
認知症研修を修了した歯科医師一覧　＜所在市町別歯科医院名５０音順、敬称略＞ （令和４年３月現在）

氏名 歯科医院名 住所 電話番号

1 福井市 中村　美喜子 Ai Dental Clinic 福井市手寄1丁目413-1ー1　アオッサ2階 0776-43-0210

2 島田　真弓 あおば歯科 福井市みのり3丁目2-21 0776-33-0900

3 淺井　友啓 淺井歯科医院 福井市大宮2丁目25-29　クリエイションハウスC号 0776-29-1117

4 生田　伸之 いくた歯科医院 福井市木田町2510 0776-34-8020

5 池田　礼二 池田歯科医院 福井市順化1丁目22-12 0776-25-0225

6 青木　聡 医療法人　青木歯科医院 福井市中央1丁目10-8 0776-23-1022

7 上田　幸照 医療法人　上田歯科医院 福井市灯明寺1丁目411 0776-25-1170

8 川栄　一維 医療法人　川栄歯科医院 福井市円成寺町8-30 0776-41-0772

9 早川　雅秀 医療法人　社団仁秀会　早川歯科医院 福井市文京3丁目27-12 0776-25-7733

10 前野　弘美 医療法人　社団仁秀会　早川歯科医院 福井市文京3丁目27-12 0776-25-7733

11 橋本　勝人 医療法人　橋本歯科医院 福井市浅水三ヶ町5-27-2 0776-38-7100

12 嶋田　潔 医療法人　御幸歯科クリニック 福井市御幸3丁目16-34 0776-28-5280

13 梅田　健吾 梅田歯科医院 福井市渕3丁目1017 0776-34-5666

14 浦山　卯一 うらやま歯科 福井市二の宮2丁目29-18 0776-25-0648

15 大野　康夫 大野歯科医院 福井市順化2丁目16-5 0776-22-5570

16 大野屋　雅寛 おおのや歯科医院 福井市大森町37-11-4 0776-98-3518

17 味寺　孝治 おおわだ歯科 福井市大和田2丁目1212　エルパ2Ｆ 0776-57-2631

18 長内　哲生 長内歯科クリニック 福井市高木北2丁目1105-5 0776-97-8148

19 加藤　一栄 加藤歯科医院 福井市中央2丁目3-1 0776-22-4002

20 加藤　憲一 加藤歯科医院 福井市宝永2丁目12-5 0776-22-3185

21 清水　孝之 工大前　清水歯科医院 福井市光陽4丁目3-26　オリジンファースト1F 0776-22-4122

22 清水　浩志 工大前　清水歯科医院 福井市光陽4丁目3-26　オリジンファースト1F 0776-22-4122

23 天谷　邦弘 光陽生協歯科診療所 福井市光陽2丁目18-15 0776-24-8784

24 近藤　和美 近藤歯科医院 福井市みのり3丁目21-9 0776-34-0626

25 近藤　貢 近藤歯科医院 福井市みのり3丁目21-9 0776-34-0626

26 齊川　玲子 さくら歯科医院 福井市運動公園4丁目1623 0776-35-5157

27 篠島　清修 ささじま歯科医院 福井市成和1丁目3210　東部プラザ2Ｆ 0776-24-3368

28 堀江　謙一 歯科堀江医院 福井市花堂南2丁目5-3 0776-34-3366

29 本宮　啓伸 すがや歯科クリニック 福井市菅谷町10-2-26 0776-63-5002

30 鈴木　孝雄 鈴木歯科医院 福井市上森田1丁目501 0776-56-4010

31 鈴木　清史 鈴木歯科クリニック 福井市二の宮3丁目10-3 0776-22-4618

32 髙橋　満次 高橋歯科医院 福井市大手2丁目7-3 0776-24-5000

33 髙橋　賢次 たかはし歯科クリニック 福井市経田2丁目201 0776-28-6565

34 瀧波　宏至 たきなみ歯科クリニック 福井市城東4-13-41 0776-26-0600

35 竹澤　幸一郎 竹沢歯科医院 福井市上中町7-33 0776-52-2611

36 竹下　英俊 竹下歯科 福井市木田2丁目2104 0776-35-6480

37 田中　ちはる 田中歯科クリニック 福井市経田2丁目407 0776-29-2500

38 田中　肇 田中歯科クリニック 福井市経田2丁目407 0776-29-2500

39 谷畠　里誌 たにはた歯科クリニック 福井市下馬2丁目2310 0776-34-0418

40 遠矢　東誠 遠矢歯科医院 福井市二の宮5丁目6-13 0776-22-5772

41 栃木　嗣郎 栃木歯科医院 福井市種池町1-24-3 0776-35-8200

42 中村　翔 中村歯科医院 福井市松本4丁目3-22 0776-24-2185

43 吉田　裕朗 ヒロ歯科クリニック 福井市文京2丁目17-1 0776-25-4618

44 藤田　知巳 藤田歯科医院 福井市四ツ井2丁目9-18 0776-53-5006

45 松井　一訓 松井歯科医院 福井市灯明寺1丁目2802 0776-24-0077

46 松田　俊男 松田歯科医院 福井市勝見3丁目1-14 0776-25-0300

47 松村　玲 松村歯科医院 福井市北四ﾂ居3丁目15-69 0776-53-5911

48 丸田　英洋 丸田歯科 福井市北四ツ居1丁目34-21 0776-52-5552

49 三井　一央 三井歯科医院 福井市河増町10-14-6 0776-52-0112

50 高井　三和 みわ歯科クリニック 福井市志比口2丁目11-13　ハーツ志比口2F 0776-53-3845

51 矢部　道一 矢部歯科医院 福井市高木中央2丁目3508 0776-53-2371

52 村崎　敏也 村崎歯科医院 福井市砂子坂町7-75 0776-83-0033

53 前田　由貴恵 山崎歯科医院 福井市町屋3丁目6-13 0776-21-6262
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54 山田　哲弘 山田歯科医院 福井市北四ﾂ居1丁目8-23 0776-54-8008

