
認知症予防専門士 名簿
2022年4月1日　更新

都道府県 認定番号 氏名 所属
北海道 0183 楢山　暁美 医療法人資生会　介護老人保健施設　クリアコート千歳　リハビリテーション科

北海道 0231 沼山　由香 非公開
北海道 0268 木元　国友 あいしい介護相談センター
北海道 0309 藤澤　多喜子 大谷地病院
青森県 0075 海老名　幸雄 医療法人幸仁会　高松病院
青森県 0076 海老名　恵 医療法人幸仁会　高松病院
岩手県 0369 吉田　英子 一般財団法人みちのく愛隣協会東八幡平病院
宮城県 0146 山形　直 株式会社　センターボード　アムール薬局　十文字店
宮城県 0371 非公表 非公表
宮城県 0437 非公表 非公表
秋田県 0102 高橋　智子 横手市市民福祉部　地域包括支援センター　在宅医療連携推進係
福島県 0136 塩畑  まり 非公開
福島県 0254 佐藤　良子 医療法人社団青空会　大町病院
福島県 0272 浅野　ゆう子 医療法人社団青空会　大町病院
福島県 0381 茂木　潤一 医療法人 慈心会 村上病院
福島県 0404 斎藤　剛志 枡記念病院
茨城県 0324 山本　一貴 医療法人社団　有朋会　栗田病院
茨城県 0361 佐々木　孝憲 医療法人聖麗会　聖麗メモリアル病院
茨城県 0430 小橋　昌樹 医療法人社団　有朋会　栗田病院
栃木県 0068 木平　百合子 独立行政法人　地域医療機能推進機構　うつのみや病院
栃木県 0297 鶴牧　明記
栃木県 0301 田中　正三
栃木県 0327 荻原　牧子
栃木県 0343 松田　直哉
栃木県 0384 田谷野　雄彦 社会福祉法人　邦知会
群馬県 0225 藤原　將平 南天薬局
群馬県 0226 萩原　正子 はーとにほっぺ
群馬県 0407 菊池　俊 社会福祉法人　いのかわ会　ケアホーム「家族の家」浜川
埼玉県 0156 木村　惠津子 非公開
埼玉県 0161 飯田 由香 日本アロマアクティビティ協会
埼玉県 0223 弘田 郁子 非公開
埼玉県 0224 熊倉　正子 ㈱彩香らんど　業務課介護予防係
埼玉県 0245 中野　都 非公開
東京都 0257 尾方　睦望 社会福祉法人善光会　介護老人保健施設アクア東糀谷
埼玉県 0264 大竹　由美子 公益法人　永寿総合病院　認知症疾患医療センター
埼玉県 0283 尾身　和歌子 阿部クリニック
埼玉県 0299 中村　秀朗 医療法人清和会　新所沢清和病院
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埼玉県 0300 利根川　浩一 利根川Kスタジオ
埼玉県 0304 稲橋　秀樹 医療法人社団心の絆　蓮田よつば病院
埼玉県 0328 小野寺 みゆき
埼玉県 0340 斎藤　友希
埼玉県 0363 眞尾　好一 医療法人清和会 新所沢清和病院
埼玉県 0386 棚橋　紀代美 医療法人清和会　新所沢清和病院
埼玉県 0408 黄野　千寿
埼玉県 0409 葛西　陽子 非公表
埼玉県 0432 二場　和幸 医療法人清和会 新所沢清和病院
埼玉県 0433 鳥塚　剛 株式会社　あさひ調剤
東京都 0019 辻　美帆 医療法人社団　翔洋会
千葉県 0210 岩井　ますみ イリデセンス
千葉県 0222 非公開 医療法人博翔会　五香病院
千葉県 0265 相良　かおり 非公開
千葉県 0303 高柳　美奈子 聖隷佐倉市民病院　健診センター
千葉県 0342 鈴木　信男 社会福祉法人東京栄和会 うらやす和楽苑
千葉県 0387 非公表 非公表
千葉県 0388 非公表 非公表
千葉県 0390 洲脇　美和 医療法人社団立靖会　ラビット歯科
千葉県 0410 山田　泰弘 特別養護老人ホーム　ナーシングホーム市川
千葉県 0414 原　俊朗 夷隅医師会診療所
千葉県 0434 若尾　智香子 船橋二和病院
千葉県 0425 頓宮　穣爾 無料の認知症予防個別相談窓口（ウェブサイト運用）
東京都 0020 非公開 非公開
東京都 0025 平塚　雅之 特定非営利活動法人　高齢者安全運転支援研究会
東京都 0031 伊吹　義次 株式会社イーノ
東京都 0070 非公開 非公開
東京都 0072 川村　昌美 はあとふる・ほのか
東京都 0120 大塚　博子
東京都 0128 非公開 非公開
東京都 0147 落合　弘子 非公開
東京都 0149 三好　加津子 特定非営利活動法人たんぽぽ会
東京都 0152 浦本　和哉 S OMP Oケア用賀
東京都 0162 非公開 非公開
東京都 0191 古田　寿美 日新商事株式会社　福祉部　グループホームあいり
東京都 0192 林　利光 東急株式会社　東急病院　リハビリテーション科
東京都 0193 非公開
東京都 0195 堀　慎二 非公開
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東京都 0200 磯　忍 認定NPO法人 芸術と遊び創造協会 高齢者アクティビティ開発センター

