
市町 氏名 職種 所属（勤務先） 所属（勤務先）住所

加賀市 伊東　哲郎 医師（診療所） 鈴木医院 加賀市山中温泉本町1丁目 ヤの7

加賀市 林　武彦 医師（診療所） 林内科医院 加賀市大聖寺今出町5-3

小松市 石田　雅樹 医師（診療所） 上小松クリニック 小松市上小松町丙４１－１

小松市 金戸　善之 医師（診療所） かねとクリニック 小松市今江町７－２１８

小松市 牧本　和生 医師（診療所） 十慈医院 小松市竜助町４２

小松市 村井　裕 医師（診療所） 惠仁クリニック 小松市吉竹町と５１－１

小松市 湯淺　豊司 医師（診療所） 湯浅医院 小松市旭町９５

能美市 鯵坂　秀之 医師（診療所） たつのくちクリニック 能美市辰口町521の1

能美市 今堀　努 医師（診療所） たつのくちクリニック 能美市辰口町521の1

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番地1

能美市 島　隆雄 医師（診療所） 寺井病院 能美市寺井町ウ８４番地

能美市 西川　忠之 医師（診療所） にしかわクリニック 能美市三ツ屋町イ14番地1

能美市 前田　志郎 医師（診療所） 前田医院 能美市寺井町た31番地1

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番地3

能美市 水毛生　直則 医師（診療所） みもうクリニック 能美市佐野町ヲ33番地

能美市 村本　卓郎 医師（診療所） 村本内科胃腸科医院 能美市大成町ワ5番地1

白山市 真田　陽 医師（診療所） 真田医院 白山市布市１丁目131

白山市 松葉　明 医師（診療所） 松葉外科胃腸科クリニック 白山市美川中町ィ16の72

白山市 安原　稔 医師（診療所） 安原医院 白山市単価町242

金沢市 井沢　朗 医師（診療所） 井沢内科医院 金沢市諸江町下288-1

金沢市 岩城　紀男 医師（診療所） 岩城内科医院 金沢市駅西本町2丁目5-20

金沢市 鍛治　恭介 医師（診療所） 半田内科医院 金沢市小立野３丁目２８−１７

金沢市 木多　眞也 医師（診療所） きだクリニック 金沢市疋田2丁目39

金沢市 金　昌基 医師（診療所） 長土塀クリニック 金沢市長土塀２丁目６−１５

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

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

金沢市 齊藤　正典 医師（診療所） 金沢春日クリニック 金沢市元菊町２０−１

金沢市 竹田　康男 医師（診療所） 竹田内科クリニック 金沢市長田２丁目１−８

金沢市 洞庭　賢一 医師（診療所） 洞庭医院 金沢市広岡1丁目１２－５

金沢市 林　道子 医師（診療所） 金沢春日クリニック 金沢市元菊町２０−１

金沢市 宮岸　清司 医師（診療所） 健生クリニック 金沢市平和町３丁目５−２

金沢市 森田　正人 医師（診療所） 森田医院 金沢市森山１丁目１−２２

金沢市 山田　英登 医師（診療所） 金沢西みなとクリニック 金沢市金石東1丁目4-11

河北郡 山田　燦 医師（診療所） サンクリニックやまだ 河北郡津幡町字潟端461-10

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54-9

かほく市 久保　隆之 医師（診療所） 久保医院 かほく市宇野気ヌ183-1

七尾市 円山　恵子 医師（診療所） えんやま健康クリニック 七尾市千野町に部10

七尾市 佐原　博之 医師（診療所） さはらファミリークリニック 七尾市石崎町タ部13-1

七尾市 佐原　まゆみ 医師（診療所） さはらファミリークリニック 七尾市石崎町タ部13-1

七尾市 中村　耕一郎 医師（診療所） 中村ペインクリニック 七尾市新明町ロ部10-1

七尾市 吉岡　哲也 医師（診療所） 恵寿ローレルクリニック 七尾市富岡町95

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部4-1

輪島市 定梶　裕司 医師（診療所） 定梶医院 輪島市門前町剱地タ-24

輪島市 舩木　昇 医師（診療所） 舩木クリニック 輪島市釜屋谷町3-5

輪島市 松下　元 医師（診療所） 永井医院 輪島市鳳至町下町88

輪島市 山本　悟 医師（診療所） 輪島診療所　 輪島市堀町1-13-2

珠洲市 小西　堅正 医師（診療所） 小西医院 珠洲市正院町正院1-61

珠洲市 中谷　彰男 医師（診療所） なかたに医院 珠洲市上戸町北方五部175番地１

珠洲市 四十住　伸一 医師（診療所） あいずみクリニック 珠洲市飯田町10-60-1

穴水町 北川　浩文 医師（診療所） 北川内科クリニック 鳳珠郡穴水町大町い-17

能登町 升谷　一宏 医師（診療所） 升谷医院 鳳珠郡能登町松波10-99-1

小松市 林　宣明 医師（病院） 小松市民病院 小松市向本折町ホ６０

小松市 東野　義信 医師（病院） 東野病院 小松市今江町７－４６８

金沢市 川北　哲 医師（病院） 川北病院 金沢市野町１丁目３−５５

金沢市 嶋田　貴充 医師（病院） 岡部病院 金沢市長坂町チ15

金沢市 羽柴　哲自 医師（病院） 金沢西病院 金沢市駅西本町6丁目15番41号

金沢市 藤井　博之 医師（病院） 藤井脳神経外科病院 金沢市古府1丁目150

津幡町 寺﨑　修一 医師（病院） 河北中央病院 河北郡津幡町字津幡ロ51-2

かほく市 北村　立 医師（病院） 石川県立高松病院 かほく市内高松ヤ36

七尾市 円山　寛人 医師（病院） 円山病院 七尾市府中町68-3

七尾市 北村　勝 医師（病院） 北村病院 七尾市御祓町ホ部26-5

七尾市 北村　裕紀子 医師（病院） 北村病院 七尾市御祓町ホ部26-5

七尾市 木元　一仁 医師（病院） 恵寿総合病院 七尾市富岡町94

七尾市 時国　信弘 医師（病院） 浜野西病院 七尾市津向町野中20-1

七尾市 中泉　治雄 医師（病院） 公立能登総合病院 七尾市藤橋町ア部6-4

七尾市 平松　茂 医師（病院） 公立能登総合病院　精神センター 七尾市藤橋町ア部6-4

七尾市 由利　健久 医師（病院） 浜野西病院 七尾市津向町野中20-1
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穴水町 島中　公志 医師（病院） 公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町川島タの38

