令和３年度日医かかりつけ医機能研修制度認定者
氏名
伊藤 章
菅井 博哉
加藤 浩
二宮 俊之
吉峰 順子
中川 裕
藤井 一郎
鮒田 昌貴
越智 晶俊
岸 具弘
山川 伸隆
山﨑 学
北川 真人
西岡 洋右
日比 秀夫

医療機関名
伊藤医院
すがいクリニック
加藤医院
二宮メディカルクリニック
よしみね内科胃腸科
介護老人保健施設嘉祥苑
藤井整形外科胃腸科
ふなだ外科内科クリニック
越智医院
ひかりの橋クリニック
いせ山川クリニック
山崎外科内科
中村クリニック
西岡記念セントラルクリニック
日比クリニック

住所
桑名郡木曽岬町大字西対海地258-1
桑名市中央町1丁目17 CTビル2階
四日市市高角町2732-1
四日市市中部8-15
四日市市東坂部町86-1
松阪市鎌田町234-10
松阪市大河内町777
松阪市上川町2279-1
伊勢市小俣町明野726-1
伊勢市常磐2丁目4-35
伊勢市小木町557
伊勢市楠部町乙77
鳥羽市鳥羽4丁目13-7
志摩市磯部町迫間375
志摩市磯部町迫間48-1

電話番号
0567-68-3380
0594-22-1550
059-326-8771
059-351-2466
059-331-6121
0598-51-5711
0598-36-0346
0598-28-6600
0596-37-2275
0596-72-8070
0596-31-0031
0596-22-2218
0599-21-0707
0599-55-0008
0599-55-0218
（有効期限３年）

令和２年度日医かかりつけ医機能研修制度認定者
氏名
古田 紘一
古田 義博
川西 正芳
西城 英郎
浦和 健人
寺田 衛
伊與田 義信
大北 典史
石田 亘宏
梅田 裕之
岡野 秀治
尾邉 利英
小坂 篤
小坂 良
小西 清隆
中村 昌嗣
林 毅
平岡 直人
堀木 照美
橋上 裕
畠中 節夫
中村 康一
松井 好人
大門 位守
橋爪 眞言
馬岡 晋
清水 雄三

医療機関名
古田医院
古田医院
サンクリニック太陽の街
西城外科内科
豊里クリニック
寺田医院
津みなみクリニック
大北内科
石田クリニック
梅田クリニック
おかの医院
宮前診療所
小坂クリニック
小坂クリニック
小西皮ふ科
森診療所
林内科
平岡内科循環器科
嬉野医院
橋上内科皮フ泌尿器科医院
畠中医院
中村医院
松井医院
特養あさひ診療所
はしづめクリニック
馬岡医院
しみずハートクリニック

住所
桑名市大仲新田屋敷327-2
四日市市大字西阿倉川1203
鈴鹿市中瀬古町203-7
鈴鹿市長太旭町4丁目23-23
津市豊が丘2丁目46-3
津市野田778-1
津市久居野村町600-2
津市久居東鷹跡町82-10
松阪市大口町154-1
多気郡明和町斎宮北野3726-2
松阪市嬉野中川新町１丁目6
松阪市飯高町宮前1104
松阪市嬉野中川新町2丁目23
松阪市嬉野中川新町2丁目23
松阪市南町238-1
松阪市飯高町森1410
松阪市春日町2丁目8-1
松阪市南町200-16
松阪市嬉野町1425-3
伊勢市岩渕2丁目2-3
伊勢市大湊町862
志摩市阿児町安乗435-3
志摩市志摩町布施田392
尾鷲市三木里町967-8
尾鷲市三木里町294-3
伊賀市上野丸之内116-3
伊賀市上野愛宕町1940-2

電話番号
0594-31-8555
059-331-3918
059-372-0212
059-385-5511
059-230-1120
059-237-3378
059-254-0777
059-255-2077
0598-53-1177
0596-53-0700
0598-42-7211
0598-46-0003
0598-48-0777
0598-48-0777
0598-26-0600
0598-45-0023
0598-21-4005
0598-21-3514
0598-42-2258
0596-28-3402
0596-36-4572
0599-47-3037
0599-85-0047
0597-28-2102
0597-28-8000
0595-21-3005
0595-21-4528
（有効期限３年）

1

平成３１年度日医かかりつけ医機能研修制度認定者
氏名
久瀬 弘
鈴木 秀郎
東 俊策
安井 のり子
小野 拓
藤井 昌麻呂
豊田 美香
吉田 光宏
井 忠明
奥野 利幸
櫛谷 文彦
小林 稔彦
駒田 文彦
垂見 敏明
中島 紳太郎
野呂 純一
野呂 智仁
宮村 俊行
吉村 暢仁
久瀬 雅也
鷲見 しず子
鷲見 成憲
髙見 謙一郎

医療機関名
久瀬クリニック
桑名市総合医療センター
ひがし胃腸科外科
長島中央病院
日下病院
ふじい内科クリニック
ハッピー胃腸クリニック
吉田クリニック
いのもと医院
おくのクリニック
櫛谷内科クリニック
小林医院
かいばな内科クリニック
垂見内科クリニック
中島医院
野呂医院
野呂医院
みやむらクリニック
よしむら医院
久瀬医院
鷲見内科
鷲見内科
髙見内科

住所
桑名市大字東方字打上田232
桑名市寿町3丁目11
桑名市藤が丘9丁目109
桑名市長島町福吉271
いなべ市北勢町阿下喜680
四日市市川島町6507-2
亀山市本町2丁目9-33
津市栗真中山町下沢79-5
津市白山町南家城889-5
津市久居元町1709-3
多気郡明和町金剛坂816-66
松阪市丹生寺町127-40
松阪市垣鼻町1761-23
松阪市小津町274
松阪市猟師町高須72-1
松阪市小片野町302
松阪市小片野町302
松阪市目田町327-5
松阪市大黒田町431
度会郡玉城町佐田1750
伊勢市宮後1丁目8-4
伊勢市宮後1丁目8-4
伊勢市岡本1丁目4-28

電話番号
0594-22-0800
0594-22-1211
0594-24-8777
0594-45-0555
0594-72-2511
059-321-0080
0595-82-0017
059-232-3001
059-262-3175
059-255-7766
0596-53-1100
0598-58-1296
0598-25-1024
0598-56-5501
0598-51-9200
0598-34-0054
0598-34-0054
0598-61-2220
0598-21-0005
0596-58-3120
0596-28-2953
0596-28-2953
0596-28-3931
（有効期限３年）

