
 
 

  
 

 

     ●2018 年 10 月 1 日～2019 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 24 巻 1 号 2 月末頃）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】 

会田 秀介 秋山 真親 吾郷 晋浩 浅川 明弘 穴井  学 

油谷 増夫 安野 広三 飯田 俊穂 池田 千鶴 池森 享介 

石井 敬祐 石崎 優子 石澤  誠 一條 智康 稲光 哲明 

岩崎  靖 上野 俊幸 江頭 洋祐 大久保 恒正 大嶋 完二 

大西 敏行 岡本 章寛 岡本 好司 奥宮 祐正 加治 芳明 

加藤 明子 金沢 文高 金光 芳郎 唐橋 一人 川原 健資 

菊地 裕絵 北守  茂 久徳 綾香 久徳 重和 楠元 孝幸 

久保 とし子 熊代  永 黒田  正宏 小久保 至浩 小林 美和 

小林 之誠 権藤 元治 齋藤 恵子 佐々木 泰夫 佐藤 健誠 

佐藤 広和 郷久 鉞二 篠崎  孝 島守 寿樹 清水 隆司 

 神  裕 新里 里春 染川 実香 高岡 正和 高橋 成嘉 

髙橋  進 高橋 正樹 武富 正夫 田中 宗毅 棚橋 徳成 

谷川 浩隆 塚本 和彦 津久井 要 辻口 喜明 土田  治 

所  昭宏 富山 幸祐 長坂 修子 中島 重徳 中谷 研一 

永関 慶重 永田 頌史 中原 和彦 中村 吉伸 仲本 政雄 

西川 將巳 根岸  鋼 野添 新一 野田 真紀子 灰田 美知子 

橋本 敦生 波夛 伴和 濱野 浩一 林  吉夫 原 信一郎 

原田 一道 板東  浩 平野  繁 深尾 篤嗣 福本 正勝 

藤田 道雄 藤村 健夫 舩越  慶 古橋 直樹 細田 瑳一 

本郷 道夫 増田 彰則 松田 能宣 松林  直 松原 明弘 

真中 千明 水島 典明 光宗 勝繁 宮本 優美 棟田 慎二郎 

村上 悦士 村上 善次郎 矢崎 まゆ子 柳澤 智敬 山岡 昌之 

山崎 允宏 山下  真 山本 喜三郎 山本 英樹 横山 長幸 

吉内 一浩 吉原 一文 吉嶺 文俊 吉山 直樹 渡辺 徹也 

【団体】 神経性過食症に対する認知行動療法 CBT－E 簡易マニュアル運用の為の研修会ワーキンググループ                   

【非掲載希望】  45 名 

 

 

 寄付者ご芳名 （2018 年 10 月 1 日～2019 年 9 月 30 日） 



 

◇災害支援プロジェクト事業活動に対して 

【個人】 

秋元 貴美子 板村 論子 大中 俊宏 佐竹 学 鈴木  順 

武井 美智子 野崎 京子 西科 義雄 端詰 勝敬 波夛 伴和 

村上 典子     

【非掲載希望】  4 名 

 

◇学術大会に対して(第 23 回総会･学術大会) 

【個人】 

池田 千鶴 金子 貞男 西里 卓次 前沢 政次  

【非掲載希望】  1 名 

 

◇学術大会に対して（第 24 回総会･学術大会） 

【個人】 

黒川  順夫     

 

◇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  洋久 青野  弘義 青野  義樹 

石川  祐志 板村  論子 奥田  雅博 奥田  裕子 片桐  邦子 

片桐 佐喜子 片桐  玲音 金崎  千恵 加山 正美 加山 泰秀 

小池  由紀 近喰 ふじ子 武井 美智子  舘野  和  舘野  完 

塚本  和彦 ヘンリ･ｴﾓﾏﾊﾞ･ｵﾍﾞﾎﾞ 山本  幸子 山本  駿吾  

【非掲載希望】  9 名 

 

◇桂記念治療的自己研究基金 事業活動に対して 

【個人】 

荒木 登茂子  石津  宏  三井  清   

 

【2018 年 10 月 1 日から 2019 年 9 月 30 日までの】 

                  ☆寄付者数：個人 222 名  団体：1                                                                                                                               

皆様からの温かいご支援に、厚くお礼申し上げます。 


