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ご支援をいただいた企業一覧

寄付金

 鹿島建設 株式会社

 株式会社 キシヤ

 株式会社 九州神陵文庫

 株式会社 九電工

 株式会社 進研アド 九州支社

 株式会社 日本ドリコム

 株式会社 博報堂

 株式会社 ムトウ

 教育出版 株式会社

 須賀工業 株式会社 九州支店

ランチョンセミナー

 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

 日本メドトロニック 株式会社

企業出展

 株式会社 メルシー

 株式会社 ヤマト

 ニチバン 株式会社

 ティー・アンド・ケー 株式会社

書籍展示

 株式会社 九州神陵文庫

 株式会社 ニホン・ミック

広告掲載

 鹿島建設 株式会社

 学校法人 福岡女学院

 株式会社 アパマンショップリーシング

 株式会社 医学書院

 株式会社 大塚商会

 株式会社 キシヤ

 株式会社 九電工

 株式会社 共立メンテナンス

 株式会社 ジャパンビバレッジ九州

 株式会社 チヨダ

 株式会社 中山書店

 株式会社 ビル代行

 株式会社 ミッションサポート

 株式会社 メディカ出版

 コクヨ九州販売 株式会社

 須賀工業 株式会社 九州支店

 日本光電九州 株式会社

 ヌーヴェルヒロカワ

  日立コンシューマ・マーケティング株式会社 
九州支社

2009年9月30日現在　50音別

下記の方々より多大なるご賛同をいただきました。心より深く感謝申し上げます。

第6回日本循環器看護学会学術集会会長　松岡　　綠

協賛団体・企業一覧 （敬称略・五十音順 平成23年2月17日現在）

団　体
福岡県医師会
福岡市医師会

製薬会社・医療機器メーカー
アコマ医科工業株式会社
アストラゼネカ株式会社
アボットジャパン株式会社
エーザイ株式会社
エドワーズライフサイエンス株式会社
小野薬品工業株式会社
科研製薬株式会社
株式会社大塚製薬工場
株式会社キシヤ
株式会社ソノサイト・ジャパン
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
株式会社渡辺商会
九州メディカルサービス株式会社
グラクソ・スミスクライン株式会社
コヴィディエンジャパン株式会社
塩野義製薬株式会社
昭和薬品化工株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
スミスメディカル・ジャパン株式会社
第一三共株式会社
中外製薬株式会社
テルモ株式会社
東レ・メディカル株式会社
日本光電九州株式会社
日本シャーウッド株式会社
ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
久光製薬株式会社
フクダ電子株式会社
富士製薬工業株式会社
富士フィルムメディカル株式会社
フレゼニウスカービジャパン株式会社
ホスピーラ・ジャパン株式会社
マシモジャパン株式会社

丸石製薬株式会社
明治製菓株式会社
ヤンセンファーマ株式会社
Cook Japan 株式会社
CSL ベーリング株式会社
GEヘルスケア・ジャパン株式会社
MSD株式会社

その他企業
株式会社九州神陵文庫
株式会社ニホン・ミック

協力病院
医療法人久保田産婦人科・麻酔科病院
医療法人末次医院
医療法人菅井眼科麻酔科医院
医療法人誠心会　井上病院
医療法人聖峰会 田主丸中央病院
医療法人まごごろ医療館
遠賀中間医師会おんが病院
株式会社麻生 飯塚病院
桑原整形外科医院
公益社団法人地域医療振興協会飯塚市立病院
公立学校共済組合九州中央病院
国家公務員共済組合連合会 千早病院
国家公務員共済組合連合会 浜の町病院
社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院
社会福祉法人恩賜財団済生会唐津病院
社会福祉法人恩賜財団済生会福岡総合病院
社会福祉法人恩賜財団済生会八幡総合病院
田川市立病院
地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院
独立行政法人国立病院機構大牟田病院
独立行政法人国立病院機構小倉医療センター
麻酔科辛島クリニック
麻酔科佐々木剛クリニック
村上外科病院

