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

浅　井　貴　裕 医）孝友会　孝友クリニック 491-0013 一宮市北小渕字道上55-1 0586-75-5559

生　田　順　也 医）いくた内科クリニック 491-0201 一宮市奥町三出104-1 0586-64-1102

石　黒　裕　規 石黒クリニック 491-0052 一宮市今伊勢町新神戸字九反野62 0586-71-1496

磯　村　豊　司 医）育徳会　磯村医院 491-0804 一宮市千秋町佐野五反田21 0586-81-0680

伊　藤　　　修 いとう内科循環器科 494-0007 一宮市小信中島字南平口94-1 0586-61-3001

稲　垣　英一郎 医）仁誠会　稲垣医院 491-0114 一宮市浅井町江森楼光寺13 0586-51-4321

井　上　雅　樹 医）翔樹会　井上内科クリニック 494-0001 一宮市開明字東沼85 0586-64-0003

今　川　卓一郎 医）萩友会　今川内科 491-0354 一宮市萩原町朝宮字茶園37 0586-69-2092

鵜　飼　　　現 萩原うかい内科 491-0351 一宮市萩原町花井方字一本松33-1 0586-68-1114

鵜　飼　知　彦 うかいファミリークリニック 491-0858 一宮市栄1-2-10 0586-23-1231

小野木　　　宏 小野木外科 491-0804 一宮市千秋町佐野字工高前46-1 0586-77-5721

加　固　俊　男 加固内科クリニック 491-0854 一宮市北園通6-6-6 0586-72-2425

河　合　　　隆 腎・泌尿器科河合クリニック 491-0057 一宮市今伊勢町宮後字郷東23-5 0586-47-4145

岸　　　淸　一 医）緑陽会　きし整形外科 491-0001 一宮市瀬部字大馬場81-1 0586-51-7517

木　全　崇　之 きはしクリニック 491-0932 一宮市大和町毛受字東屋敷73 0586-46-1100

木　村　　　治 木村医院 491-0903 一宮市八幡1-6-6 0586-45-7528

木　村　恵　三 きむら胃腸科外科内科 491-0846 一宮市牛野通4-36-2 0586-28-8880

木　村　隆　文 総合大雄会病院 491-8551 一宮市桜1-9-9 0586-72-1211

木　村　忠　広 木村クリニック 491-0078 一宮市松降通7-22 0586-73-8818

纐　纈　雅　明 医）秋桜会　真清田クリニック 491-0043 一宮市真清田2-4-19 0586-24-0311

越　野　保　一 医）慶陽会　こしの内科 494-0008 一宮市東五城字大平裏37 0586-62-1121

五　藤　　　勉 五藤医院 493-0005 一宮市木曽川町里小牧野方170 0586-87-7800

五　藤　大　貴 五藤医院 493-0005 一宮市木曽川町里小牧野方170 0586-87-7800

後　藤　至　宏 神田後藤クリニック 493-0007 一宮市木曽川町外割田芳池189 0586-84-2330

酒　井　敏　光 医）恵仁会　一宮整形外科 491-0032 一宮市下沼町4-8 0586-72-0030

坂　田　義　一 医）義恵会　坂田内科 491-0015 一宮市大赤見字神明東8 0586-71-3488

櫻　井　義　也 桜井クリニック 491-0851 一宮市大江1-6-10 0586-73-3790

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【尾張地区】 

令和3 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 

一宮市医師会 

〒４９１－００７６ 

一宮市貴船町３－２ 一宮市医師会館 

ＴＥＬ：０５８６－７１－７５３１ 

ＦＡＸ：０５８６－７２－１４４７ 

ＭＡＩＬ：jim@ichinomiya.aichi.med.or.jp 

Ｈ Ｐ：http://www.ichinomiya.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

杉　山　正　洋 医）晟瑛医伸会　すぎやま内科クリニック 491-0057 一宮市今伊勢町宮後字郷東36 0586-48-5000

鈴　木　一　世 鈴木クリニック 494-0003 一宮市三条郷東藤35-1 0586-61-3611

田　中　　　泉 田中内科クリニック 494-0004 一宮市北今字葭山12-1 0586-63-4700

田　中　博　之 田中クリニック 491-0859 一宮市本町4-19-24 0586-72-2686

所　　　隆　昌 藤クリニック 493-0001 一宮市木曽川町黒田一ノ通り25-1 0586-64-7556

友　田　薫　子 ともだクリニック 493-0001 一宮市木曽川町黒田十一ノ通り77-1 0586-84-3777

友　田　　　隆 ともだクリニック 493-0001 一宮市木曽川町黒田十一ノ通り77-1 0586-84-3777

永　井　　　智 医）育徳会　磯村医院 491-0804 一宮市千秋町佐野字五反田21 0586-81-0680

中　島　明　彦 中島整形外科クリニック 494-0018 一宮市冨田26 0586-62-4767

橋　本　泰　樹 橋本内科クリニック 491-0366 一宮市萩原町河田方字三味浦55-1 0586-67-1515

伴　　　雅　彦 伴医院 491-0062 一宮市西島町3-53 0586-72-8548

伴　　　佳　之 二丁目診療所 491-0858 一宮市栄4-1-5 0586-48-5611

松　原　俊　樹 医）松原クリニック 493-0005 一宮市木曽川町里小牧字東蒲原15 0586-84-1551

松　前　裕　己 医）愛礼会　松前内科医院 491-0871 一宮市浅野字紅楳野50-1 0586-81-7001

丸　井　公　軌 丸井医院 491-0859 一宮市本町3-10-25 0586-73-2527

宮　地　育　郎 宮地内科医院 491-0036 一宮市桜3-1-11 0586-73-3032

森　　　健　次 森中央クリニック 491-0362 一宮市萩原町西宮重字東光堂18 0586-68-5355

森　　　　　繁 浅井森医院 491-0112 一宮市浅井町東浅井60 0586-78-0411

山　田　二三夫 医）聖恵会　やまだクリニック 491-0914 一宮市花池4-16-24 0586-44-0011

湯　川　孝　雄 湯川クリニック 491-0125 一宮市高田字向畑24 0586-51-9500

米　本　昭　彦 医）米本医院 491-0918 一宮市末広3-8-3 0586-45-4355
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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　弘　彦 医）青山病院 489-0986 瀬戸市南山町1-53 0561-82-1118

