
令和3年度発達障がいかかりつけ医研修受講者（令和3年10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

甘利 光治 甘利歯科医院 歯科 佐久市平塚146番地 0267-67-2302

大塚 聡 佐久市立国保浅間総合病院 歯科 佐久市岩村田1862-1 0267-67-2295

加納 洋 川西赤十字病院 小児科 佐久市望月318 0267-53-3011

木村 宜子 佐久総合病院 精神科 佐久市臼田197 0267-82-3131

田村 真 たむらペインクリニック 内科 佐久市臼田2292-1 0267-82-3981

田邉 佳代子 いまここ診療所 診療内科 南佐久郡佐久穂町高野町1500-40 070-4193-6646

山浦 俊也 山浦歯科医院 歯科 北佐久郡立科町芦田2537-2 0267-56-1140

春原 浩二 春原歯科クリニック 歯科 上田市下塩尻144ｰ3 0268-26-8148

廣瀬 聡 上田市武石診療所 その他(家庭医療科) 上田市下武石771-1 0268-85-3308

寺内 昭子
鹿教湯三才山リハビリテー
ションセンター三才山病院 小児科 上田市鹿教湯温泉1777 0268-44-2321

峯村 崇史 峯村歯科医院 歯科 上田市中央2-6-9 0268-22-1322

宮淵 啓子 圓歯科医院 歯科 上田市中央西1-13-15 0268-27-8755

西川 毅 西川歯科医院 歯科 上田市中央西2-5-12 0268-29-4343

天田 大輔 東御市民病院 内科 東御市鞍掛198 0268-62-0050

小口 久雄 小口歯科第２クリニック 歯科 岡谷市長地権現町2-1-56 0266-28-2883

影山 康子
アルプス矯正・
小児歯科クリニック

歯科 岡谷市本町2-3-4 0266-55-4477

酒井 宏 酒井医院 内科 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 産科 岡谷市中央町3-1-36 0266-24-1103

三井 達久 三井歯科医院 歯科 岡谷市郷田1-4-37 0266-23-8427

宮坂 大 医療法人アポロ歯科医院 歯科 岡谷市東銀座2-8-33 0266-23-8100

川井 隆弘
茅野市国民健康保険診療所
リバーサイドクリニック 内科 茅野市宮川3975 0266-72-7010

武井 義親 諏訪中央病院 小児科 茅野市玉川4300 0266-72-1000

小林 桂子 信濃医療福祉センター 小児科 諏訪郡下諏訪町社字花田6525-1 0266-27-8414

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

山本 めぐみ 富士見高原病院 小児科 諏訪郡富士見町落合11100 0266-62-3030

鈴木 弘也 鈴木歯科医院 歯科 伊那市日影59 0265-76-6710

中村 康洋 中村歯科医院 歯科 伊那市荒井 3470-6 0265-72-5000

花田 隆周 花田歯科医院 歯科 伊那市中央5213 0265-72-6620

中村 由実 上伊那生協病院 小児科 上伊那郡箕輪町中箕輪11324 0265-79-1424

小町谷 直樹 医療法人こまち小町谷歯科医院 歯科 駒ヶ根市赤須東1-22 0265-82-8383

山口 浩史 昭和伊南総合病院 その他(リハビリテーション科) 駒ヶ根市赤穂3230 0265-82-2121

横田 克彦 ユー歯科診療所 歯科 駒ヶ根市赤穂4225-1 0265-81-7560

鈴木 小夜 鈴木歯科医院 歯科 上伊那郡辰野町宮木東町2610-9 0266-41-0009

野々村 邦夫 のどかクリニック 内科 上伊那郡飯島町飯島2038-2 0265-86-6705

後藤 由也 伝馬町後藤医院 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

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

古根 淳 古根医院 小児科 木曽郡大桑村2868－1 0264-55-1188



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

伊東 絵里子 めいデンタルクリニック 歯科 松本市島立647-2山田ビル１階西 0263-50-5377

栢本 賀子 やまびこ歯科クリニック 歯科 松本市笹賀1904-1 0263-85-7085

川越 貴史 松南病院 精神科 松本市笹部3-13-29 0263-25-2303

北澤 信治 北澤医院 内科 松本市渚3-7-10 0263-25-6688

黒岩 京子 松南病院
その他
(児童思春期精神科) 松本市笹部3-13-29 0263-25-2303

虎走 英樹 松本市奈川診療所 内科 松本市奈川2366 0263-79-2311

坂入 章子 降旗医院 内科 松本市神田1-1-8 0263-25-3989

佐藤 英子 城西病院 精神科 松本市城西1-5-16 0263-33-6400

佐藤 圭司 佐藤耳鼻咽喉科医院 耳鼻科 松本市平田東3-4-8 0263-58-3341

鈴木 貴民 鈴木医院 内科 松本市深志3-9-11-2 0263-87-7138

高山 清 城西病院 歯科 松本市城西1-5-16 0263-33-6400

竹重 加奈子
信州大学医学部附属病院
高度救命救急センター

その他(救急科) 松本市旭3-1-1 0263-37-2222

中田 節子 松本市立病院 小児科 松本市波田4417－180 0263-92-3027

永春 幸子 信大子どものこころ診療部 小児科 松本市旭3-1-1 0263-37-3381

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 0263-35-4600

西村 貴文 まつもと医療センター 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 その他(麻酔科) 松本市深志1-5-9深志ビル3階 0263-33-1375

牧田 みずほ 松南病院 精神科 松本市笹部3-13-29 0263-25-2303

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

松岡 明子 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

那須野 将 長野県立こども病院
その他
(神経小児科) 安曇野市豊科3100 0263-73-6700

金田 孝之 あおば歯科医院 歯科 塩尻市広丘吉田3310 0263-87-8585

長谷川 貴子 はせがわ歯科医院 歯科 塩尻市広丘吉田882-4 0263-58-0089

佐藤 悟 佐藤歯科医院 歯科 大町市大町1477-8 0261-23-3211

張 淑美 みどりクリニック 内科 北安曇郡松川村東川原5794-433 0261-62-5225

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

笠原 哲三 アークス歯科医院 歯科 長野市アークス1-32 026-226-3040

塩入崇弘 しおいり小児科医院 小児科 長野市徳間544-16 026-262-1114

高橋 武久 長野赤十字病院 精神科 長野市若里5-22-1 026-226-4131

竹重 博子 竹重病院 小児科 長野市田町2099 026-234-1281

田中 久 ひさし歯科 歯科 長野市安茂里小市2-8-27 026-228-1889

野口 和秀 のぐち歯科・口腔外科医院 歯科 長野市檀田2-16-11 026-215-1182

宮本 良 宮本歯科医院 歯科 長野市川中島町上氷鉋392-1 026-285-2902

中島 周子 中島産婦人科小児科 小児科 千曲市上山田温泉1-1-2 026-275-0111

山崎 誓一 やまざき医院 内科 千曲市上徳間346 026-276-2700

岡野 照美 岡野医院 内科 上高井郡小布施町都住14 026-247-5212

中澤 美里 オレンジこころクリニック 精神科 上高井郡小布施町2252-1 026-274-5602


