
修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

青　木　譲　治 医）アオキ医院 440-0067 豊橋市上地町59-1 0532-64-8500

浅　井　俊　夫 医）浅井内科 440-0853 豊橋市佐藤2-3-11 0532-64-3100

石　原　智　覚 医）羔羊会　弥生病院 441-8106 豊橋市弥生町字東豊和96 0532-48-2211

板　坂　安　修 なかまち医院 441-3155 豊橋市二川町中町56 0532-43-1722

市　川　由布子 市川医院 441-8012 豊橋市羽田町38 0532-31-4754

伊　藤　正　也 まちなかクリニック 440-0816 豊橋市談合町93 0532-57-1808

伊　藤　之　一 医）栄真会　伊藤医院 441-8042 豊橋市小池町字原下35 0532-45-5283

梅　村　幹　治 賀茂クリニック 441-1101 豊橋市賀茂町字宗末48 0532-87-0888

大　岩　靖　典 医）大岩クリニック 441-8142 豊橋市向草間町字北新切121-1 0532-45-1013

大　島　裕　隆 大島医院 440-0076 豊橋市大橋通1
-68 

静銀ニッセイ豊橋ビル5階 
0532-55-3411

大　舘　俊　二 大舘内科胃腸科 441-8013 豊橋市花田一番町102 0532-32-8123

大　谷　　　勉 医）こどもの国　大谷小児科 440-0832 豊橋市中岩田2-15-2 0532-64-3000

越　知　敬　善 つつじが丘クリニック 440-0853 豊橋市佐藤1-14-25 0532-66-2103

小野田　　　覚 小野田内科 440-0033 豊橋市東岩田3-1-1 0532-63-8822

加　藤　壽太郎 加藤整形外科医院 440-0887 豊橋市西小田原町26 0532-52-3548

加　藤　　　寿 もりおか医院 441-1113 豊橋市東森岡1-3-5 0532-88-5510

鎌　田　泰　弘 医）カマタ内科小児科 440-0041 豊橋市岩田町字道合80 0532-61-9700

上　條　和　久 上條皮膚科 441-8081 豊橋市西羽田町171-2 0532-31-7121

北　澤　　　浩 医）財団医正会　二川病院 441-3145 豊橋市大岩町字北元屋敷36-3 0532-41-0011

小　林　　　誠 原医院 441-8132 豊橋市南大清水町字元町135 0532-25-2752

斉　藤　友紀子 医）さわらび会　福祉村病院 441-8124 豊橋市野依町山中19-14 0532-46-7511

佐　竹　　　弘 医）弘和会　佐竹医院 441-8157 豊橋市上野町字新上野66-1 0532-46-6188

佐　藤　元　彦 医）光生会　赤岩病院 440-0021 豊橋市多米町字蝉川33-70 0532-62-2105

柴　田　雅　也
医）社団三遠メディメイツ 
豊橋メイツクリニック 

440-0035 豊橋市平川南町73 0532-66-1010

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【三河地区】 

令和 2 年３月１日現在＜所属別 50 音順＞ 

医師会名 所在地 

一般社団法人 

豊橋市医師会 

〒４４１－８１４９ 

豊橋市中野町字中原１００－３ 豊橋市医師会館 

ＴＥＬ：０５３２－４５－４９１１ 

ＦＡＸ：０５３２－４６－３６５６ 

ＭＡＩＬ：info@toyohashi-ishikai.or.jp 

Ｈ Ｐ：http://www.toyohashi-ishikai.or.jp/ 
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

