
大阪府認知症サポート医名簿（大阪市、堺市にて養成された方を除く）

（令和4年12月2日現在）

圏域 市町村 医療機関名 氏　名 郵便番号 医療機関の所在地 電話番号

医療法人秋澤会　秋澤クリニック 巽　陽一 563-0012 池田市東山町546 072-753-6010

あくたがわクリニック 芥川　茂 563-0029 池田市五月丘2-2-2 072-748-4159

いしこ循環器内科クリニック 石河　開 563-0031 池田市天神2-3-13  カーサ天神A-1 072-760-0145

尾松医院 尾松　徳則 563-0036 池田市豊島北2-3-16 072-760-5055

明寿会　林原整形外科 林原　卓 563-0042 池田市宇保町5-8 072-753-2333

堀口循環器科 堀口　潔 563-0047 池田市室町2-2 072-753-3090

医療法人　井上クリニック 井上　幹人 563-0048 池田市呉服町8-22 072-751-0203

医療法人　多田内科 多田　勇介 563-0050 池田市新町4-5 072-753-2087

北大阪医療生活協同組合　本町診療所 山本　秀樹 563-0058 池田市栄本町9-4 072-751-1331

市立池田病院 中尾　真一郎 563-8510 池田市城南3-1-18 072-751-2881

市立池田病院 中島　陽 563-8510 池田市城南3-1-18 072-751-2881

市立池田病院 福田　和人 563-8510 池田市城南3-1-18 072-751-2881

市立池田病院 三砂　雅裕 563-8510 池田市城南3-1-18 072-751-2881

市立池田病院 影山　美沙紀 563-8510 池田市城南3-1-18 072-751-2881

市立池田病院 梶原　信之 563-8510 池田市城南3-1-18 072-751-2881

市立池田病院 古川　哲生 563-8510 池田市城南3-1-18 072-751-2881

市立池田病院 清水　裕平 563-8510 池田市城南3-1-18 072-751-2881

市立池田病院 島越　洋美 563-8510 池田市城南3-1-18 072-751-2881

市立池田病院 井倉　枝 563-8510 池田市城南3-1-18 072-751-2881

市立池田病院 山本　聡子 563-8510 池田市城南3-1-18 072-751-2881

市立池田病院 田幡　江利子 563-8510 池田市城南3-1-18 072-751-2881

西浦医院 西浦　美智代 563-0104 豊能郡豊能町光風台1-2-15 072-736-1672

医療法人秀徳会　まわたり内科 馬渡　秀徳 563-0105 豊能郡豊能町新光風台2-16-12 072-733-3366

能勢町国民健康保険診療所 宇佐美　哲郎 563-0122 豊能郡能勢町上田尻605-1 072-737-0064

医療法人涿水会　奥井医院 奥井　雅憲 563-0356 豊能郡能勢町平通80-5 072-734-2219

医療法人森川医院 森川　宗一郎 563-0361 豊能郡能勢町今西206 072-734-0046

医療法人　田中メンタルクリニック 壁下　康信 562-0001 箕面市箕面1-8-1 箕面駅前ビルディング3F 072-720-2780

あねがわ内科 姉川　孝 562-0001 箕面市箕面6-5-7　くもんぴあ箕面ビル2Ｆ 072-724-3767

