
市町 氏名 職種 所属
加賀市 林　武彦 医師（診療所） 林内科医院
小松市 村井　裕 医師（診療所） 惠仁クリニック
能美市 前田　志郎 医師（診療所） 前田医院
能美市 村本　卓郎 医師（診療所） 村本内科胃腸科医院
能美市 森下　肇 医師（診療所） もりした整形外科クリニック
金沢市 伊藤　敏治 医師（診療所） 伊藤内科医院
金沢市 木田　眞也 医師（診療所） きだクリニック
金沢市 齊藤　正典 医師（診療所） 金沢春日クリニック
金沢市 佐伯　善機 医師（診療所） 佐伯ペインクリニック
金沢市 洞庭　賢一 医師（診療所） 洞庭医院
金沢市 古田　和雄 医師（診療所） けんろく診療所
金沢市 宮岸　清司 医師（診療所） 健生クリニック
金沢市 山田　英登 医師（診療所） 金沢西みなとクリニック
かほく市 久保　隆之 医師（診療所） 久保医院
中能登町 安田　紀久雄 医師（診療所） 安田医院
七尾市 円山　恵子 医師（診療所） えんやま健康クリニック
かほく市 北村　立 医師（病院） 石川県立高松病院
七尾市 円山　寛人 医師（病院） 円山病院
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 時国　信弘 医師（病院） 浜野西病院
金沢市 道場　昭太郎 医師（介護） 介護老人保健施設ピカソ

加賀市 旭　雅子 介護支援専門員 有限会社　さわらび福祉会やまなか
加賀市 粟井　裕美 介護支援専門員 有限会社　さわらび福祉会やまなか
加賀市 大杉　歩美 地域包括支援センター職員 加賀市地域包括支援サブセンター
加賀市 片岡　大征 薬剤師 箔山堂作見薬局
加賀市 鹿野　久美 介護支援専門員 ニーズ対応型小規模多機能ホーム ききょうが丘
加賀市 桐生　政子 介護支援専門員 加賀温泉ケアセンター
加賀市 熊田　晃子 介護 福祉士 加賀温泉ケアセンター 通所リハビリテーション
加賀市 蔵田　広美 看護師（介護） 小規模多機能ホーム　 いらっせ庄
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 菅波　香苗 相談支援専門員 葵の園　丘の上
加賀市 菅谷　由美子 介護職 小規模多機能ハウスさくみ
加賀市 千寺丸　恵美子 看護師（訪問看護） 加賀市医療センター 訪問看護ステーション　りんく
加賀市 田中　仁美 介護支援専門員 加賀中央居宅介護支援事業所
加賀市 谷口　典江 看護師（病院） 加賀こころの病院
加賀市 西　ミキ 地域包括支援センター職員 加賀市地域包括支援センター
加賀市 西山　貴洋 歯科医師 にしやまファミリー歯科
加賀市 畑　淳子 介護 福祉士 加賀温泉ケアセンター 通所リハビリテーション
加賀市 東出　紀美子 地域包括支援センター職員 加賀市地域包括支援サブセンター
加賀市 日野　綾子 介護支援専門員 居宅介護支援事業所　野の花
加賀市 古屋　奈津世 介護支援専門員 加賀中央居宅介護支援事業所
加賀市 前川　慶子 介護 福祉士 はるる　デイサービス
加賀市 丸山　麻美子　 看護師（訪問看護） 訪問看護ステーションえがお
加賀市 宮野　宏美 薬剤師 箔山堂作見薬局
加賀市 森田　有紀 薬剤師 箔山堂作見薬局
加賀市 山下　恵末 地域包括支援センター職員 加賀市地域包括支援センター
加賀市 山田　喜代美 看護師（訪問看護） 加賀市医療センター 訪問看護ステーション　りんく
加賀市 吉野　美映子 看護師（診療所） ちょくし町クリニック
小松市 北村　千恵美 看護師（訪問看護） アイリス訪問看護ステーション
小松市 北本　美輪 薬剤師 箔山堂今江薬局
小松市 酒井　有紀 理学療法士 やわたメディカルセンター
小松市 西出　真理乃 看護師（病院） 小松みなみ診療所
小松市 宮下　まゆみ 介護福祉士 上小松クリニック通所リハビリテーション
小松市 宮下　美樹 看護師（診療所） 東野病院
小松市 山内　朱美 地域包括支援センター職員 安宅・板津高齢者総合相談センター
小松市 山田　理瑛 精神保健福祉士 粟津神経サナトリウム
小松市 山本　幸代 看護師（病院） 上小松クリニック
小松市 吉村　季代子 看護師（診療所） 東野病院
能美市 青木　紀子 介護福祉士 優・優