穴水町 中橋　毅 医師（病院） 公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町字川島タ-8

金沢市 田中　宣光 医師（介護保険施設） あっぷる 金沢市長坂町チ152

金沢市 道場　昭太郎 医師（介護保険施設） 介護老人保健施設 ピカソ 金沢市田上本町カ45-1

輪島市 山口　順道 医師（介護保険施設） 介護老人保健施設　百寿苑 輪島市気勝平町１番28

加賀市 尾形　真由美 介護支援専門員 たきの里ききょうが丘居宅介護支援事業所 山中温泉滝町リ1番地1

加賀市 松田　華子 介護支援専門員 たきの里ききょうが丘居宅介護支援事業所 山中温泉滝町リ1番地1

加賀市 村田　久美 介護福祉士 たきの里ききょうが丘ヘルパーステーション 山代温泉桔梗丘4丁目1番1

加賀市 石川　亮子 看護師（病院） 加賀市医療センター　 加賀市作見町リ36番地

加賀市 裏本　育子 作業療法士 加賀温泉ケアセンター 加賀市直下町ヲ91番地

加賀市 大畠　ひろみ 介護士 篤豊会デイサービスセンター 加賀市大聖寺東町1丁目26番地1

加賀市 小田中　明美 看護師（訪問看護） 訪問看護ステーション加賀 加賀市南郷町3乙4番地

加賀市 上出　裕美子 看護師（介護） 大聖寺なでしこの家 加賀市大聖寺番場町29-4

加賀市 北川　大喜 ヘルパー サンウェルズ　太陽のプリズム河原 加賀市河原町ホ36番地

加賀市 北村　洋子 介護支援専門員 大聖寺なでしこの家 加賀市大聖寺番場町29-4

加賀市 鴻埜　　幸 介護支援専門員 加賀中央居宅介護支援事業所 加賀市山田町蛇谷1番地8

加賀市 佐伯　小百合 介護支援専門員 小規模多機能ホーム ききょうが丘 加賀市山代温泉桔梗丘4丁目1番1

加賀市 下　愛菓 介護支援専門員 介護老人保健施設　葵の園・丘の上 加賀市冨塚町中尾126番地2

加賀市 下出　泰子 看護師（訪問看護） サンウェルズ　太陽のプリズム河原 加賀市河原町ホ36番地

加賀市 塚本　尚弘 歯科医師 塚本歯科医院 加賀市大聖寺八間道77

加賀市 作田　百合子 看護師（病院） 加賀市医療センター 加賀市作見町リ36番地

加賀市 辻　晃子 看護師（病院） 加賀こころの病院 加賀市小菅波町121番地1

加賀市 冨田　聖来 地域包括支援センター 地域包括支援センター 加賀市大聖寺南町ニ41番地

加賀市 西野　亜希子 地域包括支援センター 地域包括支援センター 加賀市大聖寺南町ニ41番地

加賀市 福村　江里子 介護支援専門員 新世紀ケアサービス加賀 加賀市山代温泉桔梗丘3丁目24番地3

加賀市 古山　薫 作業療法士 加賀温泉ケアセンター 加賀市直下町ヲ91番地

加賀市 安川　大介 薬剤師 加賀たんぽぽ薬局 加賀市作見町リ29-1

小松市 鶴﨑　志保 薬剤師 箔山堂　北浅井薬局 小松市北浅井町ハ５０－１

小松市 泉　香織 介護福祉士 小規模多機能　 はまひるがお 小松市下牧町ニ９５－１

小松市 卜部　佳美 作業療法士 通所リハビリテーション　やわた健康スタジオ 小松市八幡イ１２－７

小松市 岡野　美和 計画作成担当者 グループホーム　 いきいき長寿 小松市梯町ト１－６

小松市 川岸　久美子 介護支援専門員 グループホーム自生園　ひらんて 小松市平面町ト２６

