
（令和４年３月現在）

病院の 所在市町 氏名 医療機関名 住所 電話番号 地域功労サポート医

1 伊藤　達彦 福井県立すこやかシルバー病院 福井市島寺町93-6 0776-98-2700 ★

2 岩城　和男 医療法人　いわき医院 福井市三十八社町10-8 0776-38-2288 ★

3 上野　亜佐子 福井県済生会病院 福井市和田中町舟橋7-1 0776-23-1111 -

4 奥村　雄外 医療法人雄久会　奥村病院 福井市板垣5丁目201 0776-33-1500

5 加藤　初夫 加藤内科・婦人科クリニック 福井市志比口1丁目10-28 0776-53-0053 ★

6 貴志　英生 医療法人英和会　貴志医院 福井市市波町24-5 0776-96-4012 ★

7 末松　哲男 末松内科循環器科医院 福井市文京6丁目34-11 0776-28-1001

8 髙野　誠一郎 福井赤十字病院 福井市月見2丁目4-1 0776-36-3630 ★

9 辻　哲朗 介護老人保健施設　新田塚ハイツ 福井市新田塚町506 0776-22-8367 ★

10 野村　元積 野村内科医院 福井市上中町追分36-8 0776-53-8568 ★

11 松原　六郎 医療法人　福井心のクリニック 福井市手寄1丁目1-4-1　ＡＯＳＳＡ　2Ｆ 0776-25-7777 ★

12 三崎　裕史 三崎医院 福井市左内町8-9 0776-35-0451 ★

13 村北　和広 さくら病院 福井県福井市下荒井町21-44-1 0776-39-1600 

14 山本　雅之 山本医院 福井市志比口1丁目3-5 0776-54-5136 ★

15 吉田　清二 医療法人 清風会 吉田医院 福井市順化1丁目8-1 0776-22-1233 ★

16 徳市　清文 福井県立病院 福井市四ツ井2丁目8-1 0776-54-5151 ★

17 林　浩嗣 福井医療大学 福井市江上町55字鳥町13-1 0776-59-2200 ★

18 早渕　光代 医療法人雄久会　ひかりケアホーム 福井市板垣5丁目201 0776-33-1600 -

19 村田　憲治 福井県立すこやかシルバー病院 福井市島寺町93-6 0776-98-2700 ★

20 早瀬　史子 福井赤十字病院 福井市月見2-4-1 0776-36-3630

21 伊藤　和代 松原病院 福井市文京2-9-1 0776-22-3717

22 平野　治和 光陽生協クリニック 福井市光陽3-9-23 0776-24-3310 -

23 宇賀治　陽一 宇賀治医院 福井市田原2-6-11 0776-23-2695 -

24 梅田　真一郎 梅田整形外科医院 福井市若杉4-801 0776-35-7210 -

25 大瀧　憲夫 大滝病院 福井市日光1-2-1 0776-23-3215 -

26 広瀬　龍吉 広瀬病院 大野市城町10-1 0779-66-3510 ★

27 松田　祐一 松田病院 大野市要町1-13 0779-66-3288

28 兜　正則 JCHO福井勝山総合病院 勝山市長山町2-6-21 0779-88-0350 -

29 武藤　寛 たけとう病院 勝山市野向町聖丸10-21-1 0779-88-6464

30 平泉　泰 芳野医院 勝山市長山町1-3-1 0779-88-2005

31 熊野　貴規 公立丹南病院 鯖江市三六町1-2-31 0778-51-2260 -

32 木村　明 木村病院 鯖江市旭町4丁目4-9 0778-51-0478

33 杉本　貴人 医療法人寿人堂　みどりヶ丘病院 鯖江市三六町1丁目2－6 0778-51-1370 ★

34 広瀬　真紀 広瀬病院 鯖江市旭町1丁目2-8 0778-51-3030 ★

35 桒田　敦 国立病院機構あわら病院 あわら市北潟238-1 0776-79-1211 ★

36 坂井　寿範 坂井医院 あわら市温泉5-1811 0776-77-3060 ★

37 相木　玲子 相木病院 越前市中央2-9-40 0778-22-1607 ★

38 池端　幸彦 池端病院 越前市今宿町8-1 0778-23-0150 ★

39 佐々木　浩三 医療法人　佐々木医院 越前市粟田部町29-33 0778-42-0002 -