新　川　正　冶 医）あらかわ医院 488-0006 尾張旭市大久手町中松原39 0561-53-9666

飯　田　幸　雄 医）幸悠会　飯田クリニック 488-0011 尾張旭市東栄町2-8-8 0561-53-1711

稲　垣　　　均 医）いながきクリニック 488-0002 尾張旭市根の鼻町1-2-9 0561-53-7277

犬　飼　偉　経 犬飼クリニック 488-0061 尾張旭市北原山町六田池2214-4 0561-53-7070

大　野　智　義 緑ケ丘ファミリークリニック 488-0822 尾張旭市緑町緑ヶ丘121-81 0561-54-2706

大　橋　　　満 医）社団オアシス会　大橋医院 489-0918 瀬戸市北脇町149 0561-82-2052

大　脇　　　忠 おおわき内科クリニック 489-0913 瀬戸市水南町163 0561-85-3331

加　藤　晴　通 医）豊明会　おいわけクリニック 489-0065 瀬戸市西追分町113 0561-82-4088

加　藤　牧　子 加藤医院 480-1207 瀬戸市品野町5-333 0561-41-0172

加　藤　正　仁 加藤医院 480-1207 瀬戸市品野町5-333 0561-41-0172

黒　江　幸四郎 城山クリニック 488-0872 尾張旭市平子町長池上6399 0561-51-1170

髙　阪　　　彰 医）嶺会　髙阪内科 489-0815 瀬戸市南仲之切町111 0561-21-5011

河　邉　章　夫 医）宏生会　水野病院 489-0067 瀬戸市小田妻町1-190-2 0561-48-2231

後　藤　啓　五 ごとう内科クリニック 489-0861 瀬戸市八幡台1-1 0561-84-3355

坂　田　成一郎 坂田内科 489-0819 瀬戸市西本町1-11 0561-87-0169

佐々木　　　晋 医）晋和会　佐々木外科 489-0887 瀬戸市菱野台3-60 0561-84-7211

鈴　木　　　聰 医）宝珠会　尾張旭クリニック 488-0801 尾張旭市東大道町原田2505-1 0561-52-7111

清　田　朋　美 青山クリニック 489-0917 瀬戸市效範町2-34 0561-82-1141

髙　橋　正　行 たかはしクリニック 489-0057 瀬戸市西十三塚町53-2 0561-87-1123

鳥　井　彰　人 とりいクリニック 489-0951 瀬戸市石田町45-1 0561-89-5111

新　田　正　廣 にったクリニック 488-0023 尾張旭市瀬戸川町1-128 0561-55-5550

畑　中　　　徹 畑中内科医院 488-0826 尾張旭市大塚町1-14-10 052-773-7205

花　井　雅　志 せとかいどう花井クリニック 488-0840 尾張旭市印場元町3-4-5 0561-52-8715

東　野　一　二 ひがしの医院 489-0878 瀬戸市赤重11-1 0561-85-1110

平　松　　　啓 おわり瀬戸ひびの内科クリニック 489-0819 瀬戸市西本町2-8 0561-82-0222

藤　本　牧　生 藤本クリニック 489-0048 瀬戸市窯神町4 0561-87-3888

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【尾張地区】 

令和3 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 

瀬戸旭医師会 

〒４８９－０９２９ 

瀬戸市西長根町１０ 瀬戸旭医師会館 

ＴＥＬ：０５６１－８４－１１５５ 

ＦＡＸ：０５６１－８４－５７７６ 

ＭＡＩＬ：isikai@setoasahi.com  

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

星　合　充　基 星合クリニック 488-0075 尾張旭市新居町木の本7 0561-51-0700

松　尾　　　功 松尾医院 488-0823 尾張旭市庄南町3-8-5 052-771-8017

三　浦　　　悟 医）どんぐり会　三浦内科クリニック 489-0909 瀬戸市みずの坂2-26 0561-48-6101

宮　﨑　芳　機 医）社団順心会　井上病院 489-0927 瀬戸市川北町2-11 0561-83-3131

安　井　徹　郎 医）やすい医院 488-0858 尾張旭市白鳳町1-120 0561-52-9555

山　内　雅　博 医）優　あさひ内科 488-0043 尾張旭市北本地ケ原町3-125 0561-52-3221

山　内　雄一郎 医）やまうち内科 489-0066 瀬戸市東横山町158-1 0561-21-1166

山　本　英　輝 医）山本会　ひでき・ゆかりクリニック 488-0044 尾張旭市南本地ケ原町2-14 0561-51-1651

若　尾　孝　明 わかお内科クリニック 488-0839 尾張旭市渋川町1-18-10 0561-55-5222
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

阿　部　　　守 医）メディライフ　あべクリニック 475-0006 半田市南大矢知町2-41-1 0569-28-0360

綾　川　忠　男 医）春田内科 475-0836 半田市青山7-12-20 0569-22-5533

安　野　尚　史 安野内科 475-0857 半田市広小路町153-10 0569-21-3288

石　川　正　彦 石川医院 475-0054 半田市乙川町30 0569-21-0606

今　泉　正　之 医）今泉内科 475-0828 半田市瑞穂町8-13-4 0569-22-1137

奥　田　真紀子 医）春田内科 475-0836 半田市青山7-12-20 0569-22-5533

川　口　新　平 医）知多クリニック 475-0871 半田市本町7-20 0569-21-0052

榊　原　文　彦 住吉町クリニック 475-0862 半田市住吉町2-165 0569-32-2121

佐　藤　慎　二 医）ＯＳＣ　乙川さとうクリニック 475-0062 半田市飯森町58-4 0569-89-8301

杉　田　市　朗 医）アイ　エス　ケイ　杉田医院 475-0837 半田市有楽町4-154-4 0569-22-0571

高　川　寛　子 高川クリニック 475-0856 半田市更生町1-125-5 0569-21-5531

高　須　信　寿 医）高須内科 475-0014 半田市一本木町1-15 0569-28-5888

高　橋　知　生 医）高橋医院 475-0081 半田市平地町3-77-2 0569-28-0567

竹　本　達　哉 竹本クリニック 475-0833 半田市花園町3-3-23 0569-24-7722

茶　谷　雅　裕 茶谷内科・皮フ科 475-0917 半田市清城町1-6-10 0569-22-8111

中　條　武　秀 医）青山外科 475-0836 半田市青山2-21-10 0569-23-8101

辻　　　祥　孝 医）げんき会　辻クリニック 475-0846 半田市栄町3-143 0569-26-2227

都　築　徹　哉 都築医院 475-0023 半田市亀崎町6-95 0569-28-0566

中　根　藤　七 みどりの風　南知多病院 470-3411 知多郡南知多町豊丘孫廻間86 0569-65-1111

新　美　親　紀 医）親理会　中町クリニック 475-0855 半田市中町4-19-1 0569-22-1212

野　村　　　彩 医）知多クリニック 475-0871 半田市本町7-20 0569-21-0052

浜　　　是　幸 医）浜医院 475-0927 半田市北二ツ坂町1-6-40 0569-23-6611

林　　　義　久 医）林医科歯科医院 475-0855 半田市中町2-37 0569-21-1399

春　田　明　範 医）春田内科 475-0836 半田市青山7-12-20 0569-22-5533

春　田　和　廣 医）春田内科 475-0836 半田市青山7-12-20 0569-22-5533

藤　條　格　彦 藤條医院 475-0838 半田市旭町1-1 0569-21-0204

間　瀬　武　則 間瀬医院 475-0977 半田市吉田町5-58 0569-27-5166

森　　　智　弘 森クリニック 475-0857 半田市広小路町154-14 0569-32-3883

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【尾張地区】 

令和3 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 

半田市医師会 

〒４７５－０９１８ 

半田市雁宿町１－５４－８ 半田市医師会館 

ＴＥＬ：０５６９－２１－３４１１ 

ＦＡＸ：０５６９－２１－３２５１ 

ＭＡＩＬ： — 

Ｈ Ｐ：http://www.handa-med.net/ 

 

 

