
秋田県認知症サポート医名簿

（平成29年６月２日現在） ※敬称略、認知症サポート医研修修了順

017-0828

017-8550

017-8550

017-8550

017-8550

017-8550

017-8550

017-0803

017-0041

017-0803

018-5421

017-0202

018-3331

018-3331

018-3302

018-4282

氏   名 医 療 機 関 名 医 療 機 関 住 所 上(Tel.)下(Fax.)

おがさわら　ますみ 医療法人楽山会 0186-37-3511
小笠原　真澄 大湯リハビリ温泉病院 鹿角市十和田大湯字湯ノ岱１６－２ 0186-37-3483

荒川　明 小坂町診療所 鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平25番地1 0186-29-5600
あらかわ　あきら 医療法人　明生会 0186-29-5500

上田　忠 うえだクリニック 北秋田市鷹巣字北中家下８１の１ 0186-60-1056
うえだ　ただし 0186-60-1055

石塚　正博 医療法人　石塚医院 大館市向町２３ 0186-42-2021
いしづか　まさひろ 0186-42-2022

よしはら しゅういち 0186-42-5370

相澤　弘 大館市立総合病院 大館市豊町３－１ 0186-42-2055
あいさわ　ひろし 0186-42-5370

大館市立総合病院 大館市豊町３－１ 0186-42-2055
よしはら　あやこ 0186-42-5370

吉原　秀一 大館市立総合病院 大館市豊町３－１ 0186-42-2055

遠藤　勝實 医療法人　遠藤クリニック 北秋田市鷹巣字帰道１５－３ 0186-63-2411
えんどう　かつみ 0186-63-0515

おやま　ちきょう 0186-42-5370

中神　卓 中神メンタルクリニック 大館市大田面３９５－１ 0186-44-4157
なかがみ　たく 0186-44-4156

櫻庭　庸悦 さくらば医院 大館市東台５丁目１番４４号 0186-49-1292
さくらば　ようえつ 0186-49-3968

いしおか　まさみち 0186-42-5370

たかはし　よしひろ

たむら　とよかず 0186-63-2700
田村　豊一 たむら内科クリニック 北秋田市栄字中綱１１６－１ 0186-63-2701

齋藤　浩太郎 北秋田市国民健康保険合川診療所 北秋田市李岱字下豊田２０ 0186-78-5511
さいとう こうたろう 0186-78-3161

0186-42-5370

石岡　雅道 大館市立総合病院 大館市豊町３番１号 0186-42-2055

大館・鹿角地域（大館市・鹿角市・小坂町）

北秋田地域（北秋田市・上小阿仁村）

高橋　義博 大館市立総合病院

小松　良彦 小松内科胃腸科医院 大館市東台２丁目２－６８ 0186-43-2500
こまつ　よしひこ 0186-42-1211

大館市豊町３番１号 0186-42-2055

小山　智教 大館市立総合病院 大館市豊町３－１ 0186-42-2055

吉原　綾子
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氏   名 医 療 機 関 名 医 療 機 関 住 所 上(Tel.)下(Fax.)

016-0851

016-0851

 

018-2303

018-2303

島田　薫

010-0011

010-8543

010-8543

010-8543

010-8543

010-0874

010-0051

011-0911

010-0916

010-1424

010-0802

010-8577

010-8577

010-0825

鈴木　明文 秋田県立脳血管研究センター 秋田市千秋久保田町６－１０ 018-833-2104
すずき　あきふみ 地方独立行政法人秋田県立病院機構 018-833-0115

