歯科医師認知症対応力向上研修修了者名簿(三河）
2016年度～2021年度修了者（2022年3月9日現在）
№

郡市区

1

豊橋市

2

豊橋市

一瀬 浩隆 あい訪問歯科クリニック

3

豊橋市

江坂 匡史 江坂歯科クリニック

4

豊橋市

5

豊橋市

大久保 善正 みなみ歯科クリニック

6

豊橋市

小野 勇太 おの歯科クリニック

7

豊橋市

加藤 正美 さかうえ歯科医院

8

豊橋市

城所 貴

城所歯科医院

9

豊橋市

木村 努

木村歯科医院

10

豊橋市

11

豊橋市

12

豊橋市

酒井 利政 酒井歯科クリニック

13

豊橋市

清水 孝悦 清水歯科クリニック

14

豊橋市

15

豊橋市

白井 万晶 白井歯科医院

16

豊橋市

神藤 寿昭 神藤歯科

17

豊橋市

杉浦 英利 すぎうら歯科

18

豊橋市

田中 文治 高師ほんごう歯科クリニック

19

豊橋市

中村 文昭 中村歯科

20

豊橋市

長谷川 充 長谷川歯科医院

21

豊橋市

匹田 雅久 医療法人みやび会 ひきた歯科

22

豊橋市

彦坂 年春 彦坂歯科医院

23

豊橋市

松井 和博 松井歯科医院

24

豊橋市

松本 弥之 松本歯科医院

25

豊橋市

溝口 政宏 歯科溝口医院

26

豊橋市

村松 郁朗 医療法人 村松歯科医院

27

トヨハシシ

豊橋市

氏名

医療機関名

朝比奈 義明 あさひな歯科

大賀 将志 医） 大成会 広小路歯科

小間 信一 小間歯科医院
酒井 淳

清水 泰

酒井歯科医院

清水歯科医院

村松 秀彦 むらまつ歯科医院

28

豊橋市

29

豊橋市

山本 憲利 山本歯科医院

30

豊橋市

山本 雅久 山本歯科医院

31

豊橋市

山本 洋吉 あけぼの歯科

32

岡崎

磯村 哲也 医療法人 康生歯科医院

33

岡崎

市川 博文 医療法人ポライト あい歯科矯正歯科

34

岡崎

大島 陽太 大島歯科クリニック

35

岡崎

太田 眞吉 太田歯科医院

36

岡崎

37

岡崎

織田 重己 織田歯科医院

38

岡崎

織田 盛久 織田歯科医院

39

岡崎

金井 鐘秀 かない矯正歯科

40

岡崎

金山 敏治 金山歯科医院

41

岡崎

42

岡崎

43

岡崎

44

岡崎

近藤 重和 医） 近藤歯科医院

45

岡崎

近藤 俊明 ほっしょうじ歯科

46

岡崎

柴田 嘉市 柴田歯科医院

47

オカザキ

岡崎

48

岡崎

49

岡崎

50

オカザキ

山本 尚

岡 宗一

神谷 誠

山本歯科医院

おかしか

神谷歯科医院

川村 嘉康 医） カワムラ歯科医院
岸本 大

岸本歯科

島田 英太 島田歯科医院
杉本 祐

杉本歯科

杉山 明聡 医療法人利他 青木橋杉山歯科医院

岡崎

鈴木 基広 ひなばしファミリー歯科

51

岡崎

鈴木 康裕 医） 愛成会 すずき歯科医院

52

岡崎

高岡 敏夫 高岡歯科医院

53

岡崎

鳥居 ゆか

54

岡崎

永井 伸幸 永井歯科室

55

岡崎

永坂 佳規 医） 翔友会 永坂歯科クリニック

56

岡崎

57

岡崎

58

岡崎

藤原 正寛 藤原歯科医院

59

岡崎

前川 和也 前川歯科

60

オカザキ

鳥居歯科医院

長谷部 潤子 はせべ歯科医院
林 雅人

林歯科医院

岡崎

水野 豊樹 みずの歯科医院

61

岡崎

𠮷𠮷田 圭吾 かけまちコミュニティー歯科

62

岡崎

稲吉 孝介 医）良実会ハピネス歯科こども歯科クリニック

63

岡崎

魚住 大樹 うおずみ歯科クリニック

64

岡崎

榊原 泰二 さかきばら歯科

〒

所在地

電話

441-8003 豊橋市小向町字蜂ケ尻３９－１
440-0886 豊橋市東小田原町１林ビル２Ｆ

0532-33-9233

441-8124 豊橋市野依町神明山７０－１
440-0011 豊橋市牛川通二丁目９－２１

0532-25-7755

441-8152 豊橋市三本木町字元三本木９１－２
440-0814 豊橋市前田町二丁目１８－１

0532-46-3737

440-0054 豊橋市東田町字東前山１７－４滝川ビル２Ｆ
440-0076 豊橋市大橋通一丁目１７－２

0532-52-6845

441-3122 豊橋市小島町字荒巻１５２
440-0893 豊橋市札木町９４番地

0532-21-3767

440-0806 豊橋市八町通１－３０
