
                      
 

 

ご寄付いただきました方々の温かいご支援に心より感謝し、お礼申し上げますとともに、 

ここにご芳名を掲載させていただきます。 

 

ｱｲｳｴｵ順：敬称略  

◇学会が行う全ての事業活動に対して 

【個人】 

会田 秀介 浅川 明弘 朝野 泰成 朝元 美利 穴井 学 

油谷 増夫 阿部 桂大 天保 英明 飯田 俊穂 生野 照子 

池六 惠子 石崎 優子 一條 達雄 稲光 哲明 植木 佐緒里 

後山 尚久 宇野 司 大嶋 完二 大杉 枝里子 大中 俊宏 

岡 孝和 岡田 達樹 岡本 好司 小川 志郎 奥見 裕邦 

金沢 素 河合 啓介 川原 健資 唐橋 一人 北守 茂 

久徳 重和 久我原 明郎 楠原 俊一 久保 千春 熊代 永 

熊野 宏昭 黒川 順夫 黒丸 尊治 小川原 元成 兒玉 直樹 

小早川 裕之 小牧 元 近喰 ふじ子 斉藤 恵子 酒井 清裕 

坂元 響 佐藤 研 郷久 鉞二 芝山 幸久 菅原 壽 

鈴木（堀田）眞理 高橋 成嘉 高橋 進 高橋 正樹 瀧井 正人 

立原 弘章 谷川 浩隆 千葉 太郎 所 昭宏 戸谷 妙 

冨田 和巳 中井 義勝 中島 麻由実 永田 勝太郎 西田 愼二 

西山 順滋 蓮尾 英明 花岡 啓子 林 直樹 原 信一郎 

原田 一道 坂東 浩 久村 正也 藤尾 裕宣 藤田 みつえ 

細井 昌子 細谷 紀江 細谷 祐二 本多 和雄 牧野 真理子 

牧村 ちひろ 松岡 弘道 松田 史帆 真中 千明 丸山 史 

水島 典明 三井 清 宮田 正和 山下 真 山本 晴義 

横山 長幸 吉原 一文 渡部 勇輝   

【団体】 

第 17 回日本心療内科学会総会・学術大会 会長 久保千春 

【非掲載希望】 40 名 

 

◇災害支援プロジェクト事業活動に対して 

【個人】 

会田 秀介 赤坂 徹 秋濱 示江 浅川 明弘 芦刈 ゆみ 

天野 雄一 生野 照子 石川 浩二 一條 智康 今井 康文 

大中 俊宏 岡本 敬司 加藤 さやか 神谷 綾子 河内 文枝 
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川田 まり 小牧 元 坂本 典之 高橋 進 髙橋 美智子 

高屋 俊樹 土田 治 中井 智子 中島 陽大 永田 頌史 

西科 義雄 端詰 勝敬 原 信一郎 久村 正也 福本 正勝 

細木 敬祐 堀 礼子 松崎 淳人 村上 典子 村上 弘明 

米良 貴嗣 森村 美奈 吉内 一浩   

【団体】 

東邦大学医療センター大森病院 心療内科   

【非掲載希望】 7 名 

 

◇桂記念治療的自己研究事業に対して 

【個人】 

秋山 恵 吾郷 晋浩 阿部 由布子 甘利 りか子 荒木 登茂子 

飯塚 はる子 石津 博子 菊地 典子 山﨑 真紀子 横山 祐子 

【非掲載希望】 5 名 

 

◇学術大会に対して 

【個人】 

林 吉夫     

【団体】 

旭化成ファーマー株式会社 

ＭＳＤ株式会社 

クラシエ薬品株式会社 

株式会社三和化学研究所 

株式会社ツムラ 

日本ガイシ株式会社 

日本臓器製薬株式会社 

藤田学園同窓会 

藤田保健衛生大学医学部同窓会 

 

個人： 185 名 

団体：11 団体 