そ の 他
九州大学麻酔・蘇生学教室同門会

― 84 ― ― 85 ―

協 賛 一 覧

合資会社 みなと工房

蒲郡厚生館病院

医療法人 秋田病院

国際医療福祉専門学校七尾校

医療法人 仁医会

医療法人社団喜峰会 東海記念病院

白山リハビリテーション病院

株式会社 大床義肢

社会医療法人財団親和会 八千代病院

医療法人仁斎会 国府病院

竹井機器工業株式会社

医療法人羔羊会 弥生病院

アニマ株式会社

 （敬称略 申し込み順）

第10回東海北陸作業療法学会・第18回愛知県作業療法学会に協賛いただきまして、 
誠にありがとうございました。



広告・協賛企業一覧

─ 228 ─ ─ 229 ─

ランチョンセミナー

アボットジャパン㈱ 日本光電関西㈱

栄研化学㈱ 富士レビオ㈱

GEヘルス・ケアジャパン㈱ ベックマン・コールター㈱

シスメックス㈱ ロシュ・ダイアグノスティックス㈱

シーメンスヘルスケアダイアグノスティックス㈱ 和光純薬工業㈱

積水メディカル㈱

企業プレゼンテーション

栄研化学㈱ ニットーボーメディカル㈱

㈱堀場製作所 日本電子㈱

協和メディックス㈱ 扶桑薬品工業㈱

シスメックス㈱ 和光純薬工業㈱

東洋紡績㈱

企業ブース

アークレイマーケティング㈱ シーメンスヘルスケアダイアグノスティックス㈱

アボットジャパン㈱ シスメックス㈱

アルフレッサファーマ㈱ 東ソー㈱

㈱エイアンドティー 日水製薬㈱

㈱常光 二プロ㈱

㈱日立ハイテクノロジーズ ノバ ･バイオメディカル㈱

㈱堀場製作所 扶桑薬品工業㈱

㈱ミズホメディー 三菱化学メディエンス㈱

関東化学㈱ ラジオメーター㈱

協和メディックス㈱ ロシュ・ダイアグノスティック㈱

GEヘルスケア・ジャパン㈱

キャラバントラック

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス㈱ シスメックス㈱

広告・協賛 企業一覧

─ 230 ─ ─ 231 ─

抄録集広告

アークレイマーケティング㈱ 積水メディカル㈱

旭化成ファーマ㈱ 第一三共㈱

味の素製薬㈱ 大正富山医薬品㈱

アボットジャパン㈱ 大日本住友製薬㈱

アメジスト大衛㈱ 東ソー㈱

アルフレッサファーマ㈱ 日水製薬㈱

アロカ㈱ ニプロ㈱

栄研化学㈱ ノバ ･バイオメディカル㈱

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス㈱ ノバルティスファーマ㈱

㈱エイアンドティー バイオ・ラッドラボラトリーズ㈱

㈱シノテスト 万有製薬㈱

㈱常光 ファイザー㈱

㈱日立ハイテクノロジーズ 不二化学薬品㈱

㈱堀場製作所 富士フィルムメディカル㈱

㈱ミズホメディー 富士レビオ㈱

関東化学㈱ 扶桑薬品工業㈱

協和メディックス㈱ ベックマン・コールター㈱

極東製薬工業㈱ 三菱化学メディエンス㈱

三光純薬㈱ 武藤化学㈱

GEヘルスケア・ジャパン㈱ 明治製菓㈱

塩野義製薬㈱ ラジオメーター㈱

シスメックス㈱ ロシュ・ダイアグノスティック㈱

シーメンスヘルスケアダイアグノスティックス㈱ 和光純薬工業㈱

─ 84 ─ ─ 85 ─

第14回 日本がん免疫学会総会 

賛助企業および団体

味の素製薬株式会社
アステラス製薬株式会社
アズワン株式会社
株式会社 医学生物学研究所
株式会社エムエステクノシステムズ
大塚製薬株式会社
小野薬品工業株式会社
一般財団法人 化学及血清療法研究所