15



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

青　山　　　徹 青山クリニック 486-0842 春日井市六軒屋町1-9 0568-83-9500

秋　山　　　昇 藤山台診療所 487-0035 春日井市藤山台3-1-5 0568-91-3008

秋　山　裕　子 藤山台診療所 487-0035 春日井市藤山台3-1-5 0568-91-3008

浅　井　光　広 東海記念病院 487-0031 春日井市廻間町字大洞681-47 0568-88-0568

足　立　　　学 一財）春日会　足立病院 486-0914 春日井市若草通1-1 0568-31-2195

安　藤　貴　浩 しんまちクリニック 486-0816 春日井市東野新町2-16-1 0568-85-1901

市　川　　　篤 かしわばらクリニック 486-0913 春日井市柏原町3-265 0568-89-0130

市　川　敏　男 医）勝川医院 486-0914 春日井市若草通1-12 0568-31-2308

伊　藤　和　幸
公益財団法人 
春日井市健康管理事業団 

486-0804 春日井市鷹来町1
-1-1 

春日井市総合保健医療センター 
0568-84-3060

井　上　義　基 井上医院 486-0901 春日井市牛山町296-21 0568-31-3739

鵜　飼　正　俊 医）勝川医院 486-0914 春日井市若草通1-12 0568-31-2308

種　田　靖　久 春見あおいクリニック 486-0837 春日井市春見町56-5 0568-85-5055

大　野　貴　也 おおのクリニック 486-0851 春日井市篠木町6-4-1 0568-86-2500

岡　島　由　樹 岡島内科 486-0926 春日井市小野町6-29 0568-83-5855

垣　内　泰　久 高蔵寺駅前クリニック 487-0016 春日井市高蔵寺町北4
-1-1 

リベルタ高蔵寺1-Ａ 
0568-53-6565

加　藤　　　聡 医）愛洋会　加藤クリニック 486-0906 春日井市下屋敷町字下屋敷1-2 0568-31-3361

加　藤　　　茂 医）愛洋会　加藤クリニック 486-0906 春日井市下屋敷町字下屋敷1-2 0568-31-3361

北　村　和　也 二子山ファミリークリニック 486-0955 春日井市二子町1-5-6 0568-37-3302

木　村　晃　久 きむらハートクリニック 480-0305 春日井市坂下町1-1561 0568-88-8550

金　　　成　愛 勝川よろずクリニック 486-0932 春日井市松河戸町2-6-2 0568-35-5580

隈　井　知　之 くまい医院 486-0928 春日井市妙慶町148-1 0568-31-7525

河　邉　達　夫 医）宏生会　高森台病院 487-0032 春日井市高森台4-4-50 0568-91-0200

小　林　　　徹 こばやしクリニック 486-0957 春日井市中野町2-14-9 0568-36-2828

齋　藤　隆　司 医）医誠会　東春病院 486-0911 春日井市西高山町3-5-1 0568-31-6248

榊　原　一　貴 医）さかきばらクリニック 486-0918 春日井市如意申町1-10-13 0568-33-5005

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【尾張地区】 

令和3 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 

春日井市医師会 

〒４８６－０８０４ 

春日井市鷹来町１－１－１ 

ＴＥＬ：０５６８－８２－８３００ 

ＦＡＸ：０５６８－８２－８３０８ 

ＭＡＩＬ：kasugai.med@isis.ocn.ne.jp 

Ｈ Ｐ：http://www.kasugai-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

佐　藤　嘉　晃 さとうクリニック 486-0851 春日井市篠木町6-2456-1 0568-87-5252

瀧　川　稔　邦 滝川医院 486-0927 春日井市柏井町2-45-1 0568-31-7701

武　田　秀　夫
医）樹心会 
たけだクリニック整形外科・内科 

486-0926 春日井市小野町5-89-6 0568-82-8808

田　島　正　孝 田島クリニック 487-0006 春日井市石尾台5-8-8 0568-95-0233

田　代　佳　子 医）恵洲会　田代クリニック 486-0844 春日井市鳥居松町4-21-1 0568-84-1811

中　東　康　純
医）エヌメディカル 
なかひがし整形外科皮フ科 

487-0033 春日井市岩成台5-2-12 0568-95-1555

丹　羽　智　彦 医）ＫＦＣＧ　勝川よろずクリニック 486-0932 春日井市松河戸町2-6-2 0568-35-5580

服　部　祐　子 小松原内科 480-0305 春日井市坂下町5-1215-742 0568-88-3100

早　川　安　幸 医）ふたば　はやかわクリニック 486-0852 春日井市下市場町6-7-3 0568-89-3388

林　　　初　世 林内科医院 486-0821 春日井市神領町2-30-4 0568-85-1112

福　井　博　志 医）陽和会　春日井リハビリテーション病院 480-0304 春日井市神屋町706 0568-88-0011

福　井　雅　子
医）陽和会 
春日井リハビリテーション病院附属クリニック 

480-0304 春日井市神屋町706 0568-88-0033

藤　脇　佐世子 すずらんクリニック 486-0822 春日井市熊野町1519 0568-84-3101

松　本　一　明 医）同仁会　鳥居クリニック 486-0844 春日井市鳥居松町2-307 0568-81-2200

向　山　憲　男 介護老人保健施設　忘れな草 487-0001 春日井市細野町3246-368 0568-95-5005

森　　　研　一 森内科クリニック 486-0945 春日井市勝川町8
-13 

勝川駅南口ビル1Ｆ 
0568-35-3117

森　　　俊　之 出川もりクリニック 487-0025 春日井市出川町5-25-6 0568-52-0007

山　内　雅　子 医）裕心会　山内クリニック 487-0025 春日井市出川町8-13-10 0568-52-1880

山　際　加　代 医）医峰会　山際クリニック 486-0926 春日井市小野町2-72 0568-33-1233

山　田　博　豊 やまだ内科クリニック 486-0911 春日井市西高山町1-7-17 0568-34-8811

山　本　武　司 大手外科クリニック 486-0807 春日井市大手町2-70 0568-81-3033

横　井　勝　也 横井内科クリニック 486-0946 春日井市勝川町西2-5 0568-33-3113

吉　田　英　人 吉田クリニック 486-0856 春日井市梅ヶ坪町71-3 0568-81-4786

渡　辺　俊　之 医）俊友会　渡辺整形外科 487-0031 春日井市廻間町681-159 0568-88-5000

17



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

岡　田　耕　治 岡田クリニック 496-0027 津島市大字津島字北新開329 0567-97-3329

加　藤　忠　浩 かとう心療クリニック 496-0031 津島市埋田町1-18-2 0567-22-4560

河　西　あつ子 医）宏徳会　安藤病院 496-0026 津島市唐臼町半池72-1 0567-31-4070

黒　川　　　隆 くろかわ内科クリニック 496-0005 津島市神守町字五反田44 0567-22-2288

佐　藤　隆　一 医）壮健会　つしまセントラルクリニック 496-0803 津島市今市場町2-41-2 0567-55-9111

篠　田　　　廣 篠田内科 496-0801 津島市藤浪町5-71 0567-25-6331

杉　野　佑　樹 すぎのクリニック 496-0034 津島市元寺町2-4-1 0567-25-8122

杉　山　秀　樹 医）杉山クリニック 496-0847 津島市中地町4-57-6 0567-26-2006

住　田　　　啓 神守診療所 496-0005 津島市神守町中町31-1 0567-28-3650