清　水　伸　哉 医）胃腸科清水内科 441-8047 豊橋市鴨田町42-2 0532-45-6201

白　井　泰　三 医）おだかの医院 440-0012 豊橋市東小鷹野2-13-12 0532-61-8419

白　井　百合子 松山診療所 440-0874 豊橋市東松山町40 0532-54-2512

杉　浦　允　彦 医）杉浦内科 441-8002 豊橋市吉川町46 0532-32-3320

杉　山　由　樹 医）積善会　積善病院 441-3151 豊橋市二川町字北裏1-17 0532-41-0800

鈴　木　大次郎 医）エム・ディー　みゆきクリニック 441-8113 豊橋市西幸町字古並293-4 0532-48-3200

田　中　欽　弌 医）碧水会　田中内科クリニック 441-8017 豊橋市北側町3-1 0532-31-3021

土　屋　正　孝 たかしばらクリニック 441-8151 豊橋市曙町南松原94 0532-45-8110

寺　澤　光　三 寺沢医院 440-0013 豊橋市西小鷹野4-16-18 0532-61-7211

戸　澤　英　樹 医）善恵会　長屋病院 440-0806 豊橋市八町通3-119 0532-52-3763

中　島　克　昌 中島脳神経外科 440-0091 豊橋市下五井町字捨田45-1 0532-54-6261

中　嶋　良　行 医）積善会　積善病院 441-3151 豊橋市二川町字北裏1-17 0532-41-0800

中　西　　　聡 医）順心会　Ｎクリニック 441-8133 豊橋市大清水町字大清水230-1 0532-25-7655

中　根　一　憲 ひかりクリニック 440-0876 豊橋市西松山町25-1 0532-55-2511

長　濱　悦　子 医）横山内科 440-0882 豊橋市神明町107 0532-55-7231

長　濱　貴　彦 医）横山内科 440-0882 豊橋市神明町107 0532-55-7231

成　瀨　克　也 医）成瀬泌尿器科 440-0016 豊橋市牛川町字田中17 0532-63-5100

仁　瓶　江理子 医）積善会　積善病院 441-3151 豊橋市二川町字北裏1-17 0532-41-0800

馬　場　　　芳 医）はなのきクリニック 440-0837 豊橋市三ノ輪町字三ノ輪5-14 0532-63-9933

林　　　淳　史 林医院 441-1115 豊橋市石巻本町字市場97-4 0532-88-0041

林　　　康　裕 医）緑ヶ丘医院 440-0004 豊橋市忠興2-14-5 0532-63-8586

伴　　　昌　明 伴内科 441-8083 豊橋市東脇1-5-3 0532-33-1231

平　尾　義　隆 平尾医院 440-0875 豊橋市中松山町83 0532-52-5117

福　井　一　裕 福井脳神経外科 441-8028 豊橋市立花町3 0532-21-7001

藤　田　　　保 医）藤田内科胃腸科 441-8061 豊橋市藤沢町108 0532-45-0687

細　川　博　昭 医）悠愛会　ひがし循環器クリニック 440-0836 豊橋市飯村町字浜道上1-1 0532-69-2328

堀　田　泰　裕 堀田内科 441-8135 豊橋市富士見台3-15-2 0532-23-5387

松　井　敏　樹 医）もりお医院 441-8055 豊橋市柱九番町87-2 0532-46-1821

松　井　英　夫 松井医院 441-8141 豊橋市草間町字東山93-1 0532-45-6502

松　岡　聡　明 医）創建会　松岡医院 441-8106 豊橋市弥生町字西豊和9-5 0532-45-3586

万　見　利　之
医）社団三遠メディメイツ 
豊橋メイツクリニック 

440-0035 豊橋市平川南町73 0532-66-1010

三　浦　正　剛 医）三浦医院 441-8106 豊橋市弥生町字中原70 0532-45-2611

三　沢　大　介 三沢医院 440-0851 豊橋市前田南町1-21-1 0532-54-7831

三　沢　よし子 三沢医院 440-0851 豊橋市前田南町1-21-1 0532-54-7831

三　竹　正　弘 鈴木・三竹医院 441-8023 豊橋市八通町50-2 0532-31-3939

杢　野　武　彦 杢野医院 440-0072 豊橋市船町280 0532-54-2850

杢　野　春　美 杢野医院 440-0072 豊橋市船町280 0532-54-2850

杢　野　浩　司 牟呂診療所 441-8083 豊橋市東脇2-15-2 0532-31-1917
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

山　内　智　之 医）廣姫会　田代ひ尿器科 441-8117 豊橋市浜道町字北側76-1 0532-46-7611

山　内　正　樹 山内ファミリークリニック 441-8087 豊橋市牟呂町字東里60 0532-43-6333

山　本　和　彦 山本医院 441-3151 豊橋市二川町字北裏35 0532-41-0205

横　山　純　夫 医）横山内科 440-0882 豊橋市神明町107 0532-55-7231

米　川　正　洋 医）光生会　光生会病院 440-0045 豊橋市吾妻町137 0532-61-3166
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

浅　田　博　章 医）博鵬会　むつみ内科 444-0204 岡崎市土井町柳ケ坪19-1 0564-59-0022

天　野　泰　憲 天野整形外科クリニック 444-0853 岡崎市三崎町8-8 0564-55-6877

粟　屋　雅　就 粟屋医院 444-2122 岡崎市鴨田本町21-7 0564-21-3656

石　原　　　均 医）エバーコンフォート　石原クリニック 444-0076 岡崎市井田町3-91-45 0564-22-2167

伊　藤　昌　之 伊藤医院 444-0216 岡崎市定国町郷外7 0564-43-2678

稲　垣　佑　祐 こうた内科クリニック 444-0113 額田郡幸田町菱池銘鍛冶18-1 0564-62-2200

今　泉　拓　也 今泉クリニック 444-0814 岡崎市羽根町小豆坂132 0564-54-0524

内　堀　充　敏 医）うちぼり医院 444-0005 岡崎市岡町方便1-22 0564-57-8131

大　嶋　義　之 医）あおぞら在宅クリニック 444-0009 岡崎市小呂町1-5 0564-23-1110

大　浜　仁　也 医）仁佑会　日名南おおはまクリニック 444-0915 岡崎市日名南町17-4 0564-65-8222

大　堀　　　久 医）秀士會　大堀クリニック 444-0905 岡崎市宇頭町狐田88-2 0564-31-3688

岡　田　昭　紀 医）岡田胃腸科クリニック 444-0822 岡崎市若松東2-9-5 0564-54-0125

小　澤　竜　三
医）大原内科医院 
りゅう市役所北　内科・リハビリ科 

444-0038 岡崎市伝馬通5-52 0564-21-0013

小　野　正　善 おの医院 444-2117 岡崎市百々西町4-3 0564-28-8888

小　原　　　淳 オハラ医院 444-0007 岡崎市大平町字建石25 0564-21-6308

小　原　嘉　昭 医）じんぐうじクリニック 444-0212 岡崎市下和田町字神宮司66-1 0564-58-7778

金　子　享　一 三ヶ根クリニック 444-0124 額田郡幸田町深溝権行寺11 0564-62-2055

金　子　佳　史 三ヶ根クリニック 444-0124 額田郡幸田町深溝権行寺11 0564-62-2055

神　谷　文　雅 幸田中央クリニック 444-0117 額田郡幸田町大字相見字越丸6 0564-56-8200

北　川　康　雄 医）十全会　三嶋内科病院 444-0072 岡崎市六供町字3-8-2 0564-22-3232

小　林　文　博 小林医院 444-0839 岡崎市羽根西新町2-14 0564-51-4076

小　森　保　生 医）小森内科クリニック 444-0873 岡崎市竜美台1-3-20 0564-55-1514

金　野　浩　二 医）こん野ファミリークリニック 444-0103 額田郡幸田町大字大草字瓶割65-1 0564-56-1505

斉　藤　晶　子 サイトウ正クリニック 444-0851 岡崎市久後崎町郷東32-1 0564-58-8511

齋　藤　祐一郎 内科・消化器科ゆうクリニック 444-0845 岡崎市六名南1-4-5 0564-58-5311

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【三河地区】 

令和 2 年３月１日現在＜所属別 50 音順＞ 

医師会名 所在地 

一般社団法人 

岡崎市医師会 

〒４４４－０８７５ 

岡崎市竜美西１－９－１ 

ＴＥＬ：０５６４－５２－１５７１ 

ＦＡＸ：０５６４－５３－９０９９ 

ＭＡＩＬ：ishikai@okazaki-med.or.jp 

Ｈ Ｐ：http://www.okazaki-med.or.jp/ 
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