東京都 0204 芦谷　知子 山野美容芸術短期大学
東京都 0236 中井　大介 MS&ADインターリスク総研株式会社
東京都 0237 非公開 非公開
東京都 0240 田中　克明 コクヨ株式会社ステーショナリー事業本部事業戦略部
東京都 0244 小滝　静子 非公開
東京都 0253 内田　栄子 医療法人社団　翔洋会
東京都 0260 國枝　洋太 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター
東京都 0298 及川　麻衣子 山野美容芸術短期大学　美容総合学科
東京都 0302 葛城　泉 国際音楽療法専門学院
東京都 0306 久保田　薫 株式会社　プラタナ
東京都 0307 神澤　都 大田区地域包括支援センター久が原
東京都 0308 佐々木　征子 非公開
東京都 0325 加藤　美代子 非公開
東京都 0326 西村　将太 非公開
東京都 0344 松本　美和子 世田谷区　北沢総合支所　保健福祉課　地域支援担当
東京都 0345 津野瀬　まゆみ 医療法人社団眞仁会　地域包括支援センター新宿
東京都 0362 松尾　誠太郎 MS&ADインターリスク総研株式会社
東京都 0364 立松　直美 世田谷区上祖師谷地域包括支援センター
東京都 0365 今田　修一 ローズ訪問看護ステーション
東京都 0366 清水　洋平
東京都 0367 佐藤  俊一 ひまわりクリニック
東京都 0368 松嶋　薫 株式会社メディア・ケアプラス
東京都 0389 仲田　修三 ナカダ福祉相談所
東京都 0391 渡邉　幸子 社会医療法人　河北医療財団　河北リハビリテーション病院
東京都 0411 塩田　具子 医療法人社団双泉会いずみホームケアクリニック　認知症疾患医療センター