坪　内　明　典 医）坪内医院 496-0855 津島市江東町1-56-1 0567-28-6300

彦　坂　壮　洋 医）行健会　彦坂外科 496-0035 津島市東愛宕町3-93-1 0567-25-8355

彦　坂　行　男 医）行健会　彦坂外科 496-0035 津島市東愛宕町3-93-1 0567-25-8355

平　野　高　水 内科．消化器内科．小児科　平野医院 496-0037 津島市西愛宕町2-176 0567-26-7584

松　永　健　司 松永医院 496-0857 津島市南門前町2-58 0567-26-2022

向　井　誠　時 医）佳信会　クリニックつしま 496-0019 津島市百島町黒沸2 0567-28-7111

鷲　野　正　身 医）ワシノ医院 496-0819 津島市又吉町2-27 0567-26-2851

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【尾張地区】 

令和3 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 

津島市医師会 

〒４９６－０８０１ 

津島市藤浪町４－１４ 津島地区休日急病診療所内 

ＴＥＬ：０５６７－２４－７６００ 

ＦＡＸ：０５６７－２５－７５２２ 

ＭＡＩＬ：tusima@ruby.ocn.ne.jp 

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

芥　川　篤　史 医）純正会　小牧第一病院 485-0029 小牧市中央5-39 0568-77-1301

新　井　　　茂 新井内科クリニック 485-0811 小牧市光ヶ丘1-31-2 0568-78-0050

蛯　原　健　二 蛯原医院 485-0029 小牧市中央1-159 0568-76-2351

大　山　　　格 おおやま内科クリニック 485-0023 小牧市大字北外山1521-1 0568-76-8808

落　合　　　勲 医）勲昇会　落合医院 485-0822 小牧市大字上末414 0568-79-2600

金　住　直　人 かなずみクリニック 485-0003 小牧市大字久保一色1192-2 0568-68-8205

後　藤　雅　子 医）みやび会　後藤内科クリニック 485-0029 小牧市中央5-75 0568-72-2271

小　林　靖　典 小林外科内科 485-0011 小牧市岩崎281-10 0568-77-3531

坂　本　知　行 坂本ファミリークリニック 485-0029 小牧市中央2-69 0568-77-8957

関　本　洋　一 関本内科医院 485-0803 小牧市高根2-325 0568-78-2535

高　野　健　市 医）飛鳥　たかの内科クリニック 485-0829 小牧市小牧原2-47 0568-73-2333

土　井　淳　愛 ＤＯＩ ＣＬＩＮＩＣ 485-0063 小牧市藤島町鏡池72 0568-77-8018

土　井　雅　史 ＤＯＩ ＣＬＩＮＩＣ 485-0063 小牧市藤島町鏡池72 0568-77-8018

富　野　竜　人 富野内科 485-0025 小牧市春日寺2-205 0568-73-1135

富　野　昌　信 富野内科 485-0025 小牧市春日寺2-205 0568-73-1135

菱　田　直　基 菱田医院 485-0826 小牧市大字東田中827 0568-76-2719

平　尾　亮　人 医）豊広会　ひらおクリニック 485-0832 小牧市応時1-198 0568-76-3887

舟　橋　国　博 舟橋外科クリニック 485-0039 小牧市外堀2-229 0568-73-5888

船　橋　重　喜 医）喜光会　北里クリニック 485-0057 小牧市小木西3-53 0568-72-1911

三　輪　雅　一 三輪内科 485-0023 小牧市北外山2468-1 0568-71-5677

森　　　雅　典 医）信楽会　森クリニック 485-0016 小牧市間々原新田今池51 0568-71-7711

森　　　真理子 医）真愛会　ピアーレクリニック 485-0814 小牧市古雅1-1　ピアーレ3Ｆ 0568-78-1300

吉　田　郁　男 もとまちクリニック 485-0072 小牧市元町1-40 0568-76-2717

吉　田　雄　一 吉田医院 485-0029 小牧市中央1-223 0568-76-2519

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【尾張地区】 

令和3 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 

小牧市医師会 

〒４８５－００４４ 

小牧市常普請１－３１８ 

ＴＥＬ：０５６８－７３－９９７０ 

ＦＡＸ：０５６８－７５－０７７５ 

ＭＡＩＬ：kmed@kje.biglobe.ne.jp 

Ｈ Ｐ：http://www.komaki-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

朝　倉　直　子 あさくらクリニック 477-0032 東海市加木屋町大堀18-1 0562-31-3101

浅　野　昌　彦 公立西知多総合病院 477-8522 東海市中ノ池3-1-1 0562-33-5500

石　橋　明　倫 石橋クリニック 477-0031 東海市大田町替地4-1 0562-36-1101

稲　生　　　靖 公立西知多総合病院 477-8522 東海市中ノ池3-1-1 0562-33-5500

岩　木　　　理 富貴ノ台ファミリークリニック 476-0014 東海市富貴ノ台3-41 052-603-1368

大　橋　直　子 大橋内科 476-0002 東海市名和町二反表50-2 052-829-1211

加　古　惠　子 ｋａｋｏ ＭＥＤＩＣＡＬ ｌｉｆｅ ＣＬＩＮＩＣ 476-0011 東海市富木島町前田面44-3 052-602-1776

加　藤　浩　一 かとう内科こどもクリニック 477-0032 東海市加木屋町辻ケ花173 0562-36-2805

久　野　一　典 久野医院 477-0031 東海市大田町下浜田96 0562-33-3355

小　出　常　雄 こいで内科医院 477-0032 東海市加木屋町倉池167-2 0562-31-1650

小　島　邦　義 こじま内科 476-0002 東海市名和町蓮池15 052-603-2633

小　島　博　嗣 社会医療法人宏潤会　中央クリニック 476-0015 東海市東海町5-3 052-603-7062

神　野　　　治 じんのクリニック 476-0003 東海市荒尾町寿鎌98 052-603-3550

千木良　晴ひこ
東海市健康推進課 
（しあわせ村保健福祉センター） 

476-0003 東海市荒尾町西廻間2-1 052-689-1600

野　尻　佳　克 加南クリニック 477-0032 東海市加木屋町南鹿持46 0562-31-3500

野　畑　和　夫 のばたクリニック 477-0034 東海市養父町3-4 0562-32-1996

長谷川　真　美 久保田医院 476-0015 東海市東海町3-7-20 052-603-4515

早　川　俊　彦 早川医院 476-0003 東海市荒尾町外山72 052-603-9800

平　松　義　文 如来山内科・外科クリニック 476-0014 東海市富貴ノ台2-165 052-689-0900

松　島　英　夫 医）まつしまクリニック 477-0036 東海市横須賀町四ノ割11 0562-32-0762

吉　田　　　衞 吉田医院 477-0037 東海市高横須賀町西屋敷2-1 0562-33-0566

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【尾張地区】 

令和3 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 

東海市医師会 

〒４７６－００１２ 

東海市富木島町伏見４－２１－１ 

ＴＥＬ：０５２－６０１－５２２０ 

ＦＡＸ：０５２－６０１－５２３３ 

ＭＡＩＬ：tokai-med@tokai-med.or.jp 

Ｈ Ｐ：http://www.tokai-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

