
 
  

 

 

     ●2017 年 10 月 1 日～2018 年 9 月 30 日までに本学会に寄付された方のお名前（敬称略）を、 

      掲載いたします。 

  なお、10 月 1 日以降にいただいた寄付につきましては次号（第 23 巻 1 号 2 月発行予定）に 

 お名前を掲載いたしますので、ご容赦いただきますようお願いいたします。 

                                             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】 

秋濱  示江 浅川  明弘 朝元  美利 網谷 真理恵 安藤  貴文 

飯田  俊穂 池森  亨介 石井  敬祐 石川   俊男 板村  倫子 

市来  陽子 一條  智康 稲光  哲明 上野  俊幸 上原  梨奈 

内田  信也 大久保 恒正 大隈  和喜 大城  華南  大谷  真 

大中  俊宏 岡田  達樹 岡田  宏基 岡部 憲二郎 岡本  好司 

小栗  明子 加藤  明子  金子  宏 金城  未来 河合  啓介 

河瀬  孝順 菊地  裕絵 北原  歌子 北村  蓉子  北守  茂 

久徳  綾香 久徳  重和 久我原 明朗 久保  千春 久保  文子 

倉田  一夫 小久保 至浩 小林  伸行 権藤  元治 佐々木  純 

 佐藤  研 佐藤  泰昌 郷久  鉞二 篠田  昌孝 柴田  舞欧 

島田  則子 島守  寿樹  神   裕  菅  健一 杉本 貴美子 

鈴木  眞理 十河  正信 髙木  桂三 高橋  成嘉  髙橋  進 

高橋  俊雅 髙橋 美智子 武井 美智子 竹内  寛治 田代  桂子 

田中  栄一 田中  宗毅 棚橋  徳成 玉川  葉子 千葉  典嗣 

千葉  太郎 千葉  典子 千葉  広樹  趙  達来  土田  治 

都築  智之  所  昭宏 富田   誠 永井  弘文 長沢  朋子 

中島 美知子 永関  慶重 中田  耕一 永田  頌史 中谷  研一 

中屋敷 敦子  中山  渉  仁木  稔 西川  將巳 西木 慎太朗 

西脇   毅 野倉  一也 野崎  京子 野添  新一  橋本  淳 

長谷川久見子 波夛  伴和 塙  美由紀 濱田  啓子 濱野  浩一 

早川  俊彦  原  信一郎  原  雅子 原田  一道 久村  伴子 

久村  文礼 久村  正也 久村  玲子 廣山  夏生 福田  博一 

 福士  審 藤尾  裕宣 藤田  悦生 藤村  健夫 藤原  ひとみ 

 舩越  慶 古澤   敦 細井  昌子  堀内  洋 堀内 和一朗 

本多  和雄 前沢  政次 町澤  理子 松尾  和彦 松岡  洋一 

松田  能宣 松原  明弘 丸岡 秀一郎  丸山   史 水島  典明 

宮田  正和 宮本 せら紀 棟田 慎二郎 村松 公美子 村松  芳幸 

持田 奈緒美 森屋  順子 矢崎 まゆ子 山岡  昌之 山際  加代 

山崎  允宏  山下  真 山田  宇以 山本 喜三郎 山本  晴義 

 寄付者ご芳名 （2017 年 10 月 1 日～2018 年 9 月 30 日） 



山本  英樹 横山  長幸 吉内  一浩 吉峰  文俊 吉山  直樹 

【団体】第 59 回日本心身医学会総会ならびに学術講演会  【非掲載希望】  67 名 

 

◇災害支援プロジェクト事業活動に対して 

【個人】 

石岡   昭 近喰 ふじ子 阪本   亮  髙橋  進 高橋   進 

竹内  武昭 長井  信篤 森村  美奈   

【非掲載希望】 4 名 

 

◇西日本豪雨災害事業活動に対して 

【個人】 

秋濱  示江 朝元  美利 板倉 康太郎 岡田  宏基 加藤  明子 

 金子  宏 河合  啓介 久保  千春    久保  文子 小林  伸行 

鈴木  眞理  十川  博 千葉  太郎  土田  治  林  吉夫 

原  信一郎 東田  太郎 久村  正也 本郷  道夫 村上  典子 

村上  正人 森村  美奈    

【団体】 関西医科大学心療内科学講座         【非掲載希望】 2 名 

 

◇学術大会に対して(第２2 回総会･学術大会) 

【団体】 

医療法人 公盡会 出水病院 医療法人 浩然会 内村病院 

医療法人 松柏会 つかさヘルスケアホスピタル 

医療法人 純青会 せいざん病院 医療法人 聖心会 かごしま高岡病院 

医療法人 大進会 希望ヶ丘病院 医療法人 七徳会 大井病院 

医療法人 松城会 隼人温泉病院 小野薬品工業株式会社 

鹿児島厚生連病院 クラシエ薬品工業株式会社 

サノフィ株式会社 

社会医療法人 恩賜財団 済生会 川内病院 

社会医療法人 義順顕彰会 種子島医療センター 

社会医療法人 恒心会 おぐら病院 

社会医療法人 慈生会 ウェルフェア九州病院 

社会医療法人 緑泉会 米盛病院 

八反丸リハビリテーション病院 ファミリーＨＰ薩摩 

メンタルホスピタル鹿児島 

◇国際交流基金 事業活動に対して 

【個人】 

青野  厚子 青野  恕男 青野  静香 青野  洋久 青野  美保 

青野  義樹 石川  珠紀 石川  祐志 岩堀 美知子  岡   孝和 



オベボ・ありさ 片桐  邦子 金崎  千恵 加山  泰秀 唐鎌  邦子 

唐鎌  伸夫 管  勢津子 管   裕子 坂野  雄二 竹内  武昭 

 舘野  和  舘野  完 中田  恵子  橋爪  誠 ヘンリ･ｴﾓﾏﾊﾞ･ｵﾍﾞﾎﾞ 

三角  久美子 三角  信行    

【非掲載希望】  14 名 

◇桂記念治療的自己研究基金 事業活動に対して 

【個人】 

石崎  優子 木下  敏子 山岡   昌之   

 

◇河野賞 事業活動に対して 

【個人】 

山岡   昌之     

【非掲載希望】 2 名 

 

【2017 年 10 月 1 日から 2018 年 9 月 30 日までの】 

☆寄付者数：個人 300 名  団体 22 団体                                                                                                         

皆様からの温かいご支援に、厚くお礼申し上げます。 


