ご協力ありがとうございました。
寄附者一覧（平成30年度）
個人
園田勝男 小倉修 徳留浩二 宮脇恵美子

法人
（医）社団池田胃腸内科医院
寄付者一覧（平成29年度）

個人
藤井卓 藤井伸 千住晋 谷口英樹 福田正明 黒
﨑伸子 髙﨑賢治 桑原記久雄 瀬戸牧子 浦一
秀 久松貴 渡部誠一郎 福田実 下村千枝子 寺
田寛 山中静夫 森川俊一 中島宗敏 塩澤純一
後藤慎一 品川達夫 最勝寺内科医院 土橋佳子
佐藤研二（以上、敬称略）

法人
（医）安中外科・脳神経外科医院 ちひろ内科クリニック 山本外科医院 （医）星子
医院 （医）出口外科医院 （医）たくま医院 （医）阿保外科医院 （医）光晴会病院
山下外科医院 （医）清栄会 橋本耳鼻咽喉科医院 （医）社団壮志会 押渕医院
（医）社団奥平外科医院 （医）ゆきなり・クリニック あきよし都美内科クリニック
（医）宏友会 さとう内科医院 SFKメディカル株式会社 （医）後藤会 ながさき内科・
リウマチ科病院 （医）健笑会 （医）手島内科医院 （医）恵仁会いまむらウィミンズ
クリニック （医）落内科医院 （医）にじの会 高原内科循環器科医院 独立行政法
人 国立病院機構 長崎病院 （医）山田医院 （医）赤司内科消化器科医院 古市
外科胃腸科医院 （医）宇賀外科医院 （医）原田医院 （医）長谷川医院 （医）木
生会 安成医院 税理士法人 波多野アンドパートナーズ会計事務所 （医）岡循環
器内科 （医）宮崎内科医院 （医）ひぐち医院 （社医）健友会香焼民主診療所

寄付者一覧（平成28年度）
個人

法人
あきよし都美内科クリニック （医）安中外科・脳神経外科医院 （医）後藤会 なが
さき内科・リウマチ科病院 （医）出口外科医院 石坂脳神経外科 最勝寺内科医
院 （医）原田医院 （医）常葉会長与病院 （医）たくま医院 （医）光晴会病院
（医）白髭内科医院 （医）清栄会橋本耳鼻咽喉科医院 千住博内科 （医）社団春
藤井卓 藤井伸 山本修 岸川博紀 髙﨑賢治 福 秋会南長崎クリニック （医）中嶋クリニック （医）ゆきなり・クリニック （医）河野内
田正明 髙橋昭彦 中村秀男 品川達夫 鬼塚正 科医院 （医）谷川放射線科胃腸科医院 ちひろ内科クリニック （医）社団奥平外
成 佐藤研二 寺田寛 桑原記久雄 渡部誠一郎 科医院 （医）知正会中村内科クリニック （医）古市外科胃腸科医院 (有)長崎医
久松貴 塩澤純一 山中静夫 中島宗敏 瀬戸牧 学中央検査室 SFKメディカル(株) 押渕医院 （医）阿保外科医院 独立行政法人
子 安川修 森川俊一 松本武敏 谷口英樹 山根 国立病院機構長崎病院 （医）山下外科医院 （医）長谷川医院 税理士法人 波
豊（以上 敬称略）
多野アンドパートナーズ会計事務所 （医）ホーム・ホスピス中尾クリニック 社会医
療法人健友会香焼民主診療所 （医）手島内科医院 池田胃腸内科医院 宮崎内
科医院 (株)ファティマ （医）宇賀外科医院 （医）優和会 （医）にじの会 髙原内
科循環器科医院