高橋　裕哉 秋田大学医学部附属病院 秋田市本道１－１－１ 018-884-6445

金子　兼喜 秋田病院 能代市緑町５－２２ 0185-54-7892
かねこ　かねよし 独立行政法人地域医療機能推進機構 0185-52-3271

筒井　幸 秋田大学医学部附属病院 秋田市本道１－１－１ 018-884-6445
つつい　こう  018-884-6122

たかはし　ゆうや  018-884-6122

菅原　純哉 稲庭クリニック 秋田市南通亀の町２－２１ 018-835-1213
すがわら　じゅんや 医療法人わらべ会 018-835-1210

すずき　ひろゆき  018-838-6500

安藤　秀明 秋田大学医学部附属病院 秋田市本道１－１－１ 018-884-6471
あんどう　ひであき  018-884-6471

坂本　哲也 秋田緑ヶ丘病院 秋田市飯島字堀川８４ 018-846-6942

皆河　崇志 御野場病院 秋田市御野場２丁目１４－１ 018-839-5025
みなかわ　たかし 医療法人正観会 018-839-6141

鈴木　裕之 すずきクリニック 秋田市泉北３－１７－１０ 018-838-6522

木曽　典一 木曽医院 秋田市外旭川字八幡田１０－６ 018-868-5777
きそ　のりかず 医療法人翠松会 018-868-5115

さかもと　てつや 医療法人久盛会 018-845-2161

廣田　紘一 ひがし稲庭クリニック 秋田市下北手松崎字岩瀬１２４ 018-887-3173
ひろた　こういち 医療法人わらべ会 018-887-3355

沓澤　理 中通総合病院 秋田市南通みその町３－１５ 018-831-9418
くつざわ　おさむ 社会医療法人明和会 018-833-1122

藤枝　信夫 清和病院 秋田市柳田字石神５９ 018-832-0170
ふじえだ　のぶお 医療法人清風会 018-832-7667

加賀谷　肇 中通総合病院 秋田市南通みその町３－１５ 018-831-9418
かがや　はじめ 社会医療法人明和会

石岡　隆 秋田病院 能代市緑町５－２２ 0185-54-7892

佐藤　家隆 佐藤医院 山本郡三種町森岳字町尻１３ 0185-83-4424
さとう　いえたか 0185-83-2326

いしおか たかし 独立行政法人地域医療機能推進機構 0185-52-3271

018-833-1122

秋田大学医学部附属病院 秋田市本道１－１－１

島田　薫 森岳温泉病院 山本郡三種町森岳字木戸沢１９９ 0185-83-5511
しまだ　かおる 医療法人双山会 0185-83-5111

嵯峨　亜希子 018-884-6445
さが　あきこ 018-884-6122

能代・山本地域（能代市・藤里町・三種町・八峰町）

秋田周辺地域（秋田市・男鹿市・潟上市・五城目町・八郎潟町・井川町・大潟村）
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氏   名 医 療 機 関 名 医 療 機 関 住 所 上(Tel.)下(Fax.)

