
Title 平成15年度寄附者御芳名

Author(s)

Citation 癌と人. 31 p.54-p.60

Issue Date 2004-05-10

oaire:version VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/23694

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



平成15年度寄附者御芳名

　　（平成ユ5．4．1～ユ6．3．31）

（単位　円）

寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額

寄付金に 日本イーライリリー㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 300，000 300，000

関する事項 一　一一一　冒冒，　一一　一　一一　齢　’一　一　一一　一　一一　一　、　一　r　r’　一　一一　一　■一　－　一’　凹　一■　一　一一

（平成15年度） 住友製薬㈱ ク 300，000 300，000

一　一■　■　一一一　一一　一　一一　〒一一　一　一一　一　一　一　一　ヤー　一　一一　一　一一　一　冒一　7一一　一　一■　一　一冒

ブリストルマイヤーズ㈱、 〃 5，000，000 5，000，000

一　一一　一　冒■P　T一　一　一一　’　一一　一　一一　一　一一　一　”一　山　一一　一　一一　■　一■　一　r一　一　幽一　一　一一　一

日本ワイスレダリー㈱ 〃 300，000 300，000

一　一一　一　一一一　一一　一　一　一　一　一一　一　■”　一　一一　一　魍一　一　■　一　一　一一　冒　一一　π　一一　一　一凹　一　一一

㈱ヤクルト本社 〃 1，500，000 1，500，000

一　■一　π　－一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　■■　一　w一　一　一一　一　一一　一　一冒w　一一　一　一一　一　一 一　一一　一　■■摺　〒一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一冒　一　曽一　一　一一　一　山一　一　一一　一　一一　一　一冒　一　■　－

シェリング・プラウ㈱ 〃 300，000 300，000

冒　一一　一　一一一幽一　一　一一　一　一　一　一　一－　一　一一　一　一圏　一　一一　一　一　一　一　一一　冒　π一　一　一　一　一　一　一

塩野義製薬㈱ 〃 3，000，000 3，000，000

ブリストルマイヤーズ㈱ ク 5，000，000 5，000，000

ブリストルマイヤーズ㈱ 〃 2，000，000 2，000，000

中外製薬㈱ 〃 900，000 900，000

一　一一　一　一一　一　一　一　一　冒冒　一　＿r　一　一一　一　一　山　一　一一　一　一一　一　一一■　一一　冒　一丁　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　一一　一　一一　一　一一　一　一一　■　一π　〒

ブリストルマイヤーズ㈱ 〃 300，000 300，000

一　一一　■　一一〒　一一　山　一一　一　一一　一　一一　一　冒一　冒　一一　一　’凹　一　一一　一　一　一　冒　一一　冒　一一　山　一一

㈱ヤクルト本社 〃 ！0，000，000 10，000，000

一　一　一一　一　■冒　一　■　－　一　一一　一　齢一　一　一　一　一　一　一　■　w一　一　’一　一　一一一　一一　一　一一　一　一冒 胴　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　一一　一　一一

ファルマシア㈱ 〃 2，000，000 2，000，000

一　冒　七一　r　一一　一　一凹　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　一冒　一　冒一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　■　一　■　胃r　一　一一　一　一一　一　一一 一　　一　　冒　　π　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一

キューティック㈱ 〃 200，000 200，000

一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一w　駈　一一　甲　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一■冒　一罰　一　’一　一　一 一　一一　一　■■一　冒一　一　一一　一　■π　T　一一一　一一　一　一一　一　一一　冒　■■　7　一一　圏　齢一　一　一一　一　一　一

中外製薬㈱ 〃 2，000，000 2，000，000

一　一一　一　一一　r　－T　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　¶T

湧永製薬㈱ ク 100，000 100，000

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　冒　「■　一　一　一■　旧　π　一　一 一　一齢　一　一一一　一胃r　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一■　一　一一　一　一一　一　一耐　一　r一　一　一一　一　一一

協和発酵工業㈱ 〃 5，000，000 5，000，000

r　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　「　一一　一　一一　一　一一　一　一■　一冒冒　一　一一　一　一山　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■　胃　π一　一　”π　“　一一　■　一冒　π　一一　一　一一 一　一　一　一　一　一　一　一　一　由　7　一　一　一　一　一　一

㈱新日本化学 〃 100，000 100，000

一54一



寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額

寄付金に 中外製薬㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 7，500，000 7，500，000

