
認知症初期集中支援チーム設置状況（令和4年4月）

二次医療

圏域
市町村名 設置場所の名称 住所 電話番号 FAX番号

北区大淀地域包括支援センター 大阪市北区長柄中1-1-21 06-4977-6444 06-6354-1175

都島区北部地域包括支援センター 大阪市都島区大東町2-2-18 06-6926-3803 06-6926-3801

福島区地域包括支援センター 大阪市福島区海老江6-2-22 06-6454-6334 06-6454-6331

此花区南西部地域包括支援センター
大阪市此花区春日出中1-27-13

ＹＭＳ此花ビル１階
06-6462-1087 06-6462-9310

中央区北部地域包括支援センター
大阪市中央区農人橋3-1-3

ドミール堺筋本町１階
06-6948-6639 06-6944-2117

西区地域包括支援センター
大阪市西区新町4-5-14

（西区役所合同庁舎6階）
06-6539-8248 06-6539-8073

港区南部地域包括支援センター 大阪市港区池島1-1-18 06-6536-8198 06-6536-8172

大正区北部地域包括支援センター 大阪市大正区北村3-5-10 06-6552-4954 06-6552-4956

天王寺区地域包括支援センター 大阪市天王寺区六万体町5-26 06-6774-3350 06-6711-0595

浪速区地域包括支援センター 大阪市浪速区難波中3-8-8 06-6636-6071 06-6636-6028

西淀川区南西部地域包括支援センター 大阪市西淀川区福町2-4-16 06-6476-3563 06-6476-3560

淀川区東部地域包括支援センター 大阪市淀川区西宮原1-6-45 06-6391-3770 06-6350-7302

東淀川区地域包括支援センター 大阪市東淀川区菅原4-4-37 06-7730-0002 06-6370-7114

東成区北部地域包括支援センター
大阪市東成区中道2-7-1

特養ハミングベル中道内
06-6747-9811 06-6971-9789

大阪市



生野区地域包括支援センター 大阪市生野区勝山北3-13-20 06-6712-3113 06-6712-3122

旭区東部地域包括支援センター 大阪市旭区新森5-3-17 06-6953-0155 06-4254-8811

城東区地域包括支援センター 大阪市城東区中央2-11-16 06-6936-1101 06-6936-1154

鶴見区地域包括支援センター 大阪市鶴見区諸口5-浜6-12 06-6913-9595 06-6913-7676

阿倍野区地域包括支援センター 大阪市阿倍野区帝塚山1-3-8 06-6628-1300 06-6628-9393

さきしま地域包括支援センター（住之江区） 大阪市住之江区南港中2-1-109 06-6686-0431 06-6569-6102

住吉区地域包括支援センター 大阪市住吉区浅香1-8-47 06-6115-8605 06-6692-8813

中野地域包括支援センター（東住吉区） 大阪市東住吉区湯里1-1-30 06-6760-7578 06-6760-7579

長吉地域包括支援センター 大阪市平野区喜連4-6-19 06-6777-9030 06-4303-5673

玉出地域包括支援センター（西成区） 大阪市西成区南津守7-12-32 06-6651-6000 06-6651-6060

浅香山病院　認知症疾患医療センター 堺市堺区今池町３丁３−１６ 072-229-4882 072-222-9402

阪南病院　認知症疾患医療センター 堺市中区八田南之町２７７ 072-278-0381

豊中市 とよなかオレンジチーム
豊中市服部本町5-2-8（服部地域包括

支援センター内）
06-6865-2378 06-6865-1279

池田市伏尾地域包括支援センター 池田市伏尾町12-１ 072-752-1649 072-754-1326

池田市さわやか地域包括支援センター 池田市城南３-１-４０ 072-754-6789 072-754₋6636

池田市医師会地域包括支援センター 池田市鉢塚１-２-１ 072-750-2884 072-750-2885

池田市石橋巽地域包括支援センター 池田市天神1-5-22 072-763-0363 072-763-0372

豊能

大阪市

堺市

池田市



吹田市 ウェルハウス協和 吹田市岸部北1-24-2 06-6339-0616 06-6339-1371

箕面市 地域包括ケア室 箕面市萱野5-8-1 072-727-3548 072-727-3539

豊能町 豊能町地域包括支援センター 豊能郡豊能町東ときわ台1丁目2番地の6 072-733-2800 072-738-6855

能勢町 能勢町保健福祉センター内、能勢町地域包括支援センター 豊能郡能勢町栗栖82-1 072-731-2160 072-731-2151

高槻市 新阿武山病院 高槻市奈佐原４丁目１０番１号 072-693-1881 072-693-3020

茨木市 福祉部福祉総合相談課 茨木市駅前三丁目8番13号 072-655-2758 072-620-1720

摂津市 摂津市地域包括支援センター 摂津市三島2丁目5番4号 06-6383-1377 06-3838-5150

島本町 島本町　健康福祉部　高齢介護課 島本町桜井二丁目１番１号 075-962-2864 075-962-5652

守口第１地域包括支援センター 守口市大久保町３-３０-２１ 06-6904-8900 06-7220-3670

守口第２地域包括支援センター 守口市大日町１-１１-１１ 06-4393-8401 06-6907-1379

守口第３地域包括支援センター 守口市八雲中町３-１３-１７ 06-6908-2808 06-6908-3006

守口第４地域包括支援センター 守口市京阪本通２-５-５ 06-4250-7878 06-4250-7871

守口第５地域包括支援センター 守口市大宮通１-１３-７ 06-6992-1180 06-6992-1187

守口第６地域包括支援センター 守口市南寺方南通３-４-１３ 06-6997-3336 06-6997-3338

社会医療法人三上会　東香里病院 枚方市東香里1丁目24番34号 072-853-0501 072-853-0505

医療法人松徳会　松谷病院 枚方市津田西町１丁目29番８号 072-859-3618 072-859-1685

寝屋川市 医療法人長尾会　ねや川サナトリウム 寝屋川市寝屋川公園2370-６ 072-822-3561 072-822-0880
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大東市 大東市地域包括支援センター
大阪府大東市深野3-28-3

