
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６月１日から６月３０日までの間に、個人５６４名、８６法人・団体等の方々から、総額 

１５１，３５６，８７７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】 

１２０万円 名古屋大学 非常勤医員の会 (120) 

１００万円 松田 一郎 (105) 

   一般財団法人化学及血清療法研究所 (100) 

医療法人 竹林ウィメンズクリニック (100)  

特定医療法人浩洋会 田中病院 (200) 

５０万円 株式会社コンフィック (50) 

３０万円 市橋 俊文 (30) 

２０万円 古賀 毅 (20) 

１８万円 長崎市役所熊大卒業生有志 (18) 

１５万１千円 大分市役所熊本大学同窓会「武夫原会」 (15.1) 

１０万円 阿南 育男 (11) 稲垣 直之 (10) 江藤 忠明 (20) 切通 良昭 (220)  

妹尾 包人 (10) 

熊本大学建築会福岡支部同窓会 (10) 福島循環器科内科医院 (10) 

５万５千円 第五高等学校 野球部OB会 (5.5) 

５万円 片山 成仁 (5) 藤野 宏典 (6) 

５万円未満 安藤 美孝 (1) 今里 嘉夫 (2) 川瀬 格 (1) 北本 康則 (5) 

   倉原 琳 (12) 佐藤 正哉 (1) 鈴木 守 (2) 田上 正 (3) 

   中村 彰 (2.5) 早田 匡芳 (3) 

【熊本地震復興事業基金】 

１億円 株式会社ＴＳＫ(1億円) 

２００万円 インサイト株式会社 (200) 

 １００万円 切通 良昭 (220) 

   医療法人秋津会 徳田脳神経外科病院 (400) 

医療法人康和会 鮫島クリニック (100) ＫＯＡ株式会社 (100) 

公益財団法人天田財団 (100) 



５０万円 日立造船株式会社 (50) 

４３万５千円 熊本大学工業会福岡支部 (43.5) 

３８万４千円 国立大学法人岩手大学 (38.4) 

３０万円 宮崎県武夫原会 (30) 

２８万円 長崎県職員熊本大学工業会有志一同 (28) 

２０万円 赤坂 甲治 (20) 阪口 薫雄 (45) 七里 元亮 (20) 樋口 隆史 (20) 

  熊大医学部同窓会下関支部 (20) 宮﨑市役所モッコス会 (20) 

１６万７千円 一般社団法人城北会 (16.7) 

１３万２千円 大牟田市役所熊本大学卒業生有志一同 (13.2) 

１０万円 相本 太刀夫 (14.1) 江藤 忠明 (20) 清藤 成二 (10) 倉田 裕 (10) 

  倉原 琳 (12) 富澤 一仁 (12) 西村 泰治 (15) 

  株式会社アテック(10) 

特定非営利活動法人あゆみ会 JBC ﾌｨｯﾄﾈｽｽﾀｼﾞｵ JBC駅前ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ (10) 

富士通株式会社熊本支店 (10) 

５万５千円 関西武夫原ゴルフ会 (5.5) 

５万円 影山 龍一郎 (5) 川野 有智 (5) 長谷 義隆 (40) 保利 真理 (5) 

  北海道大学国際婦人交流会 (5) 

５万円未満 市成 明子 (7) 今泉 富美子 (1) 岡本 久男 (2) 栫 修一郎 (13) 

  木下 房之 (3) 小橋 丹青 (1) 坂本 博 (2) 佐藤 正哉 (1) 

  釣本 敏樹 (2) 別府 正美 (1) 矢野 博巳 (1) 

 

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 究 [3] 浅山 滉 [13] 荒木 知之 家村 和千代 池田 功  池田 公史 

伊佐 二久 [12] 石本 稔 [3] 泉 文治 [3] 伊藤 裕子 [2] 稲田 正雄 井本 正哉 

岩井 顯 [2] 犬童 めぐみ [2] 植木 浩二郎 植田 直美 上村 順一 [4] 牛島 俊和 

江上 寛 [2] 江口 城生 江口 晋  蝦名 章  大鐘 潤  大久保 敏之 

大津 敬一朗 [4] 大津 直樹 大中 康宏 大野 訓正 大宮 伸二 [3] 岡島 寛 [2] 

岡田 晃一 緒方 義也 岡本 定昭 [2] 岡本 有吾 小川 修 [2] 小川 毅彦 

小川 靖子 [2] 加村 啓一郎・中川 晴香  亀崎 佐織 [2] 桔梗 伸明 菊池 克朗 

木口 賢紀 岸川 芙実 [2] 木原 康裕 木村 洋子 工藤 直樹 國政 和宏 

久保田 修 久保田 稔 倉橋 洋史 黒岩 正典 廣野 毅志 [2] 小迫 英尊 

児玉 伸子 [2] 小原 道法 昆 隆英  坂井 義之 佐々木 敦朗 佐々木 伸雄 

塩見 祐一 [3] 志賀 英敏 実藤 公一 柴山 佳夫 [3] 島田 辰彦 新名主 宏一 



杉本 真也 須藤 芳夫 砂川 優  瀬戸 致行[11] 薗田 浩徳 田賀 哲也[2] 

高橋 浩一 [2] 高畑 かずこ 田口 峰子 [6] 竹内 隆  竹島 伸一  立石 千絵 

田中 敦 [2] 田中 健治 田中 秀欣 田中 美和 田中 祐司 谷 宏 [4] 