なかクリニック 中　祐次 562-0001 箕面市箕面5-1-52 072-724-8822

医療法人社団澄鈴会　箕面神経サナトリウム 南谷　茂 562-0004 箕面市牧落5-6-17 072-722-3966

医療法人社団澄鈴会　箕面神経サナトリウム 濱田　優一朗 562-0004 箕面市牧落5-6-17 072-722-3966

医療法人社団澄鈴会　箕面神経サナトリウム 河邉　　有哉 562-0004 箕面市牧落5-6-17 072-722-3966

かすがいクリニック 大森　洋介 562-0023 箕面市粟生間谷西2-8-7-104 072-729-5500

ほそいクリニック 細井　和貴 562-0025 箕面市粟生外院1-4-13 072-727-0234

砂田医院 砂田　尚孝 562-0031 箕面市小野原東5-4-12　小野原サンハイツ1階 072-728-9660

医療法人来香理会　内科外科　にいみ医院 新見　行人 562-0032 箕面市小野原西5-12-32 072-735-7150

りんどうクリニック 志水　隆之 562-0036 箕面市船場西3-8-10 072-728-1215

ふるかわ医院 古河　聡 562-0043 箕面市桜井1-1-3 072-722-0109

北大阪医療生活協同組合　照葉の里箕面病院 日裏　彰人 563-0252 箕面市下止々呂美561 072-739-0501

和クリニック 德山　まどか 560-0004 豊中市少路1-7-16　メディカルゲート3F 06-6844-7531

高井内科 高井　康之 560-0021 豊中市本町1-9-21　ロリオンミヤモトビル５階 06-6846-3688

大阪大学キャンパスライフ健康支援センター保健管理部門  阪上　由香子 560-0043 豊中市待兼山町1-17 06-6850-6015

医療法人協和会　千里中央病院 藤巻　由実 560-0082 豊中市新千里東町1-4-3 06-6834-1100

野崎クリニック 野崎　京子 560-0084 豊中市新千里南町2-6-12 06-6872-1841

ワタナベクリニック 渡辺　満喜江 560-0085 豊中市上新田3-4-17 06-6835-7550

薗はじめクリニック 薗　はじめ 561-0802 豊中市曽根東町1-11-44　ビコロ曽根３F 06-6848-5823

社会医療法人北斗会　さわ病院 澤　温 561-0803 豊中市城山町1-9-1 06-6865-1211

社会医療法人北斗会　さわ病院 伊藤　英奈 561-0803 豊中市城山町1-9-1 06-6865-1211

社会医療法人北斗会　さわ病院 山本　誉麿 561-0803 豊中市城山町1-9-1 06-6865-1211

医療法人康生会　平成記念病院 石本　知一 561-0807 豊中市原田中1-16-45 06-6853-5001

医療法人康生会　豊中平成病院 松本　悟 561-0807 豊中市原田中1-16-18 06-6841-3262

医療法人康生会　豊中平成病院 木花　鋭一 561-0807 豊中市原田中1-16-18 06-6841-3262
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医療法人豊済会　小曽根病院 西元　善幸 561-0814 豊中市豊南町東2-6-4 06-6332-0135

