
熊本大学基金へのご協力に感謝し、心より御礼申し上げます。 

 

 平成２８年５月１日から５月３１日までの間に、個人６５８名、５３法人・団体等の方々から、総額 

５９，２０１，９５１円のご寄附をいただきました。皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。 

 つきましては、寄附者の皆様へ感謝の意を込め、ここにご芳名を掲載させていただきます。 

なお、掲載は公開を希望された方のみとなっておりますことを申し添えます。 

 

１．お名前・寄附金額の掲載を希望された寄附者の皆様（寄附金額別、五十音順・敬称略にて掲載） 

  ※（ ）内の数字は、累計寄附金額（万円）です。 

【熊本大学基金】 

１００万円 黒木 政秀 (200) 佐々木 洋 (100) 髙木 葉子 (100)  

   有限会社メデカル三宝 (100) 

５０万円 中村 亮一 (56)       

   医療法人秋津会 徳田脳神経外科病院 (300)    

   ラ・サール医療部会 鹿児島支部 (50) 

２１万円 石黒 啓一郎 (21) 

２０万円 赤星 徳行 (20) 浅倉 修 (20) 渡邊 嘉典 (20) 

１０万円 生島 壮一郎 (10) 江藤 賢治 (14) 菅野 幸裕 (100) 杉山 大介 (10) 

   田代 征記 (10) 徳田 元 (15) 永安 武 (10)   

   医療法人信和会 まつみ内科クリニック (30) 

９万円 黒崎播磨株式会社  熊本大学OB会 (9) 

５万円 朝比奈 昭彦 (5) 今村 遼平 (150) 北野 敬明 (5) 西村 公雄 (5) 

  林田 紀久男 (35) 松田 道行 (5) 医療法人社団花香会山田皮膚科 (5) 

５万円未満 石川 尚 (1) 緒方 義行 (1) 川内 哲郎 (1) 川俣 千穂子 (2) 

   田中 啓二 (2) 原 弘志 (3) 波羅 仁 (0.5)  

【熊本地震復興事業基金】 

 １００万円 佐藤 誠 (100) 本坊 雄一 (100)  

   大電株式会社 (100) 特定非営利活動法人 日本分子生物学会 (100) 

５０万円 株式会社パルスパワー技術研究所 (50) サンコーコンサルタント株式会社 (50) 

３０万円 福岡市熊本大学同窓会 銀杏会 (30) 

１０万円 新井 堅 (10) 伊藤 祐臺 (10) 城戸 清 (10) 吉岡 成人 (10) 

  一般社団法人 Civilユーザ会 (10) 日本遺伝学会 (10) 

７万３千円 培材大学校 日本学科 (7.3) 

５万円 安部 恵祐 (5) 今井 浩三 (5) 内川 洋子 (5) 加茂野 久夫 (6)  

  志藤 里香 (5) 水木 敬明 (5) 



５万円未満 飯山 和彦 (2) 飯山 啓子 (2) 大平 裕子 (3) 執行 聖二 (1) 

   高山 健志 (3) 武久 究 (3) 中牟田 正治 (1) 濵田 雅一 (1) 

   増村 隆之 (1) 宮坂 昌之 (1) 本島 知子 (1) 矢野 義弘 (1) 

吉永 公典 (2.5) 

   

 

２．お名前のみ掲載を希望された寄附者の皆様（五十音順・敬称略にて掲載） 

※［ ］内の数字は、累計寄附回数（回目）です。 

【熊本大学基金】 

赤木 紀之  秋岡 稔  安部 省司 [3] 稲継 理恵 [2] 井上 梓  井上 晴夫 

入江 耕一郎 岩瀬 弘敬[2] 植田 高史 宇津宮 隆史 梅園 良彦 衞藤 光明[15] 

江藤 洋朗[2] 大田 政伸[3] 大塚 高浩 大坪 邦雄 大西 志保[2] 岡本 茂 

奥田 司[2] 小野 智美 片山 勉  鴨下 信彦[4] 川合 謙介[2] 川本 朓万 

上田 清照 神田 奈緖子 岸川 孝弘 北尾 えり子 北村 朗[2] 教正院 敬子[2] 

草野 龍二 [10] 國里 篤志 [2] 久保田 徹 胡桃坂 仁志 黒柳 徹子 鴻江 和洋 

小嶋 紀博 後藤 享子 後藤 健  後藤 忠彦 小林 麻己人 小原 恭子 [3] 

小渡 輝雄 近藤 繁美 [6] 笹井 冠奈 佐藤 譲  沢村 耕太 塩田 文彦 

塩見 祐一 [2] 島田 裕子 清水 芳幸 下村 秀樹 下山 省二 新村 美津子 

杉浦 重樹 [2] 瀬戸 致行 [10] 田浦 学  高橋 秀治 田口 英樹 竹市 雅俊 

竹林 浩秀 竹本 龍也 田中 真澄 谷川 誠  谷口 智洋 田村 雅俊 

丹治 麻希 土井 直治 泊 幸秀 [2] 豊田 大地 中 智昭  長井 貴子 

永井 義隆 [2] 中川 昭一 [4] 仲里 仁史 [2] 永田 秀人 長友 由美 [2] 中野 珠実 [2] 