440-0838 豊橋市三の輪町２－９６－１

0532-52-6044

440-0034 豊橋市豊岡町１４６
441-8083 豊橋市東脇四丁目２１－１７

0532-64-8211

441-8026 豊橋市羽根井西町３－７
440-0858 豊橋市つつじが丘３－３８－４

0532-33-4180

441-8011 豊橋市菰口町５－１５－１
441-8153 豊橋市高師本郷町字北浦６１－１

0532-33-3171

441-3152 豊橋市二川町南裏１９－１４
440-0806 豊橋市八町通４－６５

0532-41-8555

440-0805 豊橋市大手町３５
440-0888 豊橋市駅前大通３－３７

0532-55-1188

441-8125 豊橋市野依台１－３４－１
440-0012 豊橋市東小鷹野三丁目２－１２

0532-25-8818

440-0054 豊橋市東田町字西前山１４４番地の４２
441-8061 豊橋市藤沢町１３５

0532-52-6918

440-0073 豊橋市湊町４５
440-0085 豊橋市下地町二丁目３０

0532-56-0015

440-0865 豊橋市向山台町８－４
440-0865 豊橋市向山台町８－４

0532-53-5316

441-8151 豊橋市曙町字南松原１４６－１
444-0046 岡崎市連尺通２－１１

0532-48-5040

444-0907 岡崎市小針町一シキ１２－１
444-0851 岡崎市久後崎町字郷東１６-１

0564-34-1182

444-0076 岡崎市井田町３丁目７番地
444-2149 岡崎市細川町字窪地７７－２１０

0564-25-5506

444-0071 岡崎市稲熊町八丁目４０番地
444-3522 岡崎市藤川台３丁目１１７番地

0564-25-1818

444-0861 岡崎市上明大寺町２－１５
444-0226 岡崎市中島町字上町１０２－１

0564-25-0505

444-2149 岡崎市細川町字長原５２－８
444-0201 岡崎市上和田町字北天白２８

0564-45-5617

444-0860 岡崎市明大寺本町２－１９
444-2132 岡崎市井ノ口新町１２－１９

0564-22-1941

444-0206 岡崎市法性寺町字柳之内１１－１
444-0804 岡崎市美合町生田２３４

0564-54-5956

444-0943 岡崎市矢作町尊所５５－４
444-0046 岡崎市連尺通２－３７

0564-31-5420

444-2131 岡崎市青木町８－２
444-0902 岡崎市舳越町字神道２２－１

0564-24-1361

444-0247 岡崎市下三ツ木町字西ノ宮４５－１
444-0206 岡崎市法性寺町猿待88番地１

0564-43-1616

444-0813 岡崎市羽根町若宮４－２
444-0874 岡崎市竜美南１－６－１

0564-51-1773

444-0815 岡崎市羽根町陣場１７３
444-0038 岡崎市伝馬通３－３６

0564-51-3813

444-0008 岡崎市洞町東前田３－１２
444-0825 岡崎市福岡町字下荒追６番地

0564-22-6480

444-0821 岡崎市庄司田１－５－１
444-0877 岡崎市竜美旭町１１－６

0564-54-3600

444-0016 岡崎市元欠町一丁目１２－１
444-0103 額田郡幸田町大草字広野７８－１

0564-73-1881

444-0117 額田郡幸田町相見字蒲原５３
444-0124 額田郡幸田町深溝字東五反田１０

0564-56-8148

1

09091740118

0532-55-9284

0532-39-8469

0532-52-4507

0532-53-7208

0532-65-0150

0532-31-2924

0532-63-8155

0532-39-8220

0532-52-4661

0532-52-4393

0532-61-5421

0532-37-5333

0532-52-8481

0532-53-5316

0564-65-0323

0564-71-7025

0564-45-7661

0564-48-7775

0564-43-4178

0564-54-3688

0564-21-3456

0564-51-5142

0564-21-0887

0564-33-0118

0564-59-1818

0564-55-8871

0564-22-1245

0564-51-9003