医療法人　前防医院 前防　昭男 561-0815 豊中市豊南町南1-1-11 06-6333-0348

すみだクリニック 住田　剛 561-0817 豊中市浜 1-30-1 06-6334-3211

医療法人正幸会　つじクリニック 辻　毅嗣 561-0881 豊中市中桜塚2-31-2 06-6843-2000

医療法人協和会　協和会病院 中谷　臣吾 564-0001 吹田市岸部北1-24-1 06-6339-3455

とがしクリニック 富樫　哲也 564-0018 吹田市岸部新町5-45　ビエラ岸部健都２Ｆ 06-6180-1741

甲聖会紀念病院 伊藤　優佳子 564-0053 吹田市江の木町7-1 06-6380-0666

医療法人ダイワ会　大和病院 中村　智香子 564-0062 吹田市垂水町3-22-1 06-6380-1981

医療法人松柏会　榎坂病院 関山　隆史 564-0063 吹田市江坂町4-32-1 06-6384-3365

市立吹田市民病院 中野　美佐 564-8567 吹田市岸部新町5-7 06-6387-3311

吹田徳洲会病院 辻　文生 565-0814 吹田市千里丘西21-1 06-6878-1110

大阪大学医学部附属病院 阿部　和夫 565-0871 吹田市山田丘2-15 06-6879-5111

大阪大学医学部附属病院 池田　学 565-0871 吹田市山田丘2-2 06-6879-3050

大阪大学医学部附属病院 工藤　喬 565-0871 吹田市山田丘2-15 06-6879-5500

坂元クリニック 坂元　秀実 565-0874 吹田市古江台4-2-60　千里ノルテビル5Ｆ 06-6836-1175

摂津ひかり病院 切東　美子 566-0054 摂津市鳥飼八防2-3-8 072-654-8888

南摂津メンタルクリニック 村田　俊輔 566-0074 摂津市東一津屋4-10　アトリウム南摂津2階 06-6829-3730

医療法人恒昭会　藍野病院 園田　薫 567-0011 茨木市高田町11-18 072-627-7611

医療法人恒昭会　藍野病院 杉野　正一 567-0011 茨木市高田町11-18 072-627-7611

大阪府済生会　茨木病院 松島　由美 567-0035 茨木市見付山2-1-45 072-622-8651

大阪府済生会　茨木病院 山口　史子 567-0035 茨木市見付山2-1-45 072-622-8651

医療法人　船戸医院 森口　三咲 567-0041 茨木市下穂積2-9-17 072-627-3139

西里医院 西里　枝久子 567-0802 茨木市総持寺駅前町6-8 072-623-6566

医療法人駿仁会　ベッチャククリニック 別役　聡士 567-0803 茨木市中総持寺町12-2 072-635-1021

医療法人命の冠会　希ファミリークリニック 平　明日香 567-0816 茨木市永代町5-306 072-620-2700

医療法人命の冠会　希ファミリークリニック 平　通也 567-0816 茨木市永代町5-306 072-620-2700

長谷川内科 長谷川 　稔 567-0825 茨木市園田町14-31 072-637-5521

医療法人領愛会　大嶋クリニック 大嶋　太郎 567-0829 茨木市双葉町8-19 072-633-0119

医療法人　宇都山医院 宇都山　欣也 567-0843 茨木市星見町10-30 072-634-0202

医療法人　勝田クリニック 林　与志子 567-0846 茨木市玉島2-10-21 072-633-3111

篠永医院 篠永　安秀 567-0851 茨木市真砂1-2-36 072-633-3776

茂松整形外科 茂松　茂人 567-0851 茨木市真砂3-12-19 072-633-8801

医療法人　岸本クリニック 岸本　康朗 567-0868 茨木市沢良宣西1-4-10 ノベルティ南茨木1階 072-638-1100

医療法人博優会　わかばくりにっく 大尾　充剛 567-0873 茨木市小川町8-22　NOMURA2C 072-657-7550

公益財団法人　淀川勤労者厚生協会附属 茨木診療所 安達　克郎 567-0882 茨木市元町4-16 072-624-3977

細見医院 細見　洋一 567-0886 茨木市下中条町7-10 072-622-5159

医療法人紫博会　なかむかいクリニック 中迎　憲章 567-0886 茨木市下中条町4-5 ラ・フレール201 072-621-2194

医療法人敬天会　星のクリニック 星野　征光 569-0023 高槻市松川町25-5 072-662-8121

医療法人敬天会　星のクリニック 浦上　藍子 569-0023 高槻市松川町25-5 072-662-8121

特定医療法人健和会　うえだ下田部病院 徳本　光昭 569-0046 高槻市登町33-1 072-673-7722

しらかわ・いもとクリニック 白川　善純 569-0055 高槻市西冠3-12-17 072-670-6780

しらかわ・いもとクリニック 井元　恵津子 569-0055 高槻市西冠3-12-17 072-670-6780

むねみつホームメディカルクリニック 宗光　俊博 569-0077 高槻市野見町5-45　Diamante2020　3階 072-661-2100

医療法人東和会　第一東和会病院 大西　恭子 569-0081 高槻市宮野町2-17 072-671-1008

医療法人東和会　第一東和会病院 千野　佳秀 569-0081 高槻市宮野町2-17 072-671-1008

医療法人青蘭会　とよだクリニック 豊田　勝孝 569-0803 高槻市高槻町13-5 牧ビル3F 072-686-0919

おおにしクリニック 大西　雅彦 569-0814 高槻市富田町1-18-14 072-668-1421

医療法人しみず内科クリニック 清水　義臣 569-0817 高槻市桜ケ丘北町6-16 072-695-3110

医療法人　下谷内科 下谷　麻里子 569-0824 高槻市川添2-23-7 072-695-1266

鄭クリニック 鄭　栄植 569-0852 高槻市北柳川町15-22 072-695-8015

医療法人社団緑水会　緑水会病院 佐古田　佳樹 569-1013 高槻市成合南の町3-1 072-689-6311

医療法人社団緑水会　緑水会病院 鯨　千勢 569-1013 高槻市成合南の町3-1 072-689-6311
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宗光診療所 宗光　博文 569-1024 高槻市寺谷町38-15 072-687-6700

