
発達障がいかかりつけ医研修受講者（平成30年9月現在）
○県が実施する「発達障がいかかりつけ医研修」を受講した医師で、掲載の承諾が得られた方を掲載しています。
○なお、この名簿には、発達障がいの診断や治療等を専門的に行う医療機関の医師も一部含まれていますが、これらの
専門的な医療機関を紹介するための名簿ではありませんので、ご了承ください。

氏名 医療機関名 診療科 所在地 電話

甘利　秀夫 医療法人清秀会　甘利医院 内科 小諸市与良町3-4-17 0267-22-0729

竹上　博 たけがみ歯科 歯科 佐久市塚原383-18 0267-68-7970

菅原　敏明 佐久中央医院 小児科 佐久市中込3119-1 0267-63-1001

荻原　美紀 佐久医療センター 小児科 佐久市中込3400-28 0267-62-8181

田畑　賢一 たばたクリニック 脳神経内科 佐久市平賀2366-2 0267-63-2821

大森　久芳 大森小児科医院 小児科 佐久市望月244-1 0267-53-2135

田中　雅子 田中歯科医院 歯科 上田市諏訪形1164 0268-24-5123

峯村　崇史 峯村歯科医院 歯科 上田市中央2-6-9 0268-22-1322

西川　毅 西川歯科医院 歯科 上田市中央西2-5-12 0268-29-4343

野村　忠利 野村ウィメンズクリニック 産婦人科 岡谷市中央町3-1-36 0266-24-1103

坂口　みほ 釜口医院 内科、外科、肛門科 岡谷市天竜町3-12-22 0266-22-2089

唐澤　忠宏
富士見高原医療福祉センター
富士見高原病院 内科 諏訪郡富士見町落合11100番地 0266-62-3030

池上　秀樹 池上歯科医院 歯科 伊那市中央4805 0265-74-6480

鈴木　弘也 鈴木歯科医院 歯科 伊那市日影59 0265-76-6710

前山　浩信 まえやま内科胃腸科クリニック 内科、消化器科、小児科 駒ヶ根市赤穂14632-4 0265-82-8614

鈴木　小夜 鈴木歯科医院 歯科 上伊那郡辰野町伊那富神田2610-9 0266-41-0009

福島　紀子 医療法人 福島医院 内科 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8428 0265-79-2071

福島　雅夫 医療法人 福島医院 内科 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8428 0265-79-2071