財団法人 日本教育公務員弘済会熊本支部
熊本大学消化器外科学分野
株式会社 ケミカル同仁
三洋電機株式会社
シーケノム株式会社
塩野義製薬株式会社
株式会社 新興精機
株式会社 スクラム
正晃株式会社
第一三共株式会社
大日本住友製薬株式会社
大鵬薬品工業株式会社
武田薬品工業株式会社
ティーアンドケー株式会社
東芝メディカルシステムズ株式会社
ノバルティス ファーマ株式会社
ファイザー株式会社
株式会社プライミューン
ブリストル・マイヤーズ株式会社
ベックマン・コールター株式会社
株式会社ベリタス
ベルトールドジャパン株式会社
ミネルヴァテック株式会社
ミルテニーバイオテク株式会社
株式会社メディネット

助　　成

㈶ ながの観光コンベンションビューロー ㈶ 日本教育公務員弘済会長野支部

協　　賛

山梨リハビリテーション病院 信濃医療福祉センター

長野赤十字病院 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター

篠ノ井総合病院 ㈱ 匠電舎

書籍・企業展示

㈱ エスコアール ㈱ 学苑社

㈱ キューピー ㈱ 三和化学研究所

㈱ 匠電舎 ㈲ スペース96

㈱ ティーアンドケー トロルストア

㈱ 日本事務光機 ㈱ ニュートリー

㈱ フードケア ㈱ ヘルシーフード

㈱ マルハニチロ食品 ㈱ 明治乳業

㈱ 森永乳業グループ クリニコトロル ㈱ VIP グローバル

後　　援

長野県 長野県教育委員会

長野市教育委員会 長野県社会福祉協議会

長野市社会福祉協議会 長野県医師会

長野県歯科医師会 長野県看護協会

長野県理学療法士会 長野県作業療法士会

長野県臨床心理士会 全国公立学校難言教育研究協議会

長野県ことば・きこえ親の会 全国失語症友の会連合会

長野県失語症友の会 信州発達障害研究会

信濃毎日新聞社 日本言語聴覚士協会

長野県言語聴覚士会

（順不同）



協賛団体・企業一覧

協賛団体・企業一覧 （敬称略・五十音順 平成23年2月17日現在）

団　体
福岡県医師会
福岡市医師会

製薬会社・医療機器メーカー
アコマ医科工業株式会社
アストラゼネカ株式会社
アボットジャパン株式会社
エーザイ株式会社
エドワーズライフサイエンス株式会社
小野薬品工業株式会社
科研製薬株式会社
株式会社大塚製薬工場
株式会社キシヤ
株式会社ソノサイト・ジャパン
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
株式会社渡辺商会
九州メディカルサービス株式会社
グラクソ・スミスクライン株式会社
コヴィディエンジャパン株式会社
塩野義製薬株式会社
昭和薬品化工株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
スミスメディカル・ジャパン株式会社
第一三共株式会社
中外製薬株式会社
テルモ株式会社
東レ・メディカル株式会社
日本光電九州株式会社
日本シャーウッド株式会社
ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
久光製薬株式会社
フクダ電子株式会社
富士製薬工業株式会社
富士フィルムメディカル株式会社
フレゼニウスカービジャパン株式会社
ホスピーラ・ジャパン株式会社
マシモジャパン株式会社

丸石製薬株式会社
明治製菓株式会社
ヤンセンファーマ株式会社
Cook Japan 株式会社
CSL ベーリング株式会社
GEヘルスケア・ジャパン株式会社
MSD株式会社