40 月岡　幹雄 月岡医院 越前市本多1丁目10-18 0778-23-0220 ★

41 永田　美和子 財団医療法人　中村病院 越前市天王町4-28 0778-22-0618 ★

42 萩原　哲郎 医療法人悠久会　萩原医院 越前市宮谷町36-10 0778-27-1228 ★

43 久保田　紀彦 医療法人松福会　クリニックはるさか 坂井市春江町中筋100-75 0776-58-0180 -

44 越野　雄祐 こしの医院 坂井市三国町山岸69-36-3 0776-81-6655 -

45 土田　哲 春江病院 坂井市春江町針原65-7 0776-51-0029 ★

46 野村　健一 野村医院 坂井市坂井町大味8-11 0776-72-1839 ★

47 藤井　康広 医療法人　聖仁会　藤井医院 坂井市三国町南本町3-3-20 0776-82-1113 -

48 藤田　祐之 藤田神経内科病院 坂井市丸岡町羽崎31-12-1 0776-67-1120

49 嶋田　明彦 嶋田医院 吉田郡永平寺町山王21-15-5 0776-64-2151 ★

50 濵野　忠則 福井大学医学部附属病院 吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 0776-61-3111

51 池田町 平井　淳一 平井医院 今立郡池田町谷口5-12-1 0778-44-6057 ★

52 宮谷　信行 今庄老人保健施設　今庄診療所 南条郡南越前町今庄84-26 0778-45-1724 ★

53 萩野　正樹 南越前町国民健康保険今庄診療所 南条郡南越前町今庄84-24-1 0778-45-0030 -
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54 伊部　晃裕 医療法人倉伊会　伊部病院 丹生郡越前町内郡11-1 0778-34-0220 ★

55 島田　政則 越前町国民健康保険織田病院 丹生郡越前町織田106字44-1 0778-36-1000 -

56 橘　良哉 医療法人　橘医院 丹生郡越前町織田101-20 0778-36-0015 -

57 玉井　顯 医療法人　敦賀温泉病院 敦賀市吉河41-1-5 0770-23-8210 ★

58 木村　輝明 医療法人明峰会　明峰クリニック 敦賀市津内町3丁目6－38 0770-23-3033 ★

59 半田　裕二 泉ヶ丘病院 敦賀市中81号岩ヶ鼻1-11 0770-22-7700 -

60 細田　哲也 市立敦賀病院 敦賀市三島町1-6-60 0770-22-3611 -

61 鵜戸　逸友 杉田玄白記念　公立小浜病院 小浜市大手町2-2 0770-52-0990

62 田中　経雄 田中病院 小浜市遠敷10丁目601-1 0770-56-5353

63 中山　真里子 中山クリニック 小浜市多田2-2-1 0770-56-5588

64 村寄　文人 美浜町東部診療所 三方郡美浜町山上1-8-1 0770-37-2911 ★

65 浅妻　賢哉 浅妻内科 三方郡美浜町大薮42-33 0770-32-3355

66 中村　伸一 おおい町国民健康保険名田庄診療所 大飯郡おおい町名田庄下6-1 0770-67-3037 ★

67 堀江　秀行 おおい町保健・医療・福祉総合施設 大飯郡おおい町本郷92-51-1 0770-77-2753 -

68 若狭町 千葉　直樹 医療法人　千葉医院 若狭町井ノ口29-28-1 0770-62-2000 ★

69 高浜町 井階　友貴 高浜町国民健康保険和田診療所 大飯郡高浜町和田117-68 0770-72-6136 ★

（-）の表記は報告制度への非対象(R1年度以降の受講者)を示しています。
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※今年度の活動報告制度の対象はH30年度までに認知症サポート医を取得された先生です。
　なお、地域功労サポート医は認知症サポート医活動報告実施要領に基づいた実績を評価しているものであり、その他の認知症サポート医の先生方も積極的に地域の認
知症施策に御尽力いただいております。
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