0564-58-3555

0564-62-0505

0564-62-6161

№

郡市区

65

豊川市

青柳 明夫 青柳歯科

66

豊川市

後田 タロオ あとだ歯科

67

豊川市

天野 光専 天野歯科医院

68

豊川市

69

豊川市

小川 雄右 おがわ歯科口腔外科・矯正歯科

70

豊川市

平野 義雄 平野歯科医院

71

豊川市

72

碧南

73

碧南

74

碧南

75

ヘキナン

氏名

医療機関名

大原 照比佐 医療法人 大原医院 歯科

甕 康枝

今井歯科医院

伊藤 正幸 わしづか歯科
榊原 健

エンゼル歯科

鶴田 明男 鶴田歯科医院

碧南

中根 恒治 中根歯科医院

76

碧南

三島 知彦 ミシマ歯科・矯正歯科

77

碧南

水野 博史 すずらん歯科

78

碧南

森田 卓寛 森田歯科医院

79

刈谷市

石井 富子 石井歯科クリニック

80

刈谷市

石川 邦治 いしかわ歯科医院

81

刈谷市

酒井 寿人 さかい歯科

82
83
84

カリヤシ

刈谷市

杉浦 賢哉 杉浦歯科医院

刈谷市

長澤 恒保 長沢歯科

カリヤシ

刈谷市

丹羽 克誌 丹羽歯科医院

85

刈谷市

86

刈谷市

87

刈谷市

88

刈谷市

89

刈谷市

90

刈谷市

91

豊田加茂

井口 義浩 いぐち歯科クリニック

92

豊田加茂

井澤 英孝 いざわ歯科

93

豊田加茂

岩瀬 裕保 岩瀬歯科医院

94

豊田加茂

上杉 勝代 上杉歯科医院

95

豊田加茂

96

豊田加茂

97

野村 紀代彦 医） 至誠会 二村医院
久田 和明 京極歯科
三浦 健

医療法人三浦歯科医院 三浦歯科医院

三浦 正典 かきつばた歯科
宮田 泰

宮田歯科医院

森田 知臣 森田歯科医院

大澤 守

大島歯科医院

太田 正人 太田歯科医院

トヨタカモ

豊田加茂 大谷 隆一郎 おおたに歯科・こども歯科

98

豊田加茂

荻野 弘一 おぎの歯科医院

99

豊田加茂

加藤 正久 加藤歯科クリニック

トヨタカモ

100 豊田加茂
101 豊田加茂
102 豊田加茂
103 豊田加茂

加藤 芳文 天王台歯科
甲村 雄二 甲村歯科堤診療室
榊原 茂

さかきばら歯科

榊原 惇郎 医）享真会 榊原歯科

〒

所在地

0533-85-7735

442-0027 豊川市桜木通１－３５
442-0874 豊川市松久町二丁目１－１

0533-85-3220

442-0851 豊川市野口町西浦３－１
442-0873 豊川市山道町２－４２

0533-89-0118

442-0855 豊川市新栄町３－７５－７
447-0022 碧南市旭町二丁目９２番地

0533-88-2649

447-0879 碧南市沢渡町９４－１
447-0074 碧南市上町２－４

0566-46-1012

447-0889 碧南市東浦町四丁目６１－１
447-0831 碧南市入船町３丁目５７－２

0566-41-1278

447-0878 碧南市松本町７７
444-1333 高浜市沢渡町五丁目５－２

0566-41-9540

448-0807 刈谷市東刈谷町３丁目１７－１
448-0804 刈谷市半城土町乙本郷１１３

0566-63-5811

448-0005 刈谷市今川町山ノ神１３８－１
448-0034 刈谷市神明町六丁目１０６‐１

0566-35-0802

448-0813 刈谷市小垣江町池上２２
448-0842 刈谷市東陽町４丁目３１番地１

0566-24-3838

448-0028 刈谷市桜町四丁目２４番地
448-0844 刈谷市広小路三丁目３３番地

0566-23-2222

448-0845 刈谷市銀座２－６３
448-0013 刈谷市恩田町三丁目１６２－２

0566-21-0055

448-0843 刈谷市新栄町４－６６
448-0813 刈谷市小垣江町下松１０－４

0566-21-0834

471-0069 豊田市高原町四丁目３４－１
473-0916 豊田市吉原町宮里９‐１

0565-37-8208

471-0024 豊田市元城町２－２８
470-1206 豊田市永覚新町３－４８

0565-34-1118

473-0935 豊田市大島町栄９３番地
473-0917 豊田市若林西町塚本７４

0565-53-4141

473-0902 豊田市大林町十四丁目１３－１１
444-2215 豊田市中垣内町四ツ瀬２０

0565-28-4618

