
486 件

86 件 （ＨＰ掲載未承認を含む）

医療法人社団睦心会　あさなぎ病院　 旭化成ファーマ株式会社

医療法人社団　あわの産婦人科医院　 飯山赤十字病院

医療法人財団大西会 医療法人社団 東方会 おおやま病院

医療法人社団丘生会 岡田産科婦人科病院 ㈱勝木太郎助商店

かみいち総合病院 一般財団法人　上村病院

医療法人社団和康会 河合医院　 医療法人 かわたクリニック

医療法人社団あずさ会　川田病院・駅南あずさ病院 木田小児科医院　

きたがわ整形外科医院　 医療法人社団 きだ整形外科クリニック

北林クリニック 医療法人社団　仁清会　グリーンヒルズ若草病院

佐伯クリニック　 富山県　済生会富山病院

医療法人社団 桜井病院 佐伯病院

医療法人社団志貴野会 サンバリー福岡病院　 佐野厚生総合病院

島崎クリニック　 渋谷クリニック

医療法人真生会 真生会富山病院 医療法人社団ときわ会　常願寺病院　

医療法人社団正啓会 成和病院 医療法人社団スバル 杉野脳神経外科病院

田中昭文堂印刷（株） セキひふ科クリニック　

中央印刷 株式会社 医療法人社団和敬会　谷野呉山病院

医療法人 崇徳会 田宮病院 医療法人社団清栄会塚本脳神経外科

テレ通株式会社 社会医療法人社団三恵会　東名厚木病院

医療法人社団緑心会　砺波サナトリウム福井病院 冨木医療器株式会社

富山化学工業株式会社 富山医療生活協同組合 富山協立病院

富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 富山県厚生農業協同組合連合会　滑川病院

富山大学医学部後援会 富山大学医学部同窓会

富山労災病院 医療法人財団 正友会 中村記念病院

医療法人社団 長森興南クリニック　 流杉病院

並木薬品株式会社 南砺市病院

医療法人社団 元会 南洋クリニック 新潟医療生活協同組合

独立行政法人労働者健康福祉機構 新潟労災病院 日医工株式会社

日本海計測特機（株） 医療法人社団紫蘭会　光ケ丘病院

飛騨市病院事業 （有）日之出文具

医療法人社団ひめかわ 伏木医院

医療法人財団恵仁会 藤木病院　 不二越病院

藤田内科医院 舟橋クリニック

北酸株式会社 丸文通商 株式会社

医療法人社団照風会 三川クリニック 八木産婦人科医院　

医療法人社団 呉羽矢後医院　 医療法人社団 藤聖会 八尾総合病院

やました医院　 医療法人社団 親和会 山田温泉病院　

医療法人　山根医院 やまもと眼科

（ＨＰ掲載未承認を含む）

【　ご法人 ・ 医療機関等　】

平成27年12月28日現在

富山大学医療ルネッサンス寄附事業ご支援者等名簿

  
   富山大学医療ルネッサンス寄附事業へご支援いただき、誠にありがとうございます。

   関係者一同心より感謝申し上げます。

   ご寄附いただきましたご支援に、感謝の意を込めてお名前を掲載させていただきます。

　          ※ お名前は、五十音順に掲載し、敬称は略させていただきます。

現在までのご支援者総数

ご支援法人・団体等総数



有限会社 結城タイル 医療法人財団博仁会 横田病院

わかぐり内科医院　

愛場  信康 青木　頼子 赤井　雅也 穐本　篤幸 畦地　和司 麻生  光男

あ 足立　雄一 穴倉　陽子 穴場　歩 安保　徳文 新井　直也 荒木　美貴

新井　日華 有嶋　拓郎 Ｄ.Ｗ.アルッガマゲ 在田　幸太郎 五十嵐  良和 五十嵐　修一

五十嵐　登 井城　一弘 石井　陽子 生芝　幸夫 市田　蕗子 伊藤　薫

伊藤　和美 稲田　貢三子 稲寺　秀那 井上　さやか 井上　博 井上　将彦

猪木  多永子 猪又　峰彦 猪子  森明 今井　英充 今中　常雄 井村　穣二

岩元　利裕 Nguyen Minh Nui 岩谷  雅子 上野　均 薄井　勲 臼田　和生

内田　利広 宇野　大輔 閏間　敬一 榎　吉朗 胡田　健一郎 遠藤　俊郎

大崎　蒼 大島　敏夫 太田  昌一郎 大塚　梨可 大野　和義 大村  栄

大村　純 岡田　幾太郎 緒方　幸唯 岡山　欣彦 小川　良平 奥寺　　敬

小倉　昇 長田　龍介 岡部　素典 尾田　広和 女川　瑞夫 小野　充嗣

小野　武年 奥谷　達朗

鏡森　定信 蔭山  昌成 笠原  進 笠原  裕司 梶澤　知恵子 数見　賢一

か 片岡　哲 加藤  真子 加藤　秀一 加藤　雅宏 金森　昌彦 狩野　良雄

