
【　認知症サポート医名簿（一般公開用）　】

令和4年9月末現在

岐阜 広瀬　洋 広瀬内科医院 岐阜市加納上本町３－３０

岐阜 犬塚　貴 岐阜市民病院 岐阜市鹿島町７丁目１番地 058-251-1101

岐阜 石山　俊次 石山泌尿器科・皮膚科 岐阜市学園町１－８ 058-262-6996

岐阜 村田　一郎 黒野病院 岐阜市洞１０２０ 058-239-0611

岐阜 石井　俊也 公益社団法人　岐阜病院 岐阜市日野３丁目１３番６号 058-245-8171

岐阜 高木　寛治 高木医院 岐阜市長良東郷町１丁目７番地 058-232-3647

岐阜 中谷　圭 なかたにクリニック 岐阜市琴塚２－７－１６ 058-249-0567

岐阜 伊在井　みどり 安江病院 岐阜市鏡島西２丁目４番１４号 058-253-7745

岐阜 高井　國之 高井クリニック 岐阜市曙町２－１７－１ 058-247-2356

岐阜 川出　靖彦 川出医院 岐阜市今町２丁目３６ 058-264-8296

岐阜 木村　暁夫 岐阜大学医学部附属病院 岐阜市柳戸１−１ 058-230-6000

岐阜 河合　直樹 河合内科医院 岐阜県岐阜市金園町4-32 058-245-0564

岐阜 尾関　俊彦 尾関医院 岐阜市加納本町１丁目８番地２ 058-272-1701

岐阜 三輪　佳行 MIWA内科胃腸科CLINIC 岐阜市長良東３－３ 058-231-3029

岐阜 川口　雅裕 かわぐちクリニック 岐阜市清住町２－１６萬甚ビル１F 058-216-0191

岐阜 中島　利彦 なかしま脳神経外科クリニック 岐阜市則武東２丁目１５－１８ 058-215-8668

岐阜 棚橋　忍 岐阜赤十字病院 岐阜市岩倉町３－３６ 058-231-2266

岐阜 中村　重徳 岐阜赤十字病院 岐阜市岩倉町３－３６ 058-231-2266

岐阜 岩砂　淳平 岩砂病院・岩砂マタニティ 岐阜市長良２－１０６－２ 058-231-2631

岐阜 渡邊　 正人 おひさま診療所 岐阜市茜部寺屋敷２－７８ 058-274-5530

岐阜 足立　英則 医療法人香風会黒野病院 岐阜市洞１０２０番地 058-239-0611

岐阜 佐々木　稔 ささきクリニック 岐阜市清７６０番地５ 058-271-0610

岐阜 守屋　斗人 守屋医院 岐阜市柳川町１８番地 058-251-1783

岐阜 川瀬　幸典 はしもと内科 岐阜市岩地１－２－８ 058-245-5641

岐阜 近藤　由香 近藤ゆか耳鼻咽喉科 岐阜市野一色６－８－６ 058-245-3939

岐阜 吉田　優 公益社団法人　岐阜病院 岐阜市日野東３－１３－６ 058-245-8171

岐阜 山本　昌督 医療法人清友会　笠松病院 岐阜市中鶉3丁目11番地 058-276-2881

岐阜 松久　卓 独立行政法人　国立病院機構長良医療センター 岐阜市長良1300番地7 058-232-7755

岐阜 荒木　有三 独立行政法人　国立病院機構長良医療センター 岐阜市長良1300番地7 058-232-7755

岐阜 服部　有博 なかのまちクリニック 岐阜市本荘中ノ町十丁目29-1 058-275-5050

岐阜 松井　一樹 みどり病院 岐阜市北山1-14-24 058-241-0681

岐阜 川出　尚史 川出医院 岐阜市今町２－３６ 058-264-8296

岐阜 今泉　松久 いまいずみクリニック 岐阜市早田栄町4-23 058-210-1184

岐阜 河村　英博 かわむら内科胃腸科 羽島市舟橋町２－１ 058-392-2281

岐阜 渡邉　元博 渡辺医院 羽島市竹鼻町２２－１ 058-392-2223

岐阜 今尾　幸則 羽島市民病院 羽島市新生町３－２４６ 058-393-0111

岐阜 渡會　祐隆 羽島市民病院 羽島市新生町3丁目246番地 058-393-0111　

岐阜 工藤　琢哉 羽島市民病院 羽島市新生町３－２４６ 058-393-0111

岐阜 小林　博 小林内科 各務原市鵜沼羽場町3-173 058-370-5577

岐阜 二宮　保典 二宮医院 各務原市那加南栄町１６ 0583-82-0107

岐阜 礒野　倫夫 新鵜沼ケアクリニック 各務原市鵜沼山崎町６丁目８－２ 058-384-8485

岐阜 柴崎　享 柴崎内科 各務原市那加柄山町１０３－５ 058-389-2800

岐阜 平野　良尚 ひらの内科クリニック 各務原市蘇原瑞穂町３－７６－１ 058-383-0012

岐阜 恒川　明久 恒川医院 各務原市鵜沼南町５丁目３６ 058-384-0047

岐阜 酒井　聡 酒井クリニック 各務原市蘇原柿沢町１丁目４７ 058-382-1002

圏域 氏名 所属機関 所属機関所在地 電話番号
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岐阜 宮﨑　渉 なぎクリニック 各務原市蘇原申子町２－１１－１ 058-322-2390