小松市 川端　良明 作業療法士 社会福祉法人　 松寿園 小松市向本折町ホ３１

小松市 北川　敦子 理学療法士 芦城クリニック 小松市土居原町１７５

小松市 小泉　優美 介護職員 き楽な里 小松市串茶屋町上野８７－１

小松市 小杉　志貴乃 看護師（病院） 東野病院 小松市今江町７－４６８

小松市 堂下　雅雄 診療放射線技師 やわたメディカルセンター 小松市八幡イ１２－７

小松市 徳田　由美子 看護師（病院） 東病院 小松市大領中町３－１２１

小松市 中田　久美子 薬剤師 箔山堂　北浅井薬局 小松市北浅井町ハ５０－１

小松市 中野　京子 介護支援専門員 グリーンポート小松 小松市岩渕町４６－２

小松市 中山　富美子 介護支援専門員 グリーンポート小松 小松市岩渕町４６－２

小松市 新田　洋子 介護支援専門員 グリーンポート小松 小松市岩渕町４６－２

小松市 野本　晴子 薬剤師 矢崎らいふ薬局 小松市矢崎町ハ１８０－１

小松市 本田　房子 地域包括支援センター 国府・中海高齢者総合相談センター 小松市岩渕町４６－２

小松市 三浦　真理 介護支援専門員 レイクサイド木場 小松市三谷町そ８０

小松市 安江　由季 社会福祉士 南部第二高齢者総合相談センター 小松市矢田野町ヲ９８－１

小松市 山田　泰正 薬剤師 箔山堂　小松幸町薬局 小松市幸町３－９１

小松市 山田　弥寿子 介護支援専門員 グリーンポート小松 小松市岩渕町４６－２

小松市 山本　幸代 看護師（訪問看護） 上小松クリニック 小松市上小松町丙４１－１

能美市 安藤　京子 薬剤師 しいの木薬局 能美市寺井町ウ８２番地

能美市 安東　由紀子 介護職員 グループホームあおぞら 能美市粟生町ロ78番地

能美市 石立　真由美 介護福祉士 はあとん 能美市西二口町丙28番地

能美市 今井　美佳子 理学療法士 寺井病院 能美市寺井町ウ84

能美市 奥出　聡美 介護支援専門員 寺井病院　手取の里 能美市寺井町ウ84番地

能美市 亀田　留美子 介護支援専門員 ぐるーぷほーむ壮の郷つつじ 能美市寺井町ニ28－1

能美市 神田　光栄 介護福祉士 はあとん 能美市西二口町丙28番地

能美市 木村　真由美 介護福祉士 コミニケア緑ヶ丘 能美市緑が丘十一丁目111番地2

能美市 窪田　三佳 介護福祉士 ふたばケアセンター 能美市東任田町イ19－25

能美市 坂口　満智子 市（コーディネーター） 能美市医師会 能美市寺井町ぬ48番地

能美市 笹島　亜希子 市（コーディネーター） 能美市我が事丸ごと推進課 能美市寺井町ぬ48番地

能美市 嶋崎　泉 介護福祉士 コミニケア緑ヶ丘 能美市緑が丘十一丁目111番地2

能美市 清水　草蓮 介護支援専門員 寺井病院　手取の里 能美市寺井町ウ84番地

能美市 信耕　久美子 医療ソーシャルワーカー寺井病院 能美市寺井町ウ84

能美市 仁地　美代 地域包括支援センター 辰口高齢者支援センター 能美市緑が丘十一丁目50番地1

能美市 染谷　政光 薬剤師 ふたば薬局 能美市緑が丘11丁目61－3

能美市 染野　陽子 看護師（診療所） きだ整形外科クリニック 能美市西二口町丙30番地1
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能美市 竹内　晶 理学療法士 きだ整形外科クリニック 能美市西二口町丙30番地1

