
令和２年度発達障がいかかりつけ医研修受講者（令和２年11月現在）
○県が実施する「発達障がいかかりつけ医研修」を受講した医師で、掲載の承諾が得られた方を掲載しています。

○なお、この名簿には、発達障がいの診断や治療等を専門的に行う医療機関の医師も一部含まれていますが、これらの

専門的な医療機関を紹介するための名簿ではありませんので、ご了承ください。

氏名 勤務先医療機関名 診療科 所在地 電話番号

新井 隆広 浅間総合病院 小児科 佐久市長土呂1725-6 0267-67-2295

木村 宜子 佐久総合病院 小児科、児童精神科 佐久市臼田197 0267-82-3131

木村 雅樹 佐久平ファミリークリニック内科・消化器科 内科 佐久市岩村田1315-1 0267-88-7200

相馬 智彦 相馬医院 内科・小児科 佐久市野沢194-7 0267-62-0365

豊田 妙子 佐久市立国保浅間総合病院 小児科 佐久市岩村田1862-1 0267-67-2295

山本 歩 佐久総合病院 内科 佐久市臼田197 0267-82-3131

依田 哲也 依田歯科医院 歯科 佐久市平賀1106－1 0267-62-0003

田畑　賢一 たばたクリニック 内科、脳神経内科 佐久市平賀2366-2 0268-63-2821

岩下 政史 岩下医院 内科 北佐久郡立科町芦田1165 0267-56-3908

天田 大輔 社会医療法人恵仁会　さなだクリニック 総合診療科 上田市真田町長3908-1 0268-72-0711

飯島 正道 飯島耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 上田市大手１－１－７８ 0268-22-1270

