
御芳名	 法人 
 

 

医療法人永井医院	 

一般財団法人辛酉会	 

医療法人社団回陽堂八乙女クリニック	 

医療法人有恒会こだまホスピタル	 

医療法人啓仁会石巻ロイヤル病院	 

由利組合総合病院	 

医療法人楽山会せいてつ記念病院	 

医療法人菅野愛生会	 

国家公務員共済組合連合会東北公済病院	 

公立相馬総合病院	 

医療法人伸裕会	 

公益財団法人総合花巻病院	 

平鹿総合病院	 

労働者健康福祉機構福島労災病院	 

社会医療法人青嵐会	 

社会医療法人明和会中通総合病院	 

医療法人社団葵会仙台・太白病院	 

いわき市立総合磐城共立病院	 

美里町立南郷病院	 

秋田赤十字病院	 

医療法人社団仁明会	 

一般財団法人大原綜合病院	 

岩手県立宮古病院	 

医療法人博愛会	 

医療法人財団姉歯松風会石越病院	 

株式会社宮城テレビ放送	 

地方独立行政法人宮城県立病院機構	 

	 宮城県立循環器・呼吸器病センター	 

一般財団法人厚生会	 

田宮印刷株式会社	 

独立行政法人労働者健康福祉機構	 

	 東北労災病院	 

医療法人社団北杜会船岡今野病院	 

医療法人ベテール	 

一般財団法人周行会内科佐藤病院	 

社会医療法人康陽会中嶋病院	 

一般社団法人宮城県臨床工学技士会	 

東北大学星の友同窓会	 

医療法人松田会	 

医療法人社団赤石会	 

株式会社ソノベ	 

東北薬科大学病院	 

栗原市立若柳病院	 

栗原市立栗原中央病院	 

栗原市立栗駒病院	 

石巻赤十字病院	 

岩手県立胆沢病院	 

勝山企業株式会社	 

株式会社ボブ	 

医療法人寶樹会	 

気仙沼市立病院	 

宮城利府掖済会病院	 

一般財団法人脳神経疾患研究所	 

一般社団法人宮城県歯科医師会	 

東菱電機商事株式会社	 

学校法人朴沢学園理事長	 朴澤	 泰治	 

医療法人ベテール理事長	 曽我	 孝志	 

東北大学歯学部同窓会会長	 大内	 光太郎	 

仙台医療福祉専門学校学校長	 氏家	 典子	 

医療法人社団葵会仙台・太白病院	 

	 院長	 佐藤	 由紀夫	 

岩手医科大学附属病院病院長	 酒井	 明夫	 

公益財団法人星総合病院総長院長	 丸山	 幸夫	 

東北薬科大学病院病院長	 近藤	 丘	 

公益財団法人宮城県対がん協会会長	 久道	 茂	 

仙台歯科医師会会長	 駒形	 守俊	 

宮城県看護協会会長	 佃	 祥子	 

仙台市薬剤師会会長	 北村	 哲治	 

学校法人東北薬科大学理事長学長	 髙柳	 元明	 

仙台市医師会会長	 永井	 幸夫	 

仙台市医師会副会長	 青沼	 清一	 

	 



一般社団法人宮城県歯科技工士会	 

	 会長	 佐藤	 誠	 

アイリスオーヤマ株式会社	 

	 代表取締役社長	 大山	 健太郎	 

広南病院院長	 藤原	 悟	 

東北福祉大学学長	 萩野	 浩基	 

厚生病院院長	 長南	 明道	 

医療法人岩切病院	 

岩手県立中央病院	 

株式会社オートランドリータカノ	 

仙台国際ホテル株式会社	 

八戸市立市民病院	 

医療法人浄仁会大泉記念病院	 

医療法人財団明理会西仙台病院	 

医療法人社団葵会仙台・富田病院	 

株式会社東日本放送	 

株式会社河北新報社	 

国民健康保険川崎病院	 

岩手県立磐井病院	 

仙北市病院事業市立角館総合病院	 

岩手県立遠野病院	 

岩手県立大船渡病院	 

岩手県立中部病院	 

大崎市民病院	 

東北大学病院診療技術部歯科技術部門一同	 

医療法人財団明理会	 

	 イムス明理会仙台総合病院	 

東北大学病院視能訓練士一同	 

三塚歯科クリニック	 

登米市民病院／米谷病院／豊里病院／	 

	 登米・よねやま・上沼・津山診療所	 

医療法人社団晃山会松江病院	 

東北放送株式会社	 

地方独立行政法人宮城県立病院機構	 

	 宮城県立がんセンター	 

医療法人社団杏仁会	 

医療法人安達同済会	 

一般財団法人太田綜合病院	 

公益財団法人仙台市医療センター	 

	 仙台オープン病院	 

公立学校共済組合東北中央病院	 

株式会社東北ロイヤルパークホテル	 

ホテルメトロポリタン仙台	 

県北医療センター高萩協同病院	 

岩手県立高田病院	 

医療法人社団清靖会木村病院	 

東北大学病院麻酔科一同	 

東北大学病院集中治療部一同	 

東北大学病院手術部一同	 

ゴージョージャパン株式会社	 

福島県厚生農業協同組合連合会	 

	 白河厚生総合病院	 

岩手県立南光病院	 

公立黒川病院	 

株式会社仙台共同印刷	 

東北大学病院診療技術部放射線部門一同	 

東北大学病院診療技術部臨床工学部門一同	 

大和ハウス工業株式会社	 

	 仙台支社マンション営業所	 

	 