能美市 田家澤　茉実 作業療法士 芳珠記念病院 能美市緑が丘11-71

能美市 田中　佳奈恵 看護師（訪問看護） ほうじゅ訪問看護リハステーション緑ヶ丘 能美市緑が丘十一丁目７１番地

能美市 田中　萌 看護師（診療所） きだ整形外科クリニック 能美市西二口町丙30番地1

能美市 谷　玉緒 介護支援専門員 芳珠記念病院 能美市緑が丘十一丁目７１番地

能美市 土山　聡美 作業療法士 もりした通所・訪問リハビリテーションすたあと 能美市辰口町655番地1

能美市 中村　佳代 介護支援専門員 ニチイケアセンター能美 能美市寺井町ぬ82番地

能美市 中屋　裕朗 地域包括支援センター 根上高齢者支援センター 能美市大浜町ノ85番地

能美市 中屋　良子 介護福祉士 ビジットケアひすい 能美市緑が丘十一丁目77番地

能美市 西尾　恭子 介護支援専門員 芳珠記念病院 能美市緑が丘十一丁目７１番地

能美市 板東　春美 介護支援専門員 グループホームゆうゆう 能美市山口町へ52番地3

能美市 伏屋　律子 介護支援専門員 寺井病院　手取の里 能美市寺井町ウ84番地

能美市 前田　由美子 地域包括支援センター 寺井あんしん支援センター 能美市寺井町た8番地1

能美市 三谷　奈津子 看護師（病院） 寺井病院 能美市寺井町ウ84

能美市 南出　壮史 介護支援専門員 笑楽部 能美市三道山町ト11番１

能美市 宮坂　悠太 地域包括支援センター 寺井あんしん支援センター 能美市寺井町た8番地1

能美市 宮村　剛 介護職員 はあとん 能美市西二口町丙28番地

能美市 向　里香 看護師（訪問看護） 能美市立病院　訪問看護ステーション 能美市大浜町ノ85

能美市 明福　真理子 作業療法士 はまなすの丘（OT) 能美市大浜町ム52番地１８

能美市 森　光恵 薬剤師 芳珠記念病院 能美市緑が丘11丁目71

能美市 山崎　健吾 理学療法士 陽翠の里（PT) 能美市緑が丘十一丁目77番地

能美市 山田　真美 作業療法士 芳珠記念病院（OT) 能美市緑が丘十一丁目７１番地

能美市 山本　幸一郎 介護支援専門員 湯寿園ケアプランセンター 能美市湯谷町乙８８番地

能美市 山森　深雪 介護福祉士 みのり俱楽部みつや 能美市三ツ屋町35番地１

能美市 山森　睦子 看護師（病院） 能美市立病院 能美市大浜町ノ85

能美市 義本　明美 看護師（訪問看護） ほうじゅ訪問看護リハステーション緑ヶ丘 能美市緑が丘十一丁目７１番地

能美市 和田　久美子 介護職員 ふたばケアセンター 能美市東任田町イ19－25

白山市 北嶋　千雅 介護支援専門員 ひらまつケアプランセンター 白山市平松町８７－４

白山市 北村　美江 地域包括支援センター 地域包括支援センター鶴来 白山市鶴来水戸町ノ１番地

白山市 中本　八千代 介護支援専門員 居宅介護支援事業所　知恵ふくろう 白山市若宮２－３４

白山市 登　ゆかり 介護支援専門員 居宅介護支援事業所おかりや 白山市倉光三丁目八番地

白山市 松本　祥子 介護支援専門員 居宅介護支援事業所　知恵ふくろう 白山市若宮２－３４

白山市 南出　利志子 介護支援専門員 居宅介護支援事業所　知恵ふくろう 白山市若宮２－３４

白山市 宮谷　ひろみ 看護師（訪問看護） 白山ろく訪問看護ステーション 白山市佐良ロ１２３番地

白山市 宮前　友美 保健師 白山市健康福祉部長寿介護課 白山市倉光二丁目１番地

野々市市 本田　賢一郎 薬剤師 あおぞら薬局 野々市市田尻町52-3