斉　藤　吉　人 サイトウ正クリニック 444-0851 岡崎市久後崎町郷東32-1 0564-58-8511

佐　野　　　博 医）健幸会　佐野胃腸科外科 444-0103 額田郡幸田町大字大草字松山12-4 0564-62-5411

三　治　宏　司 さんじファミリークリニック 444-0038 岡崎市伝馬通4-59 0564-65-3330

鈴　木　　　朗 にしおかざきクリニック 444-0946 岡崎市富永町福塚7-1 0564-33-7575

鈴　木　正　博 医）博報会　岡崎東病院 444-0008 岡崎市洞町向山16-2 0564-22-6616

髙　井　佳　子 岡田眼科医院 444-0847 岡崎市六名東町2-3 0564-53-2800

髙　橋　正　子 医）鉄友会　宇野病院 444-0921 岡崎市中岡崎町1-10 0564-24-2211

髙　山　勝　行 医）鉄友会　宇野病院 444-0921 岡崎市中岡崎町1-10 0564-24-2211

竹　内　敏　行 医）ひまわり　ならい心療内科 444-0864 岡崎市明大寺町沖折戸1-3 0564-71-1515

田那村　　　收 たなむらクリニック 444-0044 岡崎市康生通南2-20-1 0564-65-1456

所　　　　　究 ところ内科 444-2137 岡崎市藪田2-2-15 0564-28-2880

冨　田　　　裕 医）木南舎　冨田病院 444-3505 岡崎市本宿町字南中町32 0564-48-2431

中　根　慶　太 くらしの壮クリニック 444-0813 岡崎市羽根町字若宮30-1 0564-73-1234

野々村　仁　志 野々村クリニック 444-0116 額田郡幸田町芦谷字伯楽6-1 0564-56-6500

長谷川　雅　一 長谷川医院 444-0078 岡崎市伊賀新町14-3 0564-23-1871

早　川　式　彦 医）宇野病院 444-0921 岡崎市中岡崎町1-10 0564-24-2211

星　野　　　晃 星野クリニック 444-3622 岡崎市樫山町字新居野56-5 0564-82-3007

細　井　達　夫 細井医院 444-0825 岡崎市福岡町字菱田72 0564-51-1325

柵　木　則　男 医）博報会　岡崎東病院 444-0008 岡崎市洞町向山16-2 0564-22-6616

水　上　千佳司 医）水上眼科耳鼻咽喉科 444-0941 岡崎市暮戸町南川畔43-5 0564-33-2111

宮　川　尚　之 医）ゆずり葉会　宮川ホームケアクリニック 444-0802 岡崎市美合町下長根20-6 0564-64-4000

森　川　高　光 三河クリニック 444-0104 額田郡幸田町坂崎西長根25-72 0564-63-2480

森　島　正　宏 医）大朋会　岡崎共立病院 444-0813 岡崎市羽根町中田64-1 0564-55-0660

山　﨑　泰　爾 医）やまざきクリニック 444-0113 額田郡幸田町菱池源田62-2 0564-62-5225

山　田　智　之 岡崎市額田宮崎診療所 444-3611 岡崎市宮崎町字荒井沢西30 0564-83-2320

山　本　和　子 医）博愛会　やはぎ医院 444-0941 岡崎市暮戸町字南川畔36 0564-31-3170

山　本　　　肇 医）耳鼻咽喉科ｊクリニック 444-0817 岡崎市不吹町6-5 0564-71-6767

若　山　英　雄 若山内科 444-0046 岡崎市連尺通3-2 0564-23-2102
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

