
氏名（敬称略） 医療機関名 〒

稲　田　達　史 稲田歯科診療所 723-0041 三原市和田3-3-20

大　名　幸　一 (医)クワトロサンテ大名歯科 723-0051 三原市宮浦3-24-26

山　口　真一郎 愛真歯科医院 729-0324 三原市糸崎4-9-23

安　坂　将　樹 やすさか歯科 723-0051 三原市宮浦6-6-27-101

井　上　　　洋 (医)至誠会井上歯科クリニック 722-0045 尾道市久保2-1-5

大　本　英　臣 おおもとクローバー歯科クリニック 722-0035 尾道市土堂2-6-3

岡　田　源太郎 マリン歯科クリニック 722-2324 尾道市因島田熊町2517-1 因島モール内

黒　瀬　寿　康 (医)くろせ歯科クリニック 722-0073 尾道市向島町5534-123

黒　瀬　　　濟 黒瀬歯科医院 722-0045 尾道市久保1-8-23

桒　原　健　二 桑原歯科医院 722-0073 尾道市向島町576-13

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

鍋　島　　　巧 鍋島歯科医院 722-0035 尾道市土堂1-12-11

福　岡　賢　二 福岡歯科医院 722-0014 尾道市新浜1-9-22 新浜コーポ2F

三　藤　　　聡 三藤歯科医院 722-0017 尾道市門田町2-39

北　村　昌　三 北村歯科医院 720-0064 福山市延広町4-7

重　政　和　仁 しげまさ歯科 720-2111 福山市神辺町上御領387-3

宮　田　知　秀 みやた歯科クリニック 720-0003 福山市御幸町森脇88-1

三原市

尾道市

福山市

令和元年度（第1回）　歯科医師認知症対応力向上研修　修了者名簿　（令和元年11月2日）

所在地



氏名（敬称略） 医療機関名 〒

川　端　康　司 川端歯科医院 738-0512 広島市佐伯区湯来町白砂3526-1

河　本　和　繁 かわもと歯科クリニック 坂の上の歯医者さん 731-5124 広島市佐伯区皆賀2-7-23

桑　原　雅　夫 くわばら歯科医院 731-5116 広島市佐伯区八幡4-7-25 ウィンディア202号

新　田　栄　治 新田歯科医院 731-5136 広島市佐伯区楽々園4-13-14

平　田　庸　祐 ひらた歯科 731-5125 広島市佐伯区五日市駅前1-13-4-201

藤　井　宗　仁 なぎさ歯科 731-5131 広島市佐伯区藤垂園6-1

堀　江　泰　史 ほりえ歯科 731-5103 広島市佐伯区藤の木3-21-14

前　原　東　章 まえはら歯科クリニック 731-5136 広島市佐伯区楽々園5-9-5 楽々園ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ202

松　山　智　博 (医)社団博歯会松山歯科医院 731-5115 広島市佐伯区八幡東3-19-11-5

伊　東　純　子 伊東歯科医院 739-0611 大竹市新町1-12-13

伊　藤　光　康 (医)社団きらら歯科医院 739-0603 大竹市西栄3-17-7

角　田　　　隆 (医)角田歯科医院 739-0613 大竹市本町2-9-9

川　口　裕　之 川口歯科医院 739-0651 大竹市玖波1-5-2

久保田　　　卓 (医)角田歯科医院 739-0613 大竹市本町2-9-9

藤　井　量　一 みどり橋歯科医院 739-0605 大竹市立戸1-3-10

岩　井　進　悟 いわい歯科クリニック 738-0026 廿日市市上平良1307-2

梶　井　正　文 地御前歯科クリニック 738-0042 廿日市市地御前1-4-21

上　中　茂　晴 (医)KDCかみなか歯科 738-0025 廿日市市平良1-17-50

栗　栖　文　夫 栗栖歯科クリニック 738-0034 廿日市市宮内1097-2

中　丸　　　茂 オリーブデンタルクリニック 739-0443 廿日市市沖塩屋4-4-51

西　野　綾　子 西野歯科医院 738-0013 廿日市市廿日市1-8-18

西　野　　　宏 西野歯科医院 738-0013 廿日市市廿日市1-8-18

平　田　ひかる 広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 歯科口腔外科 738-8503 廿日市市地御前1-3-3