野々市市 山下　由香 地域包括支援センター 野々市市郷・押野地区地域包括支援センター 野々市市蓮花寺町1-1

金沢市 青谷　梢 営業職 （株）ハシノメディカル 金沢市神宮寺3丁目18-28

金沢市 安部　静男 介護支援専門員 就活介護ケアプランセンター 金沢市福増町北1348-1

金沢市 網島　恵美子 介護支援専門員 SOMPOケア金沢笠舞 金沢市笠舞１丁目８−１８

金沢市 綾　道秋 介護支援専門員 介護相談いそべ 金沢市磯部町ヲ4番地３

金沢市 泉　幸恵 介護支援専門員 陽風園生活支援センター 金沢市木越町チ６０−１

金沢市 一枚田　勝美 介護支援専門員 そらふね居宅介護支援事業所 金沢市古府2丁目248番地

金沢市 内野　彩 精神保健福祉士 十全病院 金沢市市田上本町カ４５番地１

金沢市 梅野　金一 介護支援専門員 あおいとりケアサービス 金沢市久安２丁目４２９−２

金沢市 近江　幸子 介護支援専門員 在宅サポートシニア21 金沢市山科町午40−1

金沢市 大桑　美奈 精神保健福祉士 十全病院 金沢市市田上本町カ４５番地１

金沢市 大村　直樹 作業療法士 岡部病院 金沢市長坂町チ15

金沢市 大谷　千晴 栄養士 金沢西病院 金沢市駅西本町6丁目15番41号

金沢市 尾角　裕美 医療ソーシャルワーカー金沢医療センター 金沢市下石引町１−１

金沢市 奥村　光道 デイ　相談員 第二金沢朱鷺の苑デイサービスセンター 金沢市上辰巳町拾字211-1

金沢市 加富　優希 営業職 （株）ハシノメディカル 金沢市神宮寺3丁目18-28

金沢市 北川　幸弘 管理者 のだの里 金沢市野田2丁目261

金沢市 北島　正悟 弁護士・社会福祉士 北島法律事務所 金沢市入江2丁目9番地1

金沢市 木下　ひろみ 地域包括支援センター 地域包括支援センターながさか 金沢市泉野出町１丁目２２－２６

金沢市 小坂　節子 介護支援専門員 あっぷるケアプランサポート 金沢市長坂町チ-15

金沢市 小堺　武士 理学療法士 ＫＫＲ北陸病院 金沢市泉が丘２丁目１３−４３

金沢市 坂内　聡 薬剤師 中央通町あおぞら薬局 金沢市中央通町１１

金沢市 佐藤　朝子 地域包括支援センター 地域包括支援センターとびうめ 金沢市飛梅町２−１

金沢市 佐藤　由香里 看護師（病院） 金沢西病院 金沢市駅西本町6丁目15番41号

金沢市 真田　順子 介護支援専門員 第四善隣館居宅介護支援事業所 金沢市泉野町1-1-25

金沢市 澤野　圭一 介護支援専門員 在宅サポートシニア21 金沢市山科町午40−1

金沢市 島田　ひろみ 鍼灸師 金沢市鍼灸マッサージ師会 金沢市平和町１丁目３−１

金沢市 島津　啓子 看護師（訪問看護） 金沢・訪問看護ステーション泉野出張所 金沢市泉野町６丁目１５−５

金沢市 白山　武志 作業療法士 金沢西病院 金沢市駅西本町6丁目15番41号

金沢市 新保　健吉 介護支援専門員 さくらケアもとまち 金沢市元町1-16-22　107号

金沢市 助田　外志成 鍼灸マッサージ フレアス金沢事業所 金沢市古府３丁目４４

金沢市 高　紀子 介護支援専門員 金沢総合健康センター居宅介護支援事業所 金沢市大手町３−２３
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金沢市 高島　久美子 看護師（訪問看護） なないろ訪問看護ステーション 金沢市大友町1丁目302サニーコート106