安　形　俊　久 医）安形医院 441-1231 豊川市一宮町泉140 0533-93-4811

石　川　義　登 石川クリニック 441-0311 豊川市御津町御馬浜田117 0533-95-0100

伊　藤　典　康 伊藤医院 442-0824 豊川市下長山町中屋敷1-1 0533-86-2637

伊　藤　文　則 医）橘井会　タチバナ病院 442-0068 豊川市諏訪3-61 0533-85-3535

井　上　和　彦 井上医院 442-0062 豊川市本野町北貝津8 0533-89-9966

今　泉　征　子 今泉アイクリニック 441-1231 豊川市一宮町錦2 0533-93-6082

植　山　珠　代 医）桃源堂　後藤病院 442-0027 豊川市桜木通4-10-2 0533-86-8166

大　石　明　宣 信愛医療療育センター 441-0103 豊川市小坂井町大塚38-1 0533-95-0980

太　田　俊　介 医）信愛会　大石医院 442-0854 豊川市国府町流霞103 0533-88-2235

大　谷　　　享 医）社団三遠メディメイツ　国府病院 442-0856 豊川市久保町葉善寺36-1 0533-88-2611

大　橋　茂　樹 大橋医院 442-0028 豊川市東桜木町88 0533-86-2354

大　原　教知可 医）大原医院 442-0874 豊川市松久町2-1-2 0533-86-8785

大　山　　　展 大山内科クリニック 442-0011 豊川市東曙町33 0533-65-8838

岡　部　　　学 医）信愛会　しんあいクリニック 442-0884 豊川市光明町1-19-10 0533-56-7878

皆　藤　　　憲 医）憲成会　皆藤クリニック 442-0036 豊川市豊川栄町20 0533-86-3300

倉　 　祐　子 大石医院 442-0854 豊川市国府町流霞103 0533-88-2235

小　島　章　弘 こじま内科クリニック 442-0857 豊川市八幡町上宿75-5 0533-87-0088

後　藤　　　学 後藤病院 442-0027 豊川市桜木通4-10-2 0533-86-8166

白　谷　裕　巳 白谷医院 441-1231 豊川市一宮町下新切157-3 0533-93-2310

鈴　木　泰　子 医）英敬会　すずきクリニック 442-0838 豊川市西塚町2-16-1 0533-89-1007

髙　橋　俊　介 医）高橋医院 442-0031 豊川市豊川西町36 0533-86-2507

髙　橋　齊　夫 医）高橋医院 442-0031 豊川市豊川西町36 0533-86-2507

武　田　正　志 医）たけだクリニック 442-0033 豊川市豊川町波通34-1 0533-83-3730

竹　本　正　興 たけもとクリニック 441-0321 豊川市御津町広石小城前54 0533-77-1100

田　中　裕　二 医）ピープル　田中内科医院 442-0857 豊川市八幡町鐘鋳場100 0533-89-4600

鳥　居　貞　和 豊川アレルギーリウマチクリニック 441-0101 豊川市宿町野川10-5 0533-85-8484

内　藤　泰　宏 内藤メンタルクリニック 442-0884 豊川市光明町1-34-1 0533-82-1556

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【三河地区】 

令和 2 年３月１日現在＜所属別 50 音順＞ 

医師会名 所在地 

一般社団法人 

豊川市医師会 

〒４４２－０８７９ 

豊川市萩山町３－７７－７ 

ＴＥＬ：０５３３－８６－７６０６ 

ＦＡＸ：０５３３－８６－８８０１ 

ＭＡＩＬ：kawaishi@kawaishi.or.jp 

Ｈ Ｐ：http://www.kawaishi.or.jp/ 
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

丹　羽　篤　朗 医）丹羽クリニック 442-0068 豊川市諏訪4-200 0533-83-5528

野　本　和　孝 野本医院 442-0879 豊川市萩山町3-6-2 0533-86-4037

樋　口　俊　哉 医）聖俊会　樋口病院 442-0068 豊川市諏訪2-145 0533-86-8131

樋　口　禮　治 医）ユタカ医院 441-1205 豊川市大木町鑓水402-1 0533-93-6515

福　富　達　也 ふくとみクリニック 441-0211 豊川市御油町欠下11-1 0533-82-4150

水　野　やよい 医）蓮花　あかさかクリニック 441-0202 豊川市赤坂町松本176-1 0533-88-1666

矢　野　利　章 しんあいクリニック 442-0884 豊川市光明町1-19-10 0533-56-7878

山　口　善　徳 白谷医院 441-1231 豊川市一宮町下新切157-3 0533-93-2310
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

今　泉　宗　久 医）愛生館　小林記念病院 447-0863 碧南市新川町3-88 0566-41-0004

長　田　和　久 長田医院 447-0886 碧南市源氏町4-36 0566-42-1200

加　藤　丈　博 加藤病院 447-0878 碧南市松本町158 0566-41-6211

小　林　明　子 医）愛生館　小林記念病院 447-0863 碧南市新川町3-88 0566-41-0004

近　藤　浩　晃 みどりの森クリニック 447-0871 碧南市向陽町1-41 0566-43-3773

坂　部　慶　幸 医）衛寿堂　さかべ医院 447-0885 碧南市志貴町2-86 0566-41-1923

杉　浦　　　潤 杉浦医院 447-0847 碧南市音羽町2-6 0566-41-0019

杉　浦　勇　人 医）作塚杉浦クリニック 447-0874 碧南市作塚町3-10 0566-42-5327

杉　浦　晴　彦 杉浦医院 447-0847 碧南市音羽町2-6 0566-41-0019

髙　橋　朱　美 医）松和会　新川中央病院 447-0868 碧南市松江町6-83 0566-48-0009

髙　橋　　　光 医）松和会　新川中央病院 447-0868 碧南市松江町6-83 0566-48-0009

西　中　康　人 わしづかクリニック 447-0022 碧南市旭町4-32-1 0566-45-2535

原　田　　　公 原田医院 447-0082 碧南市湖西町1-50 0566-46-3655

堀　尾　　　靜 医）堀尾医院 447-0863 碧南市新川町5-108 0566-48-0633

山　中　寛　紀 医）従天会　山中従天医館 447-0889 碧南市東浦町2-85 0566-41-0707

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【三河地区】 

令和 2 年３月１日現在＜所属別 50 音順＞ 

医師会名 所在地 

一般社団法人 

碧南市医師会 

〒４４７－０８５５ 

碧南市天王町１－７０ 碧南市医師会館 

ＴＥＬ：０５６６－４２－７８９３ 

ＦＡＸ：０５６６－４８－５２８３ 

ＭＡＩＬ：desk@hekinan.aichi.med.or.jp 

Ｈ Ｐ：http://hekinan.aichi.med.or.jp/ 
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