その他企業
株式会社九州神陵文庫
株式会社ニホン・ミック

協力病院
医療法人久保田産婦人科・麻酔科病院
医療法人末次医院
医療法人菅井眼科麻酔科医院
医療法人誠心会　井上病院
医療法人聖峰会 田主丸中央病院
医療法人まごごろ医療館
遠賀中間医師会おんが病院
株式会社麻生 飯塚病院
桑原整形外科医院
公益社団法人地域医療振興協会飯塚市立病院
公立学校共済組合九州中央病院
国家公務員共済組合連合会 千早病院
国家公務員共済組合連合会 浜の町病院
社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院
社会福祉法人恩賜財団済生会唐津病院
社会福祉法人恩賜財団済生会福岡総合病院
社会福祉法人恩賜財団済生会八幡総合病院
田川市立病院
地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院
独立行政法人国立病院機構大牟田病院
独立行政法人国立病院機構小倉医療センター
麻酔科辛島クリニック
麻酔科佐々木剛クリニック
村上外科病院

そ の 他
九州大学麻酔・蘇生学教室同門会

─ 229 ─

ランチョンセミナー

アボットジャパン㈱ 日本光電関西㈱

栄研化学㈱ 富士レビオ㈱

GEヘルス・ケアジャパン㈱ ベックマン・コールター㈱

シスメックス㈱ ロシュ・ダイアグノスティックス㈱

シーメンスヘルスケアダイアグノスティックス㈱ 和光純薬工業㈱

積水メディカル㈱

企業プレゼンテーション

栄研化学㈱ ニットーボーメディカル㈱

㈱堀場製作所 日本電子㈱

協和メディックス㈱ 扶桑薬品工業㈱

シスメックス㈱ 和光純薬工業㈱

東洋紡績㈱

企業ブース

アークレイマーケティング㈱ シーメンスヘルスケアダイアグノスティックス㈱

アボットジャパン㈱ シスメックス㈱

アルフレッサファーマ㈱ 東ソー㈱

㈱エイアンドティー 日水製薬㈱

㈱常光 二プロ㈱

㈱日立ハイテクノロジーズ ノバ ･バイオメディカル㈱

㈱堀場製作所 扶桑薬品工業㈱

㈱ミズホメディー 三菱化学メディエンス㈱

関東化学㈱ ラジオメーター㈱

協和メディックス㈱ ロシュ・ダイアグノスティック㈱

GEヘルスケア・ジャパン㈱

キャラバントラック

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス㈱ シスメックス㈱

広告・協賛 企業一覧

─ 230 ─

抄録集広告

アークレイマーケティング㈱ 積水メディカル㈱

旭化成ファーマ㈱ 第一三共㈱

味の素製薬㈱ 大正富山医薬品㈱

アボットジャパン㈱ 大日本住友製薬㈱

アメジスト大衛㈱ 東ソー㈱

アルフレッサファーマ㈱ 日水製薬㈱

アロカ㈱ ニプロ㈱

栄研化学㈱ ノバ ･バイオメディカル㈱

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス㈱ ノバルティスファーマ㈱

㈱エイアンドティー バイオ・ラッドラボラトリーズ㈱

㈱シノテスト 万有製薬㈱

㈱常光 ファイザー㈱

㈱日立ハイテクノロジーズ 不二化学薬品㈱

㈱堀場製作所 富士フィルムメディカル㈱

㈱ミズホメディー 富士レビオ㈱

関東化学㈱ 扶桑薬品工業㈱

協和メディックス㈱ ベックマン・コールター㈱

極東製薬工業㈱ 三菱化学メディエンス㈱

三光純薬㈱ 武藤化学㈱

GEヘルスケア・ジャパン㈱ 明治製菓㈱

塩野義製薬㈱ ラジオメーター㈱

シスメックス㈱ ロシュ・ダイアグノスティック㈱

シーメンスヘルスケアダイアグノスティックス㈱ 和光純薬工業㈱
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ご協力ありがとうございます

本大会の開催にあたりまして、各方面の団体、企業の皆様のご援助を承りま
した。厚くお礼申し上げます。

 （敬称略、順不同）
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