55 山本　貴裕 Yamamoto Dental Studio 福井市照手1丁目10-20 0776-22-5792

56 吉田　俊吾 よしだ歯科クリニック 福井市八ツ島町31-406-4 0776-30-7373

57 島田　雅胤 わかすぎ歯科クリニック 福井市若杉4丁目813 0776-33-0003

58 敦賀市 玉井　学 医療法人　敦賀温泉病院歯科 敦賀市吉河41号1番地5 0770-23-8210

59 大谷　清太 大谷歯科医院 敦賀市津内町3丁目3-46 0770-25-2626

60 長村　康央 長村歯科医院 敦賀市野神40-256-4 0770-22-4460

61 岸　且好 岸歯科医院 敦賀市中央町1丁目1-34 0770-24-1505

62 岸本　敏郎 岸本歯科医院 敦賀市津内町3丁目5-1 0770-25-8234

63 糀谷　博士 こうじたに歯科 敦賀市古田刈68号1307番地 0770-24-2110

64 齋藤　浩一 さいとう歯科医院 敦賀市公文名5号74-2 0770-21-2668

65 澤村　恭子 澤村歯科医院 敦賀市白銀町4-19 0770-22-0034

66 清水　厳 澤村歯科医院 敦賀市白銀町4-19 0770-22-0034

67 清水　静子 澤村歯科医院 敦賀市白銀町4-19 0770-22-0034

68 髙橋　均 たかはし歯科 敦賀市若葉町2丁目1102 0770-21-3737

69 山口　一郎 山口歯科医院 敦賀市元町14-30 0770-25-1415

70 小浜市 野村　秀夫 医療法人　駅前野村歯科医院 小浜市駅前町2-2 0770-52-2391

71 藤田  毅 藤田歯科医院 小浜市四谷町9-26 0770-53-1876

72 野村　恭裕 野村歯科医院 小浜市大手町5-7 0770-52-0681

73 野村　好雄 野村歯科医院 小浜市大手町5-7 0770-52-0681

74 能登　光代 ひかり歯科 小浜市千種1-11-16 0770-64-5626

75 大下　治夫 ― ― ―

76 大野市 砂田　知志 ア歯科砂田診療所 大野市有明町13-7 0779-65-7211

77 印牧　康祐 印牧歯科医院 大野市美川町5-9 0779-65-7388

78 篠島　祥一 篠島歯科医院 大野市春日1丁目3-13 0779-66-2867

79 加藤　恵利奈 長谷川歯科医院 大野市元町7-21 0779-66-2439

80 勝山市 石畝　靖 石畝歯科医院 勝山市元町1丁目4-30 0779-88-0066

81 伊藤　理恵子 伊藤歯科医院 勝山市本町2丁目12-34 0779-88-0525

82 中道　直司 ナカミチ歯科 勝山市郡町1丁目1-18 0779-88-5588

83 鯖江市 峯田　信匡 医療法人　ア歯科　峯田診療所 鯖江市神明町5丁目5-20 0778-52-5648

84 加藤　涼子 加藤歯科医院 鯖江市住吉町3丁目3-25 0778-52-0077

85 川畑　和夫 川畑歯科医院 鯖江市本町1丁目1-12 0778-51-0418

86 川畑　二紀 川畑歯科医院 鯖江市本町1丁目1-12 0778-51-0418

87 川畑　紀義 川畑歯科医院 鯖江市本町1丁目1-12 0778-51-0418

88 川畑　博昭 川畑歯科医院 鯖江市本町1丁目1-12 0778-51-0418

89 北尾　綾乃 きたお歯科 鯖江市水落町2丁目16-1 0778-51-3335

90 小部　弘樹 こべ歯科医院 鯖江市新横江1丁目1－6 0778-52-3250

91 酒井　秀人 さかい歯科 鯖江市東鯖江1丁目5-21 0778-52-8119

92 竹内　良成 竹内歯科医院 鯖江市下野田町15-5-14 0778-62-2133

93 森　雅一 森歯科医院 鯖江市水落町1丁目5番32-1号 0778-52-5144

94 あわら市 新家　信行 新家歯科医院 あわら市二面1丁目1008 0776-78-7222

95 長尾　壽和 加納病院 あわら市花乃杜1丁目2番39号 0776-73-1001

96 齊藤　朋愛 齊藤歯科医院 あわら市舟津9-29 0776-78-7337