安　藤　めぐむ 医）近藤医院 444-1331 高浜市屋敷町2-5-9 0566-53-0029

飯　海　　　潔 飯海同仁医院 448-0043 刈谷市小山町1-714 0566-21-0944

石　川　重　人 泰生医院 444-1325 高浜市青木町5-6-26 0566-52-1001

石　川　　　亨 医）つばさクリニック 444-1305 高浜市神明町8-15-1 0566-54-5283

石　川　平　八 石川内科 448-0813 刈谷市小垣江町上広11-1 0566-21-0135

石　川　征　雄 泰生医院 444-1325 高浜市青木町5-6-26 0566-52-1001

磯　貝　　　毅 磯貝医院 444-1325 高浜市青木町3-6-15 0566-53-0013

岩　月　昇　治 医）愛望会　岩月外科内科クリニック 444-1321 高浜市稗田町6-6-27 0566-53-3458

大　西　典　好 大西内科クリニック 448-0008 刈谷市今岡町日向90-2 0566-36-7711

加　藤　茂　俊 医）吉浜クリニック 444-1336 高浜市呉竹町4-12-1 0566-52-5110

加　藤　聡　之 医）豊田会　刈谷豊田総合病院 448-8505 刈谷市住吉町5-15 0566-21-2450

神　谷　鋓　彦 新林内科医院 472-0017 知立市新林町新林40-6 0566-82-2616

斎　藤　敏　明 斎藤胃腸科 448-0037 刈谷市高倉町3-702 0566-25-7100

榊　原　正　典 医）九友会　榊原医院 448-0846 刈谷市寺横町5-78 0566-21-3151

菅　　　真　一 中野医院 448-0004 刈谷市泉田町神戸8-1 0566-21-1161

杉　浦　尚　敬 医）初音会　杉浦医院 448-0007 刈谷市東境町児山98-1 0566-36-5408

鈴　木　一　正 さくら中央クリニック 448-0034 刈谷市神明町3-205 0566-62-6500

鈴　木　邦　彦 鈴木医院 448-0004 刈谷市泉田町畑中一色45 0566-21-5378

鈴　木　信　夫 医）研信会　知立クリニック 472-0012 知立市八ツ田町神明22 0566-82-1367

髙　須　昭　彦 耳鼻科クリニック髙須 448-0001 刈谷市井ケ谷町久伝原1-1 0566-61-1133

田　中　厚　志 医）田中ハートクリニック 448-0821 刈谷市御幸町6-104 0566-63-5800

辻　　　一　彦 医）由仁会　辻内科循環器科クリニック 448-0806 刈谷市松栄町3-1-1 0566-62-1678

辻　村　　　享 辻村外科病院 448-0001 刈谷市井ケ谷町桜島20-1 0566-36-5200

土　屋　整　也 老人保健施設　こもれびの里高浜 444-1314 高浜市論地町3-6-16 0566-53-7777

冨　安　敏　夫 冨安医院 448-0858 刈谷市若松町4-17 0566-21-3655

長　坂　修　治 おがきえ眼科クリニック 448-0813 刈谷市小垣江町中伊勢山15-1 0566-29-0055

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【三河地区】 

令和 2 年３月１日現在＜所属別 50 音順＞ 

医師会名 所在地 

一般社団法人 

刈谷医師会 

〒４４８－００２２ 

刈谷市一色町３－５－１ 刈谷医師会館 

ＴＥＬ：０５６６－２２－１６２２ 

ＦＡＸ：０５６６－２２－４６２３ 

ＭＡＩＬ：info1＠kariya-ishikai.or.jp 

Ｈ Ｐ：http://www.kariya-ishikai.or.jp/ 
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

中　田　耕太郎 医）凱風会　中田内科クリニック 444-1333 高浜市沢渡町3-6-19 0566-54-0606

西　尾　秀　樹 医）ＯＣＮ　小垣江にしおクリニック 448-0813 刈谷市小垣江町石ノ戸33 0566-27-2400

野　村　英　雄 医）野村内科 448-0805 刈谷市半城土中町3-10-5 0566-21-2511

廣　瀬　善　道 ひろせ内科 448-0006 刈谷市西境町兵九前62 0566-61-8887

深　谷　桂　子 医）深谷会　知立団地中央診療所 472-0011 知立市昭和9-4 0566-81-3405

深　谷　皓　孝 医）深谷会　富士病院 472-0007 知立市牛田町西屋敷137-1 0566-85-5202

水　野　健　雄 医）三健会　水野内科クリニック 472-0025 知立市池端2-17 0566-82-8200

宮　地　　　昇 みやち内科 448-0852 刈谷市住吉町2-10-5 0566-29-4110

宮　本　隆　子 大山クリニック 472-0004 知立市南陽2-48 0566-82-0106

宮　本　史　生 大山クリニック 472-0004 知立市南陽2-48 0566-82-0106

村　瀨　　　傑 あいちハートクリニック 472-0054 知立市東上重原6-70 0566-91-5810

八　木　道　之 東刈谷八木医院 448-0809 刈谷市南沖野町1-12-2 0566-21-1551

吉　澤　一　彦 医）三宝会　栄クリニック 472-0037 知立市栄1-8　なるせビル1階 0566-81-0067
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

