■かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者名簿
氏

名

医療機関名

〒

勤務先所在地

山下 正己 山下医院
617-0003 向日市森本町天神ノ森６－５
横林 文子 よこばやし医院
617-0004 向日市鶏冠井町山畑３９－１
赤井 秀幸 赤井医院
617-0004 向日市鶏冠井町楓畑３
土井 正樹 土井医院
617-0004 向日市鶏冠井町祓所３６－１３
中本 毅 中本医院
617-0002 向日市寺戸町笹屋３４
津田 光夫 乙訓医療生協 医誠会診療所
617-0002 向日市寺戸町殿長３７－１
鈴木 博雄 鈴木内科外科診療所
617-0006 向日市上植野町円山１２ー５
森田 聖
森田内科医院
617-0002 向日市寺戸町渋川７－５
石井 洋
いしいクリニック
617-0002 向日市寺戸町八ノ坪１２２洛西口クリニックビル２階
上田 義博 上田内科医院
617-0841 長岡京市梅ヶ丘３－４６
野々下 靖子 野々下医院
617-0847 長岡京市高台２丁目２－５
七岡 聖魏 七岡内科医院
617-0837 長岡京市久貝３丁目１－１８
村上 陳訓 済生会京都府病院
617-0814 長岡京市今里南平尾８
窪田 小弓 くぼた医院
617-0828 長岡京市馬場見場走り２５－３
下尾 和敏 下尾医院
617-0856 長岡京市金ケ原塚穴の前３－１パレス金ケ原１Ｆ
伊与田 勲 伊与田医院
617-0826 長岡京市開田４丁目１ー１１橋本ビル２Ｆ
水黒 知行 長岡京病院
617-0826 長岡京市開田４丁目９ー１０
浅輪 喜行 アサワ医院
617-0813 長岡京市井ノ内下印田１３－４
浅輪 信子 アサワ医院
617-0813 長岡京市井ノ内下印田１３－４
馬本 郁男 馬本医院
617-0845 長岡京市下海印寺横山４３
猪谷 孟雄 猪谷内科医院
617-0823 長岡京市長岡２丁目８－１７
片岡 卓三 医療法人 片岡診療所
617-0814 長岡京市今里西ノ口７－１
稲田 安昭 稲田内科
617-0824 長岡京市天神３丁目７－２５
中川 博昭 中川医院
618-0071 乙訓郡大山崎町大山崎堀尻１２
梅山 信 梅山医院
618-0091 乙訓郡大山崎町円明寺若宮前１０ー６３
木村 研志 久御山南病院
613-0042 久世郡久御山町大字坊之池小字坊村中２８
植田 英嗣 植田医院
611-0042 宇治市小倉町南浦１８－１２２
上口 美知子 上口医院
611-0001 宇治市六地蔵町並４２
上田 通章 上田診療所
611-0013 宇治市莵道平町１７
中村 直樹 中村医院
611-0027 宇治市羽拍子町５６－２２
今林 丈士 今林医院
611-0042 宇治市小倉町西浦８８
徳岡 武夫 医療法人 徳岡医院
611-0031 宇治市広野町寺山１７－２０
堀内 房成 ほりうち医院
610-0114 城陽市市辺柿木原５２－１
谷山 宗一 城南病院
610-0111 城陽市富野鷺坂山８３
中島 浩樹 中島内科
610-0121 城陽市寺田町丁子口５９－５
伊勢村 卓司 伊勢村医院
610-0121 城陽市寺田尺後５１－１４
大森 通夫 大森医院
614-8327 八幡市橋本栗ヶ谷２６－１５５
立本 也子 立本内科小児科医院
614-8342 八幡市橋本小金川２８－７
赤坂 裕三 京都八幡病院
614-8114 八幡市川口別所６１
小糸 路子 小糸医院
614-8365 八幡市男山金振２０ー２０
右橋 龍爾 医療法人社団右橋医院
614-8376 八幡市男山竹園２－１
道澤 常裕 道澤内科医院
614-8362 八幡市男山美桜６－４
茨木 和博 いばら木整形外科医院
614-8093 八幡市八幡三本橋１－１０
中村 昭 中村診療所
614-8004 八幡市八幡山柴１７
砺波 博一 となみクリニック
613-0852 八幡市八幡樋ノ口3-5
伊東 晴喜 京都八幡病院
614-8114 八幡市川口別所６１
高橋 宏 高橋医院
610-0313 京田辺市三山木東角田６
小川 純達 田辺病院
610-0312 京田辺市飯岡南原５５
池崎 稔 池崎内科医院
610-0361 京田辺市河原神谷１０－７
内藤 厚司 内藤クリニック
610-0357 京田辺市山手東１－２－７東ローズメディカルビル１Ｆ
木村 亮之 田辺中央病院
610-0334 京田辺市田辺中央６丁目１－６
飴野 弘之 あめの医院
610-0361 京田辺市河原神谷８－１２
大川 和春 やすらぎ苑
610-0331 京田辺市田辺中央６丁目１－６
河村 宏
河村内科医院
610-0341 京田辺市薪石ノ前２５
加藤 忠彦 加藤医院
610-0302 綴喜郡井手町大字井手小字段ノ下１９－６
岡林 正純 岡林医院
610-0302 綴喜郡井手町井手里２－１
藤川 正代 藤川医院
619-0222 木津川市相楽川ノ尻８１－１
橋本 雅善 橋本医院
619-0214 木津川市木津清水８９