栁澤　慶 やなぎさわ歯科クリニック 歯科、小児歯科 上伊那郡南箕輪村5963-12 0265-98-0828

加藤　伸吾 医療法人　加藤歯科医院 歯科 飯田市大門町15 0265-22-1678

岩波　利和 下伊那赤十字病院 小児科 下伊那郡松川町元大島3159-1 0265-36-2255

後藤　暁 後藤医院 内科、小児科、消化器内科 下伊那郡高森町上市田630-1 0265-35-2205

川本　真貴子 信州大学医学部 歯科口腔外科学教室 松本市旭3-1-1 0263-37-2677

有賀　雅和 三村医院 内科、循環器内科 松本市今井1222 0263-59-2010

前澤　秀彦 前澤医院 内科、小児科 松本市寿北7-5-6 0263-58-2432

栢本　賀子 やまびこ歯科クリニック 歯科 松本市笹賀1904-1 0263-85-7085

宮林　麻里 みやばやしこどもクリニック 小児科 松本市島立1748-2 0263-40-0208

小幡　明彦
医療法人あおばの恵
おばた矯正歯科クリニック 矯正歯科 松本市女鳥羽1-7-23 0263-33-8000

小口　桂子 塩尻協立病院 小児科 塩尻市大字桟敷437 0263-53-5353

三澤　哲治 三澤医院 内科、小児科 塩尻市大門1-9-10 0263-52-0202

滝　克尚 滝歯科医院 歯科 塩尻市広丘吉田315-8 0263-57-0648

矢崎　まゆ子 健明会　やざき診療所 内科、心療内科、麻酔科、精神科 安曇野市明科中川手4085 0263-62-2360

倉田　敬 長野県立こども病院 血液腫瘍科 安曇野市豊科3100 0263-73-6700

竹内　史穂子 長野県立こども病院 神経小児科 安曇野市豊科3100 0263-73-6700



樋口　司 長野県立こども病院 総合小児科 安曇野市豊科3100 0263-73-6700

狩谷　勝 医療法人　狩谷整形外科医院 整形外科 大町市大字大町3830-6 0261-22-7788

佐藤　悟 佐藤歯科医院 歯科、小児歯科 大町市大町1477-8 0261-23-3211

柿下　徹 柿下クリニック 内科、小児科 大町市常盤3541-14 0261-21-1230

中井　和男
小谷村国民健康保険
小谷村診療所 内科、外科、整形外科 北安曇郡小谷村大字中小谷丙2520-1 0261-82-2044

田村　秋穂 たむらこどもクリニック 小児科、アレルギー科 須坂市塩川12-2 026-248-6621

中島　周子 中島産婦人科小児科 小児科 千曲市上山田温泉1-1-2 026-275-0111

原田　由紀子 稲荷山医療福祉センター 小児科 千曲市野高場1835-9 026-272-1435

松尾　賢治 松尾医院 内科 埴科郡坂城町坂城6322-1 0268-82-2013

石井　栄三郎 新生病院 小児科 上高井郡小布施町小布施851 026-247-2033

岡野　照美 岡野医院 内科、小児科 上高井郡小布施町六川14 026-247-5212

安野　幸成 田村歯科医院 歯科 上水内郡飯綱町牟礼2729 026-253-2051

髙野　次郎 髙野医院 内科 中野市中央2-6-22 0269-22-6810

小林　範明 こばやし歯科クリニック 歯科 長野市稲田3-1-9 026-263-8010

小林　敏美 小林小児科 小児科、アレルギー科 長野市稲里町中氷鉋436-1 026-284-7777

黒岩　京子
独立行政法人国立病院機構
東長野病院 小児科 長野市上野2-477 026-296-1111

関　ひろみ
独立行政法人国立病院機構
東長野病院 小児科 長野市上野2-477 026-296-1111

原山　周一郎 原山歯科医院 歯科、小児歯科 長野市神楽橋10-104 026-244-8823

宮本　良 宮本歯科医院 歯科 長野市川中島町上氷鉋392-1 026-285-2902

山本　恵理子 やまもと歯科クリニック 歯科 長野市北尾張部715-6 026-244-6665

大井　晃子 栗田病院 歯科、小児歯科 長野市栗田695 026-269-0011

宮崎　繁毅 宮崎歯科医院 一般歯科、小児歯科 長野市篠ノ井御幣川288-1 026-293-7711

清水　慎介 更水医院 内科 長野市信州新町新町606 026-262-2027

雨宮　範幸 長野市国民健康保険中条診療所 内科、麻酔科 長野市中条2626 026-267-2010

赤岡　史子
医療法人大和真田会
ましまクリニック

脳外科、精神科、心療内科、内科、
リハビリテーション科、小児科 長野市真島町真島2209 026-284-2052

中島　勉 中島医院 内科 長野市柳原2222-6 026-295-0600

宮澤　政彦 医療法人　宮沢医院 内科、小児科、リウマチ科 長野市吉田2丁目1-29 026-241-5956

清水　隆一 コスモス在宅クリニック 内科
長野市若里3-10-40
若里かんかん一番館2F 026-217-6990

高橋　武久 長野赤十字病院 精神科 長野市若里5-22-1 026-226-4131

廣島　由紀 長野赤十字病院 血液内科 長野市若里5-22-1 026-226-4131

今井　豊
JA長野厚生連
長野PET・画像診断センター 放射線科 長野市若里6-6-10 026-269-0550

足立　浩 わかほこどもクリニック 小児科 長野市若穂綿内6459-10 026-214-7420