関する事項 一　甲唖　一　一一　一　一一　一　■一一　耐w　一　一一　一　一一　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　一一一唖幽　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一一　一　一■　一　一π　－　π一　■　冒”　π

（平成15年度） 側）化学物質評価研究機構 〃 100，000 100，000

一　一　一一　一　旧冒　一　旧　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　7　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一■　一　一一　一

ブリストルマイヤーズ㈱ 〃 1，000，000 1，000，000

一　一一　’　山一　幽　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　冒一　一　一冒　一　一■一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一胃　一旧　π　冒一　一　一一　一　齢一　一　一一　一　一一　一

ゼリア新薬工業㈱ 〃 200，000 200，000

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　一一　一　一一　■　一一一　一一　一冒一 “　冒一　■　一冒　π　一一一　一一一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一冒　π　一一　一　r一　一　一一　一　一一　冒

㈱三菱化学安全化学研究所 〃 100，000 100，000

一　一　一胃　W　一“　一π－　一　一一　一　一一　一　一一　幽　一圏　一一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　＿一　一　一一 一一　一　一冒　一　一冒一　一一冒一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■一　W　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一

八洲薬品㈱ 〃 100，000 100，000

一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一一　一一　一　一一　一　一国　¶　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　一一　一　π一　一　一π　冒　旧一　7　－7　一　一一　一　幽一　一一一　一

三菱ウェル・ファーマ㈱ 〃 300，000 300，000

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■　一　一一一　一一旧　旧胃 π冒　π　一7　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　一　冒一　■　■一　一

住友化学工業㈱ ク 100，000 100，000

π　一一　π　r－　－　一一　一　’一　’　山一　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　一冒冒　一一罰　r冒　－一－　r　一一　一　一一　”一　一　一一　一　一一　幽　一一　一　一一　一　一一　一

住友製薬㈱ 〃 30，000，000 30，000，000

一　一　一一　一　一■　一　冒旧　π　一一一　一一　一　幽一　齢　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　旧■　耐　π一　丁　一－　一　r一　一　一一　一　一一　一　齢齢　凹　一一　一一一　一

三栄源エフ・エフ㈱ ク 300，000 300，000

一　一一　一　一一　一　一　一　■　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

小林製薬㈱ 〃 5，000，000 5，000，000

一　一一　一　一　一　一　冒一　一　一■　冒　冒π　了　冒〒　一　一一　山　’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　一冒一　一胃　冒π冒　一　一一　一　一一　－　一一　一　一山　山　一齢　一　一凹　一　一一　一　一一　一

東京フードテクノ㈱ 〃 100，000 100，000

一　旧¶　冒　罰π　－　〒一　一　一齢　幽　一一　齢　一一　一　一一　一　一一　一　■■　一　一一　一　一■　一　■　一　冒一n 一π　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　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　冒

日本バイオアッセイ研究センター 〃 200，000 200，000

’　一幽　一　一一　一　一一　一　一一　一　一■　一　一一　一　一一　■　■n　冒”－　一　一－　r一一　一　’一　凹　幽一 一一　一　一一　一　一一　一　一■　一一一　一　一冒　一　一一　■　一一　一　■一　一　π冒　冒胃”　一　r一一　一一　一　一一　一

㈱大雄曲輪科学研究所 〃 100，000 100，000

一　一一　一　一一　一　一一　一　一■　■　冒一　一　冒一　一　一一　一　－r　－　T－　r　山’　一　一一　’　一一　一　一一 一一　一　■一　■　■一　冒　一一　π冒一　π　一一　一一一　一　一山　齢　一一　一齢一　一　凹一　一　齢齢　一　一一　一　一一　一

中原フユ 〃 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　一一　一　一一　一　一－　冒　“W　一¶一　一　－一　一　一一

ブリストルマイヤーズ㈱ 〃 500，000 500，000

㈱残留農薬研究所 〃 100，000 100，000

〒　一〒　一　丁一　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　冒回 －π　一一山　’　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

ファイザー㈱ 〃 3，000，000 3，000，000

一　一　一一　一　一“　一　”T　一　一丁　’　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

小嶋千鶴子 〃 5，000，000 5，000，000

一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■一　π　一一　7　一一　一　一一　一　一一　一一’　幽　一齢一　一一一　一一 一一　一一一　一　■一　一　一■冒■一　■　一一　一　“一　■　一一　一　一胃　一　闇冒　一　一π　7　一一　一　一幽　一　一一　一