浅野 裕之 あさの内科クリニック
619-0225 木津川市木津川台７丁目１－３
小川 正 小川医院
619-1127 木津川市加茂町南加茂台９丁目１７－２
山口 泰司 山口医院
619-1113 木津川市加茂町北船屋24
小沢 勝 小沢医員
619-0202 木津川市山城町平尾南払戸112
小堤 國廣 小堤医院
619-0216 木津川市州見台３－８－５
一瀬 進 一瀬医院
619-1127 木津川市南加茂台５丁目１０－１０
伊左治 友子 伊左治医院
619-1303 相楽郡笠置町笠置浜５９－１
桑原 洋史 精華町国民健康保険病院
619-0241 相楽郡精華町祝園砂子田７
藤村 聡 藤村医院
619-0241 相楽郡精華町祝園砂子田２－１
池田 文武 コマダ診療所
619-0246 相楽郡精華町菱田宮川原１０
奥 和美 おく内科医院
619-0232 相楽郡精華町桜が丘3-2-1エスペローマ高の原ウェスト１番館１F
藤木 新治 藤木医院
619-0241 相楽郡精華町祝園西一丁目２４－６
下里 豪俊 下里医院
619-0231 相楽郡精華町山田下川原２２－２
竹澤 正氣 竹澤内科小児科
619-1411 相楽郡南山城村北大河原釜ノ子２９ー３０８
大槻 秧司 亀岡病院
621-0866 亀岡市旅籠町２９
飯野 茂
飯野小児科内科医院
621-0846 亀岡市南つつじケ丘大葉台２丁目４４－１
中川 務
中川医院
621-0008 亀岡市馬路町万年５２
吉岡 隆行 宮前診療所
621-0243 亀岡市宮前町宮川西垣内１７
島田 稔
クリニックもみじ
621-0806 亀岡市余部町清水２６－１
奥田 健治 亀岡シミズ病院
621-0834 亀岡市篠町広田１丁目３２－１５
村上 貞次 亀岡シミズ病院
621-0834 亀岡市篠町広田１丁目３２－１５
坂井 信義 坂井内科医院
629-0141 南丹市八木町八木東久保２０－１
吉田 隆夫 吉田医院
629-0341 南丹市日吉町殿田尾崎８
仁丹 良弘 仁丹医院
622-0016 南丹市園部町河原町４号１３
笠次 敏彦 園部丹医会病院
622-0002 南丹市園部町美園町５号８－７
佐野 求
胡麻佐野診療所
629-0311 南丹市日吉町胡麻才ノ本４
廣野 良定 廣野医院
622-0017 南丹市園部町若松町１１５
高屋 和志 高屋こども診療所
622-0041 南丹市園部町小山東町平成台１号５－１
吉田 昭
吉田小児科内科医院
622-0011 南丹市園部町上木崎町寺ノ下２７－８
藤岡 嗣朗 藤岡五ケ荘診療所
629-0322 南丹市日吉町四ツ谷堂中２５
宮﨑 聡
京丹波町国保和知診療所
629-1121 京丹波町本庄今福５
安村 忠樹 安村外科内科診療所
623-0054 綾部市井倉町大将軍３７
高木 邦彦 あやべ協立診療所
623-0066 綾部市駅前通１
大槻 匠 大槻医院
623-0053 綾部市宮代町土代１４
畑 芳樹 はた医院
623-0063 綾部市広小路２丁目１２－１
佐々木 隆史 京都協立病院
623-0045 綾部市高津町三反田１
大久保 茂樹 大久保医院
623-0021 綾部市本町８丁目１１５
横山 容尚 横山医院
623-0015 綾部市若松町庵ノ上５８ー１０
米谷 博夫 米谷外科整形外科
623-0024 綾部市田町１３
門 祐輔
京都協立病院
623-0045 綾部市高津町三反田１
冨阪 静子 冨阪眼科医院
620-0045 福知山市天田駅前２３７ー２
岡村 英邦 岡村医院
620-0035 福知山市内記６９
古川 泰正 医療法人社団福仁会 古川医院 620-0044 福知山市字裏ノ８６
土佐 征英 土佐医院
620-0053 福知山市天田１５４－２
竹村 周平 国民健康保険院新大江病院
620-0301 福知山市大江町河守１８０
柴田 族光 柴田医院
620-0816 福知山市大池坂町６６
松本 任司 かやの医院
620-0866 福知山市前田新町３３
大西 省司 大西内科医院
620-0887 福知山市東小谷ヶ丘１３０６－２
渡辺 功 渡辺医院牧診療所
620-0913 福知山市牧４９０
西村 茂 川口診療所
620-0917 福知山市野花８６８
福井 進 福井内科医院
620-0925 福知山市篠尾９３０－４
井土 昇 いづち医院
620-0932 福知山市字篠尾９９５
木村 潔
木村外科医院
620-0942 福知山市駅南町２丁目２１５
高尾 嘉興 高尾医院
629-1303 福知山市夜久野町字井田５８３
中路 正志 中路医院分院
629-1303 福知山市夜久野町字井田８７４
西垣 哲哉 西垣内科医院
629-1304 福知山市夜久野町額田１３９３－１
吉河 正人 吉河医院河守診療所
620-0301 福知山市大江町河守３１２
牧野 吉秀 牧野医院
620-0962 福知山市榎原１３５８－１－２
頼田 和昇 頼田内科医院
620-0944 福知山市天田４７３－１
※ホームページによる公表に同意されなかった修了者は含まれていません。

