
市町 氏名 医療機関名 電話番号

加賀市 板谷　興治 板谷医院 0761-77-2300

加賀市 伊東　哲郎 鈴木医院 0761-78-1116

加賀市 河村　勲 河村医院 0761-74-1219

加賀市 渋谷　浩美 渋谷医院 0761-73-2227

加賀市 白﨑　直樹 加賀市民病院 0761-72-2100

加賀市 田島　剛一 別所おんせんクリニック 0761-76-4577

加賀市 額　浩一 板谷医院 0761-77-2300

加賀市 橋本　眞 橋本医院 0761-72-1150

加賀市 前野　紘一 加賀市民病院 0761-72-2100

加賀市 松下　重人 松下内科クリニック 0761-76-0110

加賀市 若林　幹雄 若林内科医院 0761-74-0618

小松市 石田　雅樹 上小松クリニック 0761-22-2115

小松市 小野江　為人 小野江医院 0761-22-0650

小松市 勝木　道夫 芦城クリニック 0761-23-0011

小松市 金戸  昭 金戸医院 0761-22-0129

小松市 北川　清隆 やわたメディカルセンター 0761-47-1212

小松市 小泉　伊左夫 小泉医院 0761-22-3399

小松市 向出　雄二 向出医院 0761-47-0222

小松市 帯刀　裕之 小松みなみ診療所 0761-43-0375

小松市 田谷　正 田谷泌尿器科医院 0761-23-0888

小松市 西木　哲也 西木医院 0761-47-3523

小松市 林　清次 林内科医院 0761-24-6288

小松市 東野　朗 東野病院 0761-22-0623

小松市 東野　義信 東野病院 0761-22-0623

小松市 福村　順 福村医院 0761-44-3332

小松市 堀本　孝士 芦城クリニック 0761-23-0011

小松市 見谷　巌 見谷内科医院 0761-22-0885

小松市 湊　浩志 みなとクリニック 0761-20-3710

小松市 宮城　徹三郎 グリーンポート小松 0761-47-2900

能美市 木田　泰弘 きだ整形外科クリニック 0761-55-8811

能美市 中　文彦 介護老人保健施設 陽翠の里 0761-51-7777

能美市 西川　忠之 にしかわクリニック 0761-52-0025

能美市 松田　健志 松田内科クリニック 0761-51-0058

能美市 村本　卓郎 村本内科胃腸科医院 0761-55-3551

能美市 森　紀喜 ボニュールクリニック 0761-56-0007

能美市 柳瀬　晴也 柳瀬医院 0761-55-0166

白山市 有川　功 有川整形外科医院 076-275-7500

白山市 井村　優 井村内科医院 076-278-6363

白山市 岡村　利勝 岡村内科医院 076-276-8851

白山市 河合  博 かわい小児科医院 076-275-0177

平成18～22年度　かかりつけ医認知症対応力向上研修　修了者名簿

小計　11名

小計　18名

小計　7名



市町 氏名 医療機関名 電話番号

平成18～22年度　かかりつけ医認知症対応力向上研修　修了者名簿

白山市 清田　明憲 せいだクリニック 076-272-0381

白山市 新　正浩 新内科医院 076-276-7217

白山市 多田　研三 河内うらた医院 076-273-3777

白山市 筑田　正志 ちくだ医院 076-275-6341

白山市 津田　功雄 津田内科医院 076-276-5050

白山市 長尾　信 長尾医院 076-278-2156

白山市 永嶋　清和 ながしまクリニック 076-275-1115

白山市 橋本　宏樹 白山市国民健康保険吉野谷診療所 0761-95-5019

白山市 福住  孝 なごみ苑 076-276-5100

白山市 松葉　明 松葉外科胃腸科クリニック 076-278-6065

白山市 安原　稔 安原医院 076-275-2008

白山市 柳　昌幸 やなぎ内科クリニック 076-277-6200

白山市 山本  博 やまもと内科医院 076-274-3588

野々市市 上野　桂一 舩木・上野病院 076-248-6686

野々市市 小野木　豊 小野木医院 076-248-0238

野々市市 喜多  徹 喜多内科医院 076-248-0020

野々市市 熊谷　公利 熊谷クリニック 076-246-6800

野々市市 清水　賢巳 池田病院 076-248-7222

野々市市 冨田　冨士夫 とみたクリニック 076-246-7070

野々市市 林  光義 押野医院 076-246-1411

野々市市 藤木　暁 野々市こころのクリニック 076-248-2122

野々市市 山川  治 やまかわ内科クリニック 076-246-6650

