
市町 氏名 職種 所属（勤務先） 所属（勤務先）住所 所属（勤務先）連絡先

小松市 佐竹　良三 医師（診療所） さたけ内科クリニック 小松市若杉町3丁目30 0761-48-5077

能美市 木田　泰弘 医師（診療所） きだ整形外科クリニック 能美市西二口町丙30-1 0761-55-8811

能美市 松田　健志 医師（診療所） 松田内科クリニック 能美市三ツ屋町38-3 0761-51-0058

白山市 織田　英史 医師（診療所） 織田内科クリニック 白山市鶴来本町3丁目ヲ11 076-273-9100

白山市 長尾　信 医師（診療所） 長尾医院 白山市美川永代町ソ248番地 076-278-2156

白山市 安原　稔 医師（診療所） 安原医院 白山市田中町242 076-275-2008

金沢市 熊走　一郎 医師（診療所） わかくさホームケアクリニック 金沢市若草町5-6 076-256-2321

金沢市 黒瀬　亮太 医師（診療所） 金沢ホームケアクリニック 金沢市大友1丁目102番地 076-225-7010

金沢市 紺谷　真 医師（診療所） 紺谷内科婦人科クリニック 金沢市畝田東2丁目125番地 076-268-0388

金沢市 近藤　邦夫 医師（診療所） 近藤クリニック 金沢市木越町ト9-1 076-237-2211

かほく市 沖野　惣一 医師（診療所） おきの内科医院 かほく市遠塚ロ54番9 076-285-2552

宝達志水町 松沼　恭一 医師（診療所） 松沼医院 羽咋郡宝達志水町敷浪247 0767-29-3188

羽咋市 疋島　寛 医師（診療所） 疋島クリニック 羽咋市旭町ア45 0767-22-1205

中能登町 中尾　義広 医師（診療所） 中尾医院 鹿島郡中能登町良川る部4番地1 0767-74-2132

中能登町 安田　紀久雄 医師（診療所） 安田医院 鹿島郡中能登町能登部下105-4-1 0767-72-2027

加賀市 笠原　数麻 医師（病院） 加賀市民病院 加賀市大聖寺八間道65 0761-72-2100

小松市 小林　克治 医師（病院） 粟津神経サナトリウム 小松市矢田野町ヲ88 0761-44-2545

小松市 前田　隆志 医師（病院） 粟津神経サナトリウム 小松市矢田野町ヲ88 0761-44-2545

白山市 新村　篤史 医師（病院） 新村病院 白山市月橋町722-12 076-273-0100

野々市 池田　太一郎 医師（病院） 池田病院 野々市市新庄2-10 076-248-7222

野々市 中本　理和 医師（病院） ときわ病院 野々市市中林4-123 076-248-5221

金沢市 青木　達之 医師（病院） 青和病院 金沢市大浦町ホ22-1 076-238-3636

金沢市 澁谷　禎三 医師（病院） 十全病院 金沢市田上本町カ45番地1 076-231-5477

金沢市 竹内　正士 医師（病院） 医療法人社団浅ノ川　桜ヶ丘病院 金沢市観法寺町ヘ174番地 076-258-1454

金沢市 道場　昭太郎 医師（病院） 十全病院 金沢市田上本町カ45番地1 076-231-6225

金沢市 長谷川　充 医師（病院） 岡部病院 金沢市長坂町チ15番地 076-243-1222

金沢市 前田　義樹 医師（病院） 岡部病院 金沢市長坂町チ15 076-243-1222

七尾市 円山　寛人 医師（病院） 円山病院 七尾市府中町68番地3 0767-52-3400

加賀市 大神　潤 作業療法士 加賀市民病院 加賀市大聖寺八間道65 0761-72-2100

加賀市 久保出　珠美 看護師 加賀市民病院 加賀市大聖寺八間道65 0761-72-2100

加賀市 玉澤　亜希 精神保健福祉士 片山津温泉丘の上病院 加賀市冨塚町中尾1-3 0761-74-5575

加賀市 西　ミキ 保健師 加賀市高齢者こころまちセンター
（地域包括支援センター）

加賀市大聖寺南町ニ41 0761-72-8186

小松市 片岡　恵都子 介護支援専門員・看護師 芦城居宅介護支援事業所 小松市土居原町175 0761-23-5105

小松市 谷口　恵 介護支援専門員・介護福祉士 第２松寿園居宅介護支援事業所 小松市月津町ヲ95 0761-43-2771

能美市 岸　千恵美 介護支援専門員・看護師 ニチイケアセンター能美 能美市寺井町ぬ82番地 0761-57-4474

白山市 石田　小百合 介護支援専門員 居宅介護支援センター　光野 白山市番匠町443番地 076-274-7816

白山市 三谷　奈津子 看護師 新村病院 白山市月橋町722-12 076-273-0100

野々市市 寺尾　朋美 作業療法士 野々市市地域包括支援センター 野々市市三納一丁目1番地 076-227-6067

野々市市 道端　慎 介護支援専門員 野々市市社会福祉協議会　居宅介護支援事業所 野々市市矢作3丁目1番地2 076-246-5570

金沢市 大谷　千晴 管理栄養士・介護支援専門員 金沢西病院 金沢市駅西本町6丁目15番41号 076-233-1811

金沢市 小堀　美智子 介護支援専門員 グループホーム伏見代ふれあいの家 金沢市伏見台1丁目14番30号 076-226-0428

金沢市 坂本　春美 看護師 金沢総合健康センター　金沢訪問看護ステーション 金沢市大手町3-23 076-222-0333

金沢市 地原　尚子 介護支援専門員 映寿会在宅介護センター 金沢市鞍月東1-8　武蔵商事ビル3F 076-237-2845

金沢市 中西　晶子 薬剤師 菜の花薬局 金沢市京町2番18号 076-253-8333

金沢市 西村　逸平 介護支援専門員 もりやま越野医院 金沢市森山1丁目5-26 076-252-0416

かほく市 元女　貴久乃 看護師・介護支援専門員 二ッ屋病院 かほく市二ツ屋ソ72番地 076-281-0172

かほく市 櫻井　美幸 看護師・介護支援専門員 かほく中央訪問看護ステーション かほく市遠塚ロ52の10 076-285-8110

宝達志水町 高木　栄子 主任介護支援専門員 宝達志水町地域包括支援センター 羽咋郡宝達志水町門前サ11 0767-28-8110

七尾市 北山　達朗 介護支援専門員 七尾市役所 七尾市神明町1 0767-53-8464

七尾市 髙位　千鶴 看護師 七尾訪問看護ステーション 七尾市本府中町ソ部20番地 0767-52-6001
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