日本ワイスレダリー㈱ 〃 2，000，000 2，000，000

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 100，000 10Q，000

関する事項 一　一　一一　一　一一　一　■一　一　一旧　π　r胃　rr－　一　－一　一　一一　一一一　一一一　一　一一　一　一一　w　r－ 一一一　一一一　山　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■　一　一　一一　一　一一　一　w一　7　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一

（平成！5年度） 三和理研㈱

黶@一　一一　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　一　一一

　　　　　　〃 　　50，000 　　50，000

BASFアグロ㈱ 〃 100，000 100，000

一　一　一一　冒　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　一一　一　一一 ■　冒一　一　■■　一　一”　一　■一　■　■■　■　一　一　一　冒一　7　一一　一　一一　一　一一　’　一一　一　一一　一　一一　■　一一　一

第一サントリーファーマ㈱ ク 100，000 100，000

一　一一　一　一　一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　冒　■冒　r　一一　－　一一　一　一一　一　一一　一　一一　’　一一　一　一一　一

シンジェンタジヤパン㈱ ク． ！00，000 100，000

’　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　■　■　一　一一一　一　■一　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

大鵬薬品工業㈱ 〃 10，000，000 10，000，000

鐘淵化学工業㈱ 〃 100，000 100，000

一　一一　一　一一　一　凹一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一　一　一　■　一　一　一一　冒　一■　一　一　一　■　一一　旧　w－　一　一一　－

アストラゼネカ㈱ 〃 2，000，000 2，000，000

一　一　一一　一　■一　■　一一　■　一一　■　■冒　羽　7一　一　7一　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　冒　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

㈱ナード研究所 〃 100，000 100，000

一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　齢一　一　幽一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　■　一■　一　■一　－　一冒　■

ブリストルマイヤーズ㈱ 〃 150，000 150，000

ブリストルマイヤーズ㈱ 〃 500，000 500，000

冒　■　一　冒　一冒　一　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　冒

田口鐵男 〃 100，000 100，000

一　一　一一　一　“■　一　7一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　圏一　一　一一　一一　一　一　一一　一　一一　＿　一一　一　一一

帝人ファーマ㈱ 〃 200，000 200，000

冒　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一凹　凹　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　一

あさひ病院 〃 100，000 1000，000

一　一　一一　一　一一　一　一冒　一　一■　一　一w　”　－曜　一　r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　罰■　一　■胃　一　一一　一　一一　一　7一　一　一一　一　山一　一　一一　一

エーザイ㈱ ク ！00，000 100，000

一　一一　一　一一　一　一一　一　一■　一　旧一　一　丁冒　r　－－　一　一一　一　一一　山　一一　一　一一　’　一一　一　一　一　一　一一　一

林　裕造 〃 200，000 200，000

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　■　一一　一　一一　一　■一　一　一－ ■　一一　－　一一　山　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　冒　－7　T

日本臓器製薬㈱ 〃 26，000 26，000

＿一一一一一一㌦一一＿一一＿＿一一一一＿一＿一一＿一一一一一一＿一一一一＿＿＿＿＿一

日本工一リング㈱ 〃 108，000 108，000

一　一　■冒　一　■一　冒　一一　■　一一　■　■　一　回　ππ冒　”一　一　一一一一　山　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　一　一一　一　一一　一　一一　一　■一　一　一一　■　一一　一　一■　一　一一　■

小野薬品工業㈱ 〃 303，000 303，000

一齢一一　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

トーアエイヨー㈱ ク 41，000 41，000

一56一



寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額

寄付金に キリンビール㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 73，000 73，000

関する事項 一　一一　一　一■　一　一一　一　一一　一　一■　一　■　一　一　■冒冒　一π　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　「　一冒　π　”一　一　一一　一

（平成15年度） 佐藤製薬㈱

黶@一　一　一　冒一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　了－　r　一一　一　一一　一　一一　－　一一　一　一一　一　’一　一　一

