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モリイシ ミサキ 

吉川 京子 

相川 厚 

神村 英利 

成田 一衛 

大塚 尚 

医療法人社団 甲田内科クリニック 

佐藤 真喜子 

稲葉 雅章 

藤乗 嗣泰 

創英国際特許法律事務所 

株式会社 ひまわり調剤薬局 

磯﨑 泰介 

安藤 亮一 

服部 元史 

松本 明彦 

西 愼一 

柳田 素子 

南学 正臣 

上田 善彦 

北尾 利夫 

 碧 

森兼 啓太 

衣笠 えり子 

竹村 充代 

横井 秀基 

東北大学病院 

血液浄化療法部 有志御一同 

順天堂大学 医学部 

腎臓内科学講座 

二宮 洋子 

山本 秀夫 

中原 宣子 

酒井 紀 

カミヤ メグミ 

北海道腎と薬剤研究会事務局 

岩本 繁 

松尾 陽介 

和田 隆志 

イトウ マサテル 

長瀬 美樹 

長崎腎と薬剤研究会 

長崎腎臓病院薬剤課内 

高橋 初 

田向 将大 

医療法人 いきいき．クリニック 

金沢医科大学 医学部 腎臓内科学 

清水 不二雄 

関根 桂子 

土方 清 

医療法人 友和会 竹沢内科歯科医院 

古屋 春生 

医療法人 桃李会 御殿山クリニック 

水附 裕子 

小島 善詞 

医療法人社団 ピエタ会 石狩病院 

立麻 典子 

大久保渡辺クリニック 

わかき kids'クリニック 

医療法人 貴和会 大野内科医院 

医療法人 小田ひ尿器科 

公益財団法人 小千谷総合病院 

医療法人 小山すぎの木クリニック 

医療法人 心信会  

池田バスキュラーアクセス・透析・内科 

田中 新一 

平成 28年熊本地震 透析医療復興支援寄付金に寄付いただき、お名前の公表を同意された方々 265件

（同意されなかった方々 22件）                      （順不同・敬称略） 

～寄付者の皆様のご厚意に感謝申し上げます～ 
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塚原 宏一 

