
区 No 氏名 医療機関名 住所 電話番号 受講年度

1 小林　弘 相原病院 緑区相原5-12-5 042-772-3100 令和元年度

2 川村　洋和 晃友上九沢クリニック 緑区上九沢4番地 042-764-2400 平成30年度

3 水上　潤哉 みずじゅんクリニック 緑区大山町1-22　アリオ橋本１階 042-812-5949 平成28年度

4 千島　由朗 千島クリニック 緑区西橋本4-8-41 042-775-2770 平成26年度

5 濱窪　悟 はまくぼクリニック
緑区橋本6-20-1
　　ﾘﾋﾞｵ橋本ﾀﾜｰﾌﾞﾛｰﾄﾞﾋﾞｰﾝｽﾞ１階B

042-770-1811 平成26年度

6 土肥　直樹 相模原市国民健康保険内郷診療所 緑区若柳1207 042-685-0017 平成25年度

7 石橋　了知 藤野在宅緩和ケアクリニック 緑区名倉837-6 042-684-9166 平成25年度

8 大塚　敦子 矢吹整形外科 緑区原宿南2-48-18 042-782-4554 平成25年度

9 飯泉　工 城山内科呼吸器クリニック 緑区原宿4-2-70 042-783-0552 平成24年度

10 尾畑　仁貴 橋本医院 緑区橋本5-13-2 042-774-4686 平成23年度

11 矢吹　正彦 矢吹整形外科 緑区原宿南2-48-18 042-782-4554 平成22年度

12 立之　芳源 りつの医院 緑区東橋本2-19-9 042-773-3322 平成18年度

緑
区

相模原市　かかりつけ医認知症対応力向上研修　修了者名簿

○　相模原市では、高齢者が日ごろ受診する診療所等の主治医（かかりつけ医）に対し、適切な認知症
　　  診断の知識・技術や家族からの話や悩みを聞くための研修「かかりつけ医認知症対応力向上研修」 を
        実施しております。