　　　　　　〃
黶@一■　冒　π　一　一　一一　山　一齢　一　一一　一　一一　一　一一　■　π曜　一　一一　一　一一　山　一一　「　一一　冒　一一　■　冒一

　　4，000 　　4，000

キッセイ薬品工業㈱

｡　＿7　一　一圏　一　一　一　一　一冒　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

潟сNルト本社

　　　　　　〃

@　　　　　〃

　　91，000

@　4，000

　　91，000

@　4，000
冒　■w　一　一胃　胃　一回　一　一一　一　一丁　一　一一　一　一　一　一　凹凹　一　一一　一　一一　■　■7　P　一一　一　一一　凹　一一

塩野義製薬㈱

}ルポ㈱

且O和化学研究所

　　　　　　〃

@　　　　　〃
鼈黶@一　一　一　一　一冒■　冒冒　－　r一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　幽一　一　一一　噛　一一　一　一一　■　冒一

@　　　　　〃

　287，000

@　64，000

@　28，000

　287，000

@　64，000

@　28，000

一　一　一　一　■　一一　冒　一r　－　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　■　冒曜　旧　冒一　r　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　唾　一凹　一　一一　一　一一

㈱ミノファーゲン製薬 〃 16，000 16，000

’一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一■　冒　冒罰　一　一一　丁　一一　一　一一　一　一一　一　一一　噛　一一　一　一一　■　一一　■

持田製薬㈱ 〃 97，000 97，000

一一　一　一一　一　一一　一冒■　■　一一　■　一－　一　一丁　一　一一　一　一一　一　一’　一　一一　噛　一一　一　■　一　一　一冒

第一製薬㈱ 〃 375，000 375，000

万有製薬㈱ 〃 336，000 336，000

一　一■　一　冒一　■　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　幽一　一　一一　一　一一　一　一■　r　一π　一　一一　一　一一

杏林製薬㈱ 〃 101，000 101，000

一　一　一一　冒　冒一　一　一一　一　一一　一　齢凹　一　一一　一　一一　一　一■　■　冒一　一¶一　一　一一　一　一一　一　’一

㈱大塚製薬工場 〃 113，000 113ゆ00

ブリストルマイヤーズ㈱ 〃 86，000 86，000

一　一一　一　一冒冒　旧耐冒冒一　一　一一　一　一一　一　一一　一　圏齢　一　一一　一　一一　一　■　一　一　一■　冒　π一　π　一一 ’　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　丁　　一　　r　　π

グレラン製薬㈱ 〃 14，000 ユ4，000

冒　一旧　r　¶π　冒　一－　一　一一　一　一　丁　一　幽一　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　冒罰　一　罰旧　一　r一　一　一一　一　一一　一　山一　一　一一　■　一　一　一　一醒　一　一■

住友製薬㈱ 〃 191，000 191，000

一　一一　一　一　一■　一一一冒一　“　一－　冒πr　而　冒π　一　一一　一　一一　一　一一　一　一幽　一　一一　一　一一　一　一一

ワイス㈱ 〃 91，000 91，000

■　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　一一　一　■■　一　一■　胃　π冒　一　一一

日本新薬㈱ 〃 73，000 73，000

一　一　一一　一　一一　一　一冒　一　一一　■　一一　一　一■　一　一一　一　冒、　一　冒■　一　一－　一　一一　幽一一　一　一一 一　一一　一　冒一一　一一－一一　一　一一　r　一一　一r一　一　一一　一　一一　山　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一

藤沢薬品工業㈱ 〃 297，000 297，000

7　一　一一　一　唖一　一　一一　一　一一　一　一　一　■　冒一　一　一■　■　一，　一　一一　冒　冒〒　一　一一　一　一一　一　一

中外製薬㈱ 〃 421，000 421，000

一57一



寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額

寄付金に 日本化薬㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 55，000 55，000

関する事項 一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一旧　一　曽一　旧　一■■　一■　一一一　一冒π　一　WT ”　　齢　　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　　山　　一　　”　　一　　一　　一　　齢　　一　　一　　一　一　　一

（平成15年度） 大正製薬㈱ 　　　　　　〃
黶@一一　一　■■　■　冒一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　冒　一一　一　一一　一　幽’　一　一一　一　一一　一　一一　一

　121，000 　121，000

鳥居薬品㈱

黶@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

чｻ成ファーマ㈱

黶@一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■■　一　一■　冒　一闇　一冒冒　冒　冒一　一　一■　一　一一

mバルテイスファーマ㈱

黶@一　一一　一　一一　■　一一　一　■一　一　旧■　一　一一　■　ππ　一　一了　－　－一　一r一一　一7　一　π一　■　一一

O菱ウェルファーマ㈱

　　　　　　ク
[　■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　7　一一　一　一一　一　一齢　一　一一　’

