宮崎市郡医師会病院建設寄附金
No

寄附者一覧（公表可の方）

寄附者ご芳名(法人名等)

1

愛甲 保子 様（故・愛甲 隆一様）

2

青木皮膚科 様

3

安達耳鼻咽喉科医院 院長 安達 裕一郎 様

4

医療法人社団 敬寿会 理事長 阿南 敬親 様

5

綾部 隆夫 様

6

医療法人 誠会 石川外科胃腸科医院 石川誠一 様

7

医療法人社団 三友会 いしかわ内科 理事長 石川 智信 様

8

医療法人社団 石川クリニック 院長 石川 直人 様

9

石川 万佐子 様

10

市来

11

市来 能成 様

12

市原 美宏 様

13

医療法人照葉会 理事長 井手 勝彦 様

14

医療法人敬愛会 稲倉医院 理事長 稲倉 正孝 様

15

井上 浩行 様

16

今村 卓郎 様

17

井本 雅志 様

18

うえやま貴子クリニック 院長 上山 貴子 様

19

内田 厚生 様

20

医療法人社団映夕会 内田内科 理事長 内田 攻 様

21

医療法人社団康仁会 猪島医院 理事長 内野 竜二 様

22

医療法人萌誠会 海老原クリニック 理事長 海老原 史高 様

23

医療法人社団順養会 海老原病院 理事長 海老原 爲博 様

24

医療法人幸秀会 大江整形外科病院 理事長 近藤 梨紗 様

25

大西医院 大西 雄二 様・敏雄 様

26

大野 政一 様

27

押川整形外科医院 理事長 押川 紘一郎 様

28

落合内科 院長 落合 英幸 様

29

医療法人 新花会 あいクリニック 理事長 甲斐 恭子 様

30

甲斐 佐 様

31

医療法人健栄会 影山内科医院 理事長 影山 均 様

32

医療法人財団シロアム会 新城眼科医院 様

33

医療法人 金田クリニック 理事長 金田 礼子 様

34

川越整形外科医院 院長 川越 正一 様

35

かわごえ内科クリニック 院長 川越 富夫 様

36

ちぐさ東洋クリニック 院長 川越 宏文 様

37

河崎 和代 様

38

川名クリニック 院長 川名 隆司 様

39

医療法人社団六参会 まつばし川野整形外科 理事長 川野 啓一郎 様

40

かわの内科クリニック 院長 川野 貴久 様

41

医療法人雅会 河野整形外科 理事長 河野 雅行 様

42

川畑 紀彦 様

齊 様

43

医療法人清仁会 菊池耳鼻咽喉科医院 菊池 清文 様

44

医療法人社団杏英会 きくち皮膚科泌尿器科クリニック 理事長 菊池 英維 様

45

喜島クリニック 院長 喜島 博章 様

46

北野メンタルクリニック 院長 北野 知孝 様

47

医療法人憲優会 オーシャンクリニック 理事長 北村 儀雄 様

48

木下内科医院 院長 木下 浩 様

49

医療法人社団 楠元内科胃腸科医院 理事長 楠元 直 様

50

國枝 良行 様
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51

サザンクリニック 院長 倉永 祥充 様

52

くらもと医院 院長 倉元 光明 様

53

栗山 根廣 様

54

黒川皮膚科クリニック 院長 黒川 基樹 様

55

桑畑整形外科 院長 桑畑 睦郎 様

56

桑原 正知 様

57

古賀 繁喜 様

58

医療法人就和会 理事長 小佐井 就司 様

59

医療法人清明会 理事長 小島 青志 様

60

医療法人 児玉胃腸科外科 理事長 児玉 吉明 様

61

後藤 勇 様

62

医療法人緑耀会 小緑内科クリニック 理事長 小緑 英行 様

63

医療法人社団 栄整形外科 理事長 栄 四男 様

64

医療法人 佐々木眼科医院 理事長 佐々木 究 様

65

ささきクリニック 院長 佐々木 隆 様

66

医療法人社団明仁会 定永耳鼻咽喉科医院 理事長 定永 正之 様

67

佐藤 仡子 様

68

医療法人杏仁会 タヅメクリニック 理事長 佐藤 志保 様

69

佐藤 聖加 様

70

医療法人 朋詠会 獅子目整形外科病院 理事長 獅子目 賢一郎 様

71

志多 武彦 様

72

医療法人清涼会 いきめ大腸・肛門外科内科 院長 柴田直哉 様

73

医療法人 下村産婦人科医院 理事長 下村 直也 様

74

医療法人社団 城山病院 理事長 城山 暢博 様

75

おおつか杉田眼科 杉田 新 様

76

医療法人共生会 杉田眼科医院 理事長 杉田 幸雄 様

77

杉本外科胃腸科医院 院長 杉本 英彦 様

78

医療法人 すずき内科クリニック 理事長 鈴木 良彦 様

79

故・清田 正司 様

80

医療法人社団 せんなり小児科 理事長 先成 英一 様

81

髙木 純一 様