特定医療法人大阪精神医学研究所　新阿武山病院 森本　一成 569-1041 高槻市奈佐原4-10-1 072-693-1881

特定医療法人大阪精神医学研究所　新阿武山病院 太田　宗寛 569-1041 高槻市奈佐原4-10-1 072-693-1881

医療法人光愛会　光愛病院 藤川　昌典 569-1041 高槻市奈佐原4-3-1 072-696-2881

医療法人　上島内科医院 安東　里真 569-1044 高槻市上土室5-20-10 072-693-5335

社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院 清水　洋志 569-1116 高槻市白梅町5-7 072-683-1212

社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院 砂田　一郎 569-1116 高槻市白梅町5-7 072-683-1212

社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院 湯川　弘之 569-1116 高槻市白梅町5-7 072-683-1212

いさか脳神経クリニック 井阪　俊彦 569-1123 高槻市芥川町1-10-3 荘田ビル2階 072-683-8213

医療法人至誠会　藤林クリニック 藤林　稔和 569-1123 高槻市芥川町3-12-33　1F 072-686-3380

角辻医院 角辻　格 569-1142 高槻市宮田町2-16-14 072-696-1809

やまぐちクリニック 山口　研一郎 569-1145 高槻市富田丘町2-2　ステーシア高槻1階 072-690-5265

社会医療法人愛仁会　高槻病院 内藤　嘉之 569-1192 高槻市古曾部町1-3-13 072-681-3801

社会医療法人愛仁会　高槻病院 欅　篤 569-1192 高槻市古曽部町1-3-13 072-681-3801

医療法人美喜和会　美喜和会オレンジホスピタル 岡本　真吾 569-1197 高槻市大字奈佐原10-10 072-693-0052

大阪医科薬科大学病院 大中　玄彦 569-8686 高槻市大学町2‐7 072-683-1221

大阪医科薬科大学病院 木村　侑子 569-8686 高槻市大学町2-7 072-683-1221

大阪医科薬科大学病院 山本　誠士 569-8686 高槻市大学町2-７ 072-683-1221

医療法人清仁会　介護老人保健施設　若山荘 橋本　研二 618-0011 三島郡島本町大字広瀬1121 075-961-6789

医療法人清仁会　水無瀬病院 丸茂　岳 618-0012 三島郡島本町高浜3-2-26 075-962-5151

医療法人清仁会　水無瀬病院. 藤原　康弘 618-0012 三島郡島本町高浜3-2-26 075-962-5151

医療法人愛成会　愛成クリニック 井上　慶子 573-0048 枚方市山之上西町32-15 072-845-0888

社会医療法人三上会　東香里第二病院 藤井　正満 573-0073 枚方市高田2-28-30 072-853-0502

社会医療法人三上会　東香里第二病院 西澤　晋 573-0073 枚方市高田2-28-30 072-853-0502

社会医療法人三上会　東香里病院 藤本　宏 573-0075 枚方市東香里1-24-34 072-853-0501

川口脳神経外科リハビリクリニック 川口　琢也 573-0086 枚方市香里園町9-25-202 072-835-1010

医療法人松徳会　松谷病院 松谷　之義 573-0126 枚方市津田西町1-29-8 072-859-3618

医療法人松徳会　松谷病院 三好　淳 573-0126 枚方市津田西町1-29-8 072-859-3618

国家公務員共済組合連合会　枚方公済病院 上田　之彦 573-0153 枚方市藤阪東町1-2-1 072-858-8233

国家公務員共済組合連合会　枚方公済病院 尾﨑　全晃 573-0153 枚方市藤阪東町1-2-1 072-858-8233

国家公務員共済組合連合会　枚方公済病院 兒玉　光生 573-0153 枚方市藤阪東町1-2-1 072-858-8233

国家公務員共済組合連合会　枚方公済病院 田淵　新 573-0153 枚方市藤阪東町1-2-1 072-858-8233

くすのき診療所 田中　研三 573-1105 枚方市南楠葉1-28-1 072-866-2001

脳神経内科はつたクリニック 初田　裕幸 573-1121 枚方市楠葉花園町11-3 京阪くずはメディケアモール2階 072-850-8692

医療法人清和会　松尾医院 松尾　信郎 573-1152 枚方市招提中町1-1-1 072-851-3434