青　山　　　滋 青山医院 473-0917 豊田市若林西町後口79 0565-52-3703

秋　山　裕　人 みよし市民病院 470-0224 みよし市三好町八和田山15 0561-33-3300

浅　井　敏　郎 医）史寿会　浅井クリニック 473-0923 豊田市中根町永池175-1 0565-53-7711

池　口　　　宏 二葉内科クリニック 471-0014 豊田市東山町1-5-7 0565-89-2228

伊　藤　　　治 みよし市民病院 470-0224 みよし市三好町八和田山15 0561-33-3300

伊　藤　　　創 花園内科 473-0924 豊田市花園町井田95-1 0565-53-2772

伊　藤　裕　也 もとまち内科クリニック 471-0855 豊田市柿本町7-66-1 0565-24-8080

稲　垣　光　昭 若林耳鼻咽喉科クリニック 473-0914 豊田市若林東町高根下96-3 0565-53-5588

井　上　裕　康 井上医院 473-0907 豊田市竜神町錦17-1 0565-26-0800

宇　田　哲　也 医）ほのか　宇田ファミリークリニック 470-0227 みよし市園原4-1-4 0561-35-1311

梅　本　雅　也 うめもとクリニック 473-0936 豊田市西岡町唐池34-6 0565-55-1555

榎　本　一　成 榎本内科 470-0345 豊田市東保見町大門63 0565-48-5306

大　西　哲　夫 大西医院 473-0913 豊田市竹元町二ツ池16 0565-52-0057

岡　本　勝　司 医）おかもとクリニック 470-0374 豊田市伊保町下川原97-2 0565-45-3020

落　合　賢　一 おちあいクリニック 471-0828 豊田市前山町5-23-61 0565-28-1331

加　藤　真　二 医）三九会　三九朗病院 471-0035 豊田市小坂町7-80 0565-32-0282

加　藤　高　美 加藤クリニック 470-0441 豊田市深見町木戸369-162 0565-75-2025

河　合　米　子 河合眼科 471-0025 豊田市西町6-2-8 0565-32-5274

小石川　　　功 小石川医院 444-2424 豊田市足助町本町24 0565-62-0022

小早川　裕　子 小早川整形外科・内科 471-0006 豊田市市木町5-1-2 0565-88-3311

近　藤　貴　史 平戸橋医院 470-0331 豊田市平戸橋町石平74 0565-45-1155

坂　本　宏　司 豊田地域医療センター 471-0062 豊田市西山町3-30-1 0565-34-3000

杉　山　宣　幸 つかさ整形外科 471-0831 豊田市司町5-12 0565-37-3322

杉　山　文　彦 杉山クリニック 470-0452 豊田市迫町六反田77-1 0565-76-5959

鈴　木　高　造 鈴木内科クリニック 470-0201 みよし市黒笹町下田3-1 0561-36-7373

鈴　村　紀　子 豊田睡眠呼吸障害治療クリニック 471-0828 豊田市前山町3-1-1　萬秀ビル2Ｆ 0565-26-0833

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【三河地区】 

令和 2 年３月１日現在＜所属別 50 音順＞ 

医師会名 所在地 

一般社団法人 

豊田加茂医師会 

〒４７１－００６２ 

豊田市西山町３－３０－１ 豊田加茂医師会館 

ＴＥＬ：０５６５－３１－７７１１ 

ＦＡＸ：０５６５－３１－４３１８ 

ＭＡＩＬ： tykm-isi@hm6.aitai.ne.jp 

Ｈ Ｐ：http://www.toyotakamoishikai.or.jp/ 
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

髙　橋　亮太郎 医）高橋医院 444-3242 豊田市大沼町越田和58 0565-90-2015

富　野　日出夫 医）富野内科 471-0828 豊田市前山町2-2-20 0565-27-0001

中　島　守　夫 なかじま内科皮フ科 470-0213 みよし市打越町島ノ山92-1 0561-32-9800

中屋敷　敦　子 医）三九会　三九朗病院 471-0035 豊田市小坂町7-80 0565-35-3960

成　田　　　亨 なりたクリニック 473-0905 豊田市住吉町上松1-3 0565-51-1010

野　場　万　司 野場医院 473-0916 豊田市吉原町前田65-1 0565-52-3345

長谷川　朋　子 医）成信会　さくら病院 470-1201 豊田市豊栄町11-131 0565-28-3691

肌　附　　　敏 きたまちクリニック 471-0027 豊田市喜多町3-80　クラウンハイツ2Ｆ 0565-37-0618

早　川　　　誠 早川内科医院 470-0372 豊田市井上町9-134-2 0565-45-2241

平　吹　広　一 医）平吹医院 470-1207 豊田市鴛鴨町小畔屋敷130-1 0565-27-8000

平　松　義　規 厚生連豊田厚生病院 471-0396 豊田市浄水町伊保原500-1 0565-43-5000

平　山　眞　彦 京町クリニック 471-0063 豊田市京町4-8-1 0565-42-6666

古　橋　義　人 古橋クリニック 441-2513 豊田市稲武町タヒラ10 0565-82-3638

保志条　　　博 保志条クリニック 470-1216 豊田市和会町稲葉39-2 0565-21-3333

星　山　道　夫 星山内科消化器科医院 471-0075 豊田市日之出町2-9-20 0565-34-3231

細　野　二　郎 医）泉会　細野クリニック 471-0835 豊田市曙町2-21 0565-28-3665

牧　原　良　行 牧原胃腸科外科診療所 470-0335 豊田市青木町1-8-6 0565-45-8684

森　下　　　尚 森下医院 444-2846 豊田市小渡町船戸49-1 0565-68-2301

若　子　理　恵 のぞみ診療所 471-0062 豊田市西山町2-19 0565-32-8985
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

伊　藤　真　理 医）いとう内科小児科 443-0005 蒲郡市水竹町西清水川38-1 0533-66-0088

加　藤　佳　子 医）星越　加藤医院 443-0013 蒲郡市大塚町星越1-20 0533-59-7878

河　合　　　雄 医）カワイ外科 443-0032 蒲郡市丸山町7-1 0533-68-4234

河　辺　義　和 蒲郡市民病院 443-8501 蒲郡市平田町向田1-1 0533-66-2200

小久保　公　人 すみれクリニック 443-0013 蒲郡市大塚町西島14-1 0533-58-2100

近　藤　耕　次 医）耕和会　こんどうクリニック 443-0037 蒲郡市鹿島町深田22-1 0533-66-0007

鈴　木　高　志 医）あおば内科クリニック 443-0104 蒲郡市形原町計後家22-1 0533-57-0211

福　原　直　樹 福原医院 443-0022 蒲郡市三谷北通2-266 0533-69-5518

藤　井　清　史 かとう小児科・内科クリニック 443-0045 蒲郡市旭町8-12 0533-95-8181

増　本　　　弘 医）積善会　蒲郡東部病院 443-0013 蒲郡市大塚町山ノ沢45-2 0533-59-7601

村　上　和　隆 医）松風会　蒲郡クリニック 443-0021 蒲郡市三谷町須田10-2 0533-68-1115

柳　澤　　　潔 医）柳沢内科 443-0105 蒲郡市西浦町馬 5々3-1 0533-57-2537

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【三河地区】 

令和 2 年３月１日現在＜所属別 50 音順＞ 

医師会名 所在地 

一般社団法人 

蒲郡市医師会 

〒４４３－００３６ 

蒲郡市浜町４－２ 蒲郡市保健医療センター内 

ＴＥＬ：０５３３－６８－３８５９ 

ＦＡＸ：０５３３－６７－４０１７ 

ＭＡＩＬ：gmaishi@eos.ocn.ne.jp 

Ｈ Ｐ：http://www.gamagori.aichi.med.or.jp/ 
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