	 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



御芳名	 個人 
 

 

浅野	 弘毅	 

鈴木	 至	 

大内	 將弘	 

中川	 勲	 

佐藤	 俊一	 

正木	 英二	 

土谷	 隆	 

松村	 輔二	 

佗美	 旭	 

一條	 貞雄	 

佐藤	 哲郎	 

田所	 慶一	 

佐藤	 満雄	 

渡部	 千代	 

後藤	 敏和	 

小泉	 雅典	 

本田	 徹	 

金澤	 悦子	 

木田	 照子	 

相馬	 セツ子	 

岡本	 智子	 

海野	 倫明	 

松井	 桂子	 

阿部	 武浩	 

斎藤	 明美	 

中澤	 徹	 

中村	 卓史	 

小関	 健由	 

須田	 琴代	 

佐藤	 房郎	 

国分	 正一	 

有馬	 宏寧	 

菅原	 美知子	 

髙瀬	 チエ	 

髙橋	 貞子	 

日吉	 ふく子	 

八重樫	 伸生	 

根本	 良子	 

齋藤	 春夫	 

早坂	 忠裕	 

秋田	 次郎	 

大久	 良晴	 

長野	 正裕	 

丹野	 弘晃	 

佐藤	 譲	 

塩飽	 仁	 

豊川	 真弘	 

片倉	 睦	 

舛甚	 満	 

森	 建文	 

西口	 康二	 

笹野	 高嗣	 

仁尾	 正記	 

面髙	 宗子	 

羽島	 房子	 

石井	 正	 

森	 昌造	 

鈴木	 千恵	 

中里	 信和	 

髙橋	 篤志	 

山内	 正憲	 

門間	 典子	 

菊池	 雅彦	 

新妻	 秀剛	 

出江	 紳一	 

小川	 徹	 

根本	 英二	 

神宮	 啓一	 

福地	 鈴	 

武山	 恒男	 

下田	 元	 

遠藤	 英昭	 



下川	 宏明	 

髙橋	 哲	 

本郷	 道夫	 

泉田	 明男	 

山田	 哲也	 

岩戸	 秀利	 

高橋	 雅信	 

城田	 英和	 

福永	 智広	 

武田	 茂久	 

佐々木	 啓一	 

眞野	 成康	 

三浦	 勝志	 

佐藤	 宗徳	 

伊藤	 記彦	 

赤坂	 和俊	 

木皿	 重樹	 

三木	 未佳	 

石岡	 千加史	 

青木	 正志	 

梁川	 功	 

本庄	 智子	 

四野見	 力	 

久道	 周彦	 

工藤	 正孝	 

佐藤	 三惠子	 

組谷	 雅一	 

大杉	 真也	 

伊藤	 重宏	 

加賀谷	 豊	 

亀山	 楓季	 

亀山	 来夢	 

山口	 浩明	 

多田	 和弘	 

十二村	 勇太	 

春原	 佐行	 

岡崎	 千洋	 

船橋	 宣正	 

佐々木	 淸文	 

及川	 悦子	 

和田	 昌弘	 

芝田	 正	 

佐藤	 信義	 

伊藤	 祐造	 

佐々木	 榮子	 

林	 英彦	 

石井	 千枝子	 

石井	 寛	 

石井	 國昭	 

平野	 陽子	 

下瀬川	 徹	 

張替	 秀郎	 

五十嵐	 薫	 

大桐	 規子	 

庄子	 由美	 

菊地	 昭二	 

佐藤	 裕子	 

鈴木	 由美	 

佐藤	 英子	 

大里	 るり	 

宮下	 光令	 

柴田	 弘子	 

深谷	 真理子	 

吉沢	 豊子	 

吉永	 馨	 

大類	 孝	 

池田	 しのぶ	 

髙橋	 秀肇	 

阿部	 亮	 

菅村	 和夫	 

山本	 照子	 

佐藤	 房郎	 

澤田	 正二郎	 

宮崎	 真理子	 

今井	 淳太	 

熊田	 真紀子	 



三木	 俊	 

情野	 千文	 

田畑	 雅央	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 30 年 3月 30 日現在	 

	 

※ 御芳名は、氏名公表を希望された方のみ掲載しています。	 

※ 御芳名は、ご寄附いただいた当時の名称です。（順不同） 


