
（医学部保健学科・令和元年度）

①受託研究等
　・受託研究 総件数 5 件，総額 11,740 千円

臨床 総件数 5 件，総額 11,740 千円
〔内訳〕 株式会社ツムラ 1 件， 4,290 千円
〔内訳〕 その他 4 件， 7,450 千円

臨床以外 総件数 0 件，総額 0 千円

　・共同研究 総件数 3 件，総額 2,250 千円
臨床 総件数 3 件，総額 2,250 千円

〔内訳〕 その他 3 件， 2,250 千円
臨床以外 総件数 0 件，総額 0 千円

　・受託事業・共同事業 総件数 0 件，総額 0 千円
臨床 総件数 0 件，総額 0 千円
臨床以外 総件数 0 件，総額 0 千円

②寄附金等
　・奨学寄附金 総件数 13 件，総額 5,600 千円

基幹看護学講座 総件数 3 件，総額 900 千円
〔内訳〕 その他 3 件， 900 千円

成育看護学講座 総件数 2 件，総額 400 千円
〔内訳〕 中外製薬株式会社 1 件， 300 千円

その他 1 件， 100 千円

基礎理学療法学講座 総件数 3 件，総額 2,500 千円
〔内訳〕 その他 3 件， 2,500 千円

臨床理学療法学講座 総件数 4 件，総額 1,500 千円
〔内訳〕 その他 4 件， 1,500 千円

臨床作業療法学講座 総件数 1 件，総額 300 千円
〔内訳〕 その他 1 件， 300 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 232 件，総額 18,234   千円

基幹看護学講座 総件数 22 件，総額 1,217     千円
〔内訳〕 公益財団法人　原子力安全研究協会 1 件， 18         千円

公益社団法人鹿児島県看護協会 5 件， 420        千円
鹿児島県医療法人協会立看護専門学校 1 件， 60         千円
鹿児島県教育庁義務教育課特別支援教育室 3 件， 44         千円
鹿児島市 2 件， 270        千円
十島村役場 1 件， 10         千円
長崎県介護支援専門員協会島原半島支部 1 件， 40         千円
特定非営利活動法人　日本緩和医療学会 2 件， 27         千円
独立行政法人国立病院機構熊本医療センター附属看護学校 1 件， 56         千円
その他 5 件， 272        千円

成育看護学講座 総件数 44 件，総額 1,389     千円
〔内訳〕 いちき串木野市 1 件， 15         千円

その他 14 件， 288        千円
活水女子大学 3 件， 120        千円
公益社団法人鹿児島県看護協会 8 件， 380        千円
公益社団法人鹿児島県助産師会 1 件， 12         千円
三重県子ども・福祉部 1 件， 30         千円
鹿児島看護専門学校 1 件， 180        千円
鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 69         千円
鹿児島県助産師会 3 件， 68         千円
鹿児島県立蒲生高等学校PTA 1 件， 6           千円
鹿児島県立薩南病院 1 件， 18         千円
鹿児島市 4 件， 118        千円
鹿児島市西部保健センター 1 件， 12         千円
鹿児島市母子保健課 1 件， 15         千円
鹿児島市立桜ヶ丘中学校 1 件， 7           千円
鹿児島市立谷山北中学校 1 件， 10         千円
鹿児島純心女子大学 1 件， 41         千円

地域包括看護学講座 総件数 23 件，総額 2,194     千円
〔内訳〕 公益社団法人いちょうの樹　鹿児島看護専門学校 1 件， 96         千円

公益社団法人鹿児島県看護協会 5 件， 582        千円
鹿児島医療センター 1 件， 120        千円
鹿児島県くらし保健福祉部 2 件， 20         千円
鹿児島県リハビリテーション看護研究会 2 件， 46         千円
鹿児島県国民健康保険団体連合会 1 件， 15         千円
鹿児島市 1 件， 240        千円
鹿児島中央看護専門学校 1 件， 312        千円
独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 1 件， 30         千円
その他 8 件， 733        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



基礎理学療法学講座 総件数 52 件，総額 4,075     千円
〔内訳〕 ジャパンライム株式会社 1 件， 50         千円

その他 20 件， 971        千円
伊佐市 2 件， 180        千円
医療法人畏敬会　井野辺病院 1 件， 56         千円
岡山県理学療法士会 1 件， 50         千円
学校法人都城コア学園　都城リハビリテーション学院 2 件， 900        千円
宮崎県リハビリテーション専門職協議会 1 件， 100        千円
近江八幡市 1 件， 30         千円
九州理学療法士学術大会2019in鹿児島 1 件， 33         千円
公益社団法人佐賀県理学療法士会 2 件， 111        千円
公益社団法人静岡県理学療法士会 1 件， 55         千円
今村学園 1 件， 170        千円
今村学園ライセンスアカデミー 2 件， 234        千円
鹿児島医療福祉専門学校 1 件， 520        千円
鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 238        千円
鹿児島県社会福祉課 1 件， 40         千円
鹿児島県理学療法士養成課程臨床実習指導者養成連絡協議会 1 件， 64         千円
鹿児島県立鹿児島盲学校 3 件， 51         千円
鹿児島市 2 件， 40         千円
鹿児島市西部保健センター 1 件， 14         千円
鹿児島市保健所 1 件， 12         千円
垂水市 2 件， 30         千円
大分リハビリテーション専門学校 1 件， 56         千円
第１３回日本作業療法研究学会学術集会 1 件， 50         千円
第３８回関東甲信越ブロック理学療法士学会 1 件， 20         千円