金沢市 高畑　和美 看護師（病院） 金沢赤十字病院 金沢市三馬２丁目２５１

金沢市 田尻　可納子 介護職 金沢春日ケアセンター 金沢市元菊町20番1号

金沢市 出島　智子 介護支援専門員 朱鷺の苑西インター小規模多機能型居宅事業所 金沢市森戸2丁目20番地

金沢市 鉄田　和宏 地域包括支援センター 地域包括支援センターいずみの 金沢市泉野町６丁目１５−５

金沢市 常盤　和成 鍼灸師 金沢市鍼灸マッサージ師会 金沢市平和町１丁目３−１

金沢市 中　恵美 地域包括支援センター 地域包括支援センターとびうめ 金沢市飛梅町２−１

金沢市 長井　裕美 地域包括支援センター 地域包括支援センターさくらまち 金沢市桜町２４−３０

金沢市 中西　晶子 薬剤師 菜の花薬局 金沢市京町2-18

金沢市 中原　正晴 薬剤師 日本調剤金沢西薬局 金沢市赤土町ト18-3

金沢市 鍋谷　晴子 ホームヘルパー 金沢春日ケアセンター 金沢市元菊町20番1号

金沢市 西村　逸平 介護支援専門員 オレンジケア 金沢市永安町73

金沢市 野倉　克利 作業療法士 岡部病院 金沢市長坂町チ15

金沢市 野手　理恵子 薬剤師 金沢西病院 金沢市駅西本町6丁目15番41号

金沢市 橋爪　真奈美 社会福祉士 石川県保険医協会 金沢市尾張町2丁目

金沢市 橋場　知子 看護師（病院） 医療法人社団　青樹会　青和病院 金沢市大浦町ホ２２番地１

金沢市 橋矢　孝志 地域包括支援センター 金沢市地域包括支援センターたがみ 金沢市市田上本町カ45-1

金沢市 馬場　恵子 介護支援専門員 在宅サポートシニア２１ 金沢市山科町午40−1

金沢市 坂内　静華 理学療法士 金沢西病院 金沢市駅西本町6丁目15番41号

金沢市 久田　昌代 連携支援センター 金沢市在宅医療・介護連携支援センター 金沢市大手町3番23号

金沢市 平島佐代子 金沢西居宅介護支援センター 金沢市駅西本町6丁目15-41

金沢市 福間　明美 連携支援センター 金沢市在宅医療・介護連携支援センター 金沢市大手町3番23号

金沢市 福村　碧 医療ソーシャルワーカー岡部病院 金沢市長坂町チ15

金沢市 藤井　環 介護支援専門員 小規模多機能ホームといやまち 金沢市問屋町1-48

金沢市 藤井　三千代 介護支援専門員 金沢朱鷺の苑居宅介護支援事業所 金沢市岸川町ほ5番地

金沢市 辨谷　啓 精神保健福祉士 医療法人社団　青樹会　青和病院 金沢市大浦町ホ２２番地１

金沢市 堀田千晶 作業療法士 みらい病院 金沢市鞍月東1-9

金沢市 本郷　卓也 行政書士 本郷行政書士事務所 金沢市尾張町１丁目４−４０

金沢市 本間　優子 看護師（訪問看護） なないろ訪問看護ステーション 金沢市大友町1丁目302サニーコート106

金沢市 松原　五郎 歯科医師 まめだ歯科医院 金沢市大豆田本町ハ50-3

金沢市 松原　緑恵 介護支援専門員 第四善隣館居宅介護支援事業所 金沢市泉野町1-1-25

金沢市 松本　利枝 介護支援専門員 陽風園生活支援センター 金沢市木越町チ６０−１

金沢市 松山　明己 薬剤師 吉野薬局 金沢市横山町１５−２７

金沢市 水上　由美子 介護支援専門員 健生クリニック介護相談センター 金沢市平和町3-5-2

金沢市 水口　典子 医療事務 浦田クリニック 金沢市 三池栄町７１

金沢市 道岸　奈緒美 医療ソーシャルワーカーＫＫＲ北陸病院 金沢市泉が丘２丁目１３−４３

金沢市 道村　亮一 精神保健福祉士 医療法人社団浅野川　桜ヶ丘病院 金沢市観法寺町ヘ１７６番地

金沢市 宮田　真佐美 介護支援専門員 ゆいま～る 金沢市米泉町8-32

金沢市 宮本　謙一 薬剤師 中北薬品（株） 金沢市割出町412-1

金沢市 向井　孝子 看護師 金沢市在宅医療・介護連携支援センター 金沢市大手町3番23号

金沢市 村戸　建一 歯科医師 村戸歯科医院 金沢市金石本町ハ３−４

金沢市 森倉　理恵子 精神保健福祉士 医療法人社団　青樹会　青和病院 金沢市大浦町ホ２２番地１

金沢市 山田　里加 介護支援専門員 ふれあいタウン 金沢市有松2-4-32

