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長野県告示第539号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の指定自立支援医

療機関の指定を次のとおり行いました。

　　令和３年10月14日

	 長野県知事　阿　部　守　一

精神通院医療

　　　医療機関の名称 　　　所　　在　　地 指定した年月日

訪問看護ステーションアピラ 北佐久郡御代田町御代田4108－1430 令和３年10月１日

訪問看護ステーションはなもも 上伊那郡箕輪町中箕輪14432－１ 令和３年10月１日

保健・疾病対策課

長野県告示第540号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項に規定する医師として次のとおり指定します。

　　令和３年10月14日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　氏　名 診断に当たる障害別 診療を行う医療機関の所在地及び名称

小口　優 視覚 小諸市相生町三丁目３番21号　　　　　　
長野県厚生農業協同組合連合会　　　　　　　　　　　　
浅間南麓こもろ医療センター

宮澤　泉 肢体不自由
心臓
呼吸器

佐久市望月318 
日本赤十字社
川西赤十字病院

中井　和男 肢体不自由 北安曇郡小谷村中小谷丙2573－１ 
小谷村国民健康保険小谷村診療所

田中　征雄 音声・言語 上田市鹿教湯温泉1308　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長野県厚生農業協同組合連合会　　　　　　　　
鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院

山本　勇輝 心臓 中野市西一丁目５番63号　　　　　　　
長野県厚生農業協同組合連合会　　　
北信総合病院

中澤　峻 心臓 中野市西一丁目５番63号　　　　　　　
長野県厚生農業協同組合連合会　　　
北信総合病院

中西　芳応 肢体不自由 飯山市大字飯山226番地１　　　　　　　　　　
日本赤十字社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
飯山赤十字病院

髙橋　佑介 肢体不自由 諏訪市湖岸通り５丁目11番50号　　　　　　
日本赤十字社　　　　　　　　　　　　　　　
諏訪赤十字病院

関　慎也 音声・言語 
肢体不自由 
心臓 
腎臓 
呼吸器

佐久市岩村田1862番地１　　　　　　　　
佐久市立国保浅間総合病院

金澤　憲 肢体不自由 
心臓 
腎臓 
呼吸器
肝臓
小腸
免疫

佐久市岩村田804番地　　　　　　　　　　
医療法人三世会　　　　　　　　　　　　　　
金澤病院

池田　淳司 聴覚
平衡 
音声・言語 
肢体不自由

伊那市小四郎久保1313－１　　　　　　　　　　　　
伊那中央行政組合　　　　　　　　　　　　　　　　
伊那中央病院
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酒井　貴弘 心臓　　　　　　　　　　　　　　　　
腎臓

伊那市小四郎久保1313－１　　　　　　　　　　　　
伊那中央行政組合　　　　　　　　　　　　　　　　
伊那中央病院

藤井　一聡 腎臓 伊那市小四郎久保1313－１　　　　　　　　　　　　
伊那中央行政組合　　　　　　　　　　　　　　　　
伊那中央病院

林田　研介 視覚　　　　　　
聴覚　　
平衡
ぼうこう直腸

北安曇郡池田町大字池田3207番地１　　　　　　
長野県厚生農業協同組合連合会　　　　　　　　　　　　
北アルプス医療センター　あづみ病院

飯島　昭二 肢体不自由 大町市美麻11810番地イ号　　　　　　　　
大町市国民健康保険美麻診療所

藤本　和法 心臓 飯山市大字静間2091－２　　　　　　　　　　　
いいやまファミリークリニック

水谷　喜雄 音声・言語 
心臓 
腎臓 
肝臓　　　　　　　　　　
ぼうこう直腸

下伊那郡天龍村平岡924番地１　　　　　　　
天龍村国民健康保険診療所

久保田　豊 肢体不自由 上田市中丸子1771－１　　　　　　　　　　　　　
特定医療法人丸山会　　　　　　　　　
丸子中央病院　

岩澤　幹直 肢体不自由 飯山市大字飯山226番地１　　　　　　　　　　
日本赤十字社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
飯山赤十字病院

樋端　恵美子 音声・言語 
肢体不自由 
心臓 
腎臓 
呼吸器
肝臓 
小腸 
ぼうこう直腸

安曇野市豊科5685　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本赤十字社　　　　　　　　　　　　
安曇野赤十字病院