医療法人大潤会　大潤会クリニック 高谷　泰輔 573-1182 枚方市御殿山町5-2　御殿山クリニックモール2階 072-847-5040

関西医科大学附属病院 許　全利 573-1191 枚方市新町2-3-1 072-804-0101

医療法人亀寿会　亀岡内科 亀岡　慶一 573-1192 枚方市西禁野2-2-15 072-848-8866

服部あたまクリニック 服部　伊太郎 573-1197 枚方市禁野本町1-16-5-101 072-840-0929

医療法人　早川診療所 早川　貫治 572-0076 寝屋川市仁和寺本町4-9-2-101 072-838-0038

石田クリニック 石田　徹 572-0084 寝屋川市香里南之町27-30 長楽ビル2F 072-802-8822

松島病院 小西　正人 572-0838 寝屋川市八坂町23-21 072-826-5021

医療法人長尾会　ねや川サナトリウム 長尾　喜一郎 572-0854 寝屋川市寝屋川公園2370-6 072-822-3561

医療法人長尾会　ねや川サナトリウム 横小路　美貴子 572-0854 寝屋川市寝屋川公園2370-6 072-822-3561

医療法人長尾会　ねや川サナトリウム 松本　均彦 572-0854 寝屋川市寝屋川公園2370-6 072-822-3561

医療法人長尾会　ねや川サナトリウム 植田　隆司 572-0854 寝屋川市寝屋川公園2370-6 072-822-3561

医療法人　水谷クリニック 水谷　洋子 570-0008 守口市八雲北町3-37-40 06-6992-3333

医療法人　健智会　しみずファミリークリニック 清水　健 570-0014 守口市藤田町5-8-5 06-6914-4390

医療法人　ちぐさクリニック 下野　千草 570-0017 守口市佐太東町1-38-2 06-6905-8787

医療法人　小野山診療所 清水　秀和 570-0028 守口市本町2‐5‐32 06-6991-0385

かまだ整形外科・内科 鎌田　英治 570-0037 守口市大枝北町1-1 06-6992-7572

村田内科クリニック 村田　尚美 570-0045 守口市南寺方中通1-7-32 06-6995-6600

北河内

三島

寝屋川市

守口市

高槻市

島本町

枚方市



大阪府認知症サポート医名簿（大阪市、堺市にて養成された方を除く）

（令和4年12月2日現在）

圏域 市町村 医療機関名 氏　名 郵便番号 医療機関の所在地 電話番号

はかたクリニック 博多　尚文 570-0047 守口市寺方元町1-16-18 06-6995-6780

博多医院 博多　安美 570-0048 守口市寺方本通4-3-14 06-6993-4041

医療法人誠心会　森口医院 森口　久子 570-0054 守口市大枝西町15-8 06-6991-0593

あずま在宅医療クリニック 東　英子 570-0075 守口市紅屋町7-12　Ａｎｎｅｘ Nakano1F 06-6991-8010

よしおかクリニック 吉岡　章夫 570-0076 守口市滝井西町2-2-6 06-4397-7230

関西医科大学総合医療センター 西田　圭一郎 570-8507 守口市文園町10-15 06-6992-1001

関西医科大学総合医療センター 松田　達也 570-8507 守口市文園町10-15 06-6992-1001

関西医科大学総合医療センター 嶽北　佳輝 570-8507 守口市文園町10-15 06-6992-1001

関西医科大学総合医療センター 吉村　匡史 570-8507 守口市文園町10-15 06-6992-1001

関西医科大学総合医療センター 青木　宜篤 570-8507 守口市文園町10-15 06-6992-1001

髙橋クリニック 髙橋　英治 571-0013 門真市千石東町2-46　ウィンズビル1-A 072-883-8068

医療法人七ふく会　ふくいクリニック 福井　政慶 571-0027 門真市五月田町38-12　ナカニシビル 072-886-2022

にしうらクリニック 西浦　公朗 571-0046 門真市本町7-15　ジョイフル山下1F 06-6907-1556

医療法人仁昭会　堺医院 堺　昭彦 571-0048 門真市新橋町17-17 06-6909-1539

益田診療所 外山　学 571-0068 門真市大倉町3-6 06-6901-0231

あいの里竜間診療所 中村　幸枝 574-0012 大東市龍間673-3 072-869-0788

医療法人楠朋会　田川くすの木クリニック 田川　亮　 574-0044 大東市諸福6-3-20 072-889-5000

医療法人楠朋会　田川くすの木クリニック 田川　精二 574-0044 大東市諸福6-3-20 072-889-5000