東京都 0412 黒田　みどり 神奈川県大和市福田南地域包括支援センター
東京都 0435 荒井　博行 株式会社ファーコス
神奈川県 0024 中村　拓司 TACT
神奈川県 0069 利根川　久女紅 利根川Kスタジオ・日本リンパビクス協会
神奈川県 0071 平塚　喜之 NPO法人高齢者安全運転支援研究会
神奈川県 0101 田嶋　順子 山野美容芸術短期大学美容総合学科　現代美容福祉専攻
神奈川県 0155 谷内　創 株式会社サカタのタネ　直売部
神奈川県 0158 非公開 非公開
神奈川県 0159 清水　俊英 株式会社サカタのタネ　広報宣伝部
神奈川県 0205 神馬　幸子 株式会社　つながり　「ひだまり」
神奈川県 0206 五月女　美幸 利根川Kスタジオ
神奈川県 0209 浅倉　朋子
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神奈川県 0211 吉岡　千代子 人間総合科学大学　大学院　
神奈川県 0279 齋藤　千代美 神奈川県立循環器呼吸器病センター
神奈川県 0305 芝田　謙治 中島内科クリニック
神奈川県 0346 保母　恵 国際医療福祉大学　小田原保健医療学部
神奈川県 0347 ⾧尾　美穂 医療法人社団高輪会
神奈川県 0385 小林　辰也 （公財）神奈川県予防医学協会
神奈川県 0413 三縄　浩司
神奈川県 0431 佐澤　尚子 たちばな歯科医院
神奈川県 0436 後藤　春美 中央林間病院
新潟県 0010 原島　哲志 医療法人社団　川瀬神経内科クリニック
新潟県 0011 非公開 非公開
新潟県 0012 高橋　芳雄 医療法人社団　川瀬神経内科クリニック
新潟県 0137 西片　淑子 にしかたみゅーじっくくらぶ
新潟県 0150 遠藤　昇男 ⾧岡介護福祉専門学校あゆみ　
新潟県 0163 馬場　幸 医療法人社団橘光葉会　三条東病院
新潟県 0202 相田　由香 通所介護　わんだふるらいふ
新潟県 0203 飯岡　恵子 医療法人社団橘光葉会　三条東病院
新潟県 0217 久保　泰雄
新潟県 0218 野中　共子 新潟大学医歯学総合病院
新潟県 0220 川井　美智子 三条市地域包括支援センター嵐南
新潟県 0221 布施　良友 医療法人社団　川瀬神経内科クリニック
新潟県 0256 多田　圭子
新潟県 0262 大山　トモ子 認定NPO法人　地域たすけあいネットワーク
新潟県 0317 佐々木　尚子 社会福祉法人　関川村社会福祉協議会
新潟県 0323 林　悟司
新潟県 0339 平田　さよ 特別養護老人ホーム　垂水の里　在宅介護支援センター 垂水の里
新潟県 0358 非公表 非公表
富山県 0313 上野　藍子 株式会社イリス
富山県 0427 非公表 非公表
福井県 0135 久世　浩江 福井県立すこやかシルバー病院 　診療部　栄養管理室
山梨県 0227 杉原　初美 社会医療法人　加納岩　日下部記念病院
山梨県 0406 佐野 比奈 山梨県厚生連健康管理センター
⾧野県 0104 藤本　隆之 医療法人　仁雄会　穂高病院
⾧野県 0318 尾形　みどり 栗田病院
⾧野県 0360 澤木　千枝子 非公表
⾧野県 0383 非公表 非公表
静岡県 0134 清水　啓子 （株）ウェルネスパートナー　有料老人ホーム　ウェルネス浜名湖
岐阜県 0241 伊藤　みゆき 医療法人社団全徳会　大垣セントラルクリニック
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岐阜県 0261 佐藤　実穂香 医療法人社団全徳会　大垣セントラルクリニック
岐阜県 0281 岩崎　美佐 医療法人社団全徳会　大垣セントラルクリニック
静岡県 0164 鈴木　淑子 メディカルハーブスクールTOKURA
静岡県 0165 古川　恵美子 株式会社　脳リハビリネットワーク
静岡県 0166 松下 茉里 （株）ウェルネスパートナー　有料老人ホーム　ウェルネス浜名湖
静岡県 0180 渥美　三枝子 株式会社　脳リハビリネットワーク
静岡県 0285 峯岸 ルミ子
静岡県 0322 香髙　由美 株式会社　脳リハビリネットワーク
静岡県 0341 出口　悠 （株）ウェルネスパートナー　有料老人ホーム　ウェルネス浜名湖