泉 從道 室賀診療所 リハビリテーション科 上田市上室賀13番地5 0268-31-1070

奥泉 宏康 東御市立みまき温泉診療所 総合診療科 東御市布下６－１ 0268-61-6002

齋藤 文護 東御市立みまき温泉診療所 総合診療科 東御市布下6-1 0268-61-6002

笠原 恒久 笠原歯科医院 歯科 岡谷市本町4-12-17 0266-22-2837

笠原 忠夫 釜口医院 外科 岡谷市天竜町３－１２－２２ 0266-22-2089

酒井 宏 酒井医院 内科、胃腸内科、小児科 岡谷市本町2-1-2 0266-22-2121

野村 忠利 野村ウィメンズクリニック 産婦人科 岡谷市中央町3-1-36 0266-24-1103

塩澤 良一 塩沢医院 内科 諏訪市大手2-9-10 0266-52-0038

笠原 健一 湖柳歯科医院 歯科 諏訪市湖岸通り5-17-1 0266-53-0506

貝塚 真知子 諏訪中央病院 外科 茅野市玉川４３００ 0266-72-1000

菅原 秀典 すがわら小児クリニック 小児科 茅野市ちの257-3 0266-75-0033

上條 かほり 諏訪マタニティークリニック 産婦人科 諏訪郡下諏訪町矢木町１１２番地１３ 0266-28-6100

土田 実 土田歯科医院 歯科 諏訪郡下諏訪町湖畔町5701 0266-28-3001

堀内 信之介 医療法人 しんえい歯科クリニック 歯科 諏訪郡下諏訪町4629-6 0266-27-7500

森 聡 諏訪共立病院 内科 諏訪郡下諏訪町矢木町214 0266-28-2012

那須野 将 伊那中央病院 小児科 伊那市小四郎久保1313-1 0265-72-3121

鈴木 敏洋 昭和伊南総合病院 小児科 駒ヶ根市赤穂3230 0265-82-2121

福島 紀子 医療法人福島医院 内科 上伊那郡箕輪町中箕輪8428 0265-79-2071

後藤 由也 後藤医院 内科 飯田市伝馬町2-32 0265-24-6557

萩元 緑朗 飯田市立病院 小児科 飯田市八幡町438 0265-21-1255

服部 美秀 健和会病院 精神科 飯田市鼎中平1936 0265-23-3115

丸山 哲弘 まるやまファミリークリニック 内科 飯田市大瀬木1106-2 0265-32-1666

岩波 利和 下伊那赤十字病院 小児科 下伊那郡松川町元大島3159-1 0265-36-2255

片桐 麻由美 長野県立阿南病院 小児科 下伊那郡阿南町北條2009-1 0260-22-2121

原 政博 新野へき地診療所 内科、小児科 下伊那郡阿南町新野1222 0260-24-3022

島田 恵太 泰阜村診療所 総合診療科 下伊那郡泰阜村3256－1 0260-26-2003

吉田 亮 王滝村診療所 内科 木曽郡王滝村２８５７－１ 0264-48-2731



氏名 勤務先医療機関名 診療科 所在地 電話番号

有賀 雅和 あるが内科クリニック 内科 松本市今井１２２２ 0263-59-2010

小木曽 俊 城西病院 精神科 松本市蟻ケ崎4丁目４番３６－２号 0263-34-5668

坂入 章子 医療法人誠仁会　降旗医院 内科 松本市神田１－１－８ 0263-25-3989

鈴木 直美 松本協立病院 小児科 松本市巾上9-26　松本協立病院医局 0263-35-9730

中村 千鶴子 信州大学医学部付属病院 小児科 松本市旭3-1-1 0263-37-2642

西村 貴文 まつもと医療センター小児科 小児科 松本市村井町南2-20-30 0263-58-4567

長谷川 丈 長谷川ペインクリニック 麻酔科 松本市深志1-5-9深志ビル3階 0263-33-1375

松岡 高史 松岡小児科医院 小児科 松本市芳野11-6 0263-25-5878

宮林 麻里 みやばやしこどもクリニック 小児科 松本市島立１７４８－２ 0263-40-0208

山村 詠一 医療法人　山村医院 内科 松本市今井3223-23 0263-59-2002

横内 定明 南天診療所 内科・産婦人科 松本市筑摩３－１５－３１ 0263-29-1515

小笠原 正 松本歯科大学 歯科 塩尻市広丘郷原1780 0263-51-2355

今井　俊輔 元政会　今井医院 内科 塩尻市広丘吉田3003 0263-58-1165

北澤 憲孝 長野県立こども病院 眼科 安曇野市豊科3100 0263-73-6700

齊藤 真規 長野県立こども病院 神経小児科 安曇野市豊科3100 0263-73-6700

清水 純 長野県立こども病院 新生児科 安曇野市豊科3100 0263-73-6700

高橋 千治 高橋医院 外科 安曇野市穂高5622-1 0263-82-2561

樋口 司 長野県立こども病院 総合小児科 安曇野市豊科3100 0263-73-6700

宮原 秀仁 宮原医院 内科 東筑摩郡山形村5501-6 0263-97-1055

三村 信夫 三村医院 内科、小児科 東筑摩郡朝日村西洗馬1716ノ1 0263-99-2065

青木 俊樹 市立大町総合病院 脳神経外科 大町市大町3130 0261-22-0415

柿下 徹 柿下クリニック 内科 大町市常盤3541-14 0261-21-1230

鴇澤 宏 鴇沢眼科 眼科 千曲市屋代1835 026-272-0031

山崎 誓一 やまざき医院 千曲市上徳間346 026-276-2700

室林 治 高山村国保高山診療所 総合科 上高井郡高山村大字牧130-1 026-242-1210

長崎 忠悦 ながさき医院 内科 上水内郡飯綱町倉井２７４７ 026-253-5858

森川 愛美 北信総合病院 小児科 中野市西1-5-63 0269-22-2151

青沼　袈佐賜 長野市民病院 小児科 長野市富竹1333－1 026-295-1199

大井 晃子 栗田病院歯科.小児歯科 歯科・小児歯科 長野市栗田695 026-269-0011

黒岩 京子 東長野病院 小児科 長野市上野2-477 026-296-1111

小林 敏美 小林小児科 小児科・アレルギー科 長野市稲里町中氷鉋436-1 026-284-7777

関 ひろみ 独立行政法人国立病院機構東長野病院 小児科 長野市上野2-477 026-296-1111

関 千夏 独立行政法人国立病院機構東長野病院 小児科 長野市上野２－４７７ 026-296-1111

竹内 誠 医療法人たけうち矯正歯科医院 矯正歯科 長野市栗田1020-6 ステラビルB-3F 026-291-8500

竹重 博子 竹重病院 小児科 長野市田町2099 026-234-1281

田中 悟 田中小児科医院 小児科 長野市差出南2-9-18 026-224-4388

鶴田 悟郎 東長野病院　小児科 小児科 長野市上野２丁目４７７番地 026-296-1111

中島　勉 中島医院 内科 長野市柳原2222-6 026-295-0600

番場 誉 長野医療生活協同組合長野中央病院 小児科 長野市西鶴賀1570 026-234-3211

森田 舞子 長野市民病院 小児科 長野市富竹1333－1 026-295-1199

和田 唯我 もみの木歯科医院 歯科 長野市三輪１０－４－３６ 026-241-8148