医療法人徳洲会　野崎徳洲会クリニック 吉田　隆 574-0072 大東市深野3-1-1 072-874-1130

野崎徳洲会病院 山田　正信 574-0074 大東市谷川2-10-50 072-874-1641

医療法人和幸会　阪奈サナトリウム 栗岡　晴海 575-0014 四條畷市上田原613 0743-78-1188

みやざきクリニック 宮崎　秀行 575-0023 四條畷市楠公1-15-8 アカカベ楠公通り店2階 072-863-2266

ふくだクリニック 福田　泰樹 575-0051 四條畷市中野本町8-39 072-862-1156

明石クリニック 明石　賢三 576-0016 交野市星田8-1-9 072-892-7137

小菓医院 小菓　裕成 576-0016 交野市星田5-10-5 072-891-2006

西本内科医院 西本　光廣 576-0022 交野市藤が尾3-16-2 072-810-8522

医療法人みのり会　藤の街クリニック 山田　裕 576-0022 交野市藤が尾4-3-15 072-892-9500

医療法人長尾会　ながお心療内科 長尾　喜代治 576-0036 交野市森北1-22-6 磐船合同ビル3F 072-810-2562

医療法人　野村医院 野村　圭 576-0051 交野市倉治3‐50‐1 072-891-6100

医療法人茂樹会　田中診療所 田中　茂 576-0052 交野市私部7-48-3 072-893-8811

こさか内科クリニック 小坂　知也 576-0053 交野市郡津4-39-13 072-888-8661

医療法人桜恵会　さくらクリニック 北東　徳治 576-0054 交野市幾野1-29−8 072-891-5513

医療法人　妻鹿整形外科 妻鹿　良平 577-0004 東大阪市稲田新町２－３０－１３ 06-6745-4143

医療法人仁修会 城野内科医院 城野　修一 577-0013 東大阪市長田中1-1-5 06-6618-0567

医療法人弘和会　いわさきクリニック 岩﨑　弘登 577-0062 東大阪市森河内東1-28-14 06-6782-3132

医療法人中和会　中西医院 中西　忍 577-0801 東大阪市小阪2-4-23 06-6781-6406

二永麻酔科クリニック 二永　英男 577-0801 東大阪市小阪1-2-10 06-6783-0252

医療法人幸志会　もり内科クリニック 田仲　みすず 577-0804 東大阪市中小阪1-18-7 06-6723-0980

医療法人宝持会　池田病院 早田　敏 577-0805 東大阪市宝持1-9-28 06-6721-0151

医療法人　酒井医院 酒井　宏純 577-0807 東大阪市菱屋西2-7-16 06-6729-7715

社会福祉法人天心会　小阪病院 斎藤　真喜子 577-0809 東大阪市永和2-7-30 06-6722-5151

社会福祉法人天心会　小阪病院 岸本　和子 577-0809 東大阪市永和2-7-30 06-6722-5151

社会福祉法人天心会　小阪病院 古谷　仁輝 577-0809 東大阪市永和2-7-30 06-6722-5151

社会福祉法人天心会　小阪病院 高原　潤 577-0809 東大阪市永和2-7-30 06-6722-5151

社会福祉法人天心会　小阪病院 岡　崇史 577-0809 東大阪市永和2-7-30 06-6722-5151

医療法人聖和錦秀会　阪本病院 橋爪　千明 577-0811 東大阪市西上小阪7-17 06-6721-0344

なかむら内科・内視鏡クリニック 中村　和永 577-0822 東大阪市源氏ヶ丘6-5 06-6728-0073

医療生協かわち野生活協同組合　東大阪生協病院  三橋　亜由美 577-0832 東大阪市長瀬町1-7-7 06-6727-3131

白山医院 白山　英三 577-0843 東大阪市荒川1-15-21 06-6728-0166

医療法人出藍会　大熊内科医院 大熊　浩 577-0843 東大阪市荒川2-22-1 06-6721-1905

西岡医院 西岡　良泰 578-0924 東大阪市吉田4-3-12 072-963-2233

医療法人博和会　おさかクリニック 小坂　博久 578-0924 東大阪市吉田6-1-27 072-940-7777

中河内

北河内

四條畷市

交野市

東大阪市

守口市

門真市

大東市
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（令和4年12月2日現在）
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みどりクリニック 山路　賀子 578-0925 東大阪市稲葉1-7-3 072-967-0160