鎌田　倫子 川口　善治 川﨑  志保理 川筋　透 川根　隆志 神原　健太

岸　裕幸 北　啓一朗 北川　正信 北島　勲 北村  裕紀子 木村　源一

木村　友厚 木村　寛伸 工藤　昭博 工藤  通明 倉知　正佳 栗田　典定

小泉　富美朗 腰山　裕 小関　武 小西　健一 小林　栄治 小林　俊則

小森　幸哉 小山　新弥 近藤　　隆

斉藤  明宏 斉藤　浩哉 酒井　一朗 酒井　成 坂本　和彦 桜井　巌

さ 櫻井  新樹 櫻井　一 櫻澤　徹 桜沢　亘 笹岡　利安 笹野　京子

佐々木　瞳 佐々木　正典 佐々木　利佳 笹原　正清 佐藤　淳司 佐藤　孝幸

佐藤　秀輝 佐野　一紘 澤井　恵一 椎名　謙司 塩崎　有宏 塩谷　亨

四十万谷　正久 柴田　智富 嶋田　豊 清水　忠道 釈永　清志 十二町　明

十二町　真樹子 庄司　美樹 將積　日出夫 白木　公康 杉下　尚康 杉林　遼一

杉本　盛毅 杉森　道也 杉山　由一 鈴木　健 鈴木　博文 鈴木　正孝

鈴木　道雄 関　有里沙 関　京子 関根　道和 関本　美穂 瀬戸川　仁

瀬戸　妙 千田　篤 相馬  靖 曽根　俊則

高井　充 高尾　共代 高木　喜正 髙瀬　雅江 高田　良子 鷹取　誠

た 髙野　亮一 高橋　翔吾 髙橋　昭治 高橋　千晶 高原　照美 高本　考一

多喜　博文 滝澤　英昭 武石　徳広 竹内　登美子 竹内　勝 竹内　幸雄

竹腰　雄二 武本　眞清 武田　義雄 竹中　康久 田島　正人 多田　研三

田中　久富 田中　芳克 田辺　泰寛 田渕　明子 田淵  英一 田宮　典子

田村　悟 田村　了以 樽田　晴人 田原　保夫 茶木　久晃 趙　慶利

塚田　一博 月城  孝志 津田　凜花 土田　哲 堤　靖樹 常山　幸一

寺島　裕一 戸石　衛 徳間  健太郎 戸邉　一之 都丸  浩一 冨田　貴子

富永　洋和 冨原　圭

中尾  義広 中川　肇 中川　律沙 中里　圭貴 長澤　達也 中島　俊之

な 中島　裕史 長田　拓哉 中田  裕二 中野　健治 中橋　謙 中原　広明

中村　伸二 中村  友也 中村  典雄 中村　聡人 中村　寛子 中村　隆一

中山　真理 七原　勝基 奈邊　徳夫 並河　達夫 新鞍　真里子 仁井見　英樹

二階堂　敏雄 西条　寿夫 西谷　美幸 西村　晴夫 西山　知克 新田　淳美

丹羽　秀樹 野上　重治 野口　京 野口　誠 野原　茂 野村  耕章

野本　裕右

【　ご支援者等　】



橋本  良明 橋本　安弘 長谷川　ともみ 長谷川  豊 畑　由紀子 服部　裕一

は 馬場　兼雄 羽広　孝司 波部　孝弘 浜崎　景 濱島　丈 濱中  英樹

林　篤志 林　千咲都 林　治朗 林　伸一 林　龍二 林　宏光

原　勇人 原口	 	 兼明 原渕　保明 日置  将 引網　宏彰 引間  昭夫

平井　嘉勝 平岩　明子 平澤　昇司 平山　慶子　 平山　富雄 廣澤　友成

廣田　弘毅 弘田　登志也 二川　香里 深谷　良 福井　靖人 福迫　剛

福田  京子 福田　繁 福田　裕之 福田　正治 福田　裕 藤井　一郎

藤田　拓也 藤浪　斗 藤本　治久 藤原　祐子　 布施　秀樹 二村　真衣

古川　耕三 古川　和明 古川　茂弘 古川　理恵子 細井　勇治 細田  佳佐

細谷　晃 細谷　健一 堀　晃 堀　悦郎 堀　勉 堀口  兵剛

本郷  和久 本江　正忠 本田　昂

前田  基一 前田  宜延 牧野　周二 牧野　真弓 牧原　敦彦 増田　和史

ま 益永　啓二 松下　功 松田　滋子 松田　茂 松野　貢治 松本　欣三

松本　惇平 松本　光代 丸山  千鶴 三秋  謙太郎 水澤　志保子 水島　二郎

水島　たつ 皆川　秀夫 湊山　文雄 南　栄一 宮垣　一秀 宮原  幸則

宮村  正廣 宮本  直樹 宮本  憲雄 宮脇　利男 三輪　重治 向井　拓治

村上是正 村口　篤 村田　雅文 本江　恭子 森　友昭 森河  裕子

森川　朋子 森尻　実

八木　裕昭 八島  省吾 安田　剛敏 柳沢　多加志　 山縣　正庸 山岸　教男

や 山﨑  都 山﨑　和男 山崎　光章 山﨑　宜久 山城　清二 山田  成明

山田　庄一 山西　英樹 山本　麻路 山本  享子 山本  康 山本  直志

山本　浩充 山本　正人 柚木  透 吉川  恭弘 吉澤　一郎 吉田  晶子

吉田　晶代 吉田　淑子 吉田　康二郎　 与島  明美 芳村　直樹 吉山　泉

米澤  和美

若山　典史 和田　重人 渡部　みどり

わ


