
賛助会員名簿（令和２年度３４２名）

会員の皆様

相原　雄幸 相原　道子 青木　健 赤井　隆司 秋元　清一 朝倉　病院 小豆島　健護

篤　　進 安瀬　正紀 飯島　康仁 五十嵐　俊久 池澤　芳江 池澤　善郎 池田　嘉宏

石井　康夫 石ヶ坪　良明 石上　友章 石田　孜郎 泉谷　昭 磯部　裕 伊藤　利之

㈱伊藤園 稲垣　里咲 稲田　良宜 稲村　啓二 稲森　正彦 井上　一衛 入澤　佑樹

岩澤　多恵 岩成　秀夫 植地　正文 上原　寛栄 上村　博司 内門　大丈 浦中　康子

江島　正春 江畑　功 大澤　宏之 太田　展生 太田　由枝 大竹　正之 大成　克弘

大沼　かおる 大野　正師 大橋　健一 大橋　理英 岡田　栄一 岡田　慶太 岡宮　保彦

小川　毅彦 奥田　恭子 奥田　研爾 奥谷　圭介 小栗　剛 桶矢　勝代 桶矢　雅彦

尾崎　直 長田　裕 小沢　一貴 おその整形外科 小田切　邦雄 加行　尚 賀澤　秀雄

㈱柏屋 加瀬　昭彦 片山　敦 加藤　恭之 神奈川県医師会 金指　功 金澤　憲生

金子　茂樹 金子　靖 金成　正人 叶谷　由佳 神山　崇 亀澤　比呂志 川上　ちひろ

川島　雄二 菊田　稔 北　浩之 北村　和子 北村　豊 木下　典治 木村　明男

及能　茂道 清田　熙 吉良　圭 久慈　直光 窪田　吉信 熊本　𠮷一 久間　祥多

小泉　博義 小泉　晴美 香月　俊吾 公平　昭男 河野　敏郎 河野　卓也 小清水　勉

後藤　隆人 後藤　靖彦 小林　公也 小林　正明 小林　美絵子 近藤　恵 紺野　勉

西條　正城 齋藤　雄一 齋藤　竜一 酒井　直樹 櫻井　真一 佐々木　崇 佐々木　秀弘

佐藤　嗣有子 澤登　昭一 ㈱サンミ 椎橋　忠男 篠永　正道 柴田　利満 嶋田　紘

清水　正勝 ㈱ジャパンビバレッジセントラル 首藤　利幸 菅　千束 杉田　暉道 杉田　泰之 杉政　征夫

杉山　直也 鈴木　高恭 鈴木　秀明 鈴木　洋子 須田　嵩 関　英雄 芹澤　宏樹

仙賀　裕 曾和　健一 高尾　良英 高木　重人 高須　良雄 高橋　秀尚 高橋　寛行

瀧端　正博 瀧本　篤 武内　鉄夫 竹内　一朗 竹内　沙織 竹川　清 竹川　恵

武田　智 竹田　美雄 竹田　雄馬 田中　一男 田中　慎 田中　素子 玉井　拙夫

田村　暢男 崔　賢民 近松　徹也 千葉　康洋 津田　昌利 坪井　宏 鶴谷　孝

㈲ティーエム 寺崎　仁 遠山　病院 磨田　裕 鳥羽　直弥 内藤　正志 内藤　幸子

内藤　実 永井　晃 長岡　章平 長倉　秀幸 中谷　行雄 長堀　薫 中丸　真志

中村　勝年 中村　典彦 成田　雅弘 西川　雅美 二科　オリエ 西濱　啓司 西巻　滋

西村　徹 西村　知香 二宮　浩 ㈱ニューポートメディカル 野田　和正 野溝　明彦 波木井　靖人

橋本　隆平 長谷川　信茂 濱　秀司 濱中　美希 林　修一 林　秀徳 原　正道

原口　光代 柊　光一 姫野　秀朗 檜山　建宇 平野　克典 平原　敦子 福岡　洋

藤島　淑子 藤野　英世 藤本　健吉 藤本　忠承 藤原　芳人 船山　道敏 古川　政樹

古川　信也 保坂　圭 穂坂　正彦 細川　真由子 ポニー商事㈱ 堀内　義仁 堀口　順子

前田　和彦 前田　博司 前多歯材 真下　和宏 益村　眞 松井　豊 松下　宏子

松島　誠 松宮　是哲 三浦　猛 三上　万里子 美坂　則道 南沢　享 峰岸　薫

峯村　協成 宮内　利郎 三宅　捷太 宮崎　佳之 三好　宏岳 向井　克彦 村上　新二郎

村上　凡平 村澤　章子 孟　　真 森　来実 森　冨喜子 森岡　健 森田　修平

八木　俊夫 安村　和則 柳川　荘一郎 柳瀬　桃子 矢野　善己 山口　和郎 山口　葉子

山崎　正男 山田　皓太 山中　正二 山部　快太郎 山本　栄一 山本　裕司 湯田　兼二

横山　日出太郎 吉田　明 吉田　勝明 横浜市医師会 利野　靖 渡邉　茂治 渡邉　眞一郎

会費に加えてご寄附をいただいた会員の皆様

秋葉　幸良 天貝　勇 天野　直二 荒井　勝彦 荒井　保男 有本　泰造 石井　當男

石田　多嘉子 磯崎　哲男 岩田　慎子 及川　誠一 大島　誠一 大舘　敬一 大西　俊正

加賀谷　武 金子　宣由 金城　瑞樹 神代　明雄 QOL総合研究所㈱ ㈲キラキラ 熊倉　𠮷一

小泉　紋一郎 小嶋　寛之 五嶋　良郎 後藤　英司 後藤　深雪 近藤　治郎 斎藤　庸男

齋藤　洋一 佐野　克行 清水　敬修 新明　紘一郎 菅　　誠 杉山　貢 鈴木　紳一郎

鈴木　正比古 須田　セツ子 相馬　民太郎 高橋　牛乳店 田林　正夫 寺道　由晃 東邑　書憲

都甲　崇 戸田　憲孝 戸塚　武和 中橋　満 中山　成一 西山　貴郁 沼田　裕一

野末　悦子 橋本　敦生 長谷川　慎一 花田　英輔 早川　庸子 原田　博文 原田　昌興

春木　篤 ㈱PSビバレッジ 平尾　紘一 福本　毅 堀　武志 増田　肇 松田　秀樹

松田　玲圭 松本　直通 三杉　信子 宮城　悦子 宮下　裕子 諸星　隆夫 矢吹　正彦

山本　勇夫 吉川　恭弘 和田　芳賀 渡邉　洋一郎 渡辺商事㈱ 渡部　衛

会員以外の方でご寄附くださった皆様

俱進会 川田　博子 神奈川ヤクルト販売㈱ 志村　俊幸 松浦　秀嗣 コバヤシセイケイゲカ イ）オウハクカイ

　令和２年度には多くの方々からご寄附が寄せられました。誠にありがとうございました。医学・医療の研究や教育の支援に活用させて頂きます。

　ご逝去されました会員の皆様には、永年に亘る財団へのお力添えに感謝申し上げますとともにご冥福をお祈り申し上げます。