82

髙木 攝子 様

83

医療法人真愛会 高宮病院 理事長 髙宮 眞樹 様

84

医療法人社団 一實会 理事長 髙村 一志 様

85

故・高山 幸子 様

86

医療法人博愛社 佐土原病院 理事長 高山 孝治 様

87

医療法人清涼会 竹迫医院 理事長 竹迫 堅之助 様

88

医療法人社団オリーブ会 田﨑皮膚科医院 田﨑 髙伸 様

89

医療法人綾風会 綾立元診療所 理事長 立元 祐保 様

90

辰元 信 様

91

医療法人俊生会 田中外科医院 理事長 田中 俊正 様

92

田中 聖 様

93

神宮医院 院長 田中 宏幸 様

94

棚田 敏文 様

95

医療法人社団晴緑会 宮崎医療センター病院 理事長 種子田 吉郎 様

96

医療法人社団 昇陽会 理事長 玉置 昇 様

97

医療法人 千阪小児科医院 理事長 千阪 俊行 様

98

医療法人社団 康陽会 つぼい耳鼻咽喉科クリニック 理事長 坪井 康浩 様

99

出水眼科 院長 出水 誠二 様

100 医療法人碧澄会 代表理事 徳田 省吾 様
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101 故・戸田 勝 様
102 医療法人千春会 理事長 外山 博一 様
103 医療法人 宮崎ホームケアクリニック 理事長 長澤 伸二 様
104 医療法人社団紘和会 平和台病院 理事長 山下 優子 様
105 医療法人 中野会 理事長 中野 俊二 様
106 長嶺 元久 様
107 中山 健 様
108 永吉整形外科医院 院長 永吉 洋次 様
109 医療法人 名越内科 理事長 名越 敏秀 様
110 医療法人みのり会 フタバ皮膚科形成外科医院 理事長 成田 博実 様
111 医療法人社団 にしぞの内科 理事長 西園 正敏 様
112 楡田 白男 様
113 一般財団法人弘潤会 理事長 野崎 正太郎 様
114 医療法人 野間内科クリニック 理事長 野間 健之 様
115 医療法人アクアブライト 野村循環器内科クリニック 院長 野村 勝政 様
116 浜田 健三 様
117 林 透 様
118 社会医療法人慶明会 生目眼科クリニック 院長 原田 一道 様
119 医療法人 松籟会 理事長 春田 厚 様
120 故・比江嶋 睦典 様
121 アイレＨＤクリニック 院長 日髙 恵子 様
122 医療法人いなほ会 日高医院 理事長 日高 四郎 様
123 日髙 正昭 様
124 医療法人すこやか会 平山こどもクリニック 理事長 平山 善章 様
125 医療法人 ひろの内科クリニック 理事長 弘野 修一 様
126 医療法人 岡田整形外科 理事長 福嶋 秀一郎 様
127 医療法人社団 ふくだ整形外科 理事長 福田 健二 様
128 ふくどめクリニック 院長 福留 慶一 様
129 医療法人 ふくどめ耳鼻咽喉科クリニック 理事長 福留 真二 様
130 福永内科小児科クリニック 院長 福永 隆幸 様
131 福永 洋光 様
132 医療法人廣千会 福元医院 理事長 福元 廣次 様
133 医療法人社団 誠和会 藤木病院 理事長 藤木 浩 様
134 医療法人社団 星井眼科医院 理事長 星井 芙美子 様
135 ウェルフェアみやざき総合研究所 所長 細見 潤 様
136 医療法人 誠仁会 理事長 堀之内 謙一 様
137 まえのクリニック 院長 前野 正和 様
138 医療法人陽明会 増田病院 理事長 増田 好成 様
139 松﨑 泰憲 様
140 医療法人社団 こぶしクリニック 様
141 医療法人財団志清会 阿波岐原病院 理事長 丸山 英晴 様
142 医療法人翔和会 理事長 皆内 康広 様
143 医療法人十全会 みのだ泌尿器科医院 理事長 蓑田 国廣 様
144 医療法人 宮永内科クリニック 理事長 宮永 省三 様
145 村岡泌尿器科内科 院長 村岡 敬介 様
146 村岡 純輔 様
147 元村胃腸科外科 院長 元村 祐三 様
148 医療法人恵伸会 矢野内科クリニック 理事長 矢野 伸樹 様
149 医療法人社団 誠友会 理事長 八尋 克三 様
150 山下医院 院長 山下 政紀 様
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151 南宮崎ヤマモト腎泌尿器科 院長 山本 智将 様
152 ゆち内科胃腸科クリニック 院長 湯池 宏明 様
153 医療法人優花会 よこうち皮ふ科・形成外科 理事長 横内 哲博 様
154 竜内科クリニック 院長 竜 誠一郎 様
155 医療法人社団紫陽花会 わたなべ小児科 理事長 渡邊 綱之 様
156 渡邊 泰行 様
157 宮崎市郡医師会 昭和班 様
158 弁護士法人 きさらぎ 様
159 株式会社文化コーポレーション 様

