平成27年度奈良県かかりつけ医認知症対応力向上研修会 研修修了者情報（奈良県公表分）

氏名
伊藤 太祐
今泉 徹
小野 啓郎
金田 能尚
武井 誠
谷掛 駿介
墳本 敏彦
中島 仁一
前田 知行
矢倉 俊洋
安田 慎治
山形 昇
春日 宏友
高幣 和郎
長澤 幸子
西澤 文男
白井 謙一
林 知節
岩井 尊司
長野 広之
中村 義徳
宮城 剛
安東 範明
安東 美波留
大隅 教之
笠原 晋一
菊川 政男
下里 直行
髙岡 孝一
髙見 武志
田中 賢治
土居 通明
西岡 久之
村田 雄彦
村田 熙子
森村 佳史
山本 雅敏
赤松 幸余
大住 寛二
杉本 直俊
中島 靖夫
鎌田 勝三郎
槇野 久春
森岡 敏一
山下 和雄
吉川 佳嗣
松尾 宰子
鎌田 喜太郎
廣辻 雅喜
牧浦 章子
安田 志郎
小泉 雅紀
西野 俊彦
福井 里子
福井 義晃
山本 夏子
吉井 次郎
水口 一三
八十島 徳昭
松井 一哲
竹田 育弘
竹村 久仁子
竹村 惠史
波江野 善昭
島田 悦治
朴 英哲
下間 庸光

ふりがな
所属施設
〒
いとう たいすけ (医)双福会伊藤医院
630-8443
いまいずみ とおる (医)西大寺こころのクリニック
630-8002
おの けいろう 奈良リハビリテーション病院
631-0054
かねだ よしなお 金田内科クリニック
630-8225
たけい まこと (医)康仁会西の京病院
630-8041
たにかけ しゅんすけ (医)谷掛整形外科
630-8441
つかもと としひこ つかもと整形外科
630-8266
なかじま まさかず (医)中島クリニック
631-0021
まえだ ともゆき (医)まえだ医院
631-0806
やぐら としひろ やぐら歯科内科
631-0806
やすだ しんじ 安田医院
631-0013
やまがた のぼる やまがた内科医院
630-8113
かすが ひろとも (医)春日医院
635-0065
たかへい かずお 大和高田市立病院
635-8501
ながさわ さちこ 長澤内科外科医院
635-0034
にしざわ ふみお 西澤医院
635-0087
しらい けんいち 郡山保健所
639-1041
はやし ちせつ 林医院
639-1134
いわい たかし (医)岩井メディカルクリニック
632-0016
ながの ひろゆき 天理よろづ相談所病院
632-8552
なかむら よしのり 天理よろづ相談所病院在宅世話どりセンター 632-8552
みやぎ つよし 宮城医院
632-0034
あんどう のりあき (医)社団誠医会安東内科医院
634-0071
あんどう みはる (医)社団誠医会安東内科医院
634-0071
おおすみ きょうゆき おおすみ内科医院
634-0014
かさはら しんいち 笠原内科医院
634-0051
きくかわ まさお (医)菊川医院
634-0803
しもざと なおゆき (医)下里クリニック
634-0042
たかおか こういち 髙岡医院
634-0045
たかみ たけし クリニック神宮前
634-0804
たなか けんじ 翠悠会診療所
634-0007
どい みちあき 土居医院
634-0071
にしおか ひさゆき 西岡医院
634-0005
むらた かつひこ (医)村田医院
634-0831
むらた ひろこ (医)村田医院
634-0831
もりむら よしふみ ゆうけいの里クリニック
634-0006
やまもと まさとし (医)雅会山本クリニック
634-0835
あかまつ さちよ 辻医院
633-0082
おおすみ かんじ 大住診療所
633-0091
すぎもと なおとし 杉本クリニック
633-0053
なかしま やすお (医)中島医院
633-0054
かまだ かつさぶろう 鎌田医院賀名生診療所
637-0104
まきの ひさはる 槇野医院
637-0043
もりおか としかず 森岡医院
639-2235
やました かずお (医)山下医院
639-2306
よしかわ よしつぐ (医)吉川会 吉川診療所
639-2302
まつお さいこ マツオメディカルクリニック
630-0141
かまだ きたろう かまだ医院
639-0227
ひろつじ まさき ひろ整形外科クリニック
639-0266
まきうら あきこ (医)牧浦医院
639-0241
やすだ しろう
安田医院
639-0264
こいずみ まさき (医)小泉医院
639-2147
にしの としひこ かつらぎクリニック
639-2113
ふくい さとこ
福井療院
633-0315
ふくい よしてる 福井療院
633-0315
やまもと なつこ 谷口内科医院
633-0256
よしい じろう
吉井整形外科医院
633-0204
みずぐち かずみ 山添村国民健康保険波多野診療所
630-2351
やそじま のりあき 山添村国保東山診療所
630-2205
まつい かずのり 松井内科
636-0906
たけだ やすひろ 竹田内科クリニック
636-0003
たけむら くにこ (医)竹村医院
635-0813
たけむら けいじ (医)竹村医院
635-0813
はえの よしあき はえの医院
636-0081
しまだ えつじ
島田医院
639-3111
ぼく えいてつ 川上診療所
639-3553
しもつま のぶあき 下間病院
633-2431