能美市 浅田　直実 地域包括支援センター職員 寺井あんしん相談センター
能美市 安藤　京子 薬剤師 しいの木薬局
能美市 石井　敏恵 介護支援専門員 あんすりー
能美市 大口　照子 地域包括支援センター職員 辰口あんしん相談センター
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能美市 奥野　せつ子 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 尾﨑　信子 地域包括支援センター職員 能美市我が事丸ごと推進課
能美市 兼田　佳緒里 薬剤師 サンライト元気薬局
能美市 川崎文江 介護支援専門員 能美市立病院居宅介護支援事業所
能美市 岸千　恵美 介護支援専門員 ニチイケアセンター能美
能美市 北村　一美 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 木村　真由美 介護福祉士 コミニケア緑ヶ丘
能美市 清見　由佳理 地域包括支援センター職員 根上あんしん相談センター
能美市 小西　文世 地域包括支援センター職員 辰口あんしん相談センター
能美市 坂井　美千代 地域包括支援センター職員 寺井あんしん相談センター
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 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 清水　草連 介護支援専門員 寺井病院　手取の里
能美市 清水　博美 地域包括支援センター職員 辰口あんしん相談センター
能美市 菅原　理絵 介護支援専門員 コミニケア緑ヶ丘
能美市 杉浦　有子 作業療法士 アクティブスタジオ（ＯＴ）
能美市 染谷　政光 薬剤師 ふたば薬局
能美市 谷　玉緒 介護支援専門員 芳珠記念病院
能美市 虎瀬　寛子 介護支援専門員 寺井病院　手取の里
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 中屋　裕朗 地域包括支援センター職員 根上あんしん相談センター
能美市 西尾　恭子 介護支援専門員 芳珠記念病院
能美市 羽田　陽一郎 介護福祉士 グループホーム金さん銀さん
能美市 福岡　紀子 介護支援専門員 ケアサービスふたくち屋
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 古道　貴子 看護師（病院） 能美市立病院
能美市 本田　明美 介護支援専門員 やまぼうし
能美市 前田　由美子 地域包括支援センター職員 寺井あんしん相談センター
能美市 南出　壮史 介護支援専門員 笑楽部
能美市 宮坂　悠太 地域包括支援センター職員 寺井あんしん相談センター
能美市 村田　由美子 地域包括支援センター職員 根上あんしん相談センター
能美市 明福　真理子 作業療法士 能美市介護老人保健施設はまなすの丘
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 山森　睦子 看護師（病院） 能美市立病院
能美市 渡瀬　美里 介護福祉士 ケアサービスふたくち屋
白山市 浅香　弥生 保健師 白山市健康福祉部長寿介護課
白山市 梶　由美 介護支援専門員 居宅介護支援支援センター千代野
白山市 新川　勝 介護支援専門員 居宅介護支援事業所　おかりや
白山市 針道　佳世美 介護支援専門員 公立つるぎ病院
白山市 松本　愛 保健師 白山市健康福祉部長寿介護課
白山市 村山　美奈子 地域包括支援センター職員 地域包括支援センター鶴来
野々市 秋田　利恵 看護師（訪問看護） 小規模多機能ホーム　ひなの家押野
野々市 谷口　良美 介護支援専門員 野々市訪問看護ステーション居宅介護支援事業所
野々市 山下　由香 地域包括支援センター職員 野々市市郷・押野地区地域包括支援センター
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 網島　恵美子 介護支援専門員 SOMPOケア金沢笠舞
金沢市 綾　道秋 介護支援専門員 介護相談いそべ