細　川　隆　史 細川歯科医院 738-0035 廿日市市宮園2-2-2

松　原　一　光 松原歯科医院 739-0441 廿日市市大野原2-4-28

山　中　史　教 (医)社団安芸歯科クリニック 739-0488 廿日市市大野3300-16

渡　辺　文　衛 渡辺歯科 738-0034 廿日市市宮内782-2

渡　辺　正　章 渡辺歯科 738-0034 廿日市市宮内782-2

廿日市市
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石　田　一　輝 じぞう通り歯科こども歯科 730-0041 広島市中区小町8-2 アクアステージ小町2F

瓜　生　　　賢 うりゅう歯科医院 730-0046 広島市中区昭和町6-28

尾　山　奈々子 おやま歯科・矯正歯科クリニック 730-0802 広島市中区本川町1-1-22 デルタビル2F

川　越　亮　利 川越歯科医院 730-0834 広島市中区江波二本松2-7-30

中　村　隆　一 中村歯科クリニック 730-0802 広島市中区本川町2-1-24

森　野　　　茂 森野歯科医院 730-0001 広島市中区白島北町14-23

吉　岡　詩　織 はしもと歯科クリニック 730-0052 広島市中区千田町1-12-19

野　村　登志夫 (医)社団シャンヴィラージュ会野村歯科医院 732-0052 広島市東区光町2-6-1 万勝ビル2F

山　崎　和　広 山崎歯科医院 732-0044 広島市東区矢賀新町2-7-10

植　田　直　人 植田歯科医院 732-0821 広島市南区大須賀町13-6-201

津　賀　一　弘 広島大学大学院医歯薬保健学研究科 医歯薬学専攻歯学講座 先端歯科補綴学 734-8551 広島市南区霞1-2-3

平　井　由　美 あゆみ歯科 734-0022 広島市南区東雲3-3-21

田　中　慶　太 (医)杉原歯科医院 732-0802 広島市南区大州1－3－24

石　田　栄　作 (医)社団和田榮石田歯科クリニック 733-0813 広島市西区己斐中1-9-19

山　根　一　芳 K'sデンタル 733-0012 広島市西区中広町2-2-15

泉　川　卓　也 泉川歯科医院 731-0124 広島市安佐南区大町東1-7-12

竹　下　　　慶 (医)社団健美会竹下歯科医院 731-0125 広島市安佐南区大町西3-5-28 吉川ビル201

竹　下　　　亮 (医)社団健美会竹下歯科医院 731-0125 広島市安佐南区大町西3-5-28 吉川ビル201

藤　中　慎　治 (医)健康プロ医院ふるいち歯の健康ドクター 731-0123 広島市安佐南区古市1-16-17

藤　岡　卓　雄 藤岡歯科医院 731-0123 広島市安佐南区古市2-17-3 岡田ビル2F

穐　田　　　肇 (医)山崎歯科医院 731-0221 広島市安佐北区可部5-15-33

井　上　泰　治 井上歯科医院 731-1142 広島市安佐北区安佐町飯室4048-2

宇都宮　晶　子 (医)やまゆり会うつのみや歯科 731-0231 広島市安佐北区亀山2-6-18

山　本　晃　生 (医)社団やまもと歯科医院 739-1732 広島市安佐北区落合南4-1-3

児　玉　正　治 児玉歯科医院 736-0085 広島市安芸区矢野西4-6-2

平　野　浩　史 (医)ひらの歯科クリニック 736-0082 広島市安芸区船越南3－27－30 NTT海田ビル1F

呉市 高　島　信　彦 (医)興祉会亀本歯科クリニック 737-0853 呉市吉浦中町1-4-1

石　井　光　道 石井歯科クリニック 725-0021 竹原市竹原町3078-14

大　田　康　弘 (医)弘仁会大田歯科医院 725-0021 竹原市竹原町3511-7

山　口　誠　子 愛真歯科医院 729-0324 三原市糸崎4-9-23

竹　脇　　　学 (医)なかま さいざき歯科 729-2252 三原市幸崎能地4－21－7

是　永　佳　成 これなが歯科医院 739-0622 大竹市晴海1-6-10-2F

坪　井　将　洋 坪井歯科クリニック 739-0612 大竹市油見2-6-7

田　原　大　輔 みんなの歯科クリニック 739-0041 東広島市西条町寺家5544-18

沼　田　憲　幸 (医)健康プロ医院歯の健康ドクター 739-2113 東広島市高屋町高屋東2389-1

藤　中　千恵美 (医)健康プロ医院歯の健康ドクター 739-2113 東広島市高屋町高屋東2389-1

府中町 岡　本　佳　明 (医)社団湧泉会ひまわり歯科 736-0064 安芸郡海田町昭和中町2-38

三原市

大竹市

東広島市
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