金沢市 吉田　洸太朗 デイ　相談員 第二金沢朱鷺の苑デイサービスセンター 金沢市上辰巳町拾字211-1

金沢市 吉村　佳苗 理学療法士 金沢西病院 金沢市駅西本町6丁目15番41号

金沢市 四日　妙子 精神保健福祉士 医療法人社団浅野川　桜ヶ丘病院 金沢市観法寺へ174

金沢市 米田　路恵 作業療法士 岡部病院 金沢市長坂町チ15

金沢市 市原　明子 社会福祉士 いちはらあきこ社会福祉士事務所 金沢市尾張町1丁目-11-2

金沢市 寺本　紀子 社会福祉士 寺本社会福祉士事務所 金沢市松寺町子87

津幡町 徳本　真理 地域包括支援センター 津幡町地域包括支援センター 河北郡津幡町加賀爪ニ3

津幡町 越村　悠 地域包括支援センター 津幡町地域包括支援センター 河北郡津幡町加賀爪ニ3

津幡町 懸高　佑真 作業療法士 河北中央病院 河北郡津幡町字津幡ロ51-2

かほく市 網江　智里 地域包括支援センター かほく市高齢者支援センター かほく市宇野気ニ８１

かほく市 大西　真澄美 作業療法士 石川県立高松病院 かほく市内高松ヤ36

かほく市 折戸　眞由美 看護師（病院） 石川県立高松病院 かほく市内高松ヤ36

かほく市 川島　和代 看護師（病院） 石川県立看護大学 かほく市学園台1-1

かほく市 元女　貴久乃 看護師（病院） 二ツ屋病院 かほく市二ツ屋ソ72

かほく市 小泉　明代 介護支援専門員 かほく市社会福祉協議会　中央居宅介護支援事業所かほく市遠塚ロ５２−１０

かほく市 酒井　愛美 介護支援専門員 かほく市社会福祉協議会　中央居宅介護支援事業所かほく市遠塚ロ５２−１０

かほく市 櫻井　美幸 看護師（病院） ケアハウス海青 かほく市秋浜へ20番地3

かほく市 塩谷　明美 薬剤師 箔山堂　高松薬局 かほく市内高松申50-3

かほく市 田上　智章 介護支援専門員 かほく市社会福祉協議会　中央居宅介護支援事業所かほく市遠塚ロ５２−１０

かほく市 竹田　眞寿美 介護支援専門員 支援センターぽぽ かほく市高松ラ28番地28

かほく市 七野　奈美喜 地域包括支援センター かほく市高齢者支援センター かほく市宇野気ニ８１

かほく市 長谷　和代 介護支援専門員 かほく市中央訪問看護ステーション かほく市遠塚ロ-52-10

かほく市 深田　晃子 精神保健福祉士 石川県立高松病院 かほく市内高松ヤ36

かほく市 松村　由美 介護支援専門員 芙蓉会居宅介護支援センター かほく市二ツ屋ツ50-1

かほく市 松本　和子 介護支援専門員 介護センター海青 かほく市秋浜へ20-4



市町 氏名 職種 所属（勤務先） 所属（勤務先）住所

平成３０年度石川県かかりつけ医等認知症対応力向上研修　修了者名簿

かほく市 村井　千賀 作業療法士 石川県立高松病院 かほく市内高松ヤ36

かほく市 山川　透 精神保健福祉士 石川県立高松病院 かほく市内高松ヤ36

かほく市 和田　誠次 介護支援専門員 社会福祉法人　芙蓉会　ことぶき園 かほく市二ツ屋ツ50-1

宝達志水町佐藤　里美 薬剤師 瑠璃光薬局志雄店 羽咋郡宝達志水町子浦ハ7-1

羽咋市 岡島　綾 介護支援専門員 SONPOケア羽咋 羽咋市旭町コ112-1

七尾市 桶谷　綾子 看護師（訪問看護） 七尾訪問看護ステーション 七尾市本府中町ソ20

七尾市 加治谷　文子 看護師（病院） えんやま健康クリニック 七尾市千野町に部10

七尾市 北山　達朗 地域包括支援センター 七尾市地域包括支援センター 七尾市御祓町1番地

七尾市 木下　真由美 精神保健福祉士 公立能登総合病院　精神センター 七尾市藤橋町ア部6-4

七尾市 芝垣　昭代 介護福祉士 えんやま健康クリニック 七尾市千野町に部10

七尾市 田尻　玲子 介護支援専門員 あっとほーむ若葉 七尾市矢田町22号七株田12番地5

七尾市 谷口　真弓 生活相談員 ビハーラの里 七尾市能登島半浦町6-11-1

七尾市 中田　真紀子 介護支援専門員 在宅支援ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝさはら 七尾市石崎町タ部13-1