97 齊藤　ひとみ 齊藤歯科医院 あわら市舟津9-29 0776-78-7337

98 齊藤　愛夫 齊藤歯科医院 あわら市舟津9-29 0776-78-7337

99 澤井　昭博 澤井歯科医院 あわら市春宮2丁目5-33 0776-73-0303

100 越前市 池田　隆彦 いけだ歯科 越前市粟田部町50-41 0778-42-3435

101 斎藤　真理子 医療法人　斎藤医院 越前市北府3丁目5-1 0778-24-0234

103 片山　雅彦 片山歯科医院 越前市桂町5-22 0778-22-0925

104 奥村　宗市 たけふ生協歯科診療所 越前市芝原5丁目8-1-1 0778-22-5666

105 長谷川　達人 はせがわ歯科 越前市野岡町20-10-1 0778-43-1525

106 平井　育子 平井歯科医院 越前市京町2丁目4-5 0778-22-1184

102 水谷　清 水谷歯科医院 越前市平出3丁目8-40 0778-24-3570
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107 水谷　大樹 みずたに歯科クリニック 越前市長土呂町7-20-2 0778-43-6480

108 水野　正忠 水野歯科医院 越前市幸町4-5 0778-24-1162

109 宮本　孝司 宮本歯科クリニック 越前市村国3丁目34-1 0778-25-7771

110 山本　有一郎 山本歯科医院 越前市元町1-12 0778-24-0558

111 坂井市 阿部　清孝 阿部歯科医院 坂井市三国町緑ヶ丘4丁目20-21 0776-82-7750

112 大野　好子 大野歯科医院 坂井市春江町江留上本町6-14 0776-51-0265

113 城戸　雅和 城戸歯科医院  坂井市春江町随応寺21-17 0776-51-0214

114 田中　彰 田中歯科医院 坂井市三国町錦3丁目3-16 0776-82-0154

115 田中　啓介 田中歯科医院 坂井市三国町錦3丁目3-16 0776-82-0154

116 徳増　孝一 徳増歯科医院 坂井市丸岡町西瓜屋2-12-1 0776-66-0515

117 西田　吉寛 西田歯科医院 坂井市丸岡町羽崎12-14-10 0776-67-4050

118 畑　陽子 畑歯科医院 坂井市三国町北本町4丁目1-13 0776-82-0308

119 初瀬川　千晶 はつせがわ歯科医院 坂井市春江町江留上中央1-33 0776-51-0149

120 鈴木　悠 はるえ東ファミリー歯科 坂井市春江町中筋100-47-1 0776-58-0648

121 古橋　隆 フルハシ歯科 坂井市春江町江留上新町36-1 0776-51-1121

122 南後　康治 南後歯科医院 坂井市坂井町下新庄18-5-1 0776-67-3535

123 永平寺町 青木　俊昌 青木歯科 吉田郡永平寺町東古市10-2 0776-63-3770

124 伊藤　悦 伊藤医院歯科 吉田郡永平寺町松岡神明3丁目58 0776-61-0003

125 毛利　吉宏 歯科　毛利医院 吉田郡永平寺町松岡神明3-26 0776-61-0323

126 中村　克宏 中村歯科クリニック 吉田郡永平寺町松岡芝原1丁目71 0776-61-7300

127 池田町 山崎　治和 医療法人　やまざき歯科 今立郡池田町稲荷34-24-1 0778-44-6534

128 南越前町 箱田　信之 はこだ歯科医院 南条郡南越前町東大道32-19-1 0778-47-3007

129 越前町 丹原　俊彦 丹原歯科医院 丹生郡越前町織田42-75 0778-36-0159

130 山田　悦弘 山田歯科医院 丹生郡越前町気比庄5-7 0778-34-2226

131 おおい町 三宅　一誠 医療法人　歯科三宅医院 大飯郡おおい町本郷139-12 0770-77-0037

132 若狭町 中村　孝久 医療法人　中村歯科医院 三方上中郡若狭町北前川43-32-1 0770-45-0020

133 久津木　学 若狭町国民健康保険三方診療所　歯科 三方上中郡若狭町横渡1-4-1 0770-45-1253