はなぞの生協診療所 石井　大介 578-0934 東大阪市玉串町西1-4-40 072-963-4360

医療法人孝生会　津森医院 津森　孝生 578-0935 東大阪市若江東町4-2-5 06-6729-6020

金沢内科 金沢　龍起 578-0937 東大阪市花園本町1-7-11　花園メディカルスクエア１階 072-963-8855

医療法人　尾﨑医院内科 尾﨑　仁 578-0941 東大阪市岩田町4-3-13 072-961-2519

医療法人寿山会　喜馬病院 熊野　公束 578-0941 東大阪市岩田町4-2-8 072-961-6888

医療法人光仁会　東川クリニック 東川　光弘 578-0944 東大阪市若江西新町3-6-17 06-6736-0775

原クリニック 原　聡 578-0946 東大阪市瓜生堂3-1-11　瓜生堂クリニックビル2F 06-6748-0843

医療法人徳洲会　東大阪徳洲会病院 橋爪　慶人 578-0984 東大阪市菱江3-6-11 072-965-0021

地方独立行政法人市立東大阪医療センター 髙橋　誠人 578-8588 東大阪市西岩田3-4-5 06-6781-5101

地方独立行政法人市立東大阪医療センター 木内　邦明 578-8588 東大阪市西岩田3-4-5 06-6781-5101

寺田・茨木ホームクリニック 茨木　利彦 579-8011 東大阪市東石切町3-2-1 072-988-1515

森外科内科クリニック 森　重人 579-8014 東大阪市中石切町2-4-29 072-984-0777

医療法人　松浦医院 松浦　文昭 579-8041 東大阪市喜里川町1-24 072-988-0788

ためながクリニック 為永　一成 579-8046 東大阪市昭和町5-8 072-980-7650

家出医院 家出　清章 579-8063 東大阪市横小路町5-9-47 072-988-1033

医療法人光貴会　しんいけクリニック 新開　健司 579-8065 東大阪市新池島町2-13-21 072-987-0505

医療法人清心会　清心会メンタルクリニック 山本　幸良 581-0003 八尾市本町7-11-18 南加茂ビル3階 072-995-2231

医療法人清心会　八尾こころのホスピタル 工藤　香 581-0025 八尾市天王寺屋6-59 072-949-5181

医療法人清心会　八尾こころのホスピタル 柏井　洋平 581-0025 八尾市天王寺屋6-59 072-949-5181

八尾市立病院 馬場　貴仁 581-0069 八尾市龍華町1-3-1 072-922-0881

八尾市立病院 大江　洋介 581-0069 八尾市龍華町1-3-1 072-922-0881

八尾市立病院 福井　弘幸 581-0069 八尾市龍華町1-3-1 072-922-0881

八尾市立病院 星田　四朗 581-0069 八尾市龍華町1-3-1 072-922-0881

武田クリニック 武田　久輝 581-0846 八尾市上之島町南1-4-1　 072-923-8001

医療法人　藤江クリニック 藤江　博 582-0006 柏原市清州2-1-40 072-971-5685

医療法人千輝会　神田医院 神田　剛輝 582-0025 柏原市国分西1-1-17-201　幸喜ビル2階 072-977-8117

弓崎いこいクリニック 弓﨑　恭俊 582-0025 柏原市国分西1-1-47 乾ビル2F 072-975-1322

医療法人養心会　国分病院 木下　秀一郎 582-0026 柏原市旭ヶ丘4-672 072-978-6072

医療法人隆帆会　梶本こころのクリニック 梶本　隆哉 580-0016 松原市上田3-1-13 サンライズビル4F 072-330-3007