アクティブ・スクウェア・大東 302号
072-800-5374 072-800-5375

門真市 くすのき広域連合　門真支所 門真市中町1-1 06-6780-5200 06-6780-5201

四條畷市 医療法人　和幸会　阪奈サナトリウム内 四條畷市大字上田原613 0743-78-1198 0743-78-1290

交野市 交野市地域包括支援センター

交野市天野が原町5丁目5番1号

交野市立保健福祉総合センター内

交野市社会福祉協議会

072-893-6426 072-895-1192

八尾市 医療法人清心会 八尾市天王寺屋６丁目５９番地

相談窓口：各高齢者あん

しんセンター

https://www.city.yao.o

saka.jp/0000008231.ht

ml

柏原市 柏原市高齢者いきいき元気センター(地域包括支援センター)
柏原市大県4丁目15-35

柏原市健康福祉センターオアシス内
072-970-3100 072-970-3200

布施医師会　担当機関　社会福祉法人天心会小阪病院 東大阪市永和二丁目7番30 06-7639-1405

河内医師会　担当機関
一般社団法人河内医師会訪問看護ステーション

東大阪市岩田町四丁目3番14-204号 080-4016-5501

枚岡医師会　担当機関
医療法人愛壽会　訪問看護リハビリステーション　フィットケア

東大阪市旭町２０番２８号 072-981-4868

第1ほんわかセンター 富田林市常盤町1-1 0721-25-1000 0721-20-2113

第2ほんわかセンター 富田林市南大伴町4-4-1 0721-25-8205 0721-20-6075

第3ほんわかセンター

（けあぱる金剛）

富田林市寺池台1-9-15

（金剛連絡所2階）
0721-28-3166 0721-28-3167
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河内長野市東部地域包括支援センター 河内長野市本多町４-３ 0721-52-0180 0721-52-0181

河内長野市中部地域包括支援センター 河内長野市上田町155-5 0721-55-3451 0721-55-3452

河内長野市西部地域包括支援センター 河内長野市小山田町1701-1 0721-56-6600 0721-53-8080

社会福祉法人　聖徳会 松原市阿保３丁目1４番２２号 072-331-4164 072-333-2388

社会医療法人　垣谷会　明治橋病院 松原市三宅西1丁目３５８番地の３ 072-334-0294

羽曳野市 羽曳野市地域包括支援課 羽曳野市誉田4-1-1 072-947-3822 072-950-1030

藤井寺市 藤井寺市地域包括支援センター 藤井寺市北岡１丁目２番８号 072-937-2641 072-937-2643

大阪狭山市 大阪狭山市地域包括支援センター 大阪狭山市狭山1丁目862-5 072-368-9922 072-368-9933

太子町 太子町地域包括支援センター 南河内郡太子町山田88番地 0721-98-5538 0721-98-2773

河南町 河南町地域包括支援センター 南河内郡河南町大字白木1359-6
0721-93-2500（代

表）
0721-93-4691

千早赤阪村 千早赤阪村地域包括支援センター
南河内郡千早赤阪村大字水分

195番地の1
0721-74-5117 0721-70-2021

市立岸和田市民病院 岸和田市額原町1001 072-445-1000 072-441-8812

医療法人利田会久米田病院 岸和田市尾生町6丁目12番31号 072-445-3545 072-445-5057

泉大津市 泉大津市地域包括支援センター 泉大津市東雲町9番54号 0725-21-0294

南河内
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医療法人田村会　貝塚中央病院 貝塚市橋本1000番地 072-422-4451 072-422-2955

医療法人永和会　こころあ病院 貝塚市森497番地 072-446-0166 072-447-1275

医療法人桐葉会　木島病院 貝塚市森892番地 072-446-2158 072-446-5111

医療法人河崎会　水間病院 貝塚市水間51番地 072-446-1102 072-446-5451

泉佐野市 基幹包括支援センターいずみさの
泉佐野市中庄1102番地

市立社会福祉センター　1F
072-464-2977 072-462-5400

和泉市 認知症機能強化型地域包括支援センター 和泉市伏屋町三丁目8-1 0725-56-2099 0725-56-1893

高石市 高石市地域包括ケア推進課 高石市加茂4丁目1番1号 072-275-6319 072-265-3100

泉南市地域包括支援センター六尾の郷
〒590-0514

泉南市信達金熊寺130番地
072-484-8668 072-484-8664

泉南市地域包括支援センターなでしこりんくう
〒590-0535

泉南市りんくう南浜３番７号
072-485-2882 072-485-2883

特定非営利活動法人泉南市認知症ケア研究会
〒590-0522

泉南市信達牧野973番地
072-425-5710 072-425-5710

阪南市 阪南市健康福祉部介護保険課 阪南市尾崎町35-1 072-471-5678 072-473-3504

忠岡町 忠岡町地域包括支援センター 泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号
0725-22-1122

（内線202）
0725-22-1129

熊取町 介護保険課 泉南郡熊取町野田1-1-8 072-452-6298 072-453-7196

田尻町 田尻町地域包括支援センター花みずき 泉南郡田尻町吉見326番地1 072-465-3755 072-465-3368

岬町 岬町しあわせ創造部高齢福祉課 泉南郡岬町深日2000-1 072-492-2716 072-492-5814

泉州

泉南市

貝塚市