障がい者支援課

長野県告示第541号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項に規定する医師として指定した者が診療を行う医療機関の所在

地及び名称が次のとおり変更になりました。

　　令和３年10月14日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　氏　名 変更前の医療機関の所在地及び名称 変更後の医療機関の所在地及び名称

今井　俊輔 木曽郡木曽町日義2427－２ 
木曽ひよし診療所

塩尻市広丘吉田3003 
医療法人元政会 
今井医院

馬渡　栄一郎 北安曇郡池田町大字池田3207－１ 
長野県厚生農業協同組合連合会 
北アルプス医療センター　あづみ病院

安曇野市豊科5685 
日本赤十字社 
安曇野赤十字病院

河原　勇 塩尻市木曽平沢1451－138 
塩尻市国保楢川診療所

塩尻市木曽平沢2396－１ 
医療法人社団敬仁会 
介護老人保健施設萌生の里

塚平　晃弘 飯田市八幡町438番地 
飯田市立病院

飯田市上村844－２ 
飯田市立上村診療所

城﨑　輝之 伊那市小四郎久保1313－１ 
伊那中央病院

上伊那郡箕輪町大字中箕輪8603－７ 
しろざき内科クリニック

木村　純 伊那市小四郎久保1313－１ 
伊那中央病院

伊那市東町3468－20 
木村内科医院

竹松　勇人 伊那市小四郎久保1313－１ 
伊那中央病院

伊那市上牧6335 
たけまつハートクリニック

清水　孝 伊那市小四郎久保1313－１ 
伊那中央病院

伊那市中央4953－２ 
医療法人幸仁会 
田畑内科医院
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障がい者支援課

長野県告示第542号

　身体障害者福祉法施行令（昭和25年政令第78号）第３条第２項の規定により、次のとおり医師から指定の辞退がありました。

　　令和３年10月14日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　氏　名 診療を行う医療機関の所在地及び名称 辞退年月日

前田　善 小諸市芹沢峰甲3576 
前田医院

平成21年８月13日

内坂　由美子 上高井郡小布施町大字小布施851番地 
特定医療法人 
新生病院

令和３年７月31日

中野　毅 上高井郡小布施町大字小布施851番地 
特定医療法人 
新生病院

令和３年７月31日

竹内　裕 上高井郡小布施町大字小布施851番地 
特定医療法人 
新生病院

令和３年７月31日

村上　真基 上高井郡小布施町大字小布施851番地 
特定医療法人 
新生病院

令和３年７月31日

杉山　将洋 上高井郡小布施町大字小布施851番地 
特定医療法人 
新生病院

令和３年７月31日

森脇　弘隆 上高井郡小布施町大字小布施851番地 
特定医療法人 
新生病院

令和３年７月31日

重松　泰介 上高井郡小布施町大字小布施851番地 
特定医療法人 
新生病院

令和３年７月31日

榊原　政裕 上高井郡小布施町大字小布施851番地 
特定医療法人 
新生病院

令和３年７月31日

高松　輝 上高井郡小布施町大字小布施851番地 
特定医療法人 
新生病院

令和３年７月31日

栗林　秀樹 上高井郡小布施町大字小布施851番地 
特定医療法人 
新生病院

令和３年７月31日

笠井　妥陵 上高井郡小布施町大字小布施851番地 
特定医療法人 
新生病院

令和３年７月31日

生山　敏彦 伊那市小四郎久保1313－１ 
伊那中央病院

上伊那郡箕輪町大字中箕輪9431－１ 
医療法人 
いくやま医院

堀田　正二 伊那市小四郎久保1313－１ 
伊那中央病院

上伊那郡南箕輪村5587－２ 
堀田内科クリニック

熊谷　嘉隆 飯田市中平1936 
社会医療法人健和会 
健和会病院

飯田市北方2428－１ 
くまがいクリニック

長沼　邦明 飯田市八幡町438番地 
飯田市立病院

飯田市大通１丁目15番地 
社会医療法人栗山会 
飯田病院

中嶋　英子 安曇野市豊科3100 
独立行政法人長野県立病院機構 
長野県立こども病院

千曲市野高場1835－９ 
社会福祉法人信濃義肢療護園 
稲荷山医療福祉センター

藤本　和法 飯山市大字飯山226－１ 
日本赤十字社 
飯山赤十字病院

飯山市静間2091－２ 
いいやまファミリークリニック

羽生　壮史郎 飯田市八幡町438番地 
飯田市立病院

飯田市鼎一色45－２ 
羽生循環器科・内科
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横沢　公雄 伊那市伊那3894－４ 
横沢診療所

