㈱ 〃 200，000 200，000

一　一　一一　7－¶　■　曜　一　冒■　一　一■　一　■一　一　■一　冒　一　一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　匿

アストラゼネカ㈱ 〃 100，000 100，000

大鵬薬品工業㈱ 〃 10，000，000 10，000，000

小林製薬㈱ 〃 5，000，000 5，000，000

住友製薬㈱ 〃 300，000 300，000

一　一　一　一　一　一一　幽　一’　一　一一　一〒一　了　7π　冒　曜一　一　一　一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　．　一　一一　一一山　一一　山　一一　一　一一　一　一一　一　一一　7　一　π　一　－冒　■　π冒　一　■　一　一一一　一　一一　一　一■　一

武田薬品工業㈱ 〃 200，000 200，000

一　一　一　一　齢　’齢　一　一一　T　rπ　冒　一冒冒　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一　一　一一一　一　一一　一　’幽

大鵬薬品工業㈱ 〃 3，000，000 3，000，000

尼　一　■　■　■　一一　一　一一　一　■一　一　一一　一　一一　臨　一　一　一　一　一　一　一一一　一一　一　旧■　＿　一■　一　一一

アベンテイス・ファーマ㈱ 〃 10，000，000 10，000，000

一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一凹　唖　一　一　一　凹　一　一　齢一　齢　一一　一　一一　丁　曜冒　－　一一　一

田中さ川上 〃 10，000 10，000

一π　一　一　一　一一　山　一－　－　π冒　一　一一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一一－　一一　一　一一　一　一一　一　一

アベンテイス・ファーマ㈱ 〃 5，500，000 5，500，000

一　一　丁一　π　■冒■　一一　一　一一一　一一　一　一一7　r冒一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　■　一　一一　一一一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一一　一一　一　－而　π　一一　一

小嶋千鶴子 〃 1，000，000 1，000，000

一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　而　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　w　一　一　■　一　一　一　■　　．　一　一　■　一　一　■　■　一　“　冒　■　一　冒　冒　π　w　－　冒　”　w　一　冒　r　一　一　■　冒　一　■　■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　冒　一

ブリストル製薬㈱ 〃 300，000 300，000

一　一　■　■　冒　一一　一　一一■　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　胃一一　■■　一　一一　一　一一　一　一一

第一製薬㈱ 〃 800，000 800，000

一　了　旧　而　■　7一　π　■“　π　一一　一　冒■　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一一一　一　－冒　一　一一 一　一　一　一　一一　一　一一　一　■一　■　一一　一　一冒　一　■一　一　一　一　■　一一　一　■　一　一　一一　一一一　一　一一　一　一－■

ブリストル製薬㈱ 〃 1，000，000 1，000，000

一56一



寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額

寄付金に アベンテイス・ファーマ㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 5，500，000 5，500，000

関する事項 一　一　齢　一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一　一　一　■一　一　一一　■　“　一　一　■π　■　一一　一　冒一■　■　一　一　一一 一　一　一　■　■冒－　噌P一　一一　一　一一　一　π－　一　罰■　■　一　一　一　冒冒　－　－“　冒　旧■　■　一一　一　一一　一　■　一　一

（平成14年度） ファルマシア㈱ 　　　　　　〃 10，000，000 10，000，000

ファルマシア㈱ 〃 5，000，000 5，000，000

大阪薬研㈱

一　一一　幽　一一一　幽一　一　一一一一一　一　一山　一　一－　一　一　丁　〒　一一　丁　一一　－　冒冒　一　■■　一　一π一　■■　一

@　　　　　〃 @　30，000 　　30，000

飼阪大微生物病研究会

　　　　　　　　　　　　齢　　　齢　　　一　　　一　　　一　　’　　一　　　一　　山　　’　　　齢　　一　　山　　一　　一　　　”　　一　　　齢　　　山　　山　　　一　　　一　　一　　　一　　　一　　一　　　－　　　一　　一　　　一　　　一　　π　　　旧　　　一　　一　　　一　　　丁　　一　　　冒　　　丁　　一　　　了

@　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
黶@一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　■　一　一　一　一■　一　一冒一　π■　一　一一　冒　冒一　冒　■一π　一　一　一　■罰　冒　冒一　一　一■　■　一一　■　■■　■　一一　一

@500，000 　500，000

㈱ユヤマ医理科 〃 30，000 30，000

■　一　一　一　一　■　一　一　■一　一　一一　一　一■　冒　■■　一　■一　一　一一一　一一　一　■一　一　一一　一　一旧　－　■剛

㈱コーガク 〃 50，000 50，000

㈱新大阪商会 〃 30，000 30，000

一　■　一　■　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一■　冒　－　冒　丁　一〒－　冒一一　一－　7　一－　一　一冒 r■　一　一　－一■　冒冒7　冒一　π冒一　π　一－　胃　冒r一　一　曜　一　暫－　一　－π　“　一一旧　一冒　7　”－　－　π■　冒