吉野 篤範 

自治医科大学 内科学講座 腎臓内科学部門 

医療法人社団 重信クリニック 

医療法人 吉武泌尿器科医院 

医療法人 泉南玉井会  

医療法人 新都市医療研究会「君津」会  

玄々堂君津病院 

本田 眞美 

小林 靖明 

医療法人 眞仁会 横須賀クリニック 

医療法人社団 健水会 練馬中央診療所 

南青山内科クリニック 

腎研クリニック  

医療法人 加藤クリニック 

粟津 緑 

社会医療法人 新潟勤労者医療協会  

下越病院 

原田 清子 

医療法人社団 健紘会 田中クリニック 

医療法人社団 双樹会 早徳病院 

原 プレスセンタークリニック 

医療法人社団 恵章会 御徒町腎クリニック 

多田 純 

医療法人 恵光会 原病院 

医療法人 創和会 しげい病院 

藤枝 幹也 

医療法人 恵仁会 小野内科医院 

森本 勉 

医療法人 西福岡病院 

医療法人社団 豊泉会 丸山病院 

医療法人社団 山東医院 山東第二医院 

医療法人 八田内科医院 

カナイ医療器株式会社 

水沢 弘哉 

医療法人社団 一水会 橋本医院 

医療法人 協和会  

医療法人 勝久会 地ノ森クリニック 

医療法人 千秋会 大場医院 

医療法人 創和会 重井医学研究所附属病院 

社団医療法人 かなめ会 山内ホスピタル 

品川腎クリニック 加藤 尚彦  

医療法人社団 仁友会 入間台クリニック 

一般財団法人 積善会 十全総合病院 

頼岡 德在 

菱田 明 

医療法人社団 辰星会 新開医院 

医療法人社団 健腎会 小川クリニック 

社会医療法人社団 順江会  

東京綾瀬腎クリニック 

社会医療法人社団 順江会 江東病院 

医療法人 晶晴会  

特定医療法人社団 健腎会  

おおぬきクリニック 

つちや小児科  

医療法人社団 東山会 調布東山病院 

医療法人 豊水会 みずのクリニック 

古川 周三 

医療法人社団 成和会 西新井病院 

社会医療法人 盛全会 岡山西大寺病院 

特定医療法人 健腎会 おがわクリニック 

医療法人社団 清永会 矢吹病院 

医療法人社団 あかね会 矢板南病院 

近藤 秀治 

医療法人社団 慶心会  

多摩永山腎・内科クリニック 

医療法人社団 慶心会  

稲城腎・内科クリニック 

長谷川 理 

医療法人 永生会 まつした 腎クリニック 

医療法人 こもたクリニック 

医療法人社団 正賀会 代々木山下医院 

杉田 裕貴 

医療法人社団 誠賀会 

渋谷ステーションクリニック 

医療法人 清水会 
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伊藤 貞嘉 

波多江 健 

吉留 幸一 

藤山 信弘 

医療法人 明生会 賀茂病院 

医療法人社団 邦楠会 五十嵐医院 

川崎医科大学 腎センター 

医療法人社団 六翠会 六島クリニック 

医療法人社団 自靖会  

自靖会親水クリニック 

医療法人財団 健和会  

みさと健和クリニック 

医療法人 西狭山病院 

社会医療法人社団 尚扱い  

上福岡腎クリニック 

社会医療法人社団 尚篤会 赤心クリニック 

医療法人社団 東桑会 札幌北クリニック 

医療法人 たいようのクリニック 

パークビル透析クリニック 

社会医療法人 愛仁会 高槻病院 

医療法人 光生会 森木病院 

二瓶 宏 

医療法人社団 永井医院 

医療法人社団 嬉泉会 大島記念嬉泉病院 

笹森 章 

医療法人社団 井口会 総合病院 落合病院 

富家 隆樹 

荒井 顕 

洞 和彦 

社会医療法人 喜悦会 那珂川病院 

横山印刷株式会社 

山本 勉 

医療法人社団 豊済会 下落合クリニック 

相模大野内科・腎クリニック 

株式会社 陽進堂  

社会医療法人 愛仁会  

愛仁会リハビリテーション病院 

武智ひ尿器科・内科 

社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 

医療法人社団 三遠ﾒﾃﾞｨﾒｲﾂ 豊橋ﾒｲﾂｸﾘﾆｯｸ 

信楽園病院 

医療法人 柿生会  

社会医療法人財団 白十字会  

佐世保中央病院 

社会医療法人 愛仁会 千船病院 

医療法人社団 嬉泉会 嬉泉病院  

公益財団法人 浅香山病院 

岡山済生会総合病院 

医療法人 小金井中央病院 

社会医療法人同心会 西条中央病院 

医療法人社団 緑成会 横浜総合病院 

医療法人社団 慶生会  

仲里 仁史 

小池 正司 

西久保 强 

医療法人 優心会 吉江医院 

医療法人社団 翔仁会 青戸腎クリニック 

笹 真一 

社会医療法人 垣谷会 明治橋病院 

医療法人 光仁会 

杉山 敏 

医療法人 偕行会グループ 

医療法人 ユーアイ西野病院 

医療法人 参篤会 高原病院 

福島腎不全研究会 

長門谷 克之 

足利赤十字病院 

愛知県厚生農業協同組合連合会  

安城更生病院 

島 祐子 

一般社団法人 日本透析医学会 

前田 靖子 

田中 秀欣 

有吉 俊二 

医療法人 永仁会 佐藤病院 

社会医療法人 大雄会 大雄会第一病院 
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医療法人財団はまゆう会 

九州人工透析研究会 

石巻圏透析施設災害時ネットワーク 

医療法人 淳風会 熊野路クリニック  

医療法人 薫風会 高桑内科クリニック 

小木 美穗子 

益田 眞理 

医療法人社団 桜医会 菅野医院分院  

タムラ キクコ 

医療法人 待望主会 安立医院 

医療法人 有心会 愛知クリニック 

医療法人社団 嬉泉会 春日部嬉泉病院 

医療法人社団 悠友会 

医療法人社団 蒼生会 高松病院 

群馬腎と薬剤研究会 

田中 悦子 

医療法人 医理会 柿添病院 

医療法人 清澄会 水巻クリニック 

バクスター株式会社 

医療法人 衆和会 長崎腎病院 

医療法人 仁友会 北彩都病院 

石田 裕則 

徳光 正行 

豊島 經康 

橋本 裕之 

小林 武 

医療法人 仁友会 

和田 篤志 

近藤クリニック真美ヶ丘腎センター 

坪庭 直樹 

本西 哲 

小薮 助成 

医療法人 栄和会 泉川病院 

須田 伸 

大澤 源吾 

末吉 章浩 

興和創薬 株式会社 

医療法人社団 腎誠会 

さっぽろ内科・腎臓内科クリニック 

竹内 彩夏 

横山 啓太郎 

手塚 優子 

坂口 俊文 

大城 吉則 

辻本 雅之 

医療法人社団 成守会  

はせがわ病院 職員御一同 

山本 裕康 

和田 晃 

新潟透析医学会 

山村 洋司 

医療法人 松下クリニック 

医療法人 きたやま泌尿器科医院 

児島 康行 

岸川 哲子 

公益財団法人 健和会 

アベ ジュンコ 

医療法人社団 慶寿会 千代田中央病院 

医療法人社団 若林会 湘南中央病院 

医療法人 創和会 しげい病院 

医療法人社団 好仁会 滝山病院 互助会 

大野 晃子 

フラワー薬局 平松 利佳 

フラワー薬局 有馬 美佳 

寺岡 慧 

公益財団法人 日本腎臓財団 

 

 

 