令和３年７月30日

堀内　泉 上田市中野29－２ 

医療法人共和会 

塩田病院

平成19年１月９日

堀内　三子 上田市中野29－２ 

医療法人共和会 

塩田病院

平成13年２月16日

堀内　健 上田市中野29－２ 

医療法人共和会 

塩田病院

令和３年７月19日

髙砂　浩史 伊那市小四郎久保1313－１ 

伊那中央病院

令和３年８月１日

梅咲　徹也 伊那市小四郎久保1313－１ 

伊那中央病院

令和３年８月１日

栢沼　勝彦 伊那市小四郎久保1313－１ 
伊那中央病院

令和３年８月１日

辻本　和雄 伊那市小四郎久保1313－１ 
伊那中央病院

令和３年８月１日

芝　伸彦 伊那市小四郎久保1313－１ 
伊那中央病院

令和３年８月１日

飯島　智 伊那市小四郎久保1313－１ 
伊那中央病院

平成20年12月31日

中島　義司 下伊那郡下條村陽皐2731 
中島医院

平成28年８月20日

下島　治 安曇野市豊科5685 
日本赤十字社 
安曇野赤十字病院

令和３年８月５日

豊川　洋市 安曇野市豊科5685 
日本赤十字社 
安曇野赤十字病院

平成23年４月30日

櫻井　朋子 諏訪郡下諏訪町矢木町214 
諏訪共立病院

令和３年８月６日

土屋　恒篤 諏訪郡下諏訪町矢木町214 
諏訪共立病院

令和３年８月６日

平沼　比呂志 諏訪郡下諏訪町矢木町214 
諏訪共立病院

令和３年８月６日

舩瀬　和弘 諏訪郡下諏訪町矢木町214 
諏訪共立病院

令和３年８月６日

堀米　啓一 諏訪郡下諏訪町矢木町214 
諏訪共立病院

令和３年８月６日

最上　麻紀子 諏訪郡下諏訪町矢木町214 
諏訪共立病院

令和３年８月６日

小松　康文 上田市上田1493－３ 
小松内科循環器科医院

令和３年８月１日

朝廣　千博 北佐久郡御代田町大字御代田4107－40 
医療法人社団 
御代田中央記念病院

令和３年６月30日

安西　理 北佐久郡御代田町大字御代田4107－40 
医療法人社団 
御代田中央記念病院

令和３年６月30日

内田　信隆 北佐久郡御代田町大字御代田4107－40 
医療法人社団 
御代田中央記念病院

令和３年６月30日

江黒　剛 北佐久郡御代田町大字御代田4107－40 
医療法人社団 
御代田中央記念病院

令和３年６月30日

太田　喜義 北佐久郡御代田町大字御代田4107－40 
医療法人社団 
御代田中央記念病院

令和３年６月30日

加藤　直子 北佐久郡御代田町大字御代田4107－40 
医療法人社団 
御代田中央記念病院

令和３年６月30日

小菅　正太郎 北佐久郡御代田町大字御代田4107－40 
医療法人社団 
御代田中央記念病院

令和３年６月30日
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須田　考一 北佐久郡御代田町大字御代田4107－40 
医療法人社団 
御代田中央記念病院

