
平成22年度 かかりつけ医うつ病対応力向上研修 修了者一覧

平成23年1月23日修了

氏名 医療機関名 診療科 電話

日髙 硬 医療法人社団日髙内科胃腸科 内科・胃腸科 520-0006 大津市滋賀里4-18-8 077-525-4356

佐伯 一善 坂本医院 内科・胃腸科 520-0105 大津市下阪本6-19-1 077-578-1235

越智 眞一 おち医院 内科・外科 520-0242 大津市本堅田4-16-6-206 077-574-1850

山田 忠尚 山田整形外科病院 整形外科 520-0242 大津市本堅田5丁目22-27 077-573-0058

祐森 泰郎 医療法人祐森クリニック
内科・消化器内科・アレル
ギー科・眼科

520-0522 大津市和邇中浜460-1 077-594-5611

金谷 哲郎 金谷クリニック 胃腸科・内科・心療内科 520-0532 大津市湖青1丁目1-31 077-594-5001

原田 英彦 大津市民病院 呼吸器科 520-0804 大津市本宮2丁目9-9 077-522-4807

木村 隆 粟津診療所 内科 520-0833 大津市晴嵐1丁目18-3 077-537-0501

片山 由理 琵琶湖中央病院
神経内科・内科・リハビリテー
ション科

520-0834 大津市御殿浜22-33 077-526-2131

藤井 義宣 琵琶湖中央病院 リハビリテーション科 520-0834 大津市御殿浜22-33 077-526-2131

上原 栄之輔 上原医院
内科・消化器内科・小児科・外
科・肛門外科

520-2132 大津市神領3丁目7-20 077-558-6333

新木 真一 あらき内科クリニック 内科 520-3015 栗東市安養寺1丁目1-20-101 077-553-4447

立石 博之 立石医院 内科・消化器科 520-3037 栗東市北中小路竹ノ花2-6 077-552-7267

石井 孝 介護老人保健施設草津ケアセンター 525-0027 草津市野村2丁目13-13 077-567-1122

岡 敦子 岡診療所 内科・小児科 525-0027 草津市野村6-14-14 077-562-8011

木村 泰治郎 木村診療所 皮膚科・泌尿器科 525-0037 草津市西大路町9-13 西大路ビル2F 077-565-0251

中川 克 立命館診療所 内科 525-8577 草津市野路東1丁目1-1 077-561-2635

所在地

県が実施した「かかりつけ医うつ病対応力向上研修」を受講した医師の方々の一覧ですので、参考にしてください。
研修修了者のうち、連絡先等の掲載について承諾いただいた方を掲載しています。
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大西 正人 社会医療法人誠光会草津総合病院 循環器内科 525-8585 草津市矢橋町1660 077-563-8866

堀部 輝彦 緑王診療所 内科 520-2333 野洲市栄31-3 077-588-0572

森野 平 医療法人森野内科胃腸科 内科 520-2361 野洲市北野1丁目19-33 077-587-3636

安田 美代子 やすだ眼科 眼科 520-2361 野洲市北野1丁目1-8 077-586-3020

増田 卓也 ますだ医院 内科・循環器内科 524-0012 守山市播磨田町1304-2 077-581-1634

鈴木 雅之 すずきクリニック
内科・胃腸内科・外科・リハビリ
テーション科

524-0033 守山市浮気町105-3 077-582-0222

山本 道子 医療法人守山内科クリニック 内科 524-0033 守山市浮気町300-15 グランドメゾン守山1-101 077-582-3070

福田 正悟 ふくだ医院
呼吸器科・アレルギー科・内科・
小児科・循環器科

524-0065 守山市山賀町灰塚1018 077-585-6650

相馬 彰 ハートクリニックこころ 循環器内科 520-3307 甲賀市甲南町野尻411 0748-86-0011

木村 一博 木村医院 内科 528-0041 甲賀市水口町虫生野1017-7 0748-62-2143

吉村 彰伸
独立行政法人国立病院機構

紫香楽病院
内科 529-1803 甲賀市信楽町牧９９７ 0748-83-0101

北川 貢嗣 甲賀市立信楽中央病院 総合診療科 529-1851 甲賀市信楽町長野473 0748-82-0249

林 芳孝 林内科医院 内科 523-0056 近江八幡市古川町503 0748-33-8500

久我 正文 医療法人社団久我内科医院 内科 523-0891 近江八幡市鷹飼町545-4 0748-33-2680

岡 藤太郎 岡診療所 外科・内科 529-1602 蒲生郡日野町河原1丁目10 0748-53-1155

松尾 博 医療法人松尾医院 内科 521-1205 東近江市躰光寺町604 0748-42-6035

寺井 晉
医療法人社団常伯会

寺井産婦人科院
産婦人科・内科・小児科 521-1222 東近江市佐野町670 0748-42-0036
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城 顯 医療法人城医院 内科・小児科・胃腸科 527-0121 東近江市小池町531-2 0749-45-1100

菅原 史明 近江温泉病院 内科 527-0145 東近江市北坂町966 0749-46-1125

中西 正喜 医療法人中西医院 内科 522-0087 彦根市芹橋2丁目9-14 0749-22-1152

上林 俊明 上林医院 内科 529-1235 愛知郡愛荘町目加田882 0749-37-2003

矢部 隆宏 医療法人矢部医院 内科・循環器科・小児科 529-1331 愛知郡愛荘町愛知川1332-1 0749-42-2167

工藤 寛
医療法人寛博会
工藤神経内科クリニック

内科・神経内科 521-0016 米原市下多良3丁目36 0749-52-6760

仮元 幹雄 岩本整形外科
整形外科・リウマチ科・リハビリ
テーション科

526-0043 長浜市大戌亥町738-4 0749-64-1866

橋本 修 医療法人橋本医院 内科・神経内科 526-0111 長浜市川道町611 0749-72-3668

澤 直樹 医療法人圭佑会澤医院 内科 526-0804 長浜市加納町918 0749-63-0234

筧 紘一 筧医院 内科・消化器内科・小児科 526-0832 長浜市大東町56 0749-62-7330

佐々木 慶英 佐々木クリニック 内科・放射線科 526-0845 長浜市小堀町80-1 0749-53-1701

廣田 光前 虎姫診療所 内科・小児科 529-0142 長浜市田町61 0749-73-2062

森田 豊 医療法人マキノ病院 内科 520-1822 高島市マキノ町新保1097 0740-27-0099
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