長野 満晴 中別府 雄作 仲本 準  中山 潤一 新家 光雄 西川 澄子 

西川 盛雄 [2] 西原 実  二宮 由佳里 丹羽 章浩 沼田 治  野口 明子 

野口 吉斗 野田 宗男 野仲 典理 野村 一俊 [2] 野村 代志子 [2] 早川 芳弘 

林 良樹  早野 恵子 [2] 原 孝彦  原田 昌彦 肥後 成人 日高 綾香 [2] 

平野 聡一郎 平野 英保 福田 滋  福田 彊  福留 勉  藤田 みさお 

古川 洋一 北條 達也 保谷 克巳 星 元紀  本田 智靖 眞嶋 浩聡 

松浦 尚志 松尾 孝徳 松岡 通子[7] 松下 修三[2] 松村 英尚 松村 有二 [2] 

松山 公士 [7] 三宅 重信 宮村 美由紀 村上 幹彦 村田 和義 村田 聡  

森 俊雄  森本 充  八木田 秀雄 柳原 うらら 簗瀬 澄乃 山上 裕機 

横田 崇  吉田 稚明 脇園 茂樹 [2] Lai Minh Quan 

アクテリオンファーマシューティカルズジャパン株式会社  医療法人 友愛会 

医療法人一陽会 加藤医院  医療法人社団永芳会永芳医院 [2]  医療法人丈信会 平川外科内科医院 

医療法人山田クリニック  ＬＳ２７期同窓会 [2]  小川ポンプ工業株式会社 



金沢大学がん進展制御研究所  黒髪会（三菱電機株式会社 名古屋製作所 熊本大学OB会） 

順天堂大学泌尿器科学  第33回日本眼腫瘍学会  東京大学医学部附属病院 腎臓･内分泌内科 

吉田医院 

【熊本地震復興事業基金】 

秋葉 順容 [2] 浅野 庄三 [2] 味澤 泰夫 麻生 啓輔 有富 英明 [2] 有森 貴夫 

安藤 敏夫 安藤 由明 石川 彰 [2] 出本 晃文 伊藤 裕子 稲継 理恵 [2] 

今村 貞夫 [2] 井村 裕夫 岩野 春男 内山 安男 江﨑 八郎 王 真 

大田 雅嗣 大中 彰  大西 志保 [2] 小川 道雄 越智 実和子 加藤 浩亮 

加藤 昌子 [2] 金崎 淑子 鴨下 信彦 [4] 唐木 幸子 河島 孝彦 川田 健文 

河原 行郎 河村 正二 北村 朗 [2] 北島 建治 國里 篤志 [2] 熊本 憲一 

黒滝 大翼 小板 丈敏 児倉 静二 菰方 圭佑 小山 英則 近藤 繁美 [6] 

近藤 科江 佐藤 和久 佐藤 千栄子[3] 佐藤 元彦 佐藤 有紀 志水 正敏 

下釜 康弘 城石 俊彦 鈴木 敦巳 鈴木 文男 須田 貴司 高木 彰信 [4] 

高橋 郁子 髙橋 広志 高橋 洋 [2] 寳田 美佳 竹本 秀彰 忠垣 憲次郞 

田畑 千秋 田村 哲嗣 丹治 麻希 近本 亮  津田 敦 [2] 坪野 えり子 

寺岡 章雄 泊 幸秀 [2] 長尾 和治 [2] 中川 祐毅 中野 裕康 永淵 正法 

尼寺 勇輝 二階堂 修 野口 基子 野村 昌治 原田 信志 [3] 東 サトエ 

日高 綾香 [2] 平手 良和 [2] 平山 茂  廣末 英晴 福井 洋幸 藤澤 美和子 

堀尾 多香 本多 祥子 松本 一城 宮本 真理 三好 涼子 三輪 清貴 

望月 直樹 柳田 素子 山下 洋市 山本 政幸 横島 聡  吉 田 稔 

Jiang Shan Viera Gartnerova 

医療法人稲村脳神経外科クリニック  医療法人エレファ 村上整形外科医院  医療法人社団 医伸会  

医療法人セント・ルカ  ＬＳ２７期同窓会 [2]  株式会社コーポレイトディレクション 

国立大学法人山梨大学  山陽特殊製鋼株式会社  進歩国際特許事務所（分室）  

東北大学東北メディカル・メガバンク機構有志一同  トヨタ自動車九州 銀杏会 

広島大学原爆放射線医科学研究所教授会  福地建設株式会社  北大旧教養動物一同 

山 形 大 学 岡 山 大 学 薬 学 部 

 

３．お名前・寄附金額の掲載を希望されなかった寄附者の皆様 

   個人３８２名、９法人・団体等 