野々市市 山川　祐賀子 やまかわ内科クリニック 076-246-6650

野々市市 山本　達也 山本クリニック 076-246-1661

野々市市 湯浅　幸吉 ゆあさクリニック 076-269-8866

金沢市 青木　徹哉 なるわクリニック 076-240-4320

金沢市 石田　一樹 石田病院 076-242-3121

金沢市 石野　洋 石野病院 076-242-0111

金沢市 魚谷　浩平 つなむらクリニック 076-247-2102

金沢市 梅田　俊彦 梅田内科医院 076-268-2515

金沢市 大川　義弘 城北クリニック 076-231-5477

金沢市 大倉　永央 大倉外科医院 076-248-3263

金沢市 大野　秀棋 大野内科医院 076-231-4488

金沢市 大場　栄 さかえ内科クリニック 076-244-6151

金沢市 岡田　淳夫 かないわ病院 076-231-6225

金沢市 小川　純 半田内科医院 076-261-8181

金沢市 織田　邦夫 林病院 076-223-2312

金沢市 御舘　靖雄 近藤クリニック 076-268-2500

金沢市 神川　繁 安田内科病院 076-291-2911

金沢市 川北　　篤 川北病院 076-233-1811

金沢市 菊地　勤 金沢西病院 076-233-1811

小計　17名

小計　12名
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金沢市 木田　順子 木田医院 076-224-0101

金沢市 木田　威俊 木田医院 076-241-8351

金沢市 北野　博嗣 北野内科クリニック 076-231-3333

金沢市 木原　鴻洋 浅ノ川総合病院 076-252-2101

金沢市 倉西　久雄 斉藤内科倉西外科医院 076-221-5027

金沢市 黒瀬　亮太 金沢ホームケアクリニック 076-225-7010

金沢市 小浦　隆義 小浦内科医院 076-265-7211

金沢市 小森　貴 小森耳鼻咽喉科医院 076-222-1301

金沢市 斉藤　元泰 大場医院 076-247-2011

金沢市 佐伯　善機 佐伯ペインクリニック 076-237-2211

金沢市 坂戸　俊一 坂戸医院 076-280-2262

金沢市 佐藤　清 城北クリニック 076-261-0585

金沢市 澁谷　禎三 十全病院 076-252-7325

金沢市 春藤　俊一郎 春藤医院 076-269-0411

金沢市 申　東奎 野町広小路医院 076-249-2045

金沢市 高橋　由夏 高橋内科医院 076-253-1666

金沢市 竹下　八州男 金沢春日ケアセンター（クリニック） 076-237-2821

金沢市 田中　透 金沢西病院 076-233-1811

金沢市 洞庭　賢一 洞庭医院 076-241-8357

金沢市 徳野　　徹 徳野医院 076-263-5465

金沢市 土用下　和宏 敬愛病院 076-231-6791

金沢市 中田　理 中田外科医院 076-221-6875

金沢市 中西　博子 映寿会みらい病院 076-237-8000

金沢市 中村　喜久 中村医院 076-252-0492

金沢市 中本　理和 松原病院 076-232-0600

金沢市 長山　郁生 長山耳鼻咽喉科医院 076-258-0200

金沢市 西村　邦雄 西村内科医院 076-252-5666

金沢市 野口　隆俊 野口内科クリニック 076-252-5666

金沢市 羽柴　厚 羽柴クリニック 076-253-8801

金沢市 橋本　英樹 はしもと医院 076-245-1522

金沢市 八田　晴男 大同生命保険株式会社　金沢支社 076-253-1666

金沢市 早川　浩之 早川浩之の内科医院 076-247-8483

金沢市 林  東吉 慈愛クリニック 076-280-3066

金沢市 林  道子 林病院 076-222-8822

金沢市 半田　詮 半田内科医院 076-261-8181

金沢市 坂東　平一 松原病院 076-231-4138

金沢市 平松　昌司 平松医院 076-264-0255

金沢市 藤井　博之 藤井脳神経外科病院 076-241-0573

金沢市 細川　外喜男 細川整形外科医院 076-240-3555

金沢市 前田　敏雄 映寿会みらい病院 076-237-8000

金沢市 前田　義樹 岡部病院 076-243-1222

金沢市 松本　俊彦 八尾総合病院 076-454-5000

金沢市 的場　宗敏 的場医院 076-231-4138



市町 氏名 医療機関名 電話番号
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金沢市 丸　理夫 丸医院 076-257-0011