飯　塚　敦　彦 飯塚クリニック 446-0052 安城市福釜町鴻ノ巣80-1 0566-73-6868

稲　垣　　　淳 医）いながき医院 444-1154 安城市桜井町新田65-1 0566-99-0210

稲　垣　由布子 医）いながき医院 444-1154 安城市桜井町新田65-1 0566-99-0210

岡　本　雅　彦 アイエムクリニック・安城 446-0073 安城市篠目町1-11-16 0566-91-2065

小　野　真奈美 医）成信会　安城新田クリニック 446-0061 安城市新田町縦町31 0566-75-8181

川久保　明　利 医）仁泉会　池浦クリニック 466-0066 安城市池浦町丸田236-3 0566-72-0550

近　藤　倉　生 医）近藤医院 446-0053 安城市高棚町大道53-2 0566-92-6850

篠　原　　　裕 医）裕修会　篠原産婦人科医院 446-0035 安城市錦町10-10 0566-76-5456

清　水　誠　司 医）誠幸会　清水クリニック 444-1154 安城市桜井町三度山8-1 0566-73-3373

鷹　津　文　麿 鷹津内科循環器科 446-0059 安城市三河安城本町2-4-7　2Ｆ 0566-71-3335

恒　川　　　卓 わかば内科 446-0044 安城市百石町2-27-15 0566-71-1155

坪　井　俊　二 つぼいセントラルクリニック 446-0057 安城市三河安城東町1-7-3 0566-76-1720

鳥　居　正　芳 医）鳥居医院 446-0055 安城市緑町1-4-5 0566-74-3030

西　尾　四　郎 医）安祥会　安城老人保健施設 446-0021 安城市法連町8-1 0566-72-5111

西　尾　　　真 医）安祥会　松井整形外科 446-0021 安城市法連町8-11 0566-75-1177

野　村　俊　之 医）野村内科 446-0071 安城市今池町1-14-6 0566-98-0725

平　野　佳　香 医）碧桜会　横山医院 444-1154 安城市桜井町西町中49-1 0566-99-0069

藤　井　康　彰 藤井内科胃腸科 446-0066 安城市池浦町池浦94-44 0566-74-1101

馬　渕　龍　彦 二本木クリニック 446-0054 安城市二本木町切替60-2 0566-79-0085

三　浦　由　雄 医）みうらクリニック 446-0001 安城市里町畑下76 0566-96-6900

和志田　重　人 医）わしだクリニック 446-0026 安城市安城町天草77-2 0566-77-8181

渡　部　圭一朗 わたべクリニック 446-0007 安城市東栄町2-504-1 0566-98-0025

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【三河地区】 

令和 2 年３月１日現在＜所属別 50 音順＞ 

医師会名 所在地 

一般社団法人 

安城市医師会 

〒４４６－００２６ 

安城市安城町広美４２ 

ＴＥＬ：０５６６－７６－２５９６ 

ＦＡＸ：０５６６－７７－５４０８ 

ＭＡＩＬ：anjo-med@katch.ne.jp 

Ｈ Ｐ： — 
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

浅　井　清　和 浅井内科 445-0075 西尾市戸ケ崎2-15-8 0563-54-3318

石　川　作和夫 石川医院 444-0516 西尾市吉良町吉田天笠桂92-1 0563-32-0240

石　川　忠　雄 つるしろクリニック 445-0807 西尾市伊藤3-3-2 0563-53-7500

石　川　太　郎 医）石川内科 445-0063 西尾市今川町東大城15-1 0563-54-3631

石　川　連　三 れん内科クリニック 444-0534 西尾市吉良町木田前田69 0563-35-7111

稲　垣　克　久 医）稲垣レディスクリニック 445-0052 西尾市横手町北屋敷45-3 0563-54-1188

岩　﨑　浩　一 いわさき内科クリニック 445-0803 西尾市桜町4-3 0563-57-0001

岡　本　秀　樹 ひできクリニック 445-0082 西尾市八ツ面町八反田6-1 0563-55-0001

笠　井　保　志 医）社団福祉会　高須病院 444-0495 西尾市一色町赤羽上郷中113-1 0563-72-1701

加　藤　敦　子 加藤医院 445-0021 西尾市駒場町屋敷2 0563-52-1051

神　谷　守　雄 神谷内科整形外科 444-0403 西尾市一色町松木島中切8 0563-73-4030

近　藤　重　弘 こんどう内科 444-0316 西尾市羽塚町新坂14-5 0563-59-6551

榊　原　洋　子 医）榊原泌尿器科内科クリニック 445-0802 西尾市米津町里225 0563-56-8558

四　方　　　繁 四方乳腺胃腸クリニック 445-0864 西尾市錦城町63 0563-56-1600

宍　戸　秀　隆 宍戸整形外科 445-0866 西尾市塩町9 0563-56-8177

嶋　﨑　宏　明 幡豆クリニック 444-0701 西尾市東幡豆町彦田前33 0563-62-5588

嶋　﨑　　　宏 幡豆クリニック 444-0701 西尾市東幡豆町彦田前33 0563-62-5588

定　塚　　　甫 定塚メンタルクリニック 445-0064 西尾市高畠町4-38 0563-54-6033

高　濵　信　也 高浜内科 445-0894 西尾市上町菖蒲池14-1 0563-56-2261

田　中　正　規 医）田中会　西尾病院 445-0824 西尾市和泉町22 0563-57-5138

中　澤　　　仁 なかざわ記念クリニック 445-0073 西尾市寄住町洲田20-1 0563-54-3115

深　見　正　明 医）深見十全会　深見クリニック 444-0403 西尾市一色町松木島丸山54 0563-72-2010

藤　井　はる香 医）社団福祉会　高須病院 444-0495 西尾市一色町赤羽上郷中113-1 0563-72-1701

三　村　民　江 三村医院 445-0851 西尾市住吉町3-12 0563-56-0220

森　　　亙　希 森内科クリニック 444-0324 西尾市寺津町白山68-1 0563-59-0700

山　尾　　　令 山尾病院 445-0853 西尾市桜木町5-4 0563-56-8511

