
部局名 講座等名 寄附者名
寄附額
（千円）

備考

H25(2013).4.1 ～ H28(2016).3.31
株式会社ブルボン
多摩川精機株式会社
社会医療法人財団慈泉会　相澤病院

54,000

H28(2016).4.1 ～ H31(2019).3.31
株式会社ブルボン
社会医療法人財団慈泉会　相澤病院

46,500 （更新）

H31(2019).4.1 ～ R6(2024).3.31
株式会社ブルボン
社会医療法人財団慈泉会　相澤病院

77,500 （更新）

H27(2015).4.1 ～ R2(2020).3.31 長野県厚生農業協同組合連合会 60,000

R2(2020).4.1 ～ R7(2025).3.31 長野県厚生農業協同組合連合会 60,000 （更新）

H29(2017).4.1 ～ R4(2022).3.31
地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立こころ
の医療センター駒ヶ根

70,000

R4(2022).4.1 ～ R7(2025).3.31
地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立こころ
の医療センター駒ヶ根

42,000 （更新）

H31(2019).4.1 ～ R4(2022).3.31 一般財団法人　公正研究推進協会 25,701

R4(2022).4.1 ～ R7(2025).3.31 一般財団法人　公正研究推進協会 37,394 （更新）

医学部

人工聴覚器学講座（ﾒﾄﾞｴﾙ・ｴﾚｸﾄﾛﾒﾃﾞｨ
ﾂｨﾆｯｼｪ・ｹﾞﾚｰﾃ・ｹﾞｰｴﾑﾍﾞｰﾊｰ
MED-EL Elektro-Medizinische Geräte
GmbH）（寄附講座）

R2(2020).4.1 ～ R7(2025).3.31
メドエル・エレクトロメディツィニッシェ・ゲレーテ・ゲーエ
ムベーハー

130,000

医学部
e-ヘルスサイエンス講座（公益財団法
人住友電工グループ社会貢献基金）
（寄附講座）

R2(2020).4.1 ～ R7(2025).3.31 公益財団法人住友電工グループ社会貢献基金 60,000

医学部
クリニカル・シークエンス学講座（寄附
講座）

R2(2020).4.1 ～ R7(2025).3.31
株式会社ビー・エム・エル
サーモフィッシャーサイエンティフィック・ライフテクノロ
ジーズジャパン株式会社

70,000

医学部 健康推進学講座 R3(2021).4.1 ～ R6(2024).3.31 長和町 75,000

R3(2021).4.1 ～ R5(2023).3.31 個人寄附者3名 43,000

R5(2023).4.1 ～ R9(2027).3.31 個人寄附者1名 20,000 （更新）

医学部 総合内科医育成学講座 R3(2021).4.1 ～ R7(2025).3.31
地方独立行政法人長野県立病院機構　長野県信州医
療センター

56,000

医学部 先端治療内視鏡学講座 R4(2022).4.1 ～ R7(2025).3.31 特定医療法人丸山会　丸子中央病院 45,000

医学部 運動器健康推進講座 R4(2022).4.1 ～ R9(2027).3.31 特定医療法人　新生病院 75,650

医学部 創薬標的タンパク質開発講座 R5(2023).4.1 ～ R7(2025).3.31 DR.C医薬株式会社 20,000 R5新規

医学部 小児側弯症研究講座 R5(2023).4.1 ～ R10(2028).3.31
株式会社サージカル・スパイン
ニューベイシブジャパン株式会社
国保依田窪病院

50,800 R5新規

信州大学寄附講座・寄附研究部門一覧

令和5年4月現在

設置期間

医学部
メディカル・ヘルスイノベーション講座
（寄附講座）

医学部 感染病態解析学講座（寄附講座）

医学部 地域精神医療学講座（寄附講座）

医学部 公正研究推進講座（寄附講座）

医学部 周産期のこころの医学講座
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部局名 講座等名 寄附者名
寄附額
（千円）

備考

信州大学寄附講座・寄附研究部門一覧

令和5年4月現在

設置期間

H28(2016).4.1 ～ H31(2019).3.31

日本メドトロニック株式会社
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
テルモ株式会社
カーディナルヘルスジャパン合同会社
株式会社 グッドマン
アボット バスキュラー ジャパン株式会社
コニカミノルタヘルスケア株式会社
他 個人寄附者1名

82,500

H31(2019).4.1 ～ R4(2022).3.31

日本メドトロニック株式会社
アボットメディカルジャパン株式会社
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
カーディナルヘルスジャパン合同会社
ニプロ株式会社
テルモ株式会社
他 個人寄附者1名

128,000 （更新）

R4(2022).4.1 ～ R7(2025).3.31

日本メドトロニック株式会社
アボットメディカルジャパン株式会社
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
ニプロ株式会社
コーディスジャパン合同会社
テルモ株式会社
他 個人寄附者1名

113,500 （更新）

H28(2016).4.1 ～ H31(2019).3.31

セント・ジュード・メディカル株式会社
バイオトロニックジャパン株式会社
日本メドトロニック株式会社
日本ライフライン株式会社
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
フクダ電子長野販売株式会社

83,500

H31(2019).4.1 ～ R4(2022).3.31

アボットメディカルジャパン合同会社
バイオトロニックジャパン株式会社
ボストン・サイエンティフィック　ジャパン株式会社
日本メドトロニック株式会社
日本ライフライン株式会社

90,000 （更新）

R4(2022).4.1 ～ R7(2025).3.31

アボットメディカルジャパン合同会社
バイオトロニックジャパン株式会社
ボストン・サイエンティフィック　ジャパン株式会社
日本ライフライン株式会社
日本メドトロニック株式会社

90,000 （更新）

社会基盤研究セ
ンター

軽井沢医療安全法学―健康推進地域
を目指して（寄附講座）

H30(2018).4.1 ～ R5(2023).3.31 軽井沢町 250,000

工学部
株式会社レゾナック－信州大サステナ
ブル＆グリーン・カーボンズﾞ（S３GC）
講座

R4(2022).4.1 ～ R9(2027).3.31 株式会社レゾナック・ホールディングス 200,000

工学部
F.C.C.-信州大学 寄附講座 – グリーン
テックに貢献するナノカーボンとその応
用

R5(2023).4.1 ～ R7(2025).3.31 株式会社エフ・シー・シー 65,000 R5新規

工学部 工学教育寄附講座 R5(2023).4.1 ～ R8(2026).3.31

オリオン機械株式会社
新光電気工業株式会社

⻑野⽇本無線株式会社

FICT 株式会社
株式会社鈴木

39,000 R5新規

医学部附属病院 不整脈治療学講座（寄附講座）

医学部附属病院 血管内治療学講座（寄附講座）
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