都留 秋雄 寺﨑 秀則 [4] 鳥羽 栞  長池 幸樹 永廣 信治 中道 貞子[2] 

中村 英子 [2] 中村 清史 [2] 中村 哲也 並河 東志夫 西岡 憲一 野島 武久 

橋田 昌弘 橋本 泰明 濱田 学  原 孝一  祓川 亮  原田 理代 

久留 博史 泥谷 高博 平田 一仁 平田 智美 [2] 福岡 忠博 福島 力 

福田 道子 福村 昭信 福村 佳代子 藤井 康聡 藤澤 千笑 二塚 信 [8] 

古川 貴久 古庄 精一 [4] 戸次 大史 [2] 本多 史憲 宮川 俊作 宮澤 正顯[2] 

宮之原 修 向井 諭 [5] 目澤 秀俊 森岡 亨 [3] 森山 弘之 [2] 八重樫 賢 

保倉 清太郎 山口 良文 山田 源  山田 孝吉 山本 恵司 山本 英彦[4] 

吉澤 誠司 吉田 博二 吉原 徳穂 四元 剛一 渡邊 潤  渡邉 文隆 

Stevens Junko  Fukushima Yumi 

医療法人宏悠会 なかむら整形外科クリニック  医療法人恕心会 さめしま眼科 

医療法人竹田胃腸科外科医院 [2] 医療法人まつもと眼科 [3]  医療法人友愛会 園田病院 

株式会社 羊土社 [2]    株式会社アンスリック  関東天然瓦斯開発株式会社 

九州大学 病態制御内科学 糖尿病研究室  熊本大学大学院生命科学研究部消化器外科学 [2] 

公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会  国立大学法人新潟大学医学部 血液・内分泌・代謝内科学 

国立大学法人北海道大学 遺伝子病制御研究所    特定非営利活動法人茨城血液医療ネットワーク 

長崎大学医学部卓球部  日本エスエルシー株式会社   りゅう呼吸器科内科  株式会社中山書店  

有限会社J&I 

【熊本地震復興事業基金】 

青木 達之 赤木 究[3] 荒木 真佐子 伊佐敷 靖[2] 石田 裕豊[2] 泉水 仁 [3] 

伊藤 禎洋 [2] 犬童 めぐみ[2] 植田 光憲 宇佐川 毅 内田 英一 越崎 裕介 

大津 敬一朗[4] 岡島 哲郎 岡島 寛 [2] 岡田 洋一 [2] 岡本 照子 岡本 敏秀[2] 

小川 聖一郎 小川 靖子 [2] 奥田 和男 折茂 彰   甲斐俊哉･祥恵[2] 梶川 咸子[2] 

金井 昭夫 河合 純  岸川 芙実 [2] 桐山 聰  桐山 昌代 鯨岡 英雄 

小池 克明 小泉 政啓 鯉沼 陸央 古賀 丈晴 [2] 古賀 久惠 後藤 薫 

後藤 一美 [2] 近藤 昭夫 齋藤 政彦 西東 葉子 [3] 佐方 克彦 佐野 沙希 

紫村 宗仁 新屋 勇人 杉 信幸  瀬戸 寿一 副田 二三夫 園井 健太 

平良 哲治 [2] 田賀 哲也 [2] 高橋 浩一 [2] 高橋 貞夫 高橋 崇之 髙山 晴彦[2] 

田口 峰子 [6] 竹屋 元裕 [3] 田中 敦 [2] 田中 正人 谷 宏 [4] 谷口 強 

土山 雅人 堤 和秀  堤 芳雄  寺﨑 秀則 [4] 徳渕 昭代 富岡 和孝 

中尾 ゆかり 中岡 一男 永田 孝弘 仲摩 史朗[2] 仲矢 道雄 西村 一敏[2] 

野田 雅史 [2] 橋本 昭浩 樋口 裕倫 兵頭 武志 深町 公信 福野 光輝 



古川 昇  戸次 大史 [2] 本郷 智子 本田 健治 松野 光伸 松本 博子[2] 

真壁 和裕 [2] 道脇 哲郎 三村 朋弘 宮田 将徳 向井 諭[5] 村井 重愛[3] 

守 且孝 [2] 森 邦彦  森 憲正  森木 洋一 八幡 英幸 山縣 道弘 

山縣 ゆり子 [2] 山崎 広道 山崎 晶  山崎 龍雄 山田 祐一郎  山本 英彦[4] 

山本 正朗 祐徳 裕子 吉本 昭彦 若杉 洋一 渡辺 昭市 

医療法人社団明保会 保元内科クリニック [2]  医療法人春成会  医療法人仁童会 

花王株式会社 生物科学研究所  カクタスコミュニケーションズ株式会社  株式会社 羊土社 [2] 

株式会社ｇｉｒａｓｏｌ  株式会社ライプニツ・リサーチ  川崎医科大学生理学1   

熊本大学工業会大阪支部  熊本大学大学院生命科学研究部消化器外科学 [2] 

神戸大学大学院理学研究科有志  国立大学法人福島大学  国立大学法人山梨大学 [2] 

三喜トラベルサービス株式会社  順天堂大学 内科学・代謝内分泌学講座 

第 63 回国立大学図書館協会総会有志  大学行政管理学会  福岡県庁熊本大学同窓会土木部会 

ベトナム熊大卒業生（KUAV） [2]  山形大学[2]  有限会社マルノ薬局  医療法人桜和会 

 

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２９２名、１８法人・団体等 