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【三河地区】 

令和 2 年３月１日現在＜所属別 50 音順＞ 

医師会名 所在地 

一般社団法人 

西尾市医師会 

〒４４５－００７１ 

西尾市熊味町小松島３４ 西尾市医師会館 

ＴＥＬ：０５６３－５４－５５０５ 

ＦＡＸ：０５６３－５７－２９２７ 

ＭＡＩＬ：ishikai@athena.ocn.ne.jp 

Ｈ Ｐ：http://www.nishio-med.or.jp/ 
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

山　岸　茂　樹 山岸クリニック 445-0870 西尾市永吉1-55 0563-54-8008

山　本　宏　明 山本クリニック 444-0316 西尾市羽塚町大道東94-1 0563-58-0311

　岡　経　明 医）社団福祉会　高須病院 444-0495 西尾市一色町赤羽上郷中113-1 0563-72-1701

米　津　昌　宏 よねづクリニック 445-0802 西尾市米津町野寺道46-5 0563-57-7277
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

丹　羽　治　男 東栄医療センター 449-0293 北設楽郡東栄町大字三輪字上栗5 0536-79-3311

丹　羽　美和子 東栄医療センター 449-0293 北設楽郡東栄町大字三輪字上栗5 0536-79-3311

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【三河地区】 

令和 2 年３月１日現在＜所属別 50 音順＞ 

医師会名 所在地 

一般社団法人 

北設楽郡医師会 

〒４４１－２３０２ 

北設楽郡設楽町清崎字上原２０－１ 

ＴＥＬ： — 

ＦＡＸ：０５３６－６２－００２７ 

ＭＡＩＬ：hokusetsu.dr.1441@aＭＡＩＬ.plala.or.jp 

Ｈ Ｐ： — 
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

足　立　定　司 医）ほうらいクリニック 441-1615 新城市大野字上野13-1 0536-32-1026

内　山　晴　旦 医）三才堂　内山医院 441-1361 新城市平井字新栄2-1 0536-24-1212

織　田　邦　義 しんしろフィットクリニック 441-1306 新城市川路字小川路133 0536-23-8531

神　本　　　篤 西新町整形外科 441-1367 新城市字札木32-10 0536-22-0372

國　松　尚　一 医）長生会　茶臼山厚生病院 441-1307 新城市富沢453-1 0536-22-2266

熊　谷　　　亮 くまがい医院 441-1302 新城市富永字郷中63-2 0536-23-6800

藤　堂　三　男 緑が丘診療所 441-1316 新城市緑が丘3-1-6 0536-24-4026

中　根　幸　雄 中根医院 441-1371 新城市城北2-2-1 0536-24-1661

中　村　昭　伸 中村医院 441-1375 新城市字的場49-1 0536-22-2863

原　田　直太郎 医）静巌堂医院 441-1946 新城市副川字大界津13 0536-35-0022

星　野　順一郎 星野病院 441-1615 新城市大野字上野70-3 0536-32-1515

宮　本　俊　雄 医）一哉会　宮本医院 441-1943 新城市海老字野辺23 0536-35-0811

吉　田　憲　司 よしだ耳鼻咽喉科 441-1302 新城市富永字新栄1-1 0536-24-0200

米　田　正　弘 米田内科 441-1361 新城市平井字新栄127-1 0536-24-0700

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【三河地区】 

令和 2 年３月１日現在＜所属別 50 音順＞ 

医師会名 所在地 

一般社団法人 

新城市医師会 

〒４４１－１３０１ 

新城市矢部字上ノ川１－８ 新城医師歯科医師会館 

ＴＥＬ：０５３６－２３－３６６５ 

ＦＡＸ：０５３６－２３－１３８３ 

ＭＡＩＬ：s-med@tees.jp 

Ｈ Ｐ：http://www2.himika.ne.jp/~shinshiro-md/ 
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

荒　木　信　泰 ふれあいばし診療所 441-3416 田原市東赤石4-1 0531-29-2500

岡　田　正　直 おかだクリニック 441-3611 田原市石神町西沖田7 0531-37-1135

河　合　　　浩 医）永心会　河合医院 441-3427 田原市加治町洲田8 0531-22-6133

川　瀬　修　二 川瀬医院 441-3627 田原市堀切町浜畑84-2 0531-35-1511

朽　名　　　誠 医）朽名医院 441-3613 田原市古田町郷中159-3 0531-33-0162

國　見　知　明 國見医院 441-3421 田原市田原町東大浜57 0531-22-0756

國　見　英　敏 第2国見医院 441-3421 田原市田原町石取下54-2 0531-23-2302

富　永　　　潤 医）富永医院 441-3417 田原市豊島町前田133-2 0531-23-1316

永　井　　　徹 永井医院 441-3415 田原市神戸町深田22 0531-22-0227

長　谷　　　智 ＪＡ愛知厚生連　渥美病院 441-3415 田原市神戸町赤石1-1 0531-22-2131

宮　木　幸　彦 宮木内科 441-3421 田原市田原町晩田33-4 0531-23-0232

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【三河地区】 

令和 2 年３月１日現在＜所属別 50 音順＞ 

医師会名 所在地 

一般社団法人 

田原市医師会 

〒４４１－３４１６ 

田原市東赤石５－６６ 

ＴＥＬ：０５３１－２９－０３５５ 

ＦＡＸ：０５３１－２９－０３５６ 

ＭＡＩＬ：ishikai@cello.ocn.ne.jp 

Ｈ Ｐ：http://taharaishikaizaitaku.com 
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