
公益財団法人国際耳鼻咽喉科学振興会

平成29年度賛助費のご報告（平成30年３月３１日現在）

　合計　296件　675万円　ご納入ありがとうございました。

（賛助員名につきましては、一部平成29年度賛助費として平成30年４月入金分を含む）

特別賛助（0件）

地方部会（43件）

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 山梨県 長野県

愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県

島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県

佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

医育機関（72件）

北海道大学 札幌医科大学 旭川医科大学 岩手医科大学 東北大学 秋田大学 山形大学 福島県立医科大学

自治医科大学 獨協医科大学 群馬大学 埼玉医科大学 防衛医科大学校 東京大学 慶應義塾大学 東邦大学

杏林大学 東京慈恵会医科大学 東京医科大学 日本大学 日本医科大学 昭和大学 順天堂大学

東京医科歯科大学 東京女子医科大学 東海大学 北里大学 聖マリアンナ医科大学 横浜市立大学

新潟大学 富山大学 金沢医科大学 金沢大学 福井大学 山梨大学 信州大学 岐阜大学 浜松医科大学

愛知医科大学 藤田保健衛生大学 名古屋大学 名古屋市立大学 三重大学 滋賀医科大学

京都府立医科大学 大阪市立大学 近畿大学 大阪大学 関西医科大学 大阪医科大学 兵庫医科大学 神戸大学

和歌山県立医科大学 鳥取大学 島根大学 岡山大学 川崎医科大学 広島大学 徳島大学 香川大学

愛媛大学 高知大学 九州大学 福岡大学 久留米大学 佐賀大学 長崎大学 熊本大学 大分大学

宮崎大学 鹿児島大学 琉球大学

個人　教授・准教授（92件）　（五十音順　敬称略）

青木 秀治 秋定 健 朝蔭 孝宏 井口 広義 池園 哲郎 池田 勝久 伊藤 彰紀 猪原 秀典 岩井 大

岩﨑 真一 植田 広海 宇佐美 真一 梅野 博仁 大上 研二 大久保 公裕 大島 猛史 大森 孝一 小川 郁

小川 洋 折田 頼尚 折舘 伸彦 香取 幸夫 川内 秀之 河田 了 菊地 茂 倉富 勇一郎 黒野 祐一

肥塚 泉 小島 博己 小林 一女 阪上 雅史 坂田 俊文 桜井 一生 佐藤 克郎 佐藤 宏昭 佐野 肇

塩谷 彰浩 清水 猛史 將積 日出夫 菅澤 正 鈴木 正志 鈴木 幹男 曾根 三千彦 髙橋 晴雄 竹内 万彦

武田 憲昭 近松 一朗 塚原 清彰 堤 剛 角田 篤信 土井 勝美 東野 哲也 内藤 健晴 中川 尚志

中溝 宗永 西﨑 和則 西野 宏 丹生 健一 野中 学 羽藤 直人 原 晃 原 浩貴 原渕 保明

春名 眞一 日比野 浩 兵頭 政光 平川 勝洋 平野 滋 平林 秀樹 福田 諭 藤枝 重治 保富 宗城

堀井 新 本間 明宏 増山 敬祐 松塚 崇 松根 彰志 松原 篤 水野 正浩 三輪 高喜 村上 信五

室野 重之 山下 拓 山下 裕司 山岨 達也 山田 武千代 横山 秀二 吉崎 智一 吉田 尚弘 余田 敬子

和田 弘太 渡辺 哲生

個人　開業医・病院（82件）　（五十音順　敬称略）

浅野 尚 朝比奈 紀彦 阿部 隆 荒尾 はるみ 飯野 ゆき子 池田 稔 市川 昌子 伊藤 純一 井上 靖二

今井 昭雄 江上 徹也 江渡 篤子 大塚 護 大村 正樹 奥野 敬一郎 奥野 妙子 小澤 仁 小野 一郎

加我 君孝 片山 雄二 金子 達 兼定 啓子 喜多村 健 木村 國男 木村 優介 工藤 葉子 小泉 洸

小林 俊光 小林 芳枝 斉田 晴仁 斉藤 秀樹 斎藤 雄一郎 坂口 正範 﨑川 康彦 澤田 政道 重野 浩一郎

設楽 哲也 杉山 貴志子 洲崎 春海 鈴木 吾登武 鈴木 伸嘉 瀬戸 浩之 世良 公志 仙波 哲雄 竹腰 昌明

田山 二朗 都筑 俊寛 寺尾 元 戸川 清 友永 和宏 内藤 陸奥男 西井 真一郎 西井 龍雄 西田 功

野中 聡 廣瀬 肇 藤岡 治 藤田 岳 藤巻 豊 藤森 春樹 二木 隆 古田 康 古屋 信彦

星野 知之 星野 ナギサ 堀 克孝 本多 徳行 松本 宗一 真鍋 敏毅 水谷 哲弥 宮下 浩一 明海 国賢

望月 高行 森園 哲夫 諸星 咲子 安野 友博 山野邊 滋晴 湯浅 涼 横川 友久 吉原 俊雄 渡邊 荘

渡邉 暢浩

企業・その他（7件）

愛知県耳鼻咽喉科医会 医療法人愛仁会太田総合病院 耳鼻咽喉科臨床学会 第一医科株式会社

日本補聴器工業会 平成記念病院 リオン株式会社