伊　藤　義　巳 医）いとうクリニック 482-0001 岩倉市東新町南江向24-5 0587-38-1112

河　内　　　賢 大地整形外科 482-0025 岩倉市大地新町1-50 0587-96-8500

村　瀬　洋　介 医）つくし会　岩倉東クリニック 482-0042 岩倉市中本町葭原4 0587-66-1210

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【尾張地区】 

令和3 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 

岩倉市医師会 

〒４８２－００２４ 

岩倉市旭町１－２０ 岩倉市休日急病診療所 

ＴＥＬ：０５８７－６６－４７０８ 

ＦＡＸ：０５８７－３７－３９１１ 

ＭＡＩＬ：iwaisi@poplar.ocn.ne.jp 

Ｈ Ｐ：http://iwaishi-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

井　関　　　淳 いせき内科クリニック 470-0113 日進市栄3-1311 0561-72-6555

伊　藤　得志男 アガペクリニック 470-0115 日進市折戸町孫三ヶ入61 0561-74-3000

伊　藤　志　門 アガペクリニック 470-0115 日進市折戸町孫三ヶ入61 0561-74-3000

今　田　　　朗 医）守玄会　長久手内科胃腸科 480-1103 長久手市岩作中島32-2 0561-62-1120

遠　藤　一　夫 ながくて西クリニック 480-1132 長久手市上川原22-4 0561-64-3737

大　口　貞　雄 大口医院 470-0134 日進市香久山5-1801　ミオ香久山2Ｆ 052-807-5111

大　島　　　亮 医）大医会　日進おりど病院 470-0115 日進市折戸町西田面110 0561-73-7771

大　橋　儒　郁 医）大医会　日進おりど病院 470-0115 日進市折戸町西田面110 0561-73-7771

岡　崎　芳　子 おかざき皮フ科 470-0122 日進市蟹甲町池下279-1 0561-41-8182

笠　島　哲　也 かさしま耳鼻咽喉科クリニック 470-0113 日進市栄4-103 0561-72-8733

勝　野　　　浩 ヒロ整形クリニック 480-1111 長久手市山越101-1 0561-61-0707

加　藤　　　桂 医）美月会　前後整形外科内科クリニック 470-1148 豊明市阿野町滑55-1 0562-98-1002

金　山　和　広 医）金山クリニック 470-0117 日進市藤塚3-565 0561-72-7111

木　下　雅　盟 祐福寺内科 470-0162 愛知郡東郷町春木追分145 0561-38-7321

木　全　秀　人 きまたクリニック 470-0127 日進市赤池南2-111 052-808-2233

久　保　奈津子 東郷診療所 470-0151 愛知郡東郷町大字諸輪字北山158-90 0561-39-0054

小　林　建　二 米野木ファミリークリニック 470-0111 日進市米野木町油田157 0561-56-9276

小　松　八千代 医）大医会　日進おりど病院 470-0115 日進市折戸町西田面110 0561-73-7771

佐　藤　有　三 佐藤クリニック 470-0111 日進市米野木町丁田20-1 0561-74-7888

杉　上　勝　美 杉上クリニック 470-0131 日進市岩崎町芦廻間87-1 0561-72-5050

杉　浦　方　信 すぎうら内科クリニック 470-1151 豊明市前後町善江1737 
パルネス2号館1Ｆ 

0562-96-0500

杉　本　辰　雄 医）杉本クリニック 470-0125 日進市赤池1
-3001 

第25オーシャンプラザ3Ｆ 
052-801-1511

杉　山　忠　光 医）名古屋脳神経外科クリニック 480-1137 長久手市下川原10-1 0561-62-0034

鈴　木　　　陽 医）日進メンタルクリニック 470-0122 日進市蟹甲町池下278-2 0561-75-5828

鈴　村　好　人 医）スズムラ眼科医院 480-1125 長久手市氏神前118 0561-63-7733

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【尾張地区】 

令和3 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 

東名古屋医師会 

〒４７０－０１２２ 

日進市蟹甲町中島２２ 

ＴＥＬ：０５６１－７３－８７３０ 

ＦＡＸ：０５６１－７３－６１２２ 

ＭＡＩＬ：e-ngy2@mb.ccnw.ne.jp 

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

祖父江　　　良 祖父江クリニック 480-1163 長久手市原邸819 0561-64-1170

立　松　惠　子 立松クリニック 470-0132 日進市梅森町西田面17-1 052-802-8600

寺　島　明　里 寺島レディスクリニック 470-0115 日進市折戸町枯木166 0561-74-0311

永　井　修一郎 医）真修会　永井内科クリニック 480-1125 長久手市氏神前116 0561-62-2233

永　田　康　夫 永田内科 470-1131 豊明市二村台2-27-7 0562-92-6288

成　田　伍　良 医）成田内科・循環器科 470-1108 豊明市沓掛町荒井11-5 0562-92-8110

錦　見　　　満 医）聖生会　なしのきクリニック 470-0115 日進市折戸町梨子ノ木28-651 0561-73-5052

二　宮　正　志 二宮整形外科 480-1151 長久手市久保山806 0561-63-5557

麦　　　雅　好 医）バク諸輪診療所 470-0151 愛知郡東郷町諸輪前田47 0561-39-3000

服　部　　　努 医）たんぽぽ　たんぽぽクリニック 480-1178 長久手市丁子田15-155 0561-42-4099

早　河　秀　治 はやかわ子どもクリニック 470-0135 日進市岩崎台4-1011 0561-75-0415

早　川　真　人 医）真会　日進胃腸科・外科 470-0113 日進市栄3-1204 0561-72-5800

坂　野　　　紘 坂野内科 470-0131 日進市岩崎町根裏90-181 0561-73-5225

深　谷　良　孝 医）深良会　深谷胃腸科外科 470-1111 豊明市大久伝町西54-6 0562-93-1241

深　谷　　　良 医）深良会　深谷胃腸科外科 470-1111 豊明市大久伝町西54-6 0562-93-1241

福　嶋　俊　郎 医）ふくしまファミリー内科 470-0135 日進市岩崎台1-1239 0561-72-8222

藤　田　勝　成 白鳥藤田クリニック 470-0153 愛知郡東郷町和合北蚊谷166 0561-38-9888

本　多　豊　大 本多医院 470-0152 愛知郡東郷町北山台1-3-9 0561-39-0139

牧　　　靖　典 医）清水会　相生山クリニック 470-1154 豊明市新栄町6-168-2 0562-97-2332

松　井　　　寛 医）大医会　日進おりど病院 470-0115 日進市折戸町西田面110 0561-73-7771

松　浦　誠　司 松浦医院 470-0166 愛知郡東郷町兵庫4-3-8 0561-37-5001

松　本　昌　久 医）まつもとクリニック 470-0162 愛知郡東郷町大字春木字音貝97 052-848-8888

水　野　智　文 医）水野内科 480-1103 長久手市岩作権田22-2 0561-63-4800

水　野　雅　夫 医）豊水会　みずのクリニック 470-1152 豊明市前後町仙人塚1767 0562-93-0021

山　腰　雅　宏 竹の山クリニック 470-0136 日進市竹の山2-2412 0561-75-6050

山　田　保　夫 医）佳名会　やまクリニック 470-0154 愛知郡東郷町和合ヶ丘3-1-10　2Ｆ 0561-37-1050

横　山　智絵子 医）冨久会　佐光内科 480-1153 長久手市作田2-1105 0561-62-7011
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