七尾市 春木　恒 介護支援専門員 寿老園 七尾市中島町鹿島台は14-1

七尾市 吉田　由紀江 地域包括支援センター 七尾市地域包括支援センター 七尾市御祓町1番地

中能登町 大根　秀子 介護主任 なごみの里鹿島 鹿島郡中能登町浅井ろ部106

中能登町 木下　哲久 介護支援専門員 なごみの里鹿島 鹿島郡中能登町浅井ろ部106

輪島市 稲木　里美 地域包括支援センター 輪島市地域包括支援センター 輪島市河井町2-287-1

輪島市 鬼平　千恵 介護福祉士 介護老人保健施設　百寿苑 輪島市気勝平町１番28

輪島市 大端　智子 栄養士 介護老人保健施設　百寿苑 輪島市気勝平町１番28

輪島市 高袖　幸二 介護福祉士 介護老人保健施設　百寿苑 輪島市気勝平町１番28

輪島市 田中　千亜紀 地域包括支援センター 輪島市地域包括支援センター 輪島市河井町2-287-1

輪島市 中谷　眞理子 看護師（病院） 市立輪島病院 輪島市山岸町は-１

輪島市 中福　春美 看護師（病院） 市立輪島病院 輪島市山岸町は-１

輪島市 坂東　純子 看護師（病院） 市立輪島病院 輪島市山岸町は-１

輪島市 東口　洋子 地域包括支援センター 輪島市地域包括支援センター 輪島市河井町2-287-1

輪島市 真金　末子 看護師（介護） 介護老人保健施設　百寿苑 輪島市気勝平町１番28

輪島市 村田　靖子 地域包括支援センター 輪島市地域包括支援センター 輪島市河井町2-287-2

珠洲市 竹原　亜弥乃 地域包括支援センター 珠洲市福祉課　地域包括ケア推進室 珠洲市上戸町北方1-6-2

珠洲市 中野　美恵子 看護師（病院） 珠洲市総合病院 珠洲市野々江町ユ部1-1

珠洲市 焼山　ひとみ 看護師（病院） 珠洲市総合病院 珠洲市野々江町ユ部1-1

珠洲市 薮　和恵 臨床検査技師 珠洲市総合病院 珠洲市野々江町ユ部1-1

穴水町 泉原　悦子 看護師（病院） 公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町川島タの38

穴水町 稲森　悦子 介護支援専門員 JAおおぞら福祉センター 鳳珠郡穴水町大町ほの95

穴水町 岩野　まどか 地域包括支援センター 穴水町　地域包括支援センター 鳳珠郡穴水町字川島タの37

穴水町 川端　昌子 介護職員 JAおおぞら福祉センター 鳳珠郡穴水町大町ほの95

穴水町 沢田　美代子 看護師（介護） 介護医療院　恵寿鳩ケ丘 鳳珠郡穴水町麦ケ浦15・39番8

穴水町 新谷　千恵子 介護職員 JAおおぞら福祉センター 鳳珠郡穴水町大町ほの95

穴水町 菅原　豪 介護支援専門員 聖頌園　居宅介護支援センター 鳳珠郡穴水町岩車6-27-2

穴水町 堂端　裕美 看護師（訪問看護） 穴水訪問看護ステーション 鳳珠郡穴水町字川島タの37

穴水町 殿田　かをり 薬剤師 薬局マツモトキヨシ　穴水店 鳳珠郡穴水町此木壱143-1

穴水町 苗代　時穂 看護師（病院） 公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町川島タの38

穴水町 中田　昌子 看護師（訪問看護） 穴水訪問看護ステーション 鳳珠郡穴水町字川島タの37

穴水町 濱中　信江 医療ソーシャルワーカー公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町川島タの38

穴水町 宮本　啓悟 薬剤師 サラエ薬局 鳳珠郡穴水町此木壱143-1

穴水町 山崎　美枝 介護職員 介護医療院　恵寿鳩ケ丘 鳳珠郡穴水町麦ケ浦15・39番8

穴水町 山本　晶子 介護支援専門員 聖頌園　居宅介護支援センター 鳳珠郡穴水町岩車6-27-2

能登町 浦木　雄司 介護福祉士 柳田温泉病院 鳳珠郡能登町上町8-393

能登町 下谷　ひとみ 看護師（病院） 柳田温泉病院 鳳珠郡能登町上町8-393

能登町 鈴木　美枝子 看護師（病院） 柳田温泉病院 鳳珠郡能登町上町8-393

能登町 須磨　千秋 介護福祉士 柳田温泉病院 鳳珠郡能登町上町8-393

能登町 田村　玲子 看護師（病院） 柳田温泉病院 鳳珠郡能登町上町8-393

能登町 時田　万里泳 介護福祉士 柳田温泉病院 鳳珠郡能登町上町8-393

能登町 刀祢　一海 作業療法士 柳田温泉病院 鳳珠郡能登町上町8-393

能登町 直川　幸子 介護福祉士 グループホーム汐ナギ 鳳珠郡能登町字藤波

能登町 久山　知美 介護支援専門員 グループホーム汐ナギ 鳳珠郡能登町字藤波

能登町 水島　敬子 看護師（病院） 公立宇出津総合病院 鳳珠郡能登町字宇出津タ字97番地

合計326名

小計254名