静岡県 0382 鶴橋　明子 非公表
静岡県 0405 齊藤　紗菜 株式会社ウェルネスパートナー　有料老人ホームウェルネス浜名湖
静岡県 0429 淺羽　美津子 ハーバルケアサポート　TOKURA
愛知県 0185 非公開 非公開
愛知県 0186 本多　久美子 中部大学生命健康科学部　生命医科学科
愛知県 0187 宮田　聖子 名古屋大学大学院医学系研究科精神医学分野
愛知県 0255 磯野　洋一 非公開
愛知県 0266 山下　英美 愛知医療学院短期大学
愛知県 0293 亀谷　博光 非公開
愛知県 0314 鈴木　裕子 医療法人光慈会　ながしのデイサービスセンター
愛知県 0320 後藤　良太 医療法人　偕行会　偕行会城西病院
愛知県 0336 明壁　均 常滑市民病院
愛知県 0357 非公表 医療法人　博報会　岡崎東病院　通所リハビリテーション
愛知県 0379 非公表 非公表
愛知県 0380 佐藤　顕世 社会医療法人愛生会　上飯田リハビリテーション病院
愛知県 0402 木股　広美 非公表
愛知県 0403 田中　光司
愛知県 0426 非公表 社会福祉法人愛生会　総合上飯田第一病院
三重県 0018 奈良　かよ子
三重県 0170 茂知野  美津枝 ヘルスケア　フぁんそん
三重県 0284 岩崎　裕子 社会福祉法人　幾内会　岡波総合病院
三重県 0333 澤田　浩秀 四日市看護医療大学　看護医学部　臨床検査学科
滋賀県 0259 石居　了美 医療法人　友仁会　友仁山崎病院
滋賀県 0291 澤井　正治
滋賀県 0356 髙村　道子
滋賀県 0401 門口　和義 株式会社　MKプラネット
滋賀県 0438 門口　美千代 株式会社　MKプラネット
京都府 0122 山下　博子 非公開
京都府 0124 神内　千惠子 非公開
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京都府 0145 中村　都子 ＮＰＯ法人 認知症予防ネット
京都府 0173 土井　則子
京都府 0174 西村　美帆 地方独立行政法人　奈良県立病院機構
京都府 0292 南部　計 六地蔵総合病院
京都府 0295 川辺  立三 パナソニック エイジフリー ケアセンター
京都府 0319 永井  友唯
京都府 0338 非公開
京都府 0417 大本　敦子 独立行政法人 国立病院機構 宇多野病院
大阪府 0037 時野　学 八尾自動車教習所
大阪府 0040 下田　智一 一般社団法人　全日本ノルディックウォーク連盟
大阪府 0111 西川　愼志 リビングアイ
大阪府 0127 松茂良　興治 一般社団法人　予防医療推進協会
大阪府 0154 大柴　賢珠 非公開
大阪府 0177 菅原　圭 大阪市住吉区社会福祉協議会　認知症初期集中支援チーム
大阪府 0188 吉田　誠 社会医療法人大道会　森之宮病院
大阪府 0189 根本　正樹 非公開
大阪府 0243 吉田 真希子 吉田鍼灸整骨院
大阪府 0246 青地　寛 大阪大学医学部付属病院　輸血部
大阪府 0263 吉田  周史 吉田鍼灸整骨院
大阪府 0275 非公開 非公開
大阪府 0278 叶屋　友義 一般社団法人日本メディカルフィットネス協会
大阪府 0282 奈良　修次
大阪府 0294 大野　和浩 医療法人橘会　東住吉森本病院
大阪府 0315 非公開
大阪府 0316 非公開
大阪府 0321 重信　直人 公益財団法人大阪YMCA 社会福祉事業本部
大阪府 0337 浅田　克子 八尾自動車教習所
大阪府 0355 白井　雅子 藍野大学　医療保険学部　作業療法科
大阪府 0378 松本　佳代 大阪市生野区社会福祉協議会　生野区地域包括センター　
大阪府 0400 多和田　卓也 おかもと訪問看護ステーション
大阪府 0424 杉本　美香 とこわかネット
兵庫県 0014 伊藤　米美 ＮＰＯ法人認知症予防ネット神戸
兵庫県 0015 稲波　悦子 ＮＰＯ法人認知症予防ネット神戸
兵庫県 0016 松井　左知子 ＮＰＯ法人認知症予防ネット神戸
兵庫県 0094 布谷　宏造
兵庫県 0119 神代　道子 非公開
兵庫県 0274 非公開 非公開
兵庫県 0354 浦上　久美子 ケアーズ三宮　訪問看護リハビリステーション