○　研修会を終了された医師のうちホームページ掲載に同意いただいた医師の情報を掲載しています。

○　かかりつけ医として認知症に関する初期対応について相談ができます。

○　受講年度は、最新の受講年度を表示しています。

令和４年７月２５日更新



区 No 氏名 医療機関名 住所 電話番号 受講年度

13 市川　淳子 遠藤クリニック 中央区由野台１－２３－７ 042-753-0807 令和元年度

14 萩原　博子 宮田医院 中央区田名5450-3 042-762-2321 令和元年度

15 中村　達哉 中村病院 中央区上溝6-18-39 042-761-3721 令和元年度

16 中野　重徳 相模原中央病院 中央区富士見6-4-20 042-754-2211 令和元年度

17 二俣　健 青葉ふたまたクリニック 中央区青葉3-24-1 042-707-4126 平成30年度

18 森　ちか 千代田クリニック 中央区千代田4-4-10 042-757-0102 平成30年度

19 梅澤　慎一 うめざわクリニック 中央区田名塩田2-16-33 042-777-6622 平成26年度

20 杉谷　雅人 総合相模更生病院 中央区小山3429 042-752-1808 平成26度度

21 野村　幸範 総合相模更生病院 中央区小山3429 042-752-1808 平成26年度

22 水口　淳子 宮田医院 中央区田名5450-3 042-762-2321 平成26年度

23 鏑木　宏 あおぞらクリニック
中央区鹿沼台2-10-16
       第３ＳＫビル３階

042-704-0933 平成25年度

24 関　知之 相信会　関医院 中央区上溝6-20-15 042-761-2080 平成24年度

25 中野　史郎 角中クリニック 中央区緑が丘1-21-14 042-730-6500 平成24年度

26 山川　宙 山川内科クリニック
中央区富士見5-14-12
       ｴｽﾎﾟﾜｰﾙⅠ　1Ｆ

042-750-8099 平成23年度

27 佐藤　芳昭 ソフィアレディスクリニック
中央区鹿沼台2-12-2
       サンライズアートビル

042-776-3636 平成22年度

28 西村　浩 西村クリニック 中央区すすきの町36-17 042-753-3555 平成22年度

29 大塚　龍彦 大塚内科医院 中央区氷川町13-1 042-752-1435 平成22年度

30 松澤　敏明 まつざわクリニック
中央区上溝2179-4
　　ｼﾙﾍﾞｰﾙ103

042-762-3166 平成20年度

31 箕岡　真子 箕岡医院　 中央区横山3-10-5 042-753-2241 平成20年度

32 齊藤　研二 斉藤医院 中央区東淵野辺1-13-11 042-786-1770 平成20年度

33 佐藤　和彦 さがみはら佐とうクリニック
中央区相模原3-6-6
　　　クリニックビレッジ相模原2階

042-704-0203 平成20年度

34 徳永　信弘 相模原ステーションクリニック
中央区相模原1-1-19
　　　相模原Ｉｔ’s 203

042-758-8881 平成20年度

35 宮田　重人 宮田医院 中央区田名5450-3 042-762-2321 平成18年度

中
央
区



区 No 氏名 医療機関名 住所 電話番号 受講年度

36 朝倉　崇文 北里大学病院 南区北里1-15-1 042-778-8111 令和元年度

37 塚本　眞 相模原南病院 南区大野台7-10-7 042-759-3911 令和元年度

38 松浦　仁 東林間かねしろ内科クリニック 南区上鶴間7-6-2 042-701-1041 令和元年度

39 金子　弥生 グリーンパーク内科クリニック 南区新磯野4-5-6-2 046-259-9215 令和元年度

40 平井　栄一 磯部クリニック 南区磯部９４１ 046-293-0133 令和元年度

41 石川　博和 森下記念病院 南区東林間４－２－１８ 042-742-5055  令和元年度

42 佐藤　聡一郎 佐藤医院 南区若松4-17-18 042-743-3152 平成30年度

43 細田　稔 細田クリニック 南区鵜野森1-29-8 042-742-5525 平成30年度

44 竹村　克二 竹村クリニック 南区旭町23-13 042-766-7811 平成30年度

45 陳　勁一 （法）博愛医院 南区南台3-12-15 042-743-7247 平成30年度

46 佃　和彦 佃　医院 南区上鶴間5-4-12 042-742-5464 平成30年度

47 佃　貴子 佃　医院 南区上鶴間5-4-12 042-742-5464 平成30年度

48 大石　智 北里大学病院 南区北里1-15-1 042-778-8111 平成30年度

49 井上　朋子 北里大学病院 南区北里1-15-1 042-778-8111 平成30年度

50 渡邊　茂 地域･往診クリニックさがみはら 南区古淵1-18-31 さくらビレッジ302号 042-704-8535 平成29年度

51 新津谷　眞人新津谷クリニック 南区古淵3-27-16 042-745-8373 平成29年度

52 岡野　光志 宮崎クリニック 南区古淵3-18-13 042-743-8121 平成28年度

53 松本　千尋 北里大学病院 南区北里1-15-1 042-778-8111 平成28年度

54 志村　英俊 志村クリニック 南区下溝673-1 042-777-1117 平成28年度

55 金城　瑞樹 東林間かねしろ内科クリニック 南区上鶴間7-6-2 042-701-1041 平成28年度

56 豊田　信明 豊田内科クリニック 南区大野台7-29-5 042-754-6908 平成27年度

57 中野　敬三 中野医院 南区麻溝台5-17-10 042-744-1200 平成26年度

58 林　博俊 ﾍﾟｱﾅｰﾄﾞｵﾀﾞｻｶﾞはやしクリニック 南区南台5-11-19-302 042-702-9248 平成26年度

59 沖崎　絵衣 阪クリニック 南区古淵2-17-3　渋谷ビル2階 042-776-7709 平成25年度

60 高田　信和 東大沼内科クリニック 南区東大沼1-12-43 042-767-0170 平成24年度

61 奥平　邦雄 奥平医院 南区東林間3-8-11 042-748-7121 平成24年度

62 加賀田　豊 医療法人　相愛会　相愛病院 南区当麻　1632 042-778-2111 平成23年度

63 小松　幹一郎 小松会病院 南区新磯野　2337 042-744-6731 平成23年度

64 加藤　茂樹 かとう在宅医療クリニック
南区古淵2-16-9
       リバーストーン古淵304

042-754-6896 平成22年度

65 正木　久朗 正木クリニック相模大野 南区相模大野6-15-18 042-747-8800 平成22年度

66 佐藤　秀之 新戸診療所 南区新戸1717 046-251-0428 平成22年度

67 川村　芳弘 川村医院 南区東林間1-6-14 042-748-7818 平成20年度

68 三尾　明彦 ミオ医院 南区相模台2-16-21　 042-742-8497 平成20年度

69 山本　晴章 やまもとクリニック 南区東林間5-13-8 042-749-1101 平成18年度

南
区