ＴＥＬ（勤務先）
075-921-1039
075-922-2468
075-924-3620
075-924-5577
075-933-8560
075-921-0661
075-922-2077
075-922-3700
075-933-9141
075-951-3497
075-954-5400
075-954-2070
075-955-0111
075-951-8880
075-956-0003
075-956-5891
075-955-1151
075-953-1990
075-953-1990
075-953-8717
075-954-5510
075-953-8338
075-959-1820
075-951-7701
075-956-3245
075-631-2261
0774-21-6111
0774-38-2128
0774-22-7586
0774-41-6500
0774-21-4522
0774-43-8952
0774-56-5330
0774-54-0800
0774-34-0800
0774-56-3290
075-971-0033
075-981-8818
075-971-2001
075-983-5110
075-981-0282
075-983-2315
075-983-5656
075-981-0510
075-633-5565
075-971-2001
0774-62-1216
0774-62-0817
0774-63-5350
0774-62-1120
0774-63-1111
0774-68-5050
0774-62-7722
0774-68-2671
0774-82-5130
0774-82-2057
0774-72-5811
0774-73-0440
0774-73-5888
0774-76-7100
0774-76-0505
0774-86-0630
0774-73-2554
0774-76-5310
0743-95-2031
0774-94-2076
0774-94-5770
0774-93-1787
0774-72-7023
0774-94-2006
0774-72-1212
0743-93-0808
0771-22-0341
0771-25-0015
0771-22-0680
0771-26-2002
0771-22-7516
0771-23ｰ0013
0771-23ｰ0013
0771-42-2531
0771-72-0022
0771-62-0234
0771-62-0515
0771-74-0022
0771-62-0218
0771-68-1155
0771-63-1458
0771-73-0203
0771-84-1112
0773-40-2210
0773-42-3684
0773-42-0885
0773-43-2998
0773-42-0440
0773-42-1190
0773-42-1073
0773-42-0127
0773-42-0440
0773-22-3262
0773-22-2984
0773-22-4578
0773-23-6115
0773-56-0138
0773-27-0101
0773-27-8020
0773-22-3620
0773-33-3810
0773-33-3670
0773-25-3300
0773-22-5358
0773-22-2947
0773-37-0020
0773-37-0028
0773-37-0127
0773-56-0107
0773-34-0015
0773-23-1763

