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眞　田　美由紀 かこまち歯科医院 730-0812 広島市中区加古町6-7

森　川　真　理 かこまち歯科医院 730-0812 広島市中区加古町6-7

辻　　　高　昭 辻歯科医院 730-0011 広島市中区基町13-13-5F

平　野　貴　裕 平野歯科医院 730-0825 広島市中区光南1-9-18

平　野　隆　司 平野歯科医院 730-0825 広島市中区光南1-9-18

山　田　賢　治 国家公務員共済組合連合会広島記念診療所歯科診療所 730-0802 広島市中区十日市町1-6-8

河　村　知　己 河村歯科医院 730-0046 広島市中区昭和町4-22-201

大　石　正　臣 大石歯科医院 730-0034 広島市中区新天地6-12 新天地MRビル 2F

山　﨑　健　次 千田町歯科クリニック 730-0052 広島市中区千田町2-1-10 Y's BLD 2F

平　田　　　誠 まこと歯科クリニック 730-0052 広島市中区千田町3-3-11

中　村　　　衛 中村歯科医院 730-0051 広島市中区大手町5-4-14

柄　　　俊　彦 (医)社団柄歯科医院 730-0035 広島市中区本通7-30 つちやビル2F

藤　井　英　子 安芸歯科クリニック 732-0033 広島市東区温品5-2-62

藤　井　　　孝 安芸歯科クリニック 732-0033 広島市東区温品5-2-62

坂　井　佑花里 梶谷歯科医院 732-0067 広島市東区牛田旭1-13-11

木　村　太　言 きむら歯科 732-0025 広島市東区中山西2-6-15

津　谷　敏　樹 津谷歯科医院 732-0023 広島市東区中山東3-2-2

澤　村　　　豊 (医)豊誠会沢村歯科医院 732-0029 広島市東区福田2-342-3

山　城　啓　文 (医)やましろ歯科クリニック 732-0029 広島市東区福田5-4084-6

高　橋　秀　爾 広島中央保健生活協同組合生協歯科ひろしま 733-0031 広島市西区観音町16-19

小　林　裕　子 梅木歯科医院 733-0033 広島市西区観音本町2-7-28

松　村　英　朗 (医)社団翠松会松村歯科クリニック 733-0812 広島市西区己斐本町2-15-4

坂　田　恵　子 (医)坂田歯科医院 733-0812 広島市西区己斐本町3-13-15

坂　田　雅　昭 (医)坂田歯科医院 733-0812 広島市西区己斐本町3-13-15

宮　脇　博　正 (医)博美会宮脇歯科医院 733-0802 広島市西区三滝本町1-1-6

田　中　英　樹 大宮歯科医院 733-0007 広島市西区大宮1-27-4 大宮クラブ2F

福　永　幸　久 福永歯科医院 733-0035 広島市西区南観音1-11-38

八　島　愛　富 八島歯科クリニック 731-0113 広島市安佐南区西原4-35-10

神　田　典　幸 広島医療生活協同組合コープ共立歯科 731-0121 広島市安佐南区中須2-20-39

佐々木　智　江 広島医療生活協同組合コープ共立歯科 731-0121 広島市安佐南区中須2-20-39

山　下　哲　朗 やました歯科 731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-23

木　村　真　人 木村歯科医院 739-1733 広島市安佐北区口田南2-12-3

尾道市 齊　田　健　一 さいだ歯科医院 722-0215 尾道市美ノ郷町三成1138-1

福山市 寺　島　知　二 寺島歯科医院 721-0942 福山市引野町3-3-50

庄原市 小武家　誠　司 庄原市立西城市民病院 歯科 729-5742 庄原市口和町永田420-1

坂　本　初　恵 (医)坂本会坂本歯科いとう歯科クリニック 739-2402 東広島市安芸津町三津4209-9

今　谷　哲　也 (医)いまたに今谷歯科 739-0041 東広島市西条町寺家6598-10

久　保　　　修 阿品ファミリー歯科 738-0054 廿日市市阿品4-48-17

久　保　博　子 阿品ファミリー歯科 738-0054 廿日市市阿品4-48-17

田　部　伸　行 田部歯科医院 738-0011 廿日市市駅前8-23

安芸高田市 山　﨑　理　智 山﨑歯科医院 731-0521 安芸高田市吉田町常友1267-2

府中町 飯　田　康　二 いいだ歯科クリニック 735-0021 安芸郡府中町大須2-3-71

奥　村　龍　一 奥村歯科医院 736-0012 安芸郡海田町稲葉11-10

根　石　雄　二 根石歯科医院 736-0064 安芸郡海田町昭和中町2-21

三　宅　雄次郎 海田デンタルクリニック 736-0065 安芸郡海田町南昭和町9-22

本　田　美　貴 海田デンタルクリニック 736-0065 安芸郡海田町南昭和町9-22

安芸太田町 本　田　　　仁 本田歯科医院 731-3810 山県郡安芸太田町戸河内314-1
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小　出　康　子 宇根本歯科医院 737-0003 呉市阿賀中央8-3-13