令和３年６月30日

土屋　明 北佐久郡御代田町大字御代田4107－40 
医療法人社団 
御代田中央記念病院

令和３年６月30日

本多　弘典 北佐久郡御代田町大字御代田4107－40 
医療法人社団 
御代田中央記念病院

令和３年６月30日

八木　貴史 北佐久郡御代田町大字御代田4107－40 
医療法人社団 
御代田中央記念病院

令和３年６月30日

假家　良則 下伊那郡平谷村1068 
平谷村診療所

平成11年４月１日

大槻　朋子 飯田市鼎中平1936 
社会医療法人健和会 
健和会病院

令和３年８月18日

和田　穆 飯田市鼎中平1936 
社会医療法人健和会 
健和会病院

令和３年８月18日

川田　崇雄 飯田市鼎中平1936 
社会医療法人健和会 
健和会病院

令和３年８月18日

生山　敏彦 上伊那郡箕輪町大字中箕輪9431－１ 
医療法人 
いくやま医院

令和３年８月13日

金森　幹 塩尻市大字室賀1295 
医療法人社団敬仁会 
桔梗ヶ原病院

令和３年７月31日

矢島　英夫 小諸市乙女６－11 
矢島医院

令和３年８月12日

井出　隆俊 塩尻市大字室賀1295 
医療法人社団敬仁会 
桔梗ヶ原病院

令和３年８月31日

権藤　忠 塩尻市大字室賀1295 
医療法人社団敬仁会 
桔梗ヶ原病院

令和３年８月31日

佐藤　隆 塩尻市大字室賀1295 
医療法人社団敬仁会 
桔梗ヶ原病院

令和３年８月31日

庄司　進一 塩尻市大字室賀1295 
医療法人社団敬仁会 
桔梗ヶ原病院

令和３年８月31日

西谷　弘美 塩尻市大字室賀1295 
医療法人社団敬仁会 
桔梗ヶ原病院

令和３年８月31日

山田　思鶴 塩尻市大字室賀1295 
医療法人社団敬仁会 
桔梗ヶ原病院まほろばの郷

令和３年８月31日

木下　俊英 下伊那郡喬木村3255 
木下医院

令和３年８月18日

山内　康照 上水内郡信濃町大字柏原380 
信濃町立信越病院

平成15年８月31日

芳賀　敬介 上水内郡信濃町大字柏原380 
信濃町立信越病院

平成20年８月31日

細江　志郎 上水内郡信濃町大字柏原380 
信濃町立信越病院

平成26年３月31日

南　雅之 上水内郡信濃町大字柏原380 
信濃町立信越病院

平成28年１月31日

池田　裕 上水内郡信濃町大字柏原380 
信濃町立信越病院

平成29年12月15日

金澤　秀典 佐久市岩村田804 
医療法人三世会 
金澤病院

令和３年５月15日

一條　正芳 上伊那郡辰野町大字伊那富3351 
町営辰野病院

令和３年３月31日
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神前　智一 千曲市野高場1835－９ 
稲荷山医療福祉センター

令和３年８月25日

村山　恒幸 安曇野市穂高4599 
村山医院

令和３年８月28日

米倉　博 安曇野市堀金鳥川2581 
医療法人 
米倉医院

令和３年８月30日

武井　孝夫 安曇野市穂高北穂高2982－５ 
医療法人 
追分クリニック

令和３年８月30日

山中　元 安曇野市穂高北穂高2982－５ 
医療法人 
追分クリニック

令和３年８月30日

千田　奈実 塩尻市広丘郷原1780 
松本歯科大学病院

令和３年８月31日

北村　敏郎 飯田市大通１丁目15番地 
社会医療法人栗山会 
飯田病院

令和３年８月31日

白川　正樹 飯田市大通１丁目15番地 
社会医療法人栗山会 
飯田病院

令和３年８月31日

中瀬　一 飯田市大通１丁目15番地 
社会医療法人栗山会 
飯田病院

令和３年８月31日

羽生　修治 飯田市大通１丁目15番地 
社会医療法人栗山会 
飯田病院

令和３年８月31日

原　亨二 飯田市大通１丁目15番地 
社会医療法人栗山会 
飯田病院

令和３年８月31日

別當　武治 飯田市大通１丁目15番地 
社会医療法人栗山会 
飯田病院

令和３年８月31日

細井　敬三 飯田市大通１丁目15番地 
社会医療法人栗山会 
飯田病院

令和３年８月31日

松島　千代雄 飯田市大通１丁目15番地 
社会医療法人栗山会 
飯田病院

令和３年８月31日

小野　博正 岡谷市長地3459－21 
医療法人 
小野医院

令和３年９月１日

小出　眞 上水内郡小川村大字高府13450番地１ 
小川村国民健康保険直営診療所

令和３年８月31日

本村　光明 上水内郡小川村大字高府13450番地１ 
小川村国民健康保険直営診療所

令和３年８月31日

野神　孝夫 上水内郡小川村大字高府13450番地１ 
小川村国民健康保険直営診療所

令和３年８月31日

池田　忠 下伊那郡泰阜村3256－１ 
泰阜村診療所

平成24年３月31日

東山　祐介 上田市中丸子1771－１ 
特定医療法人丸山会 
丸子中央病院

令和３年９月30日

障がい者支援課

長野県告示第543号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の指定自立支援医

療機関の指定を次のとおり行いました。

　　令和３年10月14日

	 長野県知事　阿　部　守　一　
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長野県告示第545号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 ( 平成17年法律第123号）第64条の規定により、次のとお