新　居　春　菜 新居クリニック 481-0014 北名古屋市井瀬木鴨72 0568-23-2200

新　居　　　均 新居クリニック 481-0014 北名古屋市井瀬木鴨72 0568-23-2200

安　藤　白　二 安藤クリニック 481-0033 北名古屋市西之保才戸26 0568-24-0001

池　田　哲　朗 徳重クリニック 481-0004 北名古屋市鹿田神明附26 0568-24-3456

石　原　正　人 石原医院 452-0052 清須市西枇杷島町辰新田71-1 052-501-5131

伊　藤　喜　亮 きよすクリニック 452-0906 清須市東外町49-1 052-409-8585

遠　藤　真　希 遠藤外科・整形外科 452-0001 清須市西枇杷島町古城2-4-5 052-502-8841

尾　関　規　重 尾関医院 452-0026 清須市西枇杷島町橋詰72-1 052-501-5121

加　藤　　　裕 ゆたかクリニック 452-0961 清須市春日新堀52 052-408-0171

完　山　泰　章 かんやまクリニック 481-0004 北名古屋市鹿田栄109-1 0568-23-2007

島　野　泰　暢 医）生寿会　五条川リハビリテーション病院 452-0961 清須市春日新堀33 052-401-7272

末　澤　芳　枝 末沢医院 481-0043 北名古屋市沖村蔵前3 0568-23-6467

谷　川　智　康 遠藤外科整形外科 452-0001 清須市西枇杷島町古城2-4-5 052-502-8841

富　野　晴　彦 ハルクリニック 481-0038 北名古屋市徳重米野37-1 0568-25-8001

東　　　克　謙 医）倫紀会　いぶき野クリニック 481-0006 北名古屋市熊之庄宮地10 0568-26-3600

藤　田　和　幸 枇杷島古城こころクリニック 452-0015 清須市西枇杷島町泉72 052-505-8818

前　田　　　修 きとう医院 452-0908 清須市寺野美鈴75 052-400-7211

水　田　和　孝 水田医院 452-0931 清須市一場屋舗1419 052-400-3059

三　輪　光　彦 三輪医院 452-0905 清須市須ヶ口19 052-400-2057

森　川　歌知子 医）光寿会　光寿会リハビリテーション病院 481-0041 北名古屋市九之坪高田85 0568-26-6180

森　　　貞　子 もりメンタルクリニック 481-0040 北名古屋市西春駅前1-1　パティオ西春2Ｆ 0568-21-5568

森　　　宏　明 森眼科 452-0003 清須市西枇杷島町末広8 052-504-5550

山　田　兼　松 山田クリニック 481-0006 北名古屋市熊之庄屋形3377-2 0568-23-0598

横　倉　久　幸 このはなファミリークリニック 452-0942 清須市清洲1-4-6 052-325-7596

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【尾張地区】 

令和3 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 

西名古屋医師会 

〒４８１－００４１ 

北名古屋市九之坪白山３９ 

西春日井広域事務組合東部休日急病診療所内 

ＴＥＬ：０５６８－２３－８４１６ 

ＦＡＸ：０５６８－２３－８２０１ 

ＭＡＩＬ：office@nni-med.jp 

Ｈ Ｐ：http://www.nni-med.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　重　幸 安藤クリニック 484-0094 犬山市大字塔野地字東前田30-1 0568-62-8881

板　津　孝　明 医）清友会　いたつ内科クリニック 484-0854 犬山市字裏之門50 0568-67-6333

今　井　英　夫 今井医院 480-0142 丹羽郡大口町中小口1-19 0587-95-2534

岩　田　和　久 岩田内科クリニック 483-8143 江南市小郷町伍大力25 0587-53-3232

大　川　洋　史 医）仁徳会　大川外科胃腸科クリニック 480-0102 丹羽郡扶桑町高雄伊勢帰133-2 0587-92-3155

岡　部　誠之介 医）岡部医院 484-0081 犬山市大字犬山字藪下21-3 0568-62-7121

河　村　英　徳 カワムラ整形外科 484-0827 犬山市字薬師前3-4 0568-67-1134

木　村　　　完 医）木村内科 484-0894 犬山市大字羽黒字神明6 0568-67-0008

木　村　　　央 医）木村内科 484-0894 犬山市大字羽黒字神明6 0568-67-0008

黒　川　孝　志 黒川すこやかクリニック 484-0085 犬山市犬山西古券99 0568-61-0083

桑　原　生　秀 医）桑生会　くわばらクリニック 484-0097 犬山市塔野地北4-14-1 0568-61-1118

近　藤　恭　司 医）青伸会　近藤療院 483-8037 江南市勝佐町西町153 0587-56-2203

近　藤　　　伸 医）青伸会　近藤療院 483-8037 江南市勝佐町西町153 0587-56-2203

颯　田　哲　哉 平成クリニック 483-8161 江南市尾崎町上田95 0587-54-7666

佐　野　　　幹 さのクリニック 480-0139 丹羽郡大口町奈良子1-269 0587-94-0222

佐　野　　　新 さのクリニック 480-0139 丹羽郡大口町奈良子1-269 0587-94-0222

須　賀　　　敬 犬山駅西病院 484-0081 犬山市犬山高見町11 0568-61-2017

高　田　　　亨 医）Ｔ＆Ｍ　たかだクリニック 483-8336 江南市前飛保町寺町214 0587-53-3369

滝　　　茂　実 医）すばるクリニック 483-8157 江南市北山町西219-1 0587-51-6636

内　藤　龍　雄 ないとうクリニック 483-8035 江南市高屋町大門263 0587-52-5730

秦　　　誠　宏 医）医仁会　さくら総合病院 480-0127 丹羽郡大口町新宮1-129 0587-95-6711

福　田　金　壽 フクタ皮フ科 483-8158 江南市布袋町東253 0587-54-1148

藤　原　誠　治 藤原医院 483-8084 江南市高屋町御日塚187 0587-56-2056

舟　曵　純　一 医）ふなびきクリニック 484-0061 犬山市大字前原字桜坪29-2 0568-62-8811

古　田　　　啓 みどりクリニック 480-0145 丹羽郡大口町丸2-71 0587-95-0881

松　浦　宏　允 犬山駅西病院 484-0081 犬山市大字犬山字高見町11 0568-61-2017

水　谷　泰　樹 水谷内科 483-8259 江南市上奈良町栄110 0587-59-8170

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【尾張地区】 

令和3 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 

尾北医師会 

〒４８０－０１４４ 

丹羽郡大口町下小口６－１２２－２ 尾北医師会館 

ＴＥＬ：０５８７－９５－７０２０ 

ＦＡＸ：０５８７－９５－７０２１ 

ＭＡＩＬ：bihoku@lilac.ocn.ne.jp 

Ｈ Ｐ：http://www.bihoku.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

宮　垣　義　実 宮垣内科 483-8334 江南市前飛保町緑ケ丘231　 0587-56-0911

宮　崎　貢　一 医）啓友会　宮崎整形外科・外科・内科 484-0888 犬山市大字羽黒新田字下蝉屋7-1 0568-68-0461

宮　田　史　行 医）宮田医院 484-0894 犬山市大字羽黒字川西2 0568-67-5566

村　瀬　範　高 ほてい整形外科クリニック 483-8125 江南市小折東町旭76 0587-56-1011

安　田　信　之 やすだ内科クリニック 480-0102 丹羽郡扶桑町高雄定光寺130-1 0587-92-3331

山　田　和　彦 やまだクリニック 480-0132 丹羽郡大口町秋田1-376 0587-94-1333

吉　田　　　洋 吉田内科クリニック 484-0086 犬山市松本町1-140 0568-62-9222

若　山　昭　彦 若山産婦人科医院 483-8331 江南市古知野町高瀬41 0587-55-0230

渡　辺　勝　志 かつし家庭医療医院 480-0105 丹羽郡扶桑町南山名前ノ前8 0587-92-3320

渡　部　敬　俊 渡部内科医院 483-8389 江南市後飛保町両家171 0587-58-7506
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