471-0026 豊田市若宮町一丁目２４－２
470-0211 みよし市天王台７－８

0565-33-6661

473-0932 豊田市堤町御茶屋７５－１
471-0833 豊田市山之手３－１４

0565-52-1230

471-0031 豊田市朝日町一丁目５－３
471-0079 豊田市陣中町一丁目１８－２１

0565-34-1500

471-0836 豊田市鴻の巣町一丁目１４－１
473-0904 豊田市中町中郷１４４－９

0565-28-3131

0565-29-2720

0565-31-7871

104 豊田加茂
105 豊田加茂

柴田 芳紀 柴田歯科医院

106 豊田加茂
107 豊田加茂

竹下 博喜 中町歯科

108 豊田加茂
109 豊田加茂

塚本 継也 医療法人誠志会 塚本歯科医院

471-0845 豊田市田中町１－１１９－７
471-0075 豊田市日之出町二丁目９－２１

塚本 秀彦 医療法人誠志会 塚本歯科医院

471-0075 豊田市日之出町二丁目９－２１

鈴村 悦子 鴻の巣歯科

谷川 博伸 みどり歯科クリニック

電話

442-0801 豊川市上野三丁目５７
442-0854 豊川市国府町下河原５５－５

2

0533-87-3404

0533-56-2605

0533-86-2291

0566-42-4433

0566-48-3911

0566-48-4181

0566-52-2336

0566-24-1010

0566-21-7521

0566-21-3101

0566-21-0211

0566-21-2211

0566-22-6336

0565-51-3154

0565-71-1717

0565-53-7050

0565-58-0648

0561-32-9898

0565-28-7011

0565-33-6800

0565-54-1180

0565-31-7871

№

郡市区

氏名

医療機関名

110 豊田加茂
111 豊田加茂

都築 正幸 つづき歯科

112 豊田加茂
トヨタカモ
113 豊田加茂

中平 春夫 保見団地歯科診療所

114 豊田加茂
115 豊田加茂

福岡 保芳 福岡歯科医院

116 豊田加茂
117 豊田加茂

松森 克年 松森歯科

118 豊田加茂
119 豊田加茂

土井 聡

土井歯科医院

中根 敏盛 なかね歯科

松岡 永治 大正ファミリー歯科

丸子 健二 医） 十種会丸子歯科
芳賀 真

三好セントラル歯科

深谷 勝善 深谷歯科医院

120 豊田加茂
アンジョウシ
121 安城市

松浦 利博 松浦歯科医院

122

安城市

荒尾 誠子 新安城歯科

123

安城市

奥谷 浩和 東栄歯科医院

124

安城市

神谷 繁彦 神谷歯科医院

125

安城市

藤井 雅彦 藤井歯科医院

126

安城市

森岡 貴子 平野歯科医院

127

安城市

山口 隆義 みつわ山口歯科クリニック

128

西尾市

青山 貴廣 青山歯科クリニック

129

西尾市

稲垣 芳佳 医療法人稲垣レディスクリニック 歯科

130

西尾市

大竹 豊彦 おぎわら歯科

131

西尾市

132

西尾市

133

西尾市

髙須 晃太 たかす歯科クリニック

134

西尾市

藤田 尚臣 藤田歯科医院

135

西尾市

山下 保彦 山下歯科医院

136

西尾市

吉崎 信弥 吉崎歯科医院

137

蒲郡市

138

蒲郡市

稲垣 博実 稲垣歯科医院

139

蒲郡市

加藤 光子 ひかり歯科

140

蒲郡市

河井 秀人 河井歯科医院

141

蒲郡市

酒井 基裕 医） 基裕会 酒井歯科医院

142

蒲郡市

鈴木 康司 すずき歯科

143

蒲郡市

鈴木 真由美 わかば歯科

144

シンシロ

浅井 章夫 浅井歯科医院

尾沢 登

尾沢歯科医院

黒部 理恵子 医）滋光会 黒部こども歯科

伊藤 淳

伊藤歯科医院

新城

大橋 憲司 つくで歯科

145

新城

杉江 博司 太田歯科医院

146

新城

山本 紀子 山本歯科診療所

147

知立市

粂野 勇二 くめの歯科

148

知立市

竹内 博之 医） 竹内歯科医院

149

知立市

豊田 哲郎 西中町クリニック

150

知立市

鳥居 克行 とりい歯科医院

151

知立市

野村 篤

医療法人篤美会 野村歯科

152

知立市

水野 透

三河ふれあい歯科

153

田原市

154

田原市

155

田原市

156

