
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

足立歯科医院 足立 正久 中村歯科医院 中村 宏之 

石岡歯科医院 石岡 克司 夏目歯科医院 夏目 善弘 

いちり山歯科医院 清水 泰治 根本歯科医院 根本 武雄 

上杉歯科医院 上杉 謙一郎 櫨歯科医院 櫨 常郎 

江黒歯科クリニック 江黒 徹 長谷川歯科医院 長谷川 裕宏 

江原歯科医院 江原 弘二 はま歯科医院 塩浜 康輝 

大石歯科医院 大石 正人 林歯科医院 林 宏圭 

大澤歯科医院 大澤 健祐 半田歯科医院 半田 太 

きよはし歯科クリニック 幾世橋 崇 ふじの歯科クリニック 藤野 貴士 

行田協立診療所（歯科） 鳥海 泉治 藤村歯科医院 藤村 哲也 

小沼歯科医院 小沼 豊蔵 古田歯科医院 古田 和也 

齋藤歯科医院 齋藤 直人 平成歯科医院 長谷川 昌久 

坂詰歯科医院 坂詰 和彦 松井歯科医院 松井 毅 

坂本歯科医院 坂本 研一 馬橋歯科医院 後藤 文良 

さきたま歯科クリニック 田島 賢一 むらこそ歯科医院 村社 尚洋 

萎澤歯科医院 萎澤 浩子 安田歯科医院 安田 勝彦 

高綱歯科医院 高綱 厚之 山田歯科医院 山田 順 

ともみつ歯科医院 伴光 正久 和田歯科医院 和田 泰興 

 

 

 

 

 

 

 

行田市版 認知症対応力向上研修終了者名簿 

行田市医師会では地域包括ケアの構築と多職種連携を目指し、歯科・薬剤師・通所介護職員（リハビリ、

介護職）・訪問看護・ケアマネ対象に医師会主催の認知症対応力向上研修を行いました。ここでは研修修

了者のうち名簿の公表に同意が得られた方の氏名を掲載しています。 

認知症患者様についての相談先、受診先、事業所等を探す際にご活用ください。 

■行田市歯科医師会認知症対応力向上研修修了者  
＜医療機関名五十音順＞ 



 

 

アイン薬局行田 大内 香里 土橋薬局 鹿山 高彦 

佐鳥 彩香 鹿山 康子 

篠崎 裕美子 パルシー薬局 永沼 幸子 

清水 由香理 フジイ薬局 藤井 久夫 

森田 慎也 ふじみ薬局 藤村 幸子 

アイン薬局行田新店 井桁 晶子 フレンド薬局 池畑 利彦 

白戸 達介 柳川 豊 

田村 直樹 ミキ薬局 埼玉行田店 加部 愛子 

朝日堂薬局 安井 伸行 薬樹薬局もちだ 鈴木 れい子 

加村薬局 北出和子 薬局アポック行田店 島田 喬 

行田駅前薬局 高田 佳美 よつば薬局 新井 孝幸 

けやき薬局 荒木 貴子 大宮 直浩 

さくらヶ丘調剤薬局 江袋 文紀 齋藤 祐 

トーア薬局 和田 明   

 

 

行田訪問看護ステーション 江田 久子 

きょうりつ訪問看護ステーション 猪股 良枝 

野口 智子 

壮幸会 行田訪問看護ステーション 金子 かん奈 

馬渡 夏美 

 

 

介護老人保健施設グリーンピア 高橋 梓 行田ふれあいクリニック 片沼 香 

目﨑 美穂 岸田 佳絵 

介護老人保健施設ハートフル行田 木村 洋良 澤田 千尋 

行田総合病院 寒河江 涼太 渕上 通子 

行田中央総合病院 風間 麻衣   

平野 輝利人   

 

 

介護支援ひまわり 荒井 美子 行田ふれあいクリニック 金子 理恵 

小島 敦子 小山 明子 

株式会社あさひケアサービス 松丸 美幸 居宅介護支援おきな 金子 真貴子 

行田ケアセンターそよ風 石島 弘美 ふぁみいゆケアプランセンター 小林 雅世 

行田市在宅介護支援センター緑風苑 大谷 元美 佐藤 京美 

唐澤 弘美 まきば園居宅介護支援センター 磯 まゆみ 

行田市地域包括支援センター壮幸会 岩﨑 成矢 二連木 佳奈 

宮澤 和正   

■行田市薬剤師会認知症対応力向上研修修了者  

■訪問看護看護師 

■通所リハビリ 

■ケアマネージャー 

＜薬局名五十音順＞ 

＜事業所名五十音順＞ 

＜事業所名五十音順＞ 

＜事業所名五十音順＞ 



 

 

GENKI NEXT 行田城西 橘内 正光 和みの幸望庵 染野 菜々花 

小泉 清美 ハートフル行田 金久保 直人 

長谷川 敦子 武政 稔 

水谷 康子 中村 愛 

NPO法人 CILひこうせん 鈴木 尚美 野邊 ミエ子 

あおきリハビリデイサービス 平川 眞由美 ふぁみいゆ東館 横田 ゆり子 

介護サービスひまわり 島崎 洋子 ふぁみいゆ訪問介護 中村 信子 

富沢 早智子 まきばの温泉デイサービスセンター 鯨井 淳太 

増田 喜代子 緑風苑短期入所生活介護 吉田 和史 

介護老人福祉施設ふぁみいゆ行田 新 登志子 緑風苑デイサービスセンター 石川 明宗 

稲村 晃子 稲本 奈美 

介護老人保健施設グリーンピア 新井 竜 岩﨑 正次 

行田協立診療所デイサービスうきしろ 佐藤 眞由美 大野 重雄 

行田ケアセンターそよ風 野沢 江美子 大橋 かほり 

本木 瑞穂 坂本 有美 

行田ふれあいクリニック 荒井 美恵子 諏訪 浩子 

五十嵐 進 田口 礼子 

鈴木 千夏 中島 千明 

田嶋 崇江 中村 寛子 

けあビジョン行田 石井 照久 町田 純代 

ケアセンターすみれ 島田 明彦 溝上 俊亮 

デイサービスうららか 荒海 和枝 緑風苑ホームヘルプサービス 千島 万里江 

河端 五月 緑風苑訪問入浴サービス 山岸 朱美 

 

 

■通所介護、訪問介護 
＜事業所名五十音順＞ 