り指定自立支援医療機関から当該指定に係る医療機関の名称及び所在地の変更があった旨の届出がありました。

　　令和３年10月14日

	 長野県知事　阿　部　守　一

育成医療及び更生医療

　　　変更前の医療機関の
　　　名称及び所在地

　　　変更後の医療機関の
　　　名称及び所在地

変更した年月日

こもろ相生薬局
小諸市相生町３－１－６

こもろ相生薬局 
小諸市相生町３－２－３

令和３年８月１日

川岸薬局　
岡谷市川岸中２－３－６

川岸薬局　
岡谷市川岸上３丁目２－４

令和３年８月１日

障がい者支援課

長野県告示第546号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定により、次のとお

り指定自立支援医療機関の指定の辞退がありました。　

　　令和３年10月14日

	 長野県知事　阿　部　守　一

育成医療及び更生医療

　　　医療機関の名称 　　　所　　在　　地 辞退年月日

岩波薬局 諏訪市高島１丁目21番23号 令和３年８月31日

八幡ヶ丘薬局 飯田市鼎名古熊2606番地１ 令和３年６月30日

小諸あおぞら薬局 小諸市御幸町１丁目15－11 令和３年６月30日

さくら薬局　長野岩村田店 佐久市岩村田1335－５ 令和３年８月10日

障がい者支援課

育成医療及び更生医療

　　　医療機関の名称 　　　所　　在　　地 指定した年月日

サンロード小町屋薬局 駒ヶ根市下市場32番６号 令和３年10月１日

きたがた薬局 飯田市北方2428－４ 令和３年10月１日

ウエルシア薬局須坂日滝店 須坂市大字日滝973番地１ 令和３年10月１日

障がい者支援課

長野県告示第544号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定により、次

のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新しました。

　　令和３年10月14日

	 長野県知事　阿　部　守　一

育成医療及び更生医療

　　　医療機関の名称 　　　所　　在　　地 指定更新年月日

クスリのアオキ上田中央北薬局 上田市中央北二丁目１番16号 令和３年10月１日

やまびこ薬局 岡谷市本町４－11－36 令和３年10月１日

ウエルシア薬局岡谷長地店 岡谷市長地権現町１－７－32 令和３年10月１日

なかがわ薬局 上伊那郡中川村大草4045－７ 令和３年10月１日

みのわ土屋薬局 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8612－１ 令和３年10月１日

株式会社日医調剤　塩尻薬局 塩尻市広丘吉田551－７ 令和３年10月１日
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障がい者支援課

長野県告示第547号

　農林水産大臣から、次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第

30条の規定により告示します。

　　令和３年10月14日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　解除に係る保安林の所在場所

　　下伊那郡喬木村9117 の 107・9117 の 108・9117 の 116（以上３筆国有林。次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

３　解除の理由

　　道路用地とするため

		（「次の図」は、省略し、その図面を長野県林務部森林づくり推進課及び喬木村役場に備え置いて縦覧に供する。）

森林づくり推進課

選告示第52号

　長野県選挙事務取扱規程（昭和38年選告示第４号）の一部を次のように改正します。

　　令和３年10月14日

	 長野県選挙管理委員会委員長　北　島　靖　生

　別表第１の不在者投票のできる病院中

「

を
医療法人平成会　小島病院

小林病院

長野市若里５丁目８番６号

長野市南千歳町１丁目14 －２
」

「
医療法人平成会　小島病院 長野市若里５丁目８番６号

」
に改め、同表の

不在者投票のできる老人ホーム中

「
介護付有料老人ホームあい愛塩尻 塩尻市大字洗馬2515番地１

」
を

「
介護付有料老人ホームあい愛塩尻

介護型有料老人ホーム　みずほの里

塩尻市大字洗馬2515番地１

塩尻市大字桟敷417 －２
」

に改める。

選挙管理委員会