寄付者一覧（平成27年度）
個人

法人
手島内科医院 （医）光晴会病院 （医）出口外科医院 （医）田崎医院 （医）ゆきな
り・クリニック ちひろ内科クリニック （医）清栄会橋本耳鼻咽喉科医院 （医）阿保
外科医院 ㈲大周環境運輸 （医）常葉会長与病院 カリタス診療所 一般社団法
藤井卓 藤井伸 千住晋 寺田寛 塚﨑稔 山根豊 人是真会長崎リハビリテーション病院 特定非営利活動法人長崎自立支援セン
福田実 押渕素子 品川達夫 佐藤研二 白髭豊 ターきずな クリアックス㈱ （医）落内科医院 SFKメディカル㈱ （医）たくま医院
久松 貴 中村秀男 福田正明 浦一秀 髙橋 昭 税理士法人波多野アンドパートナーズ会計事務所 （医）木生会安成医院 （医）古
彦 渡部誠一郎 中島宗敏 森川俊一 宮城信行 市外科胃腸科医院 （医）宇賀外科医院 （医）山下外科医院 （社医）健友会香焼
塩澤純一 鬼塚正成 安中正和 土屋知洋 奥平 民主診療所 （医）赤司内科消化器科医院 （医）手島内科医院 （医）岡循環器内
定之 住谷洋平 三村眞理子 西野貴弘 髙原晶 科 （医）河野内科医院 （有）長崎医学中央検査室 （医）陽迎堂 最勝寺内科医
院 桑原医院 （医）甃友会安川診療所 （医）安中外科・脳神経外科医院 （医社）
（以上 敬称略）
奥平外科医院 独立行政法人国立病院機構長崎病院 ㈱ファティマ （医）同仁会
小林病院 （医）樹花会 （医）宏友会さとう内科医院 （医）原田医院 オックス総合
リース㈲ （医）社団池田胃腸内科医院 （医）山田医院 (有)ユニックス タケヤ
寄付者一覧（平成26年度）
個人

法人
長崎基準寝具有限会社 クリアックス株式会社 株式会社ヤマックス オックス総
合リース有限会社 SFKメディカル株式会社 波多野アンドパートナーズ会計事務
藤井卓 藤井伸 千住博内科 谷口哲夫 品川達
所 社会保険労務士佐藤事務所 ㈲大周環境運輸 ㈲ユニックスタケヤ ㈱商工
夫 牟田幹久 押渕素子 中村秀男 福田 実 森
印刷 （医）実幸会いらはら診療所 （医）健笑会 （医）清栄会 橋本耳鼻咽喉科医
川俊一 桑原記久雄 鬼塚正成 渡部誠一郎 中
院 （医）ひぐち医院 （医）出口外科医院 （医）恵仁会 今村病院 （医）緑風会
島宗敏 最勝寺内科医院 藤原久郎 加藤敦 内
長崎みどり病院 （医）社団若水会 牛込台さこむら内科 ちひろ内科クリニック
田美奈子 加藤財英（以上 敬称略）
（医）古市外科胃腸科医院 （医）たくま医院 （医）宏友会 さとう内科医院 香焼民
主診療所 （医）木生会
寄付者一覧（平成25年度）
個人
福井貴弘 徳田元子 山根豊 松崎忠樹
藤井卓 藤井伸 千住晋 浦一秀 鬼塚正成
森川俊一 中村秀男 渡部誠一郎
最勝寺正智 福田実 中島宗敏 桑原記久雄
次橋幸男 志真泰夫
（以上 敬称略）

法人
（医）原田医院 （医）たくま医院 （医）ゆきなり クリニック （医）光晴会
病院 （医）山田医院 安中外科 脳神経外科医院 （医）ひぐち医院
（医）古市外科胃腸科医院 ちひろ内科クリニック （医）出口外科医院
（医）英尚会 中村内科 （医）木生会 安成医院 （医）緑風会 長崎みどり
病院 むたクリニック 甃友会 安川診療所
（社）是真会 長崎リハビリテーション病院 （医）回春堂 犬尾内科医院
（医）手島内科医院 （医）生寿会 （医）小森内科クリニック

