
発達障がい診療医研修受講者（平成29年9月現在）

○県が実施する「発達障がい診療医研修」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　直和 甘利歯科医院 歯科 小諸市荒町1-7-9 0267-22-1557

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

大塚　聡 浅間総合病院 歯科口腔外科 佐久市岩村田1862-1 0267-67-2295

豊田　妙子 浅間総合病院 小児科 佐久市岩村田1862-1 0267-67-2295

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

松井　智 松井歯科医院 歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科 佐久市望月186 0267-53-8241

安齋　理江 あんざい歯科医院 歯科、小児歯科 上田市浦野41 0268-31-3988

飯島　正道 飯島耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 上田市大手1-1-78 0268-22-1270

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

安藤　直也 千曲荘病院 精神科 上田市中央東4-61 0268-22-6611

辻　浩一郎 国立病院機構　信州上田医療センター 小児科 上田市緑が丘1-27-21 0268-22-1890

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

酒井　宏 酒井医院 内科、胃腸内科、小児科 岡谷市本町2-1-2 0266-22-2121

笠原　恒久 笠原歯科医院 歯科 岡谷市本町4-12-17 0266-22-2837

河野　浩貴 こうのハートクリニック 内科 諏訪市中洲5680-1 0266-78-5810

佐々木　学 北山診療所 一般内科 茅野市北山4808-1 0266-78-2310

武井　義親 諏訪中央病院 小児科 茅野市玉川4300 0266-72-1000

中根　治 中根矯正歯科医院 矯正歯科 諏訪郡下諏訪町花咲町278-1 0266-28-3134

菅原　秀典 諏訪共立病院 小児科 諏訪郡下諏訪町矢木町214 0266-28-2012

森　聡 諏訪共立病院 内科 諏訪郡下諏訪町矢木町214 0266-28-2012

野村　寿男 野村デンタルクリニック 歯科 諏訪郡富士見町落合11184-14 0266-62-9118

西岡　誠 伊那中央病院 小児科 伊那市小四郎久保1313-1 0265-72-3121

鈴木　貴民 伊那市国保長籐診療所 内科 伊那市高遠町長藤1849-1 0265-94-2001

松本　孝 松本医院 内科、漢方外来 伊那市西町4847-1 0265-72-2292

鈴木　弘也 鈴木歯科医院 歯科 伊那市日影59 0265-76-6710

山口　浩史 昭和伊南総合病院 リハビリテーション科 駒ヶ根市赤穂3230 0265-82-2121

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

中村　由実 上伊那生協病院 小児科 上伊那郡箕輪町大字中箕輪11324 0265-79-1424

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

吉沢　まゆ美 クローバークリニック 精神科、心療内科 飯田市松尾新井7067-1 0265-53-9608

伊藤　穂奈美 飯田市立病院 小児科 飯田市八幡町438 0265-21-1255

片桐　麻由美 長野県立阿南病院 小児科 下伊那郡阿南町北條2009-1 0260-22-2121

吉田　亮 王滝村診療所 内科 木曽郡王滝村2857-1 0264-48-2731

西村　貴文 中信松本病院 小児科 松本市寿豊丘811 0263-58-3121

清水　浩光 清水メンタルクリニック 精神科、神経科 松本市島立1639-8 0263-40-1313

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

池上　明史 池上医院 内科 松本市中央3-5-11 0263-32-0411

田中　久 医療法人求心堂　田中医院 内科 松本市野溝東1-5-27 0263-27-5959

大津　義徳 相澤病院　心臓病大動脈センター 心臓血管外科 松本市本庄2-5-1 0263-33-8600

飯沼　和枝 飯沼こどもクリニック 小児科 松本市村井町南1-36-13 0263-59-7880

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

三澤　哲治 三澤医院 内科 塩尻市大門一番町9-10 0263-52-0202

菅谷　紘子 中村病院 小児科 塩尻市広丘高出1614 0263-52-3321

田辺　智明 たなべ泌尿器科クリニック 泌尿器科、腎臓内科 塩尻市広丘野村2152 0263-88-8181

今井　俊輔 今井医院 内科 塩尻市広丘吉田3003 0263-58-1165

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

北澤　憲孝 長野県立こども病院 眼科 安曇野市豊科3100 0263-73-6700

北原　梓 長野県立こども病院 泌尿器科 安曇野市豊科3100 0263-73-6700

五味　優子 長野県立こども病院 リハビリテーション科 安曇野市豊科3100 0263-73-6700

佐藤　梨里子 長野県立こども病院 耳鼻咽喉科 安曇野市豊科3100 0263-73-6700

関　聡子 長野県立こども病院 新生児科 安曇野市豊科3100 0263-73-6700

武居　裕子 長野県立こども病院 新生児科 安曇野市豊科3100 0263-73-6700

原田　順和 長野県立こども病院 病院長 安曇野市豊科3100 0263-73-6700

藤森　茂 ふじもり医院 小児科 安曇野市豊科5459 0263-72-2011

中田　真佐雄 医療法人博愛会　中田医院 内科、小児科 安曇野市穂高787-1 0263-82-2339

岩本　芳樹 ミサトピア小倉病院 精神科 安曇野市三郷小倉6086-2 0263-76-5500

海瀬　聖仁 佐藤歯科医院 歯科 大町市大町1477-8 0261-23-3211

佐藤　悟 佐藤歯科医院 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



前山　安彦 前山歯科医院 歯科 千曲市上徳間68 026-276-0282

宮林　容子 みやばやし小児科アレルギー科 小児科 千曲市上徳間787-1 026-261-5221

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

長崎　忠悦 ながさき医院 内科 上水内郡飯綱町倉井2747 026-253-5858

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

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

酒井　雄一 南原さかい矯正歯科 歯科矯正 長野市川中島町原350-6 026-214-5019

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

原山　修 医療法人原山こどもクリニック 小児科 長野市小島404-6 026-243-5885

田中　悟 田中小児科医院 小児科 長野市差出南2-9-18 026-224-4388

諸橋　文雄 南長野医療センター　篠ノ井総合病院 小児科 長野市篠ノ井会666-1 026-292-2261

浅岡　麻里 長野市民病院 小児科 長野市富竹1333-1 026-295-1199

赤岡　史子 医療法人大和真田会　ましまクリニック 精神科、脳外科 長野市真島町真島2209 026-284-2052

古澤　武彦 青豆診療所 心療内科、内科 長野市吉田5丁目23-11-2 026-263-5523

千葉　奈央 長野赤十字病院 小児科 長野市若里5-22-1 026-226-4131