認知症予防専門士 名簿
都道府県 認定番号 氏名 所属

兵庫県 0377 徳岡　恵里 西脇市立西脇病院
兵庫県 0399 岩崎　久子 非公表
兵庫県 0423 奥山　緑 東浦平成病院
奈良県 0095 木曽　江律子 有限会社　とらいあんぐる
奈良県 0190 非公開
奈良県 0242 吉田　幸紀 よしだ整骨院
奈良県 0247 非公開
奈良県 0296 朝田　千香子
奈良県 0334 大倉　昌浩 有限会社　とらいあんぐる
奈良県 0398 酒井　和代 株式会社　MKプラネット
和歌山県 0332 新谷　啓子 社会医療法人黎明会　北出病院
鳥取県 0017 福田　敏秀 高知県立大学　社会福祉学部　社会福祉学科
鳥取県 0023 津久井　洋子
鳥取県 0026 小徳　美千子 社会福祉法人　真誠会　介護老人保健施設ピースポート
鳥取県 0058 吹野　美由紀 居宅介護支援事業所　みやこ苑
鳥取県 0064 矢田貝　香織 鳥取県厚生事業団皆生みどり苑デイサービスセンター
鳥取県 0181 田中　響 鳥取看護大学
鳥取県 0234 非公開 非公開
鳥取県 0267 非公開 非公開
鳥取県 0271 美舩　智代
鳥取県 0289 山根　香織 社会福祉法人　敬仁会　マグノリア地域包括支援センター
鳥取県 0353 中村　英一 株式会社ソルヘム グループホーム 陽だまりの家 ことうら
鳥取県 0375 林　眞由美 社会福祉法人 健推会 特別養護老人ホーム 健推庵こくふ
鳥取県 0395 佐々木　夏美 社会福祉法人 こうほうえん　錦海リハビリテーション病院
島根県 0184 吉岡　太佑 吉岡医院
島根県 0373 黒田　陽子 島根大学医学部内科学講座
島根県 0396 吉田　朝海 島根大学医学部附属病院
岡山県 0063 笠原　輝彦 笠原市役所
岡山県 0073 非公開 非公開
岡山県 0074 大橋　千代美 柴田病院
岡山県 0172 高田　周馬 軽費老人ホームケアハウスこうのしま
岡山県 0176 根本　浩江 順正高等看護福祉専門学校
岡山県 0212 林　智子 医療法人高志会　柴田病院
岡山県 0235 横田　祐子 川崎医科大学附属病院　中央検査部
岡山県 0238 渡邉　藤恵 倉敷平成病院
岡山県 0258 尾﨑　啓次 医療法人芳祉会　御南クリニック
岡山県 0273 安倉　央 マスカット薬局　倉敷店
岡山県 0276 古山　喜一 IPU　・環太平洋大学　体育学部　健康科学科



認知症予防専門士 名簿
都道府県 認定番号 氏名 所属

岡山県 0280 久戸瀬　理恵 ニューエルダー指定居宅支援事業所
岡山県 0286 平林　美紀 いしおか医院
宮城県 0290 籔脇　健司 東北福祉大学健康科学部　リハビリテーション学科
岡山県 0420 髙田　浩美 非公表
広島県 0035 大井　博司 広島国際大学総合リハビリテーション学部　リハビリテーション学科

広島県 0043 西本　千恵
広島県 0112 谷口　弘美 済生会広島病院　リハビリテーション室
広島県 0129 新井　絵里 呉市東部地域包括支援センター 
広島県 0138 若林　裕旨 三原市南部地域包括支援センター三恵苑
広島県 0213 正尺　昭子 居宅介護支援ケアプランセンターすみれ
広島県 0239 今本　美緒 三次市福祉保健部 健康推進課
広島県 0277 芳我　真由美 三次市役所
広島県 0288 助信　奈穂子
広島県 0330 森藤　恵美 いしおか医院
広島県 0352 久保田　浩子 メリイホスピタル
広島県 0374 非公表 一般社団法人 めぐみ　訪問看護ステーションみゆ
広島県 0397 中井　智絵 三次市役所　三次市福祉保健部　健康推進課
山口県 0091 越智　尚史 ケアプランセンターえびすや
山口県 0096 田久保　好美 ドリームライフアポロ
山口県 0097 野上　勝江 ドリームライフアポロ
山口県 0144 非公開 非公開
山口県 0214 松崎　裕子 宇部興産病院
山口県 0287 木下　貴文 社会医療法人同仁会　周南記念病院
山口県 0351 片岡　久美子 医療法人 仁保医院
山口県 0359 熊安　悦子 山口県園芸療法研究会
山口県 0372 松原　智恵子 周南市立新南陽市民病院
山口県 0418 岡藤　農 医療法人　松永会　老人保健施設アイユウ
山口県 0419 片山　悠 おもてなし訪問看護リハビリステーション
山口県 0421 今田　千恵美 合同会社 優悠　はっぴーまうす　デイサービス幸せの時間
徳島県 0030 住友　祐介 鴨島病院
徳島県 0329 網本　圭志 医療法人久仁会　鳴門山上病院
香川県 0100 山路　正典 屋島ガーデンクラブ
香川県 0215 小崎　佳代子 富士産業株式会社　ウェルベスト事業部
香川県 0216 竹内　富久子 富士産業株式会社　ウェルベスト事業部
香川県 0269 櫻又　康秀 富士産業株式会社
香川県 0394 上田　利枝 一般社団法人 キラメキ社会福祉士事務所
愛媛県 0050 乙島　律子 非公開
愛媛県 0167 村上　宏之 株式会社レフピック　ひめ薬局松神子店