寄付者一覧（平成24年度）
個人
小林邦芳 黒坂由美子 丸山哲生 斎藤みちよ
藤井卓 押渕素子 白髭豊 千住晋
最勝寺内科医院 柿添三郎 福田実 山中静夫
中島宗敏 瀬戸牧子 中村正幸 中村秀男
後藤慎一 長瀬啓介 藤原久郎 髙橋昭彦
真崎宏則
（以上 敬称略）

法人
（有）りょうび 公益社団法人 神奈川県看護協会
かがやき訪問看護ステーション 安川診療所 桑原医院
医）木生会 安成医院 医）たくま医院 医）社団深堀内科医院
医）出口外科医院 医）赤司内科 胃腸科医院 医）英尚会中村内科
ちひろ内科クリニック 医）健笑会 黒﨑医院 犬尾内科医院
安川診療所 カリタス中央診療所 医）ハシモト耳鼻咽喉科医院
医）宮崎内科医院 医）河野内科医院 医）ゆきなり クリニック
医）宏友会さとう内科医院 医）社団奥平外科医院 医）落内科医院
社団法人是真会長崎リハビリテーション病院 岡循環器内科
医）石川内科クリニック 医）徳洲会 長崎北徳洲会病院
（敬称略）
寄付者一覧（平成23年度）

個人

法人
（医）橘会本多眼科 （医）木生会安成医院 （医）清潮会三和中央病院
（医）森医院 （医）社団春秋会南長崎クリニック （医）健笑会
白髭豊 詫摩和彦 藤井卓 小川吾一
（医）古川外科胃腸科医院 安川診療所 （医）緑風会ながさきみどり病院
山根豊 森川俊一 安中正和 折原康子
宗教法人カトリック カリタス修道会 （医）回春堂犬尾内科医院
谷口哲夫 桑原記久雄 影浦博信 秋吉都美
（医）吉田内科クリニック 星野内科呼吸器科クリニック 赤司内科
真崎宏則 福田実 藤本健志 中島宗敏
（医）原田医院 （医）ひぐち医院 （医）中村内科クリニック
瀬戸牧子 山中静夫 松﨑忠樹 光嶋博昭
（医）社団奥平外科医院 （医）宏友会さとう内科医院
中村秀男 土屋知洋
（医）にじの会 高原内科循環器科医院 （医）祥仁会西諫早病院
（以上 敬称略）
（医）田崎医院 （医）たくま医院 （医）落内科医院 （医）手島内科医院
石川内科クリニック 黒﨑医院 アイティーアイ㈱ 長崎宝在宅医療クリニック
（医）山田医院 （医）出口外科医院 （医）星子医院
※平成23年度につきましては Dr.ネット会員 法人 及びお名前の掲載許可をいただいた方のみ掲載させていただいております。
寄付者一覧（平成22年度）
個人

法人
訪問看護ステーションさくら 協和発酵キリン㈱ （医）宏友会佐藤内科医院
千住博内科 （医）古市外科胃腸科医院 安川診療所 （医）回春堂犬
尾内科医院 ちひろ内科クリニック （医）木生会 （医）山の手クリニック
大野あかね 小川和彦 神田滋 桑原記久雄
（医）清栄会ハシモト耳鼻咽喉科医院 みつ嶋内科クリニック 宮崎内科医院
白髭豊 瀬戸牧子 谷口英樹 出口雅浩
（医）出口外科医院 （医）ゆきなりクリニック （医）民英会すぎやま内科
中島宗敏 福田正明 福田実 藤井卓
・消化器科・影浦内科医院 中央クリニック ひばりクリニック
藤本健志 松崎忠樹 山根豊
（医）弘仁会朝永医院 （医）たくま医院 （医）社団奥平外科医院
（以上 敬称略）
安中外科 脳神経外科医院 （医）健笑会 （医）原口医院 （医）光晴会病院
まさき内科呼吸器クリニック 奈良県のホスピスとがん医療を進める会
（医）原田医院 田辺三菱製薬㈱ （医）手島内科医院
※平成22年度につきましては Dr.ネットの会員 及び法人のみお名前を掲載させていただいております。