@　　　　　〃

@　　　　　〃
黶@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　’　齢一　一　一一　一

@　　　　　〃

　　68，000

@　76，000

@341，000

@357，000

　　68，000

@　76，000

@341，000

@357，000
一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　■■　“　一w　冒　一■　一　一　一　一　■一　一　一■　一　■　一　一　一一　冒　一一

カネボウ㈱ 　　　　　　〃 　　9，000 　　9，000

田辺製薬㈱ 〃 265，000 265，000

一　冒■　一　一■　■　胃一　－　罰“　曜　π冒　一一冒　冒　一－　－　一一　丁　一一　一　一　一　一一一　丁　一一　一　一一

帝人ファーマ㈱ 〃 86，000 86，000

日本ベリンガーインゲルハイム㈱ 〃 142，000 142，000

扶桑薬品工業㈱ 〃 58，000 58，000

一　■　一一　－　■W　冒　一一　旧　一曜　w　旧一　π　而一　7　一一　一　一一　一　一一　一一幽一　一一　一　一一　’　一

沢井製薬㈱ 〃 36，000 36，000

帝国臓器製薬㈱ 〃 32，000 32，000

明治製薬㈱ 〃 107，000 107，000

明治乳業㈱ 〃 10，000 10，000

〒　一－　¶　一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

化研生薬㈱ 〃 2，000 2，000

r　一一　一　一一　7　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

ロート製薬㈱ 〃 1，000 1，000

r一一一一一一r一一－一臼一－一曜冒■冒一一冒一冒■冒Wπ■ D一一■π－一一π旧 一　一一　■　一一　一　一■　一　π一　冒　冒π　■　■■　■　一r　一　冒一　π　丁冒　一　一一　胃　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一

メルク・ホエイ㈱ 〃 19，000 19，000

一　■　■一一　－一π　了一　π　一　胃　曜　π羽　一　一W　一　ππ　r　一冒　7　π－π　冒’　一rr　－　7π　一　一

参天製薬㈱ 〃 156，000 156，000

一　一　■■　冒　■■　冒　曜冒　■　－¶　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一一齢一　一’　一一一　一一’　齢　’

エイザイ㈱ 〃 365，000 365，000

一58一



寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額

寄付金に 大鵬薬品工業㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 142，000 142，000

関する事項 一　一　一一　一　一一　一　一■　一　■一　曜　一一　一　齢一　一　一一　一　一　一　一　一一　■　■　一　一　一■　一　一■　一　一－

（平成15年度） 科研製薬㈱

黶@一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一　一　一　一一　旧　冒－　一　一曜　一　一π　一　一一　一　－一　π　一7　一　一

　　　　　　〃 　102，000 　102，000

富山化学工業㈱

黶@一一　一　一一　一　一一　一　冒一　■　一一　一　一7　一一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一

　　　　　　〃
黶@一一　－　旧π■　而一　－　一一　冒　一冒　一　冒■　冒　曜－　π　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　■　一　一　■■　π　一一　一

　　38，000 　　38，000

バイエル薬品工業㈱ 〃 129，000 129，000

一　一一　一　一　一　一　一■　一　一一　冒　一一　一　丁■　”　一冒　一　一冒　■　冒一　冒　一国　冒　－一　一　一一　一　一一 一　丁－冒　冒π　一　π■　一一w　回　曜π　■　■冒　冒　n”　一　冒一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一　一　一　■　一　一　一■　罰

栄研化学㈱ 〃 1，000 1，000

一　一一　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　一一　冒　一一 一　一一■　一“　一　W一　冒冒冒　一　旧冒　”　－一　π　7一　一　一一　一　一一　山　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一

アストラゼネカ㈱ 〃 204，000 204，000

一　一　冒一　一　一■　r　一冒　曜　■7　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

大日本製薬㈱ 〃 179，000 179，000

武田薬品工業㈱ 〃 759，000 759，000

一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　■　一■　一　Wπ　冒　7一一一一　一　一一　一　一一　一　一一

わかもと製薬㈱ 〃 12，000 12，000

’　一一　一　一　一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　冒　冒一　一　一一　－　冒”　π　7一　一　π一

大塚製薬㈱ 〃 231，000 231，000

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　■　■一　一　一一　■　■一　冒　一匿

雪印乳業㈱ 〃 3，000 3，000

日本たばこ産業㈱ 〃 4，000 4，000

一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　■　一■　一　一一　一　■　π　－　冒W　罰　一一　－　7一　一　一一