(順不同）
受講年度
（初回）
内・消
H18
児・内・アレ
H18
内・消・放
H19
胃・外
H18
内・外・皮・放・児
H19
内・児
H19
内・外・児・整外・リハ・放
H20
内・消・放
H23
外・消・呼
H26
内・胃・児
H18
児・内・精
H18
内・胃
H19
脳外
H19
内・児・循
H20
内・循・リハ
H20
内・循・胃
H20
内・胃・循・外・整外・皮泌・肛・リハ・放・神内
H22
内・呼・循
H20
内・呼・循
H22
内・循・リハ
H23
内・胃・放・児
H23
外・胃・肛
H23
内・消・呼
H26
内・児・循・消・リハ
H23
内・消・外・児・麻
H20
外
H26
内・外・リハ
H19
胃・外・肛
H19
内・児・皮
H18
内・胃・外・整外・リハ
H20
内・児
H21
内・児・循・胃
H22
内・児・リウ
H19
精・神・内
H19
内
H19
内・整外
H22
内・消・循・児・リハ
H19
内・児
H19
内・呼・消・循・児・外・整外・皮・泌・眼
H19
内・循
H19
内・児・リハ・消
H19
内・児・呼
H19
整外・リハ・リウ
H19
整外・外・内・児・リハ・放
H19
内
H19
泌
H20
外
H18
内
H18
内・児
H19
内
H19
脳外
H19
胃・外
H20
－
H21
内・神内
H25
内・婦・リハ
H18
内・児
H25
内・胃・放
H19
皮・泌・内・性・リハ
H19
内・消・循
H19
内・児・リハ
H19
内・消
H19
内・呼
H19
内・児・アレ
H21
内・児・循
H21
内・児・外・皮
H19
内・外・児・整外・皮
H18
内・アレ・リハ
H19
内・外・整外・児・放・胃
H19
リウ・糖内・消内
H21
内
H21
内・婦・麻
H21
内・児
H19
内・呼・胃・循・整外・リハ・婦・泌・眼
H19
児・内
H24
内・児
H24
外・内
H24
精・心療
H26
内
H26
内
H26
内
H18
内・児
H18
外・内
H19
外・内・整外・胃・放・皮・神内
H19
内・呼・循
H24
内・放
H24
児・アレ
H24
児・内
H24
内・児・外
H26
H19
外・内
H19
内・消・リハ
H19
皮・アレ・耳
H19
内・外・胃・肛・リハ
H19
内
H19
内・児・放
H21
内・児
H23
外・整外・リハ・内
H26
内
H26
眼
H18
内・児
H19
内・消・児
H19
消・内・児
H19
内・消・リウ
H19
内・胃・外・肛
H19
内・外・リハ
H19
内・児
H19
内・産婦
H19
内・児・放
H19
内・消
H19
整外
H19
外・消
H20
内・児・外
H19
内・児・神
H19
内
H25
内・児・整外・麻・精
H25
内・児
H26
呼・内・消・児・放
H26
担当診療科名

氏

名

高塚 光二郎
西村 敏弘
西村 正人
大橋 正一
荒木 義正
湯地 雄一郎
岸本 純子
肥後 孝
飯田 仁
山本 富一
大西 克実
曽我 哲司
梅原 秀樹
中川 長雄
西𠩤 寛
宮地 道弘
宮地 高弘
山根 行雄
味見 真弓
岩破 淳郎
岩破 順子
日置 潤也
今中 俊爾
細見 史雄
高田 和之
中江 龍仁
高原 誠治
田家 哲彦
牧原 浩
寺本 敬一
飯田 泰成
宮地 吉弘
上田 誠
本吉 徹三
瀬古 敬
渡辺 俊光
久 高志
原 治
齋藤 治人
安井 俊雄
上田 誠
齊藤 治人
久 高志
垣田 秀治
伊藤 邦彦
岩破 康二