認知症予防専門士 名簿
都道府県 認定番号 氏名 所属

愛媛県 0270 宗岡　直美 医療法人　鷹の子病院　医療ケア相談室
愛媛県 0331 高橋　美佐 NPO法人えひめ認知症予防クラブ
愛媛県 0350 新　緑 医療法人財団「尚温会」総合リハビリテーション伊予病院　老人保健施設伊予ヶ丘

愛媛県 0416 山本　陽子 医療法人尚温会　伊予病院　総合運営局
愛媛県 0428 篠浦　さゆり 愛媛県医療生活協同組合　愛媛生協病院
高知県 0092 内田　泰史 医療法人 恕泉会 内田脳神経外科
高知県 0230 桂　雅俊 土佐リハビリテーションカレッジ　作業療法学科
高知県 0349 堀内　航介 非公表
高知県 0370 山﨑　智世 非公表
高知県 0393 松村　美穂 医療法人新松田会 愛宕病院
福岡県 0002 杉本　智恵 医療法人ふらて会　西野病院
福岡県 0003 賀屋　邦彦 医療法人ふらて会　西野病院
福岡県 0004 入部　紀子 医療法人ふらて会　介護老人保健施設やすらぎ
福岡県 0005 小郷　靖史 医療法人ふらて会　介護老人保健施設やすらぎ
福岡県 0007 安部　頼秋 医療法人ふらて会　介護老人保健施設　やすらぎ
福岡県 0009 井上　美加 社会福祉法人ふらて福祉会　グループホーム森の家
福岡県 0034 松尾　錦一郎 非公開
福岡県 0103 大森　裕之 たたらリハビリテーション病院
福岡県 0178 熊本　チエ子 済生会福岡総合病院
福岡県 0198 河野　咲子 非公開
福岡県 0228 西園　晋明 医療法人社団豊永会　飯塚記念病院
福岡県 0229 武智　薫
福岡県 0232 中川　雄司 北九州医療刑務所　医療部
福岡県 0248 飯田　康江 医療法人ふらて会　在宅支援センター
福岡県 0249 川村　愛 医療法人社団豊永会　飯塚記念病院
福岡県 0252 小松　恭介 医療法人社団豊永会　飯塚記念病院
福岡県 0310 松岡　司 医療法人社団豊永会 飯塚記念病院
福岡県 0376 冨加見　直広 社会福祉法人ふらて福祉会　デイサービスセンター惠迪館
福岡県 0422 非公表 非公表
佐賀県 0311 山下　貴史 独立行政法人　国立病院機構　肥前精神医療センター
⾧崎県 0182 日和田　正俊 社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院　認知症疾患医療センター

⾧崎県 0199 大脇　真智子 非公開
熊本県 0027 峰村　直樹 デイサービスセンター　⾧寿村
熊本県 0250 林田　智恵子
熊本県 0312 松村　梨紗 国立病院機構　菊池病院
大分県 0415 久下　芳美 あおぞらヘルパーステーション企業組合
宮崎県 0013 日吉　眞理子 NPO法人　健康づくり研究会
宮崎県 0392 坂本　龍夫 宮崎市赤江地区地域包括支援センター



認知症予防専門士 名簿
都道府県 認定番号 氏名 所属

沖縄県 0001 當山　房子 （有）福祉ネットワーク・やえやま
沖縄県 0196 非公開 福祉ネットワーク・やえやま　グループホームあかゆら
沖縄県 0197 非公開 (有)福祉ネットワークやえやま　小規模多機能型居宅介護事業所あかゆら

沖縄県 0348 金城　孝郎 地方独立行政法人　那覇市立病院