石　原　大　三 稲沢市民病院 492-8510 稲沢市長束町沼100 0587-32-2111

伊　東　國　雄 大里クリニック 492-8423 稲沢市高重中町118-1 0587-32-2010

大　島　宏　之 大島クリニック 495-0021 稲沢市祖父江町三丸渕駅通102 0587-97-7111

梶　浦　元　晴 医）晴優会　かじうらファミリークリニック 492-8062 稲沢市下津住吉町22 0587-34-5556

櫻　井　智　浩 医）森上内科クリニック 495-0011 稲沢市祖父江町森上本郷九29-8 0587-97-6867

佐　藤　元　美 医）六輪会　六輪病院 490-1323 稲沢市平和町塩川104 0567-46-3515

伸　　　健　浩 伸医院 492-8452 稲沢市西溝口町郷東54 0587-36-0701

城　　　義　政 胃腸科外科たちクリニック 492-8412 稲沢市大矢町三條田42-1 0587-36-6611

田　中　一　馬 医）芙蓉会　田中医院 492-8218 稲沢市西町2-2-7 0587-32-0301

田　中　岑　也 医）田中内科医院 495-0001 稲沢市祖父江町祖父江北川原73　 0587-97-5808

根　木　浩　路 医）樹浩会　根木クリニック 490-1323 稲沢市平和町下起南146-1 0567-47-1233

服　部　孝　至 医）森上内科クリニック 495-0011 稲沢市祖父江町森上本郷九29-8 0587-97-6867

宮　下　　　章 宮下医院 492-8338 稲沢市平金森町78-2 0587-36-7028

山　上　祥　司 医）やまかみ内科循環器科 492-8372 稲沢市一色中屋敷町153-1 0587-36-7778

山　田　悦　代 山田内科呼吸器科 492-8274 稲沢市天池光田町9-2 0587-24-7707

山　村　　　等 医）洲栄会　山村外科 492-8144 稲沢市小池1-4-25 0587-32-1845

渡　部　和　則 医）わたなべ医院 495-0001 稲沢市祖父江町祖父江南川原67-10 0587-97-7888

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【尾張地区】 

令和3 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 

稲沢市医師会 

〒４９２－８３９３ 

稲沢市中野宮町６０ 

ＴＥＬ：０５８７－３６－３００６ 

ＦＡＸ：０５８７－３６－２７２９ 

ＭＡＩＬ：inazawaishikai@mub.biglobe.ne.jp 

Ｈ Ｐ：http://www7a.biglobe.ne.jp/~inazawaishikai/ 
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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　川　直　之 加藤胃腸科内科　とびしまこどもクリニック 490-1431 海部郡飛島村服岡4-8 0567-52-2000

安　藤　俊　量 安藤クリニック 490-1113 あま市中萱津道場98 052-444-1508

鵜　飼　康　司 愛西市国民健康保険八開診療所 496-8044 愛西市江西町宮西43 0567-37-0351

小笠原　　　誠 小笠原クリニック 490-1406 弥富市鍋平2-6 0567-56-5533

小　野　　　要 小野クリニック 490-1106 あま市小路3-9-6 052-445-2221

加　賀　克　宏 医）永好会　加賀医院 496-0921 愛西市大井町七川北33 0567-31-0036

加　藤　庄　次 かとうクリニック 497-0032 海部郡蟹江町今本町通22 0567-96-2233

加　藤　紀　生 加藤胃腸科内科　とびしまこどもクリニック 490-1431 海部郡飛島村服岡4-8 0567-52-2000

加　藤　元　久 医）仁心会　加藤クリニック 496-8015 愛西市草平町草場115-2 0567-22-3000

久保田　　　稔 医）久保田内科クリニック 497-0058 海部郡蟹江町富吉3-230 0567-96-2600

倉　下　　　隆 倉下内科 496-8013 愛西市見越町川田405-5 0567-28-7641

後　藤　直　史 後藤クリニック 496-8007 愛西市南河田町高台2-1 0567-28-3005

小　林　秀　雄 小林クリニック 490-1112 あま市上萱津深見5 052-444-4500

小　林　正　直 医）小林医院 498-0001 弥富市西中地町中島90-1 0567-65-6655

榊　原　敏　正 医）瑞頌会　尾張温泉かにえ病院 497-0052 海部郡蟹江町西之森字長瀬下65-14 0567-96-2000

杉　村　宗　昭 杉村医院 490-1116 あま市本郷花ノ木39 052-443-1331

杉　本　雅　一 杉本クリニック 498-0048 弥富市稲吉2-10-2 0567-68-5656

髙　木　弘　己 かにえ診療所 497-0032 海部郡蟹江町大字今字六反田11 0567-94-1611

高　村　真　一 高村メディカルクリニック 490-1406 弥冨市鍋平3-60 0567-57-1611

谷　　　智　満 医）しげやす内科クリニック 490-1211 あま市篠田稲荷46 052-449-5550

飛　岡　紀　彦 栄生堂医院 497-0003 あま市七宝町秋竹三角572 052-444-2008

富　田　典　子 富田レディースクリニック 490-1113 あま市中萱津南の川66 052-441-5811

富　田　政　明 とみたハートクリニック 496-0912 愛西市東保町権右44 0567-26-0207

中　原　秀　也 中原クリニック 490-1142 海部郡大治町大字三本木字屋形185 052-449-1313

萩　原　廣　彰 医）彰和会　おづクリニック 496-8009 愛西市小津町観音堂3 0567-28-2358

服　部　達　哉 服部整形外科皮フ科 498-0006 弥富市佐古木3-292-1 0567-65-1200

原　　　　　努 はら医院 490-1136 海部郡大治町大字花常字福島34-1 052-443-6662

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【尾張地区】 

令和3 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 

海部医師会 

〒４９６－００１１ 

津島市莪原町字郷西３７ 海部地区急病診療所内 

ＴＥＬ：０５６７－２５－５７５２ 

ＦＡＸ：０５６７－２４－３４５８ 

ＭＡＩＬ：ama5752@siren.ocn.ne.jp 

Ｈ Ｐ：https:// ama. 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

藤　野　　　均 フジノ内科 490-1222 あま市木田飛江ノ見70-1 052-441-2713

前　田　知　幸 医）前田ホームクリニック 496-8014 愛西市町方町大山田105 0567-23-2414

前　田　　　豊 前田内科 497-0058 海部郡蟹江町富吉4-100 0567-95-8434

増　田　健太郎 増田医院 497-0040 海部郡蟹江町城2-496 0567-95-1615

水　野　裕　支 みずのホームクリニック 490-1144 海部郡大治町大字西條字土井ノ池31-4 052-444-2270

宮　地　洋　英 医）宮地会　宮地クリニック 490-1211 あま市篠田小塚48 052-444-1064

村　岡　　　敦 あいち診療所　おふくろ 498-0004 弥富市又八2-128-1 0567-67-7202

村　上　　　博 村上医院 497-0016 あま市七宝町徳実郷53-2 052-443-7771

八　木　洋　子 医）山陽会　ひだまりこころクリニック 490-1111 あま市甚目寺五位田156 052-441-0800

山　岸　誠　司 山岸内科クリニック 490-1225 あま市蜂須賀下五反地533 052-443-4891

山　田　潤　一 山田内科医院 496-8001 愛西市勝幡町出崎1238 0567-28-7500

山　本　有　機 医）フューチャー　山本医院 497-0040 海部郡蟹江町城4-423 0567-95-9311

横　井　宏　志 医）洋和会　横井クリニック 496-0904 愛西市柚木町東田面1122-12 0567-28-0567

渡　邉　成　行 渡辺クリニック 496-0901 愛西市佐屋町堤西107 0567-22-6500
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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　典　裕 青山診療所 478-0034 知多市旭南2-54-1 0569-44-2541