医療機関名

〒

勤務先所在地

まいづる協立診療所
624-0912 舞鶴市上安水力１９９－３０
西村内科
625-0036 舞鶴市浜７８２
西村医院
625-0087 舞鶴市余部下８３０
大橋医院
625-0083 舞鶴市余部上１８６
荒木クリニック
624-0823 舞鶴市京田大角１８－１
舞鶴共済病院
625-8585 舞鶴市浜１０３５
岸本病院
625-0036 舞鶴市浜１１３１
肥後内科医院
625-0036 舞鶴市浜８１３
いいだクリニック
624-0934 舞鶴市字堀上小字堀上町１８５－３
舞鶴共済病院
625-8585 舞鶴市字浜１０３５
大西医院
625-0036 舞鶴市浜１８１
曽我内科医院
625-0040 舞鶴市矢ノ助町３２－１４
梅原医院
625-0821 舞鶴市公文名五反田１０８
中川医院
626-0003 宮津市漁師１６７３－１
西𠩤医院
626-0027 宮津市京街道２２７－２
宮地外科医院
626-0061 宮津市波路２３５５－１
宮地外科医院
626-0061 宮津市波路２３５５－１
山根医院
626-0041 宮津市鶴賀２０７０－１２
味見診療所
626-0044 宮津市吉原２５９６
いわさく診療所
629-2312 与謝郡与謝野町字四辻７５９
いわさく診療所
629-2312 与謝郡与謝野町字四辻７５９
日置医院
629-2403 与謝郡与謝野町加悦４３５－１
伊根町国保伊根診療所
626-0425 与謝郡伊根町日出646
伊根町国保本庄診療所
626-0405 与謝郡伊根町本庄上１０１９－１
高田医院
627-0012 京丹後市峰山町杉谷９４５
中江医院
627-0033 京丹後市峰山町白銀９０６
京丹後市国保直営五十河診療所 627-0111 京丹後市弥栄町溝谷3452-1
やさか老人保健施設ふくじゅ
627-0111 京丹後市郡弥栄町溝谷５４２２－１
宇川診療所
627-0242 京丹後市丹後町久僧417
たんご協立診療所
629-2502 京丹後市大宮町河辺豊野３３６８－１
京丹後市国保直営大宮診療所
629-2502 京丹後市大宮町河辺２３４２
宮地外科医院
629-3101 京丹後市網野町網野１００
上田医院
629-3101 京丹後市網野町網野３２３
丹後ふるさと病院
629-3113 京丹後市網野町小浜６７３
丹後ふるさと病院
629-3113 京丹後市網野町小浜６７３
丹後ふるさと病院
629-3113 京丹後市網野町小浜６７３
たちばな診療所
629-3245 京丹後市網野町浜詰２６３－１
原診療所
629-3401 京丹後市久美浜町５７
斉藤医院
629-3438 京丹後市久美浜町浦明１２５８
安井医院
629-2501 京丹後市大宮町口大野１２３
上田医院
629-3101 京丹後市網野町網野３２３
斉藤医院
629-3438 京丹後市久美浜町浦明１２５８
たちばな診療所
629-3245 京丹後市網野町浜詰２６３－１
国保京丹波町病院
622-0311 船井郡京丹波町和田大下２８
伊藤内科医院
629-2402 与謝郡与謝野町算所３８４－４
岩破医院
629-2402 与謝郡与謝野町算所１１２
※ホームページによる公表に同意されなかった修了者は含まれていません。

ＴＥＬ（勤務先）
0773-76-7883
0773-64-5633
0773-62-1495
0773-62-0397
0773-77-1700
0773-62-2510
0773-62-0118
0773-62-0359
0773-78-5101
0773-62-2510
0773-62-0116
0773-62-0634
0773-75-4633
0772-22-7565
0772-22-4970
0772-22-0580
0772-22-0580
0772-20-1541
0772-22-5120
0772-42-3018
0772-42-3018
0772-42-2653
0772-32-0007
0772-33-0114
0772-62-5021
0772-62-0266
0772-65-2003
0772-65-2200
0772-76-0210
0772-68-5017
0772-68-0555
0772-72-5777
0772-72-0053
0772-72-5055
0772-72-5055
0772-72-5055
0772-74-1301
0772-82-0256
0772-83-0365
0772-68-0123
0772-72-0053
0772-83-0365
0772-74-1301
0771-86-0220
0772-42-2426
0772-42-2425

受講年度
（初回）
H19
H19
H19
H20
内・消・循・児・皮・放・胃・リハ・神
H19
内
H23
児
H23
内・循・消・リハ
H23
心内・神内・神
H23
消内
H25
泌・外・皮
H26
内・消・循・呼
H26
胃・外・整外・リハ・皮・肛
H26
胃・肛・外・内・リハ
H19
外・胃・肛・内・整外
H19
外・整外
H20
整外・外
H24
内・消
H24
内・心療・精
H26
内・児・消・リハ・整外・神内
H18
眼
H18
内・児・循
H19
内・外・眼・児・整外
H19
内・外・児・整外・耳・眼
H19
内・胃・児
H19
内・呼・消
H22
内・外・整外・眼
H20
整外・リハ
H20
内科
H20
内・外・児・整外・放・リハ
H19
内・児
H20
外・整外・胃・肛
H19
内・児
H22
内・循
H19
内・外・リハ・放・神内・循・眼・婦・麻・消
H20
H20
内・皮
H20
整外・外・内
H18
内
H19
内・漢内・胃内・消内
H24
内・児
H26
内
H26
内・皮
H26
内
H26
内・循・児
H26
内・外・児・産婦・麻
H26
担当診療科名

内・児・外・皮・リハ・放
内・胃・循・児
内・外・リハ
整外・内・リハ

※