向　山　　　勝 向山歯科医院 737-0004 呉市阿賀南4-4-15

森　岡　一　宰 森岡歯科医院 737-0001 呉市阿賀北5-34-2

中　川　　　淳 中川歯科医院 737-2516 呉市安浦町中央4-4-1

蒲　原　繁　美 カンバラ歯科医院 737-1207 呉市音戸町波多見5-5-1

上　重　克　之 上重歯科医院 737-0103 呉市広塩焼1-5-2

上　重　守　克 上重歯科医院 737-0103 呉市広塩焼1-5-2

濱　田　貴　仁 はまだ歯科クリニック 737-0112 呉市広古新開4-2-18

安　田　博　光 やすだ歯科 737-0112 呉市広古新開6-3-10

西　川　　　智 西川歯科医院 737-0124 呉市広中新開2-5-7

村　上　光　寿 むらかみ歯科 737-0143 呉市広白石2-13-6

西　田　弘　明 ひろ歯科医院 737-0125 呉市広本町1-12-9

森　岡　昌　子 あおぞら歯科医院 737-0125 呉市広本町3-12-12

佐々木　　　元 佐々木歯科医院 737-0123 呉市広両谷3-2-7

山　口　智香子 三条歯科 737-0821 呉市三条2-11-17 井上ビル101

盛　實　俊　也 もりざね歯科医院 737-0902 呉市焼山此原町4-2

國　原　崇　洋 やけやま歯科医院 737-0933 呉市焼山桜ケ丘1-3-6

田　口　耕　右 (医)社団田口歯科医院 737-0933 呉市焼山桜ケ丘3-3-21

新　堀　　　浩 新堀歯科医院 737-0934 呉市焼山政畝2-9-16

里　見　俊　文 里見歯科医院 737-0935 呉市焼山中央2-9-12

橘　　　裕　文 橘歯科医院 737-2603 呉市川尻町西2-1-24

重　森　和　子 重森歯科医院 737-2603 呉市川尻町西5-1-26

吉　田　幸　惠 よしだ歯科 737-0051 呉市中央6-6-2

仁井谷　　　幸 (医)社団仁井谷医院にいたにクリニック 737-0046 呉市中通2-8-18

灘　田　義　弘 灘田歯科医院 737-0046 呉市中通3-3-27

松　本　健　司 松本歯科医院 737-0029 呉市宝町1-16 ステーションプラザ呉クレスト3F

木　本　知　秀 キモト歯科 737-0045 呉市本通3-6-15-2F

木　本　秀　清 キモト歯科 737-0045 呉市本通3-6-15-2F

柏　原　的　志 かしはら歯科医院 737-0045 呉市本通4-10-4

清　田　晴　夫 清田歯科医院 737-0045 呉市本通7-14-4

尾道市 槇　野　隆　秀 日立造船健康保険組合因島総合病院 歯科･口腔外科 722-2323 尾道市因島土生町2561

府中町 佐久間　理　恵 佐久間歯科医院 735-0003 安芸郡府中町みくまり2-13-14
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三原市 三　宅　卓　士 みやけ歯科医院 723-0063 三原市西町2-1-23

尾道市 小　山　重　夫 小山歯科医院 722-0002 尾道市古浜町2-45

佐々木　正　親 (医)ささき歯科クリニック 739-2201 東広島市河内町中河内655-1

穐　山　訓　弘 (医)穐山歯科医院 739-2121 東広島市高屋町小谷3518-3

川　口　健　二 川口歯科医院 739-0015 東広島市西条栄町1-4 フラットフォーム201

倉　田　洋　史 フロンティア歯科クリニック 739-0014 東広島市西条昭和町9-4

里　見　圭　一 サトミ歯科 739-0044 東広島市西条町下見4343-2

高　橋　　　勇 たかはし歯科医院 739-0024 東広島市西条町御薗宇1905-4

羽　毛　克　彦 はもう歯科クリニック 739-0024 東広島市西条町御薗宇4281-1 日高クリニックビル301

長　通　大　作 みそのう歯科クリニック 739-0024 東広島市西条町御薗宇6280-1

岡　田　友　和 オカダデンタルクリニック 739-0041 東広島市西条町寺家4846-1

田　嶋　　　真 たじま歯科医院 739-0041 東広島市西条町寺家7938-4

佐竹田　　　久 佐竹田歯科医院 739-0042 東広島市西条町西条東1282-2

藪　本　正　文 第二薮本歯科医院 739-0036 東広島市西条町田口3452-1

島　﨑　晶　子 エトワール歯科 739-0144 東広島市八本松南4-1-28

平成30年度（第3回）　歯科医師認知症対応力向上研修　修了者名簿　（平成30年11月17日）

所在地

東広島市