所在地
奈良市南永井町377-3
奈良市二条町2丁目58番地4 山原二条ビル4階
奈良市石木町800
奈良市西御門町28 北川ビル２Ｆ
奈良市六条町102-1
奈良市神殿町644-1
奈良市花芝町28丸谷ビル1Ｆ
奈良市鶴舞東町2-11 松下興産ビル１階
奈良市朱雀4-1-5
奈良市朱雀3-3-6
奈良市中山町西2-1052-50
奈良市法蓮町1095
大和高田市東中2-4-1
大和高田市磯野北町1-1
大和高田市東三倉堂町8-12
大和高田市内本町13-13
大和郡山市満願寺町60-1郡山総合庁舎内
大和郡山市柳1-18-1
天理市川原城町308
天理市三島町200番地
天理市三島町200番地
天理市丹波市町302
橿原市山之坊町69番地の1
橿原市山之坊町69番地の1
橿原市石原田町160-6
橿原市白橿町2-31-12
橿原市上品寺町380-22
橿原市菖蒲町4-9-16
橿原市石川町503
橿原市内膳町5-4-41 コンフォート八木1F
橿原市葛本町676-1
橿原市山之坊町85-55
橿原市北八木町3丁目50-1
橿原市曽我町1045-25
橿原市曽我町1045-25
橿原市新賀町87-1
橿原市東坊城町202-1
桜井市巻野内226-1
桜井市桜井987
桜井市谷306-2
桜井市阿部311-2
五條市西吉野町屋那瀬13
五條市新町2-3-8
御所市755-1
御所市三室１10-1
御所市東松本8-1 ＡＴＹビル1Ｆ
生駒市ひかりが丘1-1-1
香芝市鎌田464-3
香芝市旭ケ丘2-30-1
香芝市高28
香芝市今泉7-1
葛城市新庄119
葛城市北花内616-1
宇陀市室生大野2253
宇陀市室生大野2253
宇陀市榛原あかね台2-19-5
宇陀市榛原福地374-1
山辺郡山添村中峰山1028-1
山辺郡山添村桐山62-1
生駒郡平群町菊美台1-7-5 宝栄辰巳ビル２Ｆ-1
北葛城郡王寺町久度2-3-1-302
北葛城郡広陵町百済1327
北葛城郡広陵町百済1327
北葛城郡河合町星和台2-1-13
吉野郡吉野町上市126
吉野郡川上村迫334-23
吉野郡東吉野村小730

※市町村コード順
ＴＥＬ
0742-61-3677
0742-36-2551
0742-93-8520
0742-26-2255
0742-35-1121
0742-62-7577
0742-23-5680
0742-47-3344
0742-71-1221
0742-95-5303
0742-47-0156
0742-20-6220
0745-23-8010
0745-53-2901
0745-53-3320
0745-52-2266
0743-51-0191
0743-52-4021
0743-62-0061
0743-63-5611
0743-63-5611
0743-63-1114
0744-24-8628
0744-24-8628
0744-20-1108
0744-27-0083
0744-23-0202
0744-28-2211
0744-27-8325
0744-23-8568
0744-26-2222
0744-24-0213
0744-22-2606
0744-24-4838
0744-24-4838
0744-21-1223
0744-28-2205
0744-43-1555
0744-42-1858
0744-49-3350
0744-44-1811
0747-32-0525
0747-22-2004
0745-64-2345
0745-65-1033
0745-63-2323
0743-70-0151
0745-77-1118
0745-51-5888
0745-77-3054
0745-71-7100
0745-69-2501
0745-69-0801
0745-92-2006
0745-92-2006
0745-82-5888
0745-82-2888
0743-85-0005
0743-86-0441
0745-45-8837
0745-32-1166
0745-55-2373
0745-55-2373
0745-34-0067
0746-32-2026
0746-52-0344
0746-42-0016