金沢市 飯野　さくら子 歯科医師 溝口デンタルオフィス
金沢市 池田　淳子 歯科医師 まめだ歯科訪問ステーション
金沢市 石川　美香 看護師（介護） 金沢健康福祉財団
金沢市 石田　義治 管理 ケアサンエス金沢
金沢市 和泉　美里 看護師（病院） 金沢大学付属病院
金沢市 今坂　彩子 精神保健福祉士 青和病院
金沢市 今村　芳功 薬剤師 小立野瑠璃光薬局
金沢市 内野　彩 医療ソーシャルワーカー 十全病院
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 大桑　美奈 医療ソーシャルワーカー 十全病院
金沢市 大谷　千晴 栄養士 金沢西病院
金沢市 架谷　亜紀子 看護師（病院） 桜ヶ丘病院
金沢市 川上　桂子 介護士 グループホーム神宮寺
金沢市 川口　礼子 看護師（診療所） 浦田クリニック
金沢市 河原　久美子 医療ソーシャルワーカー 金沢赤十字病院
金沢市 河原　麻衣 地域包括支援センター職員 金沢市地域包括支援センターきしかわ
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 木下　ひろみ 地域包括支援センター職員 金沢市地域包括支援センターながさか
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金沢市 木村　和亨 介護支援専門員 金沢市地域包括支援センターえきにしほんまち
金沢市 小堺　 武士 理学療法士 KKR北陸病院
金沢市 小林　智美 看護師（訪問看護） 浦田クリニック
金沢市 佐藤　朝子 保健師 地域包括支援センターとびうめ
金沢市 佐藤　由香里 看護師（病院） 金沢西病院
金沢市 白山　武志 作業療法士 金沢西病院
金沢市 新蔵　久史 介護支援専門員 居宅介護支援事業所さんえす
金沢市 酢谷　謙一郎 薬剤師 箔山堂小坂薬局
金沢市 高島　久美子 看護師（診療所） なないろ訪問看護ステーション
金沢市 高多　健一 薬剤師 小立野瑠璃光薬局
金沢市 高田　智美 看護師（病院） 桜ヶ丘病院
金沢市 竹林　佑 社会福祉士 地域包括支援センターひろおか
金沢市 竹村　博子 歯科衛生士 岡部病院
金沢市 田中　敦朗 介護支援専門員 なないろケアサポート
金沢市 田中　加世子 薬剤師 日本調剤金沢西薬局
金沢市 田中　庸子 介護支援専門員 金沢西病院
金沢市 寺田　祐里 看護師（診療所） やまと＠ホームクリニック
金沢市 常盤　和成 鍼灸師 常盤鍼灸院
金沢市 中　恵美 社会福祉士 地域包括支援センターとびうめ
金沢市 長井　裕美 介護支援専門員 地域包括支援センターさくらまち
金沢市 中島　敏勝 デイ管理者 オークスリハプライド小坂
金沢市 長田　和久 地域包括支援センター職員 地域包括支援センターたがみ
金沢市 中谷　久美子 介護士 城北病院
金沢市 中谷　浩子 薬剤師 菜の花薬局
金沢市 中谷　真子 介護支援専門員 あっぷるケアプランサポート
金沢市 中西　晶子 薬剤師 けんろく菜の花薬局
金沢市 名船　佳苗子 看護師（介護） 四季の里
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 西　啓子 介護支援専門員 ふれあいタウン居宅介護支援事業所
金沢市 西谷　則人 薬剤師 箔山堂小坂薬局
金沢市 西村　逸平 介護支援専門員 オレンジケア
金沢市 橋矢　孝志 地域包括支援センター職員 金沢市地域包括支援センターたがみ
金沢市 畑中　照美 介護士 グループホーム神宮寺
金沢市 花島　慶子 生活相談員 デイサービスなんぶやすらぎ
金沢市 福岡　翔平 作業療法士 金沢西病院
金沢市 福岡　成美 作業療法士 リハ・ハウス来夢
金沢市 福村　碧 医療ソーシャルワーカー 岡部病院
金沢市 辨谷　啓 精神保健福祉士 青和病院
金沢市 松山　明巳 薬剤師 吉野薬局
金沢市 真橋　知恵 看護師（診療所） 訪問看護ほ～っと
金沢市 水口　典子 医療事務 浦田クリニック
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 道村　亮一 医療ソーシャルワーカー 医療法人社団浅野川　桜ヶ丘病院