岐阜 天野　雄平 各務原病院 各務原市東山１－６０ 058-389-2228

岐阜 伏屋　公晴 ふせや内科小児科 各務原市那加日新町５－４８ 058-372-8007

岐阜 村井　ルリ子 医療法人社団　村井医院 各務原市緑苑中２－９３ 058-370-7838

岐阜 加川　憲作 にんじん通りハートクリニック 各務原市鵜沼南町2-130-5 058-384-0899

岐阜 西野　好則 西野クリニック 各務原市三井町1-55-2 058-371-0500

岐阜 山本　相浩 おくだ内科 各務原市鵜沼三ツ池町５－２４０ 058-370-5511

岐阜 鳥澤　英紀 鳥澤医院 山県市大森381 0581-36-2311

岐阜 山本　啓二 やまもと整形外科 山県市高富２０９２番地１ 0581-27-0170

岐阜 西村　幸祐 岐北厚生病院 山県市高富1187-3 0581-22-1811

岐阜 新井　正 あらいクリニック 山県市高富２１１９－１ 0581-23-1188

岐阜 廣瀬　功 広瀬内科クリニック 瑞穂市別府１０７４－１ 058-326-7773

岐阜 千田　美穂子 名和内科 瑞穂市重里２００５ 058-328-3311

岐阜 明石　憲尚 明石クリニック 瑞穂市馬場上光町１－１０６ 058-327-3333

岐阜 佐竹　真一 さくらクリニック 瑞穂市稲里689-3 058-325-0570

岐阜 木村　敦 みずほクリニック 瑞穂市本田　５５６－１ 058-327-5252

岐阜 堀部　廉 堀部クリニック 本巣市仏生寺２４－５ 058-324-8181

岐阜 江﨑　孝徳 えさきクリニック 本巣市三橋３丁目６０番 058-320-2800

岐阜 美濃輪　博英 サンライズクリニック 羽島郡岐南町野中３丁目２２０ 058-247-3322

岐阜 本田　浩一 岐南ほんだクリニック 羽島郡岐南町三宅８－１３７ 058-249-2288

岐阜 市橋　亮一 綜合在宅医療クリニック 羽島郡岐南町薬師寺4-12 058-213-7830

岐阜 赤座　壽 赤座医院上印食診療所 羽島郡岐南町上印食７丁目１２ 058-247-2626

岐阜 岩村　真事 おくむらメモリークリニック 羽島郡岐南町下印食３－１４－１ 058-215-5509

岐阜 岩井　知彦 松波総合病院 羽島郡笠松町田代１８５－１ 058-388-0111

岐阜 平田　俊文 ひらたクリニック 羽島郡笠松町田代２３５－１ 058-387-3378

岐阜 松波　英寿 松波総合病院 羽島郡笠松町田代１８５番地１ 058-388-0111

岐阜 齋藤　泰則 齋藤リウマチ科内科整形外科 本巣郡北方町栄町１－２７ 058-324-8000

岐阜 佐藤　裕信 さとうファミリークリニック 本巣郡北方町小柳１－９５ 058-323-2511

西濃 沼口　諭 沼口医院 大垣市笠木町６５０ 0584-91-3406

西濃 山川　隆司 山川医院 大垣市本町１－８２ 0584-78-3227

西濃 田口　真源 大垣病院 大垣市中野町１丁目３０７ 0584-78-3758

西濃 小嶋　昭次郎 小嶋内科クリニック 大垣市長松町１２６１－１ 0584-92-0077