秋　田　真　志 医）瑞心会　渡辺病院 470-3235 知多郡美浜町大字野間字上川田45-2 0569-87-2111

阿　部　知　司 森岡台あべ内科クリニック 470-2101 知多郡東浦町森岡下今池34-5 0562-84-1155

安　藤　啓一郎 安藤医院 478-0021 知多市岡田字向田53-1 0562-55-3010

安　藤　紘　一 安藤医院 478-0021 知多市岡田字向田53-1 0562-55-3010

飯　塚　直　彦 飯塚医院 470-2202 知多郡阿久比町福住六反田1-9 0569-48-2131

池　山　　　淳 順和クリニック 474-0073 大府市東新町3-1-2 0562-46-5677

石　川　覚　也 石川病院 470-2331 知多郡武豊町ヒジリ田23 0569-72-2345

石　川　和　夫 石川病院 470-2331 知多郡武豊町ヒジリ田23 0569-72-2345

市　川　琴　子 おおぶ眼科クリニック 474-0036 大府市月見町5-215 0562-43-0022

伊　藤　久　史 伊藤クリニック 479-0828 常滑市市場町1-45 0569-35-2133

稲　垣　　　豊 阿久比クリニック 470-2212 知多郡阿久比町大字卯坂字米山1-1 0569-48-8866

今　村　繁　夫 いまむらクリニック 474-0061 大府市共和町7-68-3 0562-45-5565

内　山　達　司 医）医新会　内山クリニック 478-0063 知多市寺本新町1-122 0562-33-0652

内　山　美　佳 医）医新会　内山クリニック 478-0063 知多市寺本新町1-122 0562-33-0652

岡　田　寿　夫 医）大府病院 470-2101 知多郡東浦町森岡上源吾1 0562-83-3161

岡　田　英　男 岡田クリニック 478-0054 知多市つつじが丘3-4-3 0562-55-6724

加　藤　　　剛 医）加藤内科・胃腸科 474-0025 大府市中央町6-91 0562-46-8900

神　谷　　　桂 知多診療所 478-0001 知多郡八幡字荒石前65 0562-32-7863

神　原　徳　久 医）東ヶ丘クリニック 470-2202 知多郡阿久比町大字福住字高根台11-6 0569-48-5551

桐　生　宏　司 阿久比クリニック 470-2212 知多郡阿久比町卯坂米山1-1 0569-48-8866

久　野　　　洋 久野内科医院 474-0001 大府市北崎町内田面26 0562-48-4061

小　出　正　文 常滑いきいきクリニック 479-0835 常滑市陶郷町4-1 0569-36-1122

児　玉　真　澄 児玉クリニック 474-0022 大府市若草町2-102 0562-48-8567

後　藤　昌　敏 医）瑞心会　渡辺病院 470-3235 知多郡美浜町大字野間字上川田45-2 0569-87-2111

榊　原　孝　夫 医）榊原整形外科 470-2357 知多郡武豊町字向陽5-2 0569-73-6811

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿【尾張地区】 

令和3 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 

知多郡医師会 

〒４７５－０９３７ 

半田市神田町１－１ 半田市医師会健康管理センター内 

ＴＥＬ：０５６９－２７－６３４８ 

ＦＡＸ：０５６９－２７－６３４０ 

ＭＡＩＬ：info@chitagun-ishikai.jp 

Ｈ Ｐ：http://chitagun-ishikai.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

榊　原　良　一 榊原医院 470-2401 知多郡美浜町布土字大池41 0569-82-0205

佐　藤　富　美 稲葉診療所 479-0839 常滑市多屋町1-288 0569-35-3862

佐　藤　之　彦 さとう内科クリニック 470-2102 知多郡東浦町緒川家下15 0562-83-5166

慈　幸　弘　樹 じこう医院 470-2382 知多郡武豊町字東長宗13-1 0569-74-0311

杉　石　識　行 すこやかクリニック 470-2389 知多郡武豊町長宗2-32 0569-71-0315

杉　江　元　彦 杉江医院 479-0829 常滑市本町2-97 0569-36-3003

須　知　雅　史 内科小児科　須知医院 479-0836 常滑市栄町6-155 0569-35-2011

鷹　津　俊　麿 鷹津内科小児科 479-0849 常滑市虹の丘7-10 0569-34-6655

高　橋　佳　嗣 知多厚生病院 470-2404 知多郡美浜町大字河和字西谷81-6 0569-82-0395

瀧　田　好一郎 医）瀧田医院　瀧田医院分院 479-0835 常滑市陶郷町1-8-1 0569-36-2111

瀧　田　資　也 医）瀧田医院 479-0836 常滑市栄町1-112 0569-35-2041

瀧　田　恭　代 医）瀧田医院 479-0836 常滑市栄町1-112 0569-35-2041

竹　内　圭　子 きほくクリニック 479-0863 常滑市西之口10-73-3 0569-43-3737

竹　内　　　進 竹内内科小児科 479-0863 常滑市西ノ口8-6 0569-42-1183

竹　内　秀　隆 医）芦高会　西知多こころのクリニック 479-0837 常滑市新開町3-137　ヤマキビル2Ｆ 0569-36-1331

竹　内　秀　俊 医）ハーブ内科皮フ科 470-2206 知多郡阿久比町大字横松字宮前67 0569-48-9074

竹　内　宏　幸 竹内整形外科・内科クリニック 470-2205 知多郡阿久比町大字萩字新川35 0569-47-1275

竹　中　徳　哉 柊ヒルズ内科クリニック 474-0053 大府市柊山町7-50 0562-44-8188

田　中　千　尋 田中整形外科クリニック 474-0052 大府市長草町山口57-2 0562-47-1181

寺　田　順　二 大府ファミリークリニック 474-0053 大府市柊山町1-3 0562-48-6661

中　井　　　晃 医）中井内科クリニック 478-0041 知多市日長字神山畔123-1 0569-42-0200

永　田　文　隆 新舞子メンタルクリニック 478-0036 知多市新舞子大瀬20-5-2 0569-43-1173

中　野　　　禎 東浦医院 470-2105 知多郡東浦町藤江下廻間36-17 0562-83-2270

中　山　由紀子 平病院 478-0036 知多市新舞子字落40-1 0569-42-5218

夏　目　浩　吉 なつめ医院 479-0849 常滑市虹の丘3-51 0569-36-1211

野　浪　一　道 粕谷クリニック 478-0024 知多市南粕谷3-7 0569-43-6202

蓮　尾　道　明 順和クリニック 474-0073 大府市東新町3-1-2 0562-46-5677

平　野　　　真 平野内科 474-0036 大府市月見町3-129 0562-46-0030

藤　澤　　　稔 医）社団藤樹会　藤沢医院 470-2103 知多郡東浦町大字石浜字白山1-100 0562-83-8111

前　田　一　之 前田医院 470-3233 知多郡美浜町奥田御茶銭98-5 0569-87-0063

前　田　吉　昭 医）昭新会　前田クリニック 470-2105 知多郡東浦町大字藤江字山敷139-5 0562-84-6618

松　尾　尚　史 サザンクリニックコーストサテライト 478-0035 知多市大草字大瀬117-3 0569-43-8521

水　野　信　義 心療クリニック・パティオちた 478-0054 知多市つつじが丘4-29-6 0562-56-7830

村　瀬　敏　之 村瀬医院 474-0025 大府市中央町2-100 0562-46-2012

毛　受　弘　親 内科　毛受医院 470-2343 知多郡武豊町字小迎143 0569-72-6432

森　田　　　悟 森田医院 478-0017 知多市新知字美濃川1 0562-55-3811

安　井　　　直 やすい内科 474-0044 大府市桜木町2-192 0562-44-6521

山　本　さゆり ゆりクリニック 470-2101 知多郡東浦町大字森岡字前田16-1 0562-82-3337
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修  了  者  名 医　療　機　関　名 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

横　井　正　秀 とこなめ横井クリニック 479-0868 常滑市飛香台4-1-7 0569-35-7810

32


