
日本慢性期医療協会 義援金協力者名簿 
 
義援金一覧                       
No. 都道府県 施設名等 振込金額 

1 韓国 大韓老人療養病院協会 \2,346,000

2 北海道 定山渓病院 ¥1,000,000 

3 北海道 中川翼様（定山渓病院院長） ¥200,000 

4 北海道 帯広光南病院 \300,000

5 北海道 真栄病院 ¥50,000 

6 北海道 留萌記念病院 ¥30,000 

7 北海道 聖ヶ丘病院 \100,000

8 青森県 尾野病院 \1,000,000

9 青森県 尾野病院 ¥100,000 

10 青森県 増田病院 ¥50,000 

11 秋田県 外旭川病院 ¥100,000 

12 茨城県 志村大宮病院 \50,000

13 栃木県 白澤病院 ¥100,000 

14 栃木県 中野病院 ¥100,000 

15 群馬県 駒井病院 \10,000

16 群馬県 西毛病院 ¥50,000 

17 群馬県 内田病院 \100,000

18 群馬県 特別養護老人ホームくやはら \100,000

19 埼玉県 大宮共立病院 \189,935

20 埼玉県 富家病院 \1,331,395

21 千葉県 総泉病院 \200,000

22 千葉県 初富保健病院 ¥100,000 

23 千葉県 小林病院 \110,615

24 千葉県 富家千葉病院 ¥251,125

25 千葉県 いけだ病院 ¥71,000 

26 千葉県 九十九里ホーム \100,000

27 千葉県 株式会社シルバーウッド ¥100,000 

28 東京都 新天本病院 ¥180,400 

29 東京都 京浜病院 ¥50,000 

30 東京都 信愛病院 ¥300,000 

31 東京都 永生病院 ¥200,000 

32 東京都 ふよう病院 ¥100,000 

33 東京都 新京浜病院 ¥50,000 

34 東京都 愛和病院 ¥30,000 

35 東京都 緑成会病院 \105,657

36 東京都 京浜病院・新京浜病院 \76,723

37 東京都 多摩川病院 \128,442
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38 東京都 大内病院 \240,672

39 東京都 特別養護老人ホーム藤香苑 \70,000

40 東京都 介護老人福祉施設ヴィラ町田 \9,000

41 東京都 八王子保健生活協同組合 \50,000

42 神奈川県 湘南ホスピタル \235,517

43 神奈川県 鶴巻温泉病院 \500,000

44 神奈川県 介護老人保健施設ケアホーム横浜 \56,148

45 神奈川県 介護老人福祉施設ヴィラ南本宿 \53,500

46 神奈川県 介護老人福祉施設ヴィラ横浜 \72,672

47 神奈川県 介護老人福祉施設ヴィラ桜ヶ丘 \47,286

48 神奈川県 介護老人福祉施設ヴィラ都筑 \101,348

49 神奈川県 介護老人福祉施設ヴィラ泉 \158,920

50 新潟県 三条東病院 ¥1,000,000 

51 富山県 アルペンリハビリテーション病院 ¥50,000 

52 富山県 流杉病院 ¥1,220,000 

53 富山県 サンバリー福岡病院 ¥50,000 

54 石川県 二ツ屋病院 \175,239

55 福井県 池端病院 \100,000

56 山梨県 恵信甲府病院 \100,000

57 長野県 上條記念病院 ¥195,717

58 岐阜県 愛生病院 \100,000

59 岐阜県 松原医院 \100,000

60 岐阜県 山田病院 ¥50,000 

61 静岡県 湖東病院 ¥250,000 

62 静岡県 伊豆平和病院 \32,284

63 静岡県 豊田えいせい病院 ¥30,000 

64 静岡県 和恵会記念病院 ¥250,000 

65 静岡県 白萩病院 \30,000

66 愛知県 小林記念病院 \4,000,000

67 愛知県 津島中央病院 ¥87,744 

68 愛知県 尾洲病院 \279,955

69 愛知県 岡崎東病院 ¥100,000 

70 愛知県 並木病院 \170,216

71 愛知県 個人（泰玄会西病院勤務） ¥20,000 

72 三重県 長島中央病院 \510,000

73 三重県 花の丘病院 ¥100,000 

74 三重県 田中病院 ¥20,000 

75 三重県 介護老人福祉施設ヴィラ四日市 \130,000

76 京都府 京都回生病院 \100,000

77 京都府 久野病院 \100,000

78 京都府 木津屋橋武田病院 \67,799
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79 滋賀県 青葉病院 \100,000