西濃 池田　久基 池田内科 大垣市番組町２－１６ 0584-78-3306

西濃 加藤　悟司 竹中医院 大垣市室村町1-54-2 0584-78-4531

西濃 和田　育穂 和田医院 大垣市荒尾玉池２丁目４０ 0584-91-4000

西濃 鎌尾　貴裕 大垣病院 大垣市中野町1丁目３０７ 0584-78-3758

西濃 竹中　清之 竹中胃腸科 大垣市宮町１－２９ 0584-74-1283

西濃 西尾　浩志 西尾医院 大垣市竹島町４３ 0584-78-2427

西濃 井原　頌 いはらクリニック 大垣市青墓町１－１３１ 0584-91-1121

西濃 佐久間　勉 大垣病院 大垣市中野町１－３０７ 0584-78-3758

西濃 伊野　梢 大垣病院 大垣市中野町1丁目307 0584- 78-3758 

西濃 雪田　洋介 大垣在宅クリニック 大垣市林町6丁目80-55 0584-81-4333

西濃 臼井　正明 大垣中央病院 大垣市見取町４－２ 0584-73-0377

西濃 羽部　仁 はぶクリニック 大垣市宮町1-1 スイトテラス2F 0584-47-9797

西濃 宮原　陽一 養南病院 海津市南濃町津屋１５０８ 0584-57-2511
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西濃 関谷　道晴 養南病院 海津市南濃町津屋１５０８ 0584-57-2511

西濃 寺倉　俊勝 寺倉医院 海津市平田町幡長５６５番地 0584-67-3023

西濃 可知　宏隆 可知医院 海津市南濃町太田８０１－１ 0584-56-1044

西濃 森木　宣行 森木医院 海津市南濃町松山193-5 0584-56-2311

西濃 辻中　正壮 辻中医院 海津市平田町今尾２９３３ 0584-66-2600

西濃 船戸　崇史 船戸外科内科クリニック 養老郡養老町船附１３４４ 0584-35-3335

西濃 石井　光一 養老整形外科クリニック 養老郡養老町大跡５３４番地 0584-34-3946

西濃 岩戸　敏廣 不破ノ関病院 不破郡垂井町９４番地１ 0584-22-0411

西濃 浅野　明彦 浅野医院 不破郡関ケ原町１１０２－１ 0584-43-0017

西濃 森島　眞理子 国民健康保険 関ケ原病院 不破郡関ケ原町大字関ケ原２４９０－２９ 0584-43-1122

西濃 徳永　周二 関ケ原クリニック 不破郡関ケ原町３１０７－１ 0584-43-2999

西濃 黒川　善栄 黒川胃腸科外科クリニック 安八郡神戸町北一色3-1 0584-27-8800

西濃 松永　和哉 まつながファミリークリニック 安八郡神戸町神戸１７０５番地１ 0584-27-5231

西濃 荒川　恭宏 荒川医院 安八郡輪之内町大吉新田５６２ 0584-69-2383

西濃 山中　一輝 山中ジェネラルクリニック 安八郡安八町森部１８７０番地１ 0584-63-2333

西濃 野田　宜輝 のだ医院 揖斐郡揖斐川町三輪１１１－８ 0585-22-3939

西濃 河瀬　晴彦 長瀬診療所 揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬１５１０ 0585-56-3003

