
平成29年度　賛助会員の皆様（敬称略）
◆皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。◆

藍澤　修 角田　修 佐藤　明夫 外川八洲雄 本田建一 【法人会員】

相沢一徳 角田令子 佐藤一明 飛田秀明 本間　剛 一般社団法人　新潟県医師会

青山英史 笠木逸夫 佐藤賢治 富永真琴 本間和代 一般社団法人　新潟市医師会　

赤井　昭 風間　繁 佐藤幸一 豊田武久 前沢政次 一般財団法人　竹田健康財団　竹田綜合病院

赤沢達之 香曽我部謙志 佐藤泰子 永井博子 牧田　茂 医療法人　愛仁会　亀田第一病院

浅井正典 片桐正則 佐藤幸示 永井洋子 増澤菜生 医療法人　青松会　松浜病院

浅利和成 勝井　豊 佐野正俊 長尾政之助 松澤陽子 医療法人　恵松会　河渡病院

浅利秀男 勝俣一晃 品田章二 中川洋一 松永雅道 医療法人　恵生会　南浜病院

味岡洋一 加藤　功 渋谷隆 中島　拓 真部達彦 医療法人　健周会　東新潟病院

阿部　崇 加藤　博 渋谷敏幸 長沼正子 丸山徹雄 医療法人　研成会　諏訪湖畔病院

阿部志郎 加藤公則 渋谷知子 中野克俊 丸山行夫 医療法人　恒仁会　新潟南病院

阿部道行 金子兼三 島貫金男 中村　稔 三浦　健 医療法人　昨雲会　飯塚病院附属有隣病院

阿部洋一 金原英雄 清水　旭 中村修治 三浦一人 医療法人　三幸会　北山病院

新井　啓 加納　恒久 清村道生 梨本　篤 御子柴　甫 医療法人　新成医会　総合リハビリテーション　みどり病院

新井　繁 上村朝輝 下山貞雄 那須野暁光 三科　武 医療法人　仁愛会　新潟中央病院

荒井奥弘 鴨井久司 下山時生 成澤辰男 道又かおる 医療法人　仁成会　とやの中央病院

荒川正昭 川合千尋 白岩邦俊 成澤林太郎 箕輪　孝 医療法人　誠心会　吉田病院

五十川正矩 川上亮子 菅沼正義 成田一衛 宮里剛行 医療法人　責善会　村上はまなす病院　

五十嵐謙一 川崎　匡 杉本愛 新島　元 宮澤　護 医療法人　徳靖会　小尾クリニック　

五十嵐博中 川瀬康裕 杉本篤言 西崎　浩 宮下裕芳 医療法人　泰庸会　新潟脳外科病院

五十嵐文雄 岸田興治 鈴木　昭 西野　勲 宮下正弘 医療法人　楽山会　三島病院　

井口清太郎 北見　治 鈴木榮一 新田　洋 宮村達男 医療法人社団　青池メディカルオフィス　

池田忠雄 木村慎二 鈴木恵子 庭山昌明 宮本　忍 医療法人社団　おおむら内科クリニック　

池田義之 木村道夫 鈴木孝幸 庭山昌俊 村山　実 医療法人社団　共生会　中条中央病院

石井　卓 許　重治 鈴木伸男 野澤幸男 村山裕一 医療法人社団　健進会　新津医療センタ－病院

石井義則 工藤進英 鈴木八郎 能登省三 森　俊彦 医療法人社団　ささえ愛よろず

石田　央 窪田正幸 鈴木保穂 野々村祥子 森貞辰生 医療法人社団　しただかもしか病院

石塚敬太郎 熊西敏郎 鈴木禎宏 野々村直文 守田　潔 医療法人社団　晴和会　新津産科婦人科クリニック　