臨床理学療法学講座 総件数 41 件，総額 3,662     千円
〔内訳〕 （学）土佐リハ学院土佐リハビリテーションカレッジ 1 件， 120        千円

その他 10 件， 564        千円
ファイザー株式会社 1 件， 89         千円
薩摩川内市役所 1 件， 40         千円
鹿児島医療福祉専門学校 1 件， 60         千円
鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 29         千円
鹿児島県社会福祉課 1 件， 40         千円
鹿児島県理学療法士養成課程臨床実習指導者養成連絡協議会 1 件， 16         千円
鹿児島労働局 2 件， 300        千円
第一三共株式会社 21 件， 2,355     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

基礎作業療法学講座 総件数 13 件，総額 931        千円
〔内訳〕 医療法人参篤会　髙原病院 1 件， 25         千円

菊野病院 1 件， 540        千円
鹿児島県作業療法士協会 1 件， 23         千円
鹿児島県立鹿児島盲学校 2 件， 34         千円
社会福祉法人　城西福祉会　 1 件， 100        千円
生活協同組合コープかごしま 1 件， 10         千円
その他 6 件， 200        千円

臨床作業療法学講座 総件数 37 件，総額 4,766     千円
〔内訳〕 児童デイサービスセンター「おひさま」,児童デイサービスセンター「おひさまSun」 1 件， 480        千円

MSD株式会社 1 件， 78         千円
くすの子保育園 1 件， 15         千円
その他 8 件， 472        千円
鹿児島医療技術専門学校 2 件， 922        千円
鹿児島県くらし保健福祉部 2 件， 1,075     千円
鹿児島県看護協会 1 件， 22         千円
鹿児島県教育委員会 3 件， 296        千円
鹿児島県警察本部 1 件， 9           千円
鹿児島県作業療法士協会 1 件， 29         千円
鹿児島県立姶良病院 1 件， 40         千円
鹿児島県立鹿児島盲学校 2 件， 34         千円
鹿児島国際大学 1 件， 20         千円
鹿児島子どもの虐待問題研究会 2 件， 40         千円
鹿児島市 5 件， 893        千円
鹿児島労働局 2 件， 237        千円
社会福祉法人鹿児島市社会事業協会 1 件， 14         千円
第一三共株式会社 1 件， 70         千円
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 1 件， 20         千円

　・原稿執筆料・監修料等 総件数 14 件，総額 232       千円
基幹看護学講座 総件数 1 件，総額 11         千円

〔内訳〕 公益社団法人鹿児島県看護協会 1 件， 11         千円

成育看護学講座 総件数 2 件，総額 31         千円
〔内訳〕 公益社団法人鹿児島県看護協会 1 件， 11         千円

鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 20         千円

基礎理学療法学講座 総件数 8 件，総額 137        千円
〔内訳〕 鹿児島市保健所 1 件， 36         千円

日本ハム株式会社 3 件， 60         千円
その他 4 件， 41         千円

臨床理学療法学講座 総件数 2 件，総額 39         千円
〔内訳〕 その他 2 件， 39         千円

基礎作業療法学講座 総件数 1 件，総額 15         千円
〔内訳〕 埼玉県立大学 1 件， 15         千円

　・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ等業務委託費 総件数 19 件，総額 596       千円
基幹看護学講座 総件数 4 件，総額 157        千円

〔内訳〕 鹿児島県教育庁義務教育課特別支援教育室 1 件， 10         千円
鹿児島市 2 件， 140        千円
その他 1 件， 8           千円

成育看護学講座 総件数 5 件，総額 310        千円
〔内訳〕 公益社団法人鹿児島県看護協会 1 件， 50         千円

公益社団法人鹿児島県助産師会 1 件， 50         千円
鹿児島県くらし保健福祉部 1 件， 20         千円
鹿児島県看護協会 1 件， 10         千円
鹿児島市 1 件， 180        千円



基礎理学療法学講座 総件数 5 件，総額 66         千円
〔内訳〕 九州理学療法士学術大会2019 in 鹿児島 2 件， 6           千円

その他 3 件， 60         千円

臨床理学療法学講座 総件数 1 件，総額 3           千円
〔内訳〕 九州理学療法士学術大会2019 in 鹿児島 1 件， 3           千円

臨床作業療法学講座 総件数 4 件，総額 60         千円
〔内訳〕 くすの子保育園 1 件， 15         千円

その他 1 件， 15         千円
社会福氏法人川上福祉会　ふじケ丘保育園 2 件， 30         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