西濃 西脇　健太郎 谷汲中央診療所 揖斐郡揖斐川町谷汲名礼２４６－７ 0585-56-3133

西濃 高橋　治樹 大久保医院 揖斐郡大野町黒野７３４－５ 0585-32-1510

西濃 多代　友紀 たしろクリニック 揖斐郡大野町下磯498番地1 0585-36-1168

西濃 今村　寧 今村医院 揖斐郡池田町池野505-2 0585-45-2133

中濃 高井　昭裕 ウェルネス高井クリニック 関市稲口７７４番地４ 0575-23-8877

中濃 平岡　哲也 平岡医院 関市武芸川町谷口843 0575-46-3027

中濃 植松　孝広 関中央病院 関市平成通2丁目６－１８ 0575-22-0012

中濃 森　逸治 こがねだ診療所 関市上白金５１１ 0575-28-6366

中濃 真鍋　蘭 まなべ整形外科・皮フ科 関市旭ケ丘２丁目２−１８ 0575-46-7790

中濃 川村　正太郎 秀徳会　川村医院 関市西田原１３２１ 0575-22-2174

中濃 三浦　淳 みうら内科・糖尿病クリニック 美濃市松栄町５－７５ 0575-31-4110

中濃 林　宏史 林クリニック 美濃加茂市前平町1-100-1 0574-28-8899

中濃 児玉　佳也 のぞみの丘ホスピタル 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋３５５５ 0574-25-3188

中濃 益田　雄一郎 みのかも西クリニック 美濃加茂市西町５丁目３３７－１ 0574-28-5310

中濃 森藤　豊
中部国際医療センター（のぞみ
の丘ホスピタル）

美濃加茂市健康のまち一丁目1番地 0574-66-1100

中濃 早稲田　直久 早稲田クリニック 可児市広見１－１７　大晃ビル３F 0574-62-7838

中濃 梶　尚志 梶の木内科医院 可児市川合２３４０－１ 0574-60-3222

中濃 安藤　文夫 あんどうクリニック 可児市下恵土３４４０番地６７８ 0574-63-6617

中濃 浅野　靖之 西可児医院 可児市帷子新町２－９９ 0574-65-0123

中濃 明石　克彦 アカシクリニック 可児郡御嵩町上恵土１２８５－１ 0574-66-6611

中濃 武市　康志 武市クリニック 岐阜県可児市今渡1256-1 0574-25-1138

中濃 澤﨑　茂樹 沢崎医院 郡上市白鳥町為真１３０８－１ 0575-82-2080

中濃 後藤　忠雄
県北西部地域医療センター国保
白鳥病院

郡上市白鳥町為真１２０５番地１ 0575-82-3131

中濃 稲垣　麻衣子 慈恵中央病院 郡上市美並町大原1丁目１ 0575-79-2030

中濃 竹内　巧治 慈恵中央病院 郡上市美並町大原１－１ 0575-79-2030

中濃 廣瀬　英生
県北西部地域医療センター国保
白鳥病院

郡上市白鳥町為真１２０５番地１ 0575-77-2311

中濃 桐山　知也 慈恵中央病院 郡上市美並町大原１番地１ 0575-79-2030
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中濃 伊左次　悟
県北西部地域医療センター国保
白鳥病院