金沢市 丸山　千鶴 金沢宗広病院 076-222-7387

金沢市 三秋　謙太郎 三秋整形外科医院 076-224-5858

金沢市 水野　徳美 水野小児科医院 076-223-2155

金沢市 道場　昭太郎 ピカソ 076-264-0255

金沢市 宮岸　清司 健生クリニック 076-231-1195

金沢市 宮崎　誠示 南ヶ丘病院 076-268-1131

金沢市 宮田  浩 アカシアクリニック 076-238-8010

金沢市 宮森　邦夫 宮森整形外科クリニック 076-298-3366

金沢市 向井　幹夫 向井小児科医院 076-241-9511

金沢市 毛利　郁朗 映寿会みらい病院 076-237-8000

金沢市 森　厚文 みらいのさと太陽 076-234-1331

金沢市 矢崎　敏夫 ヤザキ外科医院 076-243-2241

金沢市 山口　泰志 やまぐち内科クリニック 076-231-1515

金沢市 山崎　幹雄 金城病院 076-231-3333

金沢市 山下　治久 山下医院 076-241-0836

金沢市 山田　志郎 松原病院 076-231-4138

金沢市 山本　鉄郎 山本脳神経外科医院 076-233-1363

金沢市 横井　正人 横井内科医院 076-241-3861

金沢市 横浜　安生 横浜外科整形外科医院 076-251-1500

金沢市 米澤　太聞 なるわクリニック 076-266-3387

金沢市 米島　博嗣 米島内科医院 076-252-5478

金沢市 若狭　豊 わかさ内科クリニック 076-234-1133

金沢市 尤　高峰 金沢中央市場診療所 076-267-0601

かほく市 久保　隆之 久保医院 076-283-0017

かほく市 中田　滋 中田内科病院 076-283-1121

かほく市 松田　昌夫 二ツ屋病院 076-281-0172

かほく市 若狭　豊 わかさ内科クリニック 076-234-1133

津幡町 太田　豊 おおたクリニック 076-288-6000

内灘町 茶谷　隆 茶谷医院 076-286-8478

内灘町 政岡　裕之 政岡医院 076-286-1766

羽咋市 飯川　能彦 いがわ内科クリニック 0767-22-7800

羽咋市 池野　晉 羽咋池野整形外科医院 0767-22-0254

羽咋市 鵜浦　雅志 公立羽咋病院 0767-22-1220

羽咋市 平場　吉治 平場内科クリニック 0767-22-0238

羽咋市 西村　浩一 西村内科胃腸科クリニック 0767-28-2033

羽咋市 疋島　寛 疋島クリニック 0767-22-1205

羽咋市 藤田　晋宏 藤田医院 0767-26-1021

羽咋市 松柳　裕之 松柳医院 0767-22-0011

小計　4名

小計　1名

小計　2名

小計　83名
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志賀町 加藤　義博 加藤病院 0767-32-1251

志賀町 河崎　哲朗 河崎医院 0767-32-0019

志賀町 平川　知之 ひよりクリニック 0767-42-2300

七尾市 今井　武司 今井医院 0767-77-1215

七尾市 魚岸　誠 うおぎし医院 0767-52-1123

七尾市 円山　恵子 えんやま健康クリニック 0767-57-8600

七尾市 円山　寛人 円山病院 0767-52-3400

七尾市 岡田　成 岡田胃腸科外科クリニック 0767-53-7211

七尾市 奥村　義治 おくむら内科胃腸科医院 0767-57-0753

七尾市 北村　勝 北村病院 0767-52-1173

七尾市 坂水　桂子 鳥屋診療所 0767-74-0249

七尾市 佐原  吉博 佐原病院 0767-62-3730

七尾市 佐原　博之 さはらファミリークリニック 0767-62-3765

七尾市 三林　裕 三林内科胃腸科医院 0767-54-0350

七尾市 高沢　至 高沢内科医院 0767-66-0007

七尾市 髙澤　雅至 たかざわ整形外科クリニック 0767-66-0008

七尾市 陳　文筆 国立七尾病院 0767-53-1890

七尾市 時国　信弘 浜野西病院 0767-52-3262

七尾市 中尾　義広 なかお内科医院 0767-74-2132

七尾市 藤田　俊太郎 藤田医院 0767-26-1021

七尾市 松原　三郎 七尾松原病院 0767-53-0211

七尾市 村本　信吾 公立能登総合病院 0767-52-6611

七尾市 安田　紀久雄 安田医院 0767-72-2027

七尾市 吉岡　哲也 けいじゅファミリークリニック 0767-57-5500

輪島市 伊藤　喜祐 伊藤医院 0768-42-0262

輪島市 伊藤　英章 伊藤医院 0768-22-2313

輪島市 生方　彰 輪島診療所 0768-23-8686

輪島市 定梶　裕司 定梶医院 0768-45-1351

輪島市 松下　元 永井医院 0768-22-0032

輪島市 宮下　隆司 宮下医院 0768-26-1311

輪島市 宮下　友吉 宮下医院 0768-26-1311

輪島市 山岸　満 山岸医院 0768-42-1565

輪島市 大和　太郎 大和医院 0768-43-1323

輪島市 山本　悟 輪島診療所 0768-23-8686

珠洲市 中谷　彰男 なかたに医院 0768-82-8333

穴水町 北川　浩文 北川内科クリニック 0768-52-3555

穴水町 白藤　勲 白藤医院 0768-52-0018

穴水町 高藤　早苗 恵寿鳩ケ丘病院 0768-52-3335

小計　10名

小計　1名

小計　8名

小計　3名

小計　21名
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穴水町 横井　克己 公立穴水総合病院 0768-52-0511

能登町 直井　長朗 直井医院 0768-62-0180

能登町 升谷　一宏 升谷医院 0768-72-1151

小計　4名

小計　2名

合計（実人数）　204名