興和新薬㈱ 〃 38，000 38，000

㈱アズウェル 〃 ll，000 ll，000

一　“冒　w　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 冒　一一旧　一“　冒　wr　w一一　冒　丁一　一　一一　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

アベンテイスファーマ㈱ 〃 181，000 181，000

三共㈱ 〃 512，000 512，000

冒　π一　一　7r　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

シェリングプラウ㈱ 〃 93，000 93，000

冒　冒WT　一一　一　’　一　一　一一　一　一一　一　山一　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

ニプロファーマ㈱ 〃 31，000 31，000

一　一一　一　一一　一　一■　一　冒一　一　冒－　一　胃一　旧　π一　旧　一一　一　一－　一　一一　一　一一　一一一　一　一 一　一一　一　■　一　■　一　－一一一　丁　π一　■　■一　一　一罰　胃－一　冒　π■　一　一■　“　一一　一　π一　■　π一　一　■■

立石製薬㈱ ク 27，000 27，000

一　山一　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　■　■

森永乳業㈱ 〃 3，000 3，000

一59一



寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額

寄付金に グラクソ・スミス・クライン㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 229，000 229，000

関する事項 π　曜　”7　一　一一　耐　－一　■　冒冒　一　■旧　一　一一　一　一齢幽　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　旧　一－　一　π羽　“　旧－一　一一一　一一　一　醒一　一　一一　一　一一　一　一一　旧　”一　一 一　　一　　■　　冒　　「　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一

（平成15年度） エルメツド・エーザイ㈱

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　一圏一　一　一一　一　一一　一　一一

　　　　　　　〃

鼈鼈黶@一　’一　齢一一　一　凹一　一　一山　一　’一　一　一齢　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　冒　一胃　闇　”一　旧　一一　一

　　　5，000 　　5，000

東和薬品㈱ 〃 36，000 36，000

r　－　”π　T　一一　一　一一　一　一一　幽　凹一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一　一　一冒冒　一　一冒　冒　一一■　一一 一　一一　一　一一　一　一■　一　■一　旧　一■　一　一■　■　一一　一　一■　一　一　一　一　一w　－　－一　一　一　一　一　一一　一　一一　一

テルモ㈱ 〃 46，000 46，000

一　一　一一　一　一一　一　一一　■　一■　冒冒一　■　■旧　胃　TW　“　冒一　一　一一　一’齢　一　一一　一　一一一一一

ファイザー㈱ 〃 362，000 362，000

一　一　一一　一　■　一　一　■■　一　■一一一冒　丁　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　■

協和発酵工業㈱ 〃 190，000 190，000

山之内製薬㈱ 〃 615，000 615，000

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　π■　一　一冒　一

日本製薬㈱ 〃 25，000 25，000

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　■　■“　冒　w胃

㈱ツムラ 〃 1！8，000 118，000

圏　一齢　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

日研化学㈱ 〃 65，000 65，000

一”一’’’”一’’’’’’’’’”一’… 譁`冒了一丁”－一一一一一

アムジェーレ㈱ 〃 5，000 5，000

一　一一　■　■■　一　一一　冒　■冒　一　WW　■　π匿　一　”W　一　一W　一　一胃　π　一－　一　一一　－　r一　一　一一　一　一一　一

日本ケミファ㈱ ク 23，000 23，000

一　一　一一　一　一一　冒　■冒　一　■一胃一π　一　7一　π　一一　一　一一　一一一　一一一　一　一一　一　一一　一　一一

三笠製薬㈱ 〃 15，000 15，000

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　一一　一　■■　一　一一　■　曜一　一　一■

エスエス製薬㈱ 〃 20，000 20，000

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　一一　一　一一　一　一一　一　一一

日本たばこ産業㈱ 〃 200，000 200，000

小林製薬㈱ 〃 5，000，000 5，000，000

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　一　一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一－

小林製薬㈱ 〃 5，000，000 5，000，000

一一　一一　一　一一　一　一一　一　－r　■　■冒　一　一一　■　一一　一　■　一　一　一　一　一一一　一　一一　一　一一　一　一

ファイザー㈱ 〃 1，500，000 1，500，000

冒　■　wr　－　一一　一　－一　－　－π　冒　一胃　曜　胃旧　■　一一　一　■　一　一　一一　一一一　一　一一　一　一一　■　一

ファイザー㈱ 〃 2，500，000 2，500，000

一60一