タハラシ

157

タハラシ

158

田原市
田原市
田原市

159 北設楽郡

青木 勇樹 あおきファミリー歯科
大住 敦

としま歯科

鈴木 啓元 すずき歯科
仲谷 和人 仲谷歯科
平野 善宣 田原歯科クリニック
福島 昇

ふくしま歯科医院

松本 全弘 マツモト歯科

〒

所在地

電話

471-0842 豊田市土橋町七丁目８－４
471-0802 豊田市志賀町栃本７３７－１

0565-27-8080

470-0353 豊田市保見ケ丘５－１
470-0202 みよし市三好丘２丁目１－１１

0565-48-2055

471-0803 豊田市泉町３－６－９
471-0814 豊田市五ケ丘一丁目２－４

0565-80-7757

471-0803 豊田市泉町２－６－２
471-0071 豊田市東梅坪町八丁目７－６

0565-80-2233

470-0224 みよし市三好町小坂７５三好医療モール２Ｆ
470-0214 みよし市明知町小池下４１－１

0561-34-8046

470-0224 みよし市三好町新月４０－１
446-0025 安城市古井町高見２７－１

0561-34-4867

446-0071 安城市今池町三丁目６－１
446-0007 安城市東栄町五丁目３０－６

0566-97-6480

446-0007 安城市東栄町三丁目８０６－２
446-0021 安城市法連町１８－１０

0566-98-2223

446-0037 安城市相生町８－７
444-1154 安城市桜井町阿原２９－７

0566-76-4720

445-0075 西尾市戸ケ崎三丁目３－３
445-0052 西尾市横手町北屋敷４５－３

0563-79-5581

444-0524 西尾市吉良町荻原大堀合２２－１
445-0822 西尾市伊文町６６

0563-32-3833

444-0703 西尾市西幡豆町西見影２６－１
445-0075 西尾市戸ケ崎五丁目３－３

0563-63-0220

444-0406 西尾市一色町対米七古新田１０
444-0422 西尾市一色町味浜東下浜１１－３

0563-73-6400

444-0427 西尾市一色町赤羽西乾地１１５
443-0044 蒲郡市宝町９－１５

0563-72-8306

443-0021 蒲郡市三谷町七舗９２
443-0021 蒲郡市三谷町二舗５４－２番地

0533-68-3041

443-0056 蒲郡市神明町２３－４
443-0104 蒲郡市形原町西御屋敷５９－６

0533-67-9370

443-0038 蒲郡市拾石町浜田８－１
443-0052 蒲郡市新井町８－１０

0533-67-3718

441-1423 新城市作手高里字木戸口１２－２
441-1368 新城市屋敷１４６

0536-37-6006

441-1368 新城市屋敷１７９
472-0014 知立市谷田町西一丁目３－６

0536-22-0724

472-0001 知立市八橋町的場７９－３
472-0016 知立市西中町中長１－１

0566-81-0773

472-0025 知立市池端２－２６
472-0042 知立市内幸町平田１８-４

0566-82-5306

472-0013 知立市谷田町川岸２６－４
441-3615 田原市中山町寺脇９１－１

0566-81-4815

441-3417 田原市豊島町前田１０－１
441-3415 田原市神戸町新大坪１３５

0531-27-7707

441-3422 田原市赤石４－２７
441-3421 田原市田原町新清谷８６－１

0531-23-2327

441-3617 田原市福江町堂前５２－６ファミリーセンター一番街
441-2301 北設楽郡設楽町田口字下杉平１０－２

0531-37-1182

3

0565-80-6552

0561-33-0330

0565-88-0010

0565-32-3718

0561-34-1818

0566-76-8111

0566-96-4343

0566-76-6860

0566-99-5501

0563-54-1188

0563-57-2973

0563-54-2552

0563-72-3230

0533-68-5286

0533-68-1722

0533-57-1511

0533-67-6888

0536-22-0007

0566-83-1184

0566-84-3304

0566-83-0138

0531-32-2700

0531-23-0033

0531-23-1626

0536-62-2105