80 大阪府 老寿サナトリウム \30,000

81 大阪府 田中病院 ¥150,000 

82 大阪府 新仁会病院 ¥50,000 

83 大阪府 茨木医誠会病院 \126,639

84 大阪府 くまざき歯科 ¥30,000 

85 大阪府 弥刀中央病院 \181,100

86 大阪府 泉佐野優人会病院 \705,158

87 大阪府 平成記念病院 \52,110

88 大阪府 豊中平成病院 \76,823

89 大阪府 浜寺中央病院 \82,884

90 大阪府 春木病院 \115,000

91 大阪府 特別養護老人ホーム淀川暖気の苑 \92,868

92 大阪府 加藤ヒロユキ様（テノール歌手） \80,000

93 兵庫県 北摂中央病院 \800,000

94 兵庫県 晴風園今井病院 \26,349

95 兵庫県 宮地病院 ¥50,000 

96 兵庫県 井上病院 \10,000

97 兵庫県 いなみ野病院 \50,000

98 兵庫県 平成病院 ¥361,222

99 兵庫県 東浦平成病院 ¥604,023

100 兵庫県 伊豆敦子様（東浦平成病院理事長） \100,000

101 兵庫県 北淡路病院 ¥71,000

102 兵庫県 南淡路病院 \146,970

103 兵庫県 介護老人保健施設ふるさとの家 \95,760

104 兵庫県 介護老人保健施設ヴィラ光陽 \57,500

105 兵庫県 介護老人福祉施設ヴィラ播磨 \77,048

106 奈良県 奈良春日病院 \50,000

107 和歌山県 介護老人福祉施設緑風苑 \40,000

108 鳥取県 渡辺病院 \10,000

109 島根県 鹿島病院 ¥138,000 

110 広島県 ナカムラ病院 ¥100,000 

111 広島県 廿日市野村病院 \95,000

112 広島県 大谷リハビリテーション病院 ¥100,000 

113 広島県 福山記念病院 \199,670

114 広島県 おおうち病院 \50,000

115 広島県 メープルヒル病院 ¥100,000 

116 山口県 西尾病院 \10,000

117 山口県 光風園病院 ¥2,257,465 

118 山口県 宇部リハビリテーション病院 \200,000

119 山口県 江藤病院 ¥20,000 
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120 山口県 山口平成病院 \285,000

121 山口県 特別養護老人ホームヴィラ本郷 \45,294

122 徳島県 博愛記念病院 ¥1,405,572

123 徳島県 介護老人保健施設ケアホーム鷲敷 ¥65,409

124 徳島県 吉野川病院 ¥50,000 

125 徳島県 鳴門山上病院 ¥100,000 

126 徳島県 稲次整形外科病院 ¥10,000 

127 徳島県 江藤病院 \336,682

128 徳島県 介護老人福祉施設ヴィラ羽ノ浦 \63,050

129 香川県 橋本病院 \100,000

130 愛媛県 松山リハビリテーション病院 \200,000

131 愛媛県 長谷川病院 ¥50,000 

132 愛媛県 波方中央病院 \200,000

133 高知県 上町病院 \1,000,000

134 高知県 筒井病院 \61,670

135 高知県 横浜病院 ¥68,500 

136 高知県 永井病院 \100,000

137 高知県 潮江高橋病院 ¥10,000 

138 福岡県 有吉病院 ¥100,000 

139 福岡県 武田病院 ¥10,000 

140 福岡県 原土井病院 \200,000

141 福岡県 杉病院 ¥100,000 

142 福岡県 松岡病院 ¥20,000 

143 福岡県 香椎原病院 \10,000

144 福岡県 丸山病院 ¥30,000 

145 福岡県 新栄会病院 \50,000

146 福岡県 東福間病院 \100,000

147 佐賀県 前田病院 \10,000

148 長崎県 長崎セント・ノーヴァ病院 ¥107,332 

149 長崎県 菊地病院 ¥100,000 

150 熊本県 イエズスの聖心病院 \100,000

151 熊本県 阿蘇立野病院 ¥50,000 

152 鹿児島県 国分中央病院 ¥1,005,365

153 鹿児島県 立神リハビリテーション温泉病院 ¥115,000 

154 鹿児島県 隆成会病院 ¥50,000 

155 沖縄県 北中城若松病院 ¥100,000 

156 沖縄県 名嘉病院 ¥50,000 

157 沖縄県 オリブ山病院 \400,557

158 沖縄県 北谷病院 ¥200,000 

合計金額 ¥35,227,329 

（平成２３年 10月 3日現在） 