匿名有志 〃 30，000 30，000

一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　■　一一　一　一　一　冒　一一　一　■一　一　一一　一　一一　一　一一 一　一　一　一　一一　一　一一一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一　一　一　■一■　■一　一　一一　一　一一　一　冒■　一　一一　■

協和発酵工業㈱ ク 10，000，000 10，000，000

一　一　一　一　一　一一　一　■一　一　一　一　「　一一　一　一一　一　一一　一　曜　π　一　一冒　－　〒π　－　－一7　－－一　一一

インビトロジェン㈱ 〃 50，000 50，000

一　■　一　一　■冒一　一一　一　一一冒一一　一　一一　一　■■　■　■　一　一　一一　一　一■　一　■■　一　一一　一　一一　一　一一　一

日本カンタムデザイン㈱ 〃 50，000 50，000

一　一　一　■　π　一W　－　w曜　w　π冒　”　－一　一　一一　F　一一　一　一　一　一　一一一　一一　一　一一一　一一　一　一幽

八州薬品㈱ 〃 30，000 30，000

一　一　一　一一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　■　一一　一　一一　一　一　一　一　一一冒　一一■　一一　一　一一　■　一一 匿　一　一　一　一一　一　一一一　一■　一■一　一　一一　一　■一一　一　一　一　一■　一　一一　■　一一一　一一　■　一一一　一■　一

シェリング・プラウ㈱ 〃 5，000，000 5，000，000

■　一　■　一　一　一一　一　■一　■　一一　一　一一　一　一■　闇　■一　w　－π　r　一，　P　r’　一　－山　一　午一　凹　齢一 一　一齢’　一一　一　唖一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一一一　一　凹一　一　一一　一　一一　一　一一　幽　一冒冒

㈱トミー精工 〃 50，000 50，000

一　一　’　一　幽　一山　一　一一唖　一一　一　唖一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一■　一　一一一■一 一　一一　一　■冒一　冒旧　W　－－π　π一　冒　一－　一　－－　π　－　－冒　一一　“　一“　一　■一　一　一一　一　一一　一　一一　一

三和理研㈱ 〃 49，685 49，685

一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■　一　一　■一　一　一一　一　冒一■　冒一　一　一四 π冒　一　P一一　’　一一齢　一噂一一一　一　一一　一　一一一　一　一　一　一一　｝　噂凸　一　冒π冒　一一　■　冒■　■　一一　一

㈱エス・アールエル 〃 60，000 60，000

ブリストルマイヤーズ㈱ 〃 10，000，000 10，000，000

匿　一　一　一　一　一■　一　■一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一■　一　一一 一　一一　一　一一　一　一■　一　一■　一　一■　一　一一一　一一　一　■　一　一　一一　一　■一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一

㈲がん薬物療法研究会 〃 6，000，000 6，000，000

一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　〒－　π　一　冒　了　「一　丁　7暫　π　π一■　冒一　一　冒冒 π一　一　一→一　幽　一凹　一　一一一　一一　一　一一　一　一　一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一－　一　一一　■　一■　一　一■　一

ファルマシア㈱ ク 30，000，000 30，000，000

一57一



寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額

寄付金に ㈱ヤクルト本社 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 5，000，000 5，000，000

関する事項 一　一　一　一　一　一一　一　幽一　一　一冒　旧　π■　一　一■　冒　■■　■　罰　冒　T　h一　一　一一　一　一一一　一一　一　一一

（平成14年度） 小林製薬㈱

ｽ　一　一　一　一　冒一　一　一■　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　■　一一

　　　　　　〃
D■　一　一　一一　一　一一一　一一　一　一一　一　一■　冒　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　冒

　5，000，000 5，000，000

㈲がん薬物療法研究会 〃 5，000，000 5，000，000

武田薬品工業㈱

尼　一　一　一　一　一一　■　■　一　一　一一　■　一一　一　一一　一　■■　■　一　一　■　一四　一　冒一　旧　一r　四　一一　■　一一　■　一　一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■■　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
ｽ　一　一　一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■■　■　一　一　一　一一　一　一一一　一一　一　一一　■　一一　■　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一’　一　’山　一　一一　一　一一　一　一一　一

@　600，000 　600，000

第一製薬㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 　　600，000 　600，000

小林製薬㈱ 　　　　　　〃 　5，000，000 5，000，000

協和発酵工業㈱ 〃 300，000 300，000

一58一