金沢市 向井　孝子 看護師（介護） 金沢市在宅医療・介護連携支援センター
金沢市 向川　茉凜 作業療法士 金沢西病院
金沢市 村戸　建一 歯科医師 村戸歯科医院
金沢市 森倉　理恵子 精神保健福祉士 青和病院
金沢市 森山　雅美 介護支援専門員 居宅介護支援事業所さんえす
金沢市 森山　潤芙美 介護支援専門員 居宅介護支援事業所　さんえす
金沢市 門前　恵美 看護師（訪問看護） 金沢西病院
金沢市 安田　久美子 社会福祉士 地域包括支援センターとびうめ
金沢市 安田　圭史 作業療法士 なないろ訪問看護ステーション
金沢市 山田　里加 介護支援専門員 ふれあいタウン居宅介護支援事業所
金沢市 山本　香苗 介護支援専門員 地域包括支援センターひろおか
金沢市 山本　治美 介護支援専門員 オレンジケア
金沢市 吉村　佳苗 理学療法士 なないろ訪問看護ステーション
金沢市 四日　妙子 医療ソーシャルワーカー 医療法人社団浅野川　桜ヶ丘病院
金沢市 岡田　俊 理学療法士 石川県済生会金沢病院
金沢市 荒木　良子 地域包括支援センター職員 金沢市地域包括支援センターひろおか
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 寺本　紀子 社会福祉士 寺本社会福祉士事務所
津幡町 市川　翔梧 作業療法士 河北中央病院
津幡町 北　富美子 看護師（病院） 河北中央病院
津幡町 高鳥毛　唯 地域包括支援センター職員 津幡町地域包括支援センター
津幡町 田辺　陽一 理学療法士 訪問看護リハビリステーション　木のおうち



市町 氏名 職種 所属
令和元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

津幡町 日和　徹 薬剤師 瑠璃光薬局
津幡町 山崎　康子 介護支援専門員 ＪＡ石川かほく ほのぼのヘルプ
津幡町 亀本　美紀代 地域包括支援センター職員 津幡町地域包括支援センター
かほく市 金丸　三和子 看護師（病院） 石川県立高松病院
かほく市 神初　美有 地域包括支援センター職員 かほく市高齢者支援センター
かほく市 元女　喜久乃 看護師（病院） (法）二ツ屋病院
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 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 坂上　千里 作業療法士 石川県立高松病院
かほく市 櫻井　美幸 看護師（介護） ケアハウス海青
かほく市 里田　障介 介護支援専門員 ひゃくまん星高松
かほく市 高野　憲一 地域包括支援センター職員 かほく市高齢者支援センター
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 林　恵子 看護師（病院） 石川県立高松病院
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 村井　千賀 作業療法士 石川県立高松病院
かほく市 七野　奈美喜 地域包括支援センター職員 かほく市高齢者支援センター
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 網江　智里 地域包括支援センター職員 かほく市高齢者支援センター
羽咋市 秋田　規子 介護職 特別養護老人ホーム 眉丈園
中能登町 田畠　洋子 栄養士 中能登町高齢者支援センター
七尾市 石﨑　昌美代 医療ソーシャルワーカー 介護老人保健施設和光苑
七尾市 板谷　優 副施設長 千寿苑
七尾市 桶谷　綾子 薬剤師 七尾訪問看護ステーション
七尾市 下出　一美 薬剤師 七尾訪問看護ステーション
七尾市 田辺　めぐみ 看護師（訪問看護） 公立能登総合病院
七尾市 仁八　志緒理 医療ソーシャルワーカー 介護老人保健施設和光苑
七尾市 室野　翔太 看護師（介護） 介護老人保健施設和光苑
七尾市 森山　香織 介護福祉士 えんやま健康クリニック
七尾市 吉田　由紀江 栄養士 七尾市地域包括支援センター
七尾市 米田　由美 看護師（介護） えんやま健康クリニック

合計224名

医師以外203名