011-0942

010-0802

010-0802

010-0953

010-0134

010-0911

010-0933

010-0933

010-0933

010-0933

010-0933

010-0146

010-0146

010-0146

010-0341

018-1401

010-0201

010-0201

018-1401

018-1605

小林　顕 介護老人保健施設ほのぼの苑 潟上市昭和大久保字街道下９２－１ 018-877-7481
こばやし　あきら 医療法人正和会 018-877-7115

田村　広美 たむら船越クリニック

藤原記念病院 潟上市天王字上江川４７ 018-878-6900
しらやま　きみゆき 医療法人敬徳会 018-878-3131

ふじわら　よしまさ

藤原　慶正 藤原記念病院 潟上市天王字上江川４７ 018-878-6900

本間　真紀子 本間医院 秋田市山王中園町３－１４ 018-862-7002
ほんま　まきこ 018-862-7070

三浦　進一 外旭川病院 秋田市外旭川字三後田１４２ 018-868-5577
みうら　しんいち 医療法人惇慧会 018-868-5511

鹿嶋　雄治 鹿嶋医院 秋田市土崎港東四丁目４－７０ 018-880-1222
かしま　ゆうじ 018-880-1221

たむら　ひろみ 医療法人青葉会 0185-22-6789

018-823-5252

久保　信之 介護老人保健施設あいぜん苑 秋田市上新城道川字愛染５８

塩田　睦 今村病院 秋田市下新城中野字琵琶沼１２４－１ 018-873-3609
しおた　むつみ 医療法人久幸会 018-873-3011

すとう　まきこ 医療法人惇慧会 018-868-5511

内藤　信吾 市立秋田総合病院 秋田市川元松丘町４－３０ 018-866-7026
ないとう　しんご 地方独立行政法人 018-823-4171

小松　眞史 市立秋田総合病院 秋田市川元松丘町４－３０ 018-866-7026

今野　直樹 今村病院 秋田市下新城中野字琵琶沼１２４－１ 018-873-3609

こまつ　まさふみ 地方独立行政法人 018-823-4171

濱島　由紀 医療法人　内科胃腸科濱島医院 秋田市保戸野すわ町１５－２０

018-870-2333
くぼ　　のぶゆき 社会福祉法人愛染会 018-870-2001

白山　公幸

特定医療法人敬徳会 018-878-3131

男鹿市船越字内子２２４－７ 0185-22-6788

はましま　ゆき

018-823-6631

八木澤　究 市立秋田総合病院 秋田市川元松丘町４－３０ 018-866-7026
やぎさわ　きわむ 地方独立行政法人 018-823-4171

大川　聡 市立秋田総合病院 秋田市川元松丘町４－３０ 018-866-7026
おおかわ　さとし 地方独立行政法人 018-823-4171

佐藤　亘 市立秋田総合病院 秋田市川元松丘町４－３０ 018-866-7026
さとう　わたる 地方独立行政法人 018-823-4171

畠山　浩 杉山病院 潟上市昭和大久保字北野出戸道脇４１ 018-877-2853

中鉢　明彦 湖東厚生病院 南秋田郡八郎潟町河﨑字貝保９８－１ 018-875-5269
ちゅうばち　あきひこ

須藤　まき子 外旭川病院 秋田市外旭川字三後田１４２ 018-868-5578

竹島　綾 今村病院 秋田市下新城中野字琵琶沼１２４－１ 018-873-3609
たけしま　あや 医療法人久幸会 018-873-3011

ＪＡ秋田厚生連 018-875-2100

はたけやま　ひろし 特定医療法人仁政会 018-877-6141

こんの　なおき 医療法人久幸会 018-873-3011
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氏   名 医 療 機 関 名 医 療 機 関 住 所 上(Tel.)下(Fax.)

015-0852

015-0501

018-0901

015-8567

015-8567

015-8567

015-8567

015-0834

018-0115

018-0435

018-0311

015-8666

019-2413

019-2413

019-2112

014-0024

014-0067

019-2413

さとう　まもる 社会福祉法人本荘久寿会 0184-28-0600

いとう　しんいち  0184-67-2321

佐藤　省子 本荘第一病院 由利本荘市岩渕下１１０ 0184-22-0120
さとう　せいこ 社会医療法人青嵐会

伊藤　伸一 伊藤医院 由利本荘市中田代字板井沢１１４－７ 0184-67-2026

018-835-1213
つぶらや　ともお 医療法人圭尚会 018-835-1210

小松　大芽 本荘第一病院 由利本荘市岩渕下１１０

はやし　ひかる 社会医療法人青嵐会 0184-22-0111

佐々木　健二 夕日ヶ丘クリニック にかほ市金浦字十二林１０６－１ 0184-74-3644

細川　賀乃子 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

地方独立行政法人秋田県立病院機構 018-892-3751

木村　靖和 木村内科医院 大仙市大曲中通町３－３
0187-63-2070

下村　辰雄 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター 大仙市協和上淀川字五百刈田３５２ 018-892-3757
しもむら　たつお 地方独立行政法人秋田県立病院機構 018-892-3751

