
平成30年度 地域リハビリテーションサポート医養成研修　修了者名簿

市町・区 氏　名 医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号

下田市 鎮目　研吾 上の山鎮目クリニック 415-0013 下田市柿崎432-1 0558-23-8820

伊東市 川口　実 伊豆高原ゆうゆうの里診療所 413-0232 伊東市八幡野1027 0557-54-9966

伊東市 中原　秀人 横山医院 414-0024 伊東市和田1-4-20 0557-35-0431

伊東市 髙栁　伸之 伊豆高原メディカルたかやなぎ整形外科 413-0232 伊東市八幡野1191-6 0557-55-3322

熱海市 安達　昌子 さくら醫院 413-0021 熱海市清水町17-11 0557-52-3021

熱海市 服部　真紀 服部医院 413-0103 熱海市網代462-8 0557-68-0050

御殿場市 鈴木　英之 すずき整形外科クリニック 412-0028 御殿場市御殿場372-2 0550-84-5050

御殿場市 村山　吉廣 御殿場石川病院 412-0023 御殿場市深沢込ノ原1285-2 0550-83-2424

三島市 渡辺　貴 渡辺整形外科 411-0045 三島市萩188 055-987-1550

三島市 櫻井　俊一朗 桜井内科クリニック 411-0044 三島市徳倉4-12-1 055-988-2200

三島市 山口　晶久 山口医院 411-0846 三島市栄町1-23 055-975-0559

三島市 眞田　克也 さなだ消化器・乳腺クリニック 411-0045 三島市萩259-4 055-987-6633

三島市 金木　昌之 金木内科消化器科クリニック 411-0022 三島市川原ケ谷177-1 055-971-3211

三島市 川﨑　泰久 川崎内科医院 411-0854 三島市北田町4-14 055-972-8811

沼津市 手塚　清隆 手塚クリニック 410-0231 沼津市西浦木負767-14 055-942-3200

沼津市 清永　英利 フジ高砂クリニック 410-0016 沼津市高砂町2-5 055-941-5684

富士市 宮川　朗 みやかわ内科・外科クリニック 417-0864 富士市広見本町2-40 0545-23-3800

富士市 殷　祥洙 湖山リハビリテーション病院 417-0801 富士市大渕405-25 0545-36-2000

富士市 渡邉　英一郎 富士整形外科病院 417-0045 富士市錦町1-4-23 0545-51-3751

富士市 北西　史直 トータルファミリーケア北西医院 416-0906 富士市本市場148-1 0545-61-0119

富士市 鈴木　淳 鈴木内科医院 417-0061 富士市伝法3075-1 0545-52-3736

富士市 清水　千枝 中根クリニック 417-0808 富士市一色495-1 0545-21-7520

富士市 河合　秀彦 ふじの町クリニック・検診センター 416-0915 富士市富士町12-12 0545-32-7711

静岡市葵区 金　萬石 金内科循環器科クリニック 420-0866 静岡市葵区西草深町6-1 054-205-8773

静岡市葵区 大石　達夫 大石内科循環器科医院 420-0839 静岡市葵区鷹匠2-6-1 054-252-0585

静岡市葵区 八木　大英 内科胃腸科八木医院 420-0873 静岡市葵区籠上28-24 054-271-2305

静岡市葵区 岡　慎一郎 岡外科胃腸科医院 420-0068 静岡市葵区本通西町39 054-255-5514

静岡市駿河区 山之上　弘樹 静岡徳洲会病院 421-0193 静岡市駿河区下川原南11-1 054-256-8008

静岡市駿河区 外山　英志 とやまクリニック 421-0112 静岡市駿河区東新田2-16-30 サンコーポ池ヶ谷103号 054-201-9800

静岡市駿河区 山崎　嘉弘 山崎医院 422-8064 静岡市駿河区新川1-19-5 054-285-6811

静岡市駿河区 福地　康紀 東新田福地診療院 421-0112 静岡市駿河区東新田5-16-10 054-256-8888

静岡市清水区 松永　元良 松永医院 424-0042 静岡市清水区高橋南町7-68 054-366-0538

焼津市 福地　益人 大覚寺リハビリテイションクリニック 425-0088 焼津市大覚寺25-2 054-629-8629

御前崎市 大石　俊明 市立御前崎総合病院 437-1696 御前崎市池新田2060 0537-86-8511

掛川市 北原　圭一郎 きたはらクリニック 436-0075 掛川市仁藤町1-6 0537-22-3062

掛川市 菅沼　明人 介護老人保健施設 あおばケアガーデン 437-1302 掛川市大渕4345 0537-48-0002

袋井市 徳永　宏司 浅羽医院 437-1114 袋井市浅羽1767-1 0538-23-6320



市町・区 氏　名 医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号

森町 水野　義仁 公立森町病院 437-0214 周知郡森町草ケ谷391-1 0538-85-2181

森町 岡本　庄造 公立森町病院 437-0214 周知郡森町草ケ谷391-1 0538-85-2181

磐田市 牧野　章 みつけ内科クリニック 438-0085 磐田市水堀395-1 0538-36-3222

浜松市中区 酒井　直人 サカイ脳神経外科 432-8002 浜松市中区富塚町55 053-412-6677

浜松市中区 田中　隆光 たなか内科クリニック 432-8047 浜松市中区神田町360-27 053-444-3001

浜松市中区 山内　秀樹 やまうち整形外科 430-0901 浜松市中区曳馬5-4-48 053-412-0007

浜松市西区 橋爪　一光 西山病院 432-8001 浜松市西区西山町500 053-485-5558

浜松市西区 猿原　大和 湖東病院 431-1111 浜松市西区伊佐地町8151 053-486-2222

浜松市浜北区 西坂　米昭 西坂整形外科 434-0044 浜松市浜北区内野1220 053-585-0550

浜松市東区 磯貝　佳子 天王病院 435-0052 浜松市東区天王町1925 053-421-5885

浜松市東区 竹林　啓子 天王病院 435-0052 浜松市東区天王町1925 053-421-5885

浜松市東区 西村　隆 フジ整形外科 431-3112 浜松市東区大島町1008 053-434-8866

湖西市 牛田　知宏 牛田クリニック 431-0431 湖西市鷲津786-1 053-574-2252

湖西市 疋田　博之 疋田クリニック 431-0302 湖西市新居町新居1323-5 053-594-8222