郡上市白鳥町為真１２０５番地１ 0575-82-3131

中濃 藤川　　耕
県北西部地域医療センター国保
白鳥病院

郡上市白鳥町為真１２０５番地１ 0575-82-3131

中濃 小林　裕志 小林クリニック 加茂郡坂祝町黒岩３８３－５ 0574-25-8077

中濃 山田　博愛 カブチ山田クリニック 加茂郡七宗町神渕１０２９０－１ 0574-46-0035

中濃 伊佐治　亮平 伊佐治医院 加茂郡八百津町伊岐津志1518 0574-43-0011

中濃 伊佐治　孝洋 伊佐治医院 加茂郡八百津町伊岐津志1518 0574-43-0011

中濃 野尻　　基 白川病院 加茂郡白川町坂ノ東5770番地  0574-72-2222 

中濃 北川　浩司 東白川村国保診療所 加茂郡東白川村神土６９２－２ 0574-78-2023

東濃 梅田　勝彦 ときわぎ診療所 多治見市喜多町５－３６ 0572-24-4036

東濃 林　謙一郎 林内科クリニック 多治見市栄町１丁目３６番地 0572-25-7755

東濃 後藤　達彦 後藤医院 多治見市笠原町３１１０－１ 0572-43-2014

東濃 笠木　徳三 笠木医院 中津川市茄子川1597-43 0573-68-7161

東濃 上田　雅和 上田医院 中津川市苗木７４２４ 0573-66-7222

東濃 中川　俊郎 中川医院 中津川市落合２０７－５ 0573-69-5015

東濃 高村　幸弘 田口医院 中津川市本町2丁目6-36 0573-65-2872

東濃 髙木　健太郎 恵那山のぎつね診療所 中津川市駒場1493-14 0573-62-3001

東濃 西尾　実 にしおクリニック 中津川市中津川子野964-274 0573-66-7077

東濃 赤座　薫 城山病院 中津川市苗木３７２５－２ 0573-66-1334

東濃 古栄　美佳 恵那医院 中津川市本町4－4－10 0573-66-1318

東濃 江口　研 大湫病院 瑞浪市大湫町１２１ 0572-63-2231

東濃 瀬尾　裕志 セオ医院 瑞浪市寺河戸町１２１２番地６ 0572-68-2733

東濃 吉川　昌樹 大湫病院 瑞浪市大湫町121 0572- 63-2231 

東濃 中村　恵子 大湫病院 瑞浪市大湫町１２１ 090-5105-9922

東濃 小川　恵一 おがわ医院 恵那市長島町永田３３２－１１３ 0573-26-5666

東濃 鷲津　潤爾 虹いろ在宅ケアクリニック 恵那市大井町１１３４－８２ 0573-22-9236

東濃 細江　雅彦 市立恵那病院 恵那市大井町２７２５ 0573-26-2121

東濃 河上　敬 医療法人河上クリニック 恵那市長島町中野１９－４ 0573-25-0551

東濃 寺島　宏明 市立恵那病院 岐阜県恵那市大井町　2725番地 0573-26-2121

東濃 中島　均 中島医院 土岐市泉町久尻３０－１０ 0572-55-3225

東濃 田伏　英晶 聖十字病院 土岐市泉町久尻２４３１－１６０ 0572-54-8181

飛騨 加藤　秀明 須田病院 高山市国府町村山２３５－５ 0577-72-2100

飛騨 田中　宏史

飛騨 西　隆 大八診療所 高山市松之木町828 0577-32-1639

飛騨 竹中　勝信 高山赤十字病院 高山市天満町３丁目１１ 0577-32-1111

飛騨 垣内　無一 Mこころクリニック 高山市岡本町３－９８－１ 0577-57-5560

飛騨 佐守　友実 さもりファミリークリニック 高山市新宮町６８３－１ 0577-36-6711

飛騨 折茂　謙一 折茂医院 高山市昭和町2丁目85番地1 0577-34-5025

飛騨 阪　哲彰 高山市国民健康保険清見診療所 高山市清見町三日町４１７－１ 0577-68-2201

飛騨 紺田　健彦 古川病院 飛騨市古川町三之町８番２０号 0577-73-2234

飛騨 工藤　浩 飛騨市民病院 飛騨市神岡町東町７２５番地 0578-82-1150

飛騨 河合　清文 河合医院 飛騨市古川町弐之町２－１７ 0577-74-1333

飛騨 笠原　憲司 南ひだせせらぎ病院 下呂市萩原町西上田１９６３－１ 0576-25-5758

飛騨 近藤　史郎 近藤医院 下呂市小川２５６番地１ 0576-25-4428

注：圏域は、所属機関所在地による