0187-75-0318

圓谷　智夫 金病院 にかほ市象潟町字後田３４－１

たにあい　ひさのり 社会医療法人青嵐会 0184-22-0111
谷合　久憲 本荘第一病院 由利本荘市岩渕下１１０ 0184-22-0120

医療法人明幸会 0184-27-2301

林　光 本荘第一病院 由利本荘市岩渕下１１０ 0184-22-0120

大仙市協和上淀川字五百刈田３５２ 018-892-3757
ほそかわ　かのこ

0184-36-2124

由利本荘市岩渕下３９－２ 0184-27-2305
くわやま　あけひさ

0184-22-0111

かが　とよあき 医療法人章進会 0184-57-3456
加賀　豊章 加賀医院 由利本荘市鳥海町伏見字久保１２－９ 0184-57-3455

佐藤　護 ひまわりクリニック 由利本荘市一番堰１４２－１ 0184-28-0601

0184-22-0120
こまつ　たいが 社会医療法人青嵐会 0184-22-0111

ささき　けんじ 0184-74-3686

和田　智子 小出診療所 にかほ市中三地字前田１４－１ 0184-36-3008
わだ　ともこ にかほ市国民健康保険

伊藤　晴通 生和堂医院 大仙市刈和野字清光院後１５－２ 0187-75-0328

018-892-2881
善本　正樹 協和病院 大仙市協和上淀川字五百刈田２７７－１

いとう　はるみち 医療法人康晴会

大谷　和生 市立大曲病院 大仙市飯田字堰東２１０ 0187-63-9103
おおたに　かずお 0187-63-9100

いのまた　よしゆき 特定医療法人　荘和会 0184-22-1604
猪股　良之 菅原病院 由利本荘市石脇字田尻３３番地 0184-22-5929

0187-63-7756
きむら　やすかず

018-892-2888
よしもと　まさき 医療法人慧眞会

由利本荘・にかほ地域（由利本荘市・にかほ市）

大仙・仙北地域（大仙市・仙北市・美郷町）

桑山　明久 中央線診療所
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秋田県認知症サポート医名簿

（平成29年６月２日現在） ※敬称略、認知症サポート医研修修了順

氏   名 医 療 機 関 名 医 療 機 関 住 所 上(Tel.)下(Fax.)

014-0062

014-0515

014-1201

019-1235

019-1404

013-0060

013-0525

013-0105

013-0032

013-0060

013-8602

013-0016

019-0205

012-1131

0187-47-2123いちかわ　しんいち  

にしなり　しのぶ  0182-24-1023

佐々木　英人 市立田沢湖病院 仙北市田沢湖生保内字浮世坂１７－１

0187-63-3901
さとう　ゆきみ 社会医療法人 0187-63-2131

0187-43-1466
ささき　ひでと 仙北市 0187-43-1131

市川　晋一 仙北市西明寺診療所 仙北市西木町門屋字道目木３１９－１ 0187-47-2178

照井　哲 仙南診療所 仙北郡美郷町金沢西根字上糠渕３１－１ 0187-87-8501
てるい　さとし 0187-87-8500

おの　つよし 横手市 0182-26-2141

湊　浩一郎 湊クリニック

佐藤　浩平 みさと在宅診療所 仙北郡美郷町六郷赤城46-3　ノエル２Ｆ 050-3737-2018

横手地域（横手市）

横手市条里３－１－２５ 0182-35-1007
みなと　こういちろう 医療法人渓水会 0182-35-1008

さとう　こうへい

湯沢市小野字東堺７７－１ 0183-52-2717
すが　やすのり 医療法人せいとく会 0183-52-2000

小野　剛 市立大森病院 横手市大森町字菅生田２４５－２０５ 0182-26-2974

0182-23-5303
おぎわら　ただし 0182-23-5301

高橋　正樹 横手胃腸科クリニック 横手市清川町１３－３１ 0182-32-7645
たかはし　まさき 0182-35-2222

西成　忍 西成医院 横手市平鹿町浅舞字浅舞５３ 0182-24-2171

にわ　まこと 0182-32-5001

荻原　忠 おぎわら内科診療所 横手市条里一丁目１５番２号

安部　俊一郎 横手興生病院 横手市根岸町８－２１ 0182-32-1669
あべ　しゅんいちろう 社会医療法人興生会 0182-32-2071

丹羽　誠 市立横手病院 横手市根岸町５番３１号 0182-36-1782

0187-88-8639

佐藤　幸美 大曲中通病院 大仙市大曲上栄町６番４号

湯沢・雄勝地域（湯沢市・羽後町・東成瀬村）

安田　修 羽後町立羽後病院 雄勝郡羽後町西馬音内字大戸道44-5 0183-62-3174
やすだ　おさむ 0183-62-1111

菅　康德 菅医院
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