泉　　　裕 黒木瑞雄 須藤　真則 野村裕子 森平　貴 医療法人社団　竹内会　

和泉　徹 黒澤明充 須永隆夫 乗松尋道 森平　仁 医療法人社団　内科消化器科わたなべ医院　

伊藤　聡 小池哲雄 関野　敏 橋本喜文 森山美昭 医療法人社団　芳英会　吉野内科・神経内科医院 

伊藤正一 小出千秋 瀬戸加大 長谷川まこと 師岡　長 医療法人社団　隆仁会  藤田内科消化器科

伊藤惣一郎 小出奈々 曽根博仁 畠山勝義 屋井　ヒデ子 医療法人社団　産科・婦人科ロイヤルハートクリニック

伊藤雅章 甲田　豊 大門　剛 旗野マキ子 八木一芳 済生会新潟第二病院　

稲田　志穂子 小須賀基通 高井和江 畠野正規 八木澤久美子 済生会山形済生病院

犬塚　貴 児玉安司 高井昌彦 服部　晃 矢澤智博 社会医療法人　新潟勤労者医療協会　下越病院

伊原郁夫 小長井淳吉 髙木　顯 服部俊弘 安田誠夫 社会医療法人　新潟臨港保健会　新潟臨港病院

今井　晃 小林　新 高木敏之 初野弥一 山浦久美子 社会福祉法人　新潟市社会事業協会　信楽園病院

今井昭雄 小林　勲 高野可赴 花野政晴 山岸益夫 社会福祉法人　長岡福祉協会　小千谷さくら病院

岩崎　章 小林　裕 髙橋　實 羽入修吾 山口英郎 鶴岡市立荘内病院

岩渕　眞 小林貞夫 高橋　裕 馬場肝作 山崎　秀 株式会社パイオニア　

薄田芳丸 小林矩明 高橋邦明 林　茂信 山田　修 独立行政法人　国立病院機構西新潟中央病院

内海治郎 小松俊一 髙橋信二郎 原田　彰 山田修久 秋田赤十字病院

内山　聖 小松則夫 高橋益廣 原田富夫 山本竜一 長岡赤十字病院

内山政二 小山　眞 竹内　誼 樋口英嗣 吉沢浩志 新潟医療生活協同組合木戸病院

榎本一彦 近　寅彦 竹内一郎 日比野浩 吉田奎介 新潟県厚生農業協同組合連合会

江村　巌 今野俊幸 竹内則夫 百都　健 吉嶺文俊 新潟厚生連柏崎総合医療センター

遠藤国勝 西川重光 武田　元 平沢　勉 米岡有一郎 新潟県厚生連小千谷総合病院

追手巍 西條　忍 竹田徹朗 平松義郎 若松良二 新潟県厚生連佐渡総合病院　

大井秀美 斎藤　浩 武田憲夫 広瀬保夫 鷲山和雄 新潟県厚生連三条総合病院

大川賢一 斎藤寿一 竹山　勇 深川光俊 渡邊　明 新潟県厚生連上越総合病院

大倉憲吾 斎藤真理 竹山文雄 福田保則 渡部　透 新潟県厚生連豊栄病院　

大越章吾 斎藤良一 立川厚太郎 福地裕子 渡部義一 新潟県厚生連長岡中央綜合病院

大竹三津雄 酒井　邦夫 田中雅子 福原　紀章 鰐渕　勉 新潟県厚生連　新潟医療センター

大貫啓三 酒井信治 田宮洋一 藤巻宏夫 （五十音順） 新潟県厚生連糸魚川総合病院

大森美樹 酒井真英 田村晴男 藤森勝也 敬称略 新潟県厚生連村上総合病院

大矢佳美 寒河江　一雄 丹野　尚 藤原　満 山形県立中央病院

岡田秀一 坂爪　禮 丹野芳範 船木依子

岡田義信 酒巻裕一 塚田　忠弘 星　雄一郎

岡部正明 佐久川　廣 常木　剛 星野重幸

岡村隆行 櫻井正徳 手塚健雄 星山道夫

小川祐輔 佐々木繁 戸枝　哲郎 堀川紘三