どいこころのクリニック 土井　敏治 580-0016 松原市上田2-6-16 上西松原駅前ビル2階 072-333-3301

医療法人宏彩会　李クリニック 李　利彦 580-0032 松原市天美東7-2-27　第三太喬ビル１階 072-330-4663

医療法人　うえの整形外科クリニック 上野　憲司 580-0032 松原市天美東7-7-7　ロイヤルコート天美3Ｆ 072-337-2580

医療法人翠桜会　うえだクリニック 上田　勝弘 580-0043 松原市阿保3-1-26 072-337-9000

社会福祉府法人聖徳会　クリニックいわた 橋本　篤孝 580-0043 松原市阿保3-4-31 072-337-8821

医療法人白洋会　貴志クリニック 貴志　敏夫 583-0872 羽曳野市はびきの4-14-13 072-958-9062

医療法人優心会　きのうクリニック 喜納　直人 583-0872 羽曳野市はびきの2-1-19 072-958-3388

医療法人　春秋会　城山病院 島野　裕史 583-0872 羽曳野市はびきの2-8-1 072-958-1000

医療法人丹比荘　丹比荘病院 松田　保四 583-0884 羽曳野市野164-1 072-955-4468

医療法人丹比荘　丹比荘病院 村田　進哉 583-0884 羽曳野市野164‐1 072-955-4468

医療法人丹比荘　丹比荘病院 池谷  俊哉 583-0884 羽曳野市野164-1 072-955-4468

医療法人丹比荘　丹比荘病院 市原　久一郎 583-0884 羽曳野市野164‐1 072-955-4468

医療法人浩清会　ナワタクリニック 縄田　浩行 583-0017 藤井寺市藤ヶ丘2-10-13 072-953-0666

医療法人　ときよしクリニック 時吉　浩司 583-0026 藤井寺市春日丘1-9-1 072-952-8607

医療法人三晴会　ながいクリニック 長井　曜子 583-0027 藤井寺市岡2-9-17 072-931-5561

数尾診療所 数尾　展 583-0033 藤井寺市小山2-1-1 072-955-4768

医療法人　もりい内科クリニック 森井　秀樹 584-0005 富田林市喜志町4-10-28 0721-26-0035

医療法人正清会　金剛病院 赤松　舞子 584-0031 富田林市寿町1-6-10 0721-25-3113

一般財団法人成研会　結のぞみ病院 真木　修一 584-0055 富田林市伏見堂95 0721-34-1101

坂口医院 坂口　隆啓 584-0072 富田林市高辺台2-6-30 0721-28-8891

金剛団地診療所　児島医院 児嶌　晃 584-0073 富田林市寺池台1-9-72 0721-29-1406

医療法人　今城クリニック 今城　保定 584-0082 富田林市向陽台1-4-17 0721-29-0701

中河内

東大阪市

八尾市

柏原市

羽曳野市

藤井寺市

松原市

南河内

富田林市
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太子町 つついクリニック 筒井　孝則 583-0992 南河内郡太子町山田78 0721-98-2888

仲谷診療所 仲谷　宗裕 585-0011 南河内郡河南町寺田132-4 0721-93-3501

新田クリニック 新田　隆 585-0025 南河内郡河南町さくら坂4-13-1 0721-93-3917

医療法人順心会　前田クリニック 前田　重成 585-0034 南河内郡河南町神山269 0721-93-8850

医療法人信輝會　今岡クリニック 今岡　信浩 586-0001 河内長野市木戸1-1-3 宮阪ビル2階 0721-52-1102

溝口医院 児島　麻里 586-0004 河内長野市楠町西5583 0721-53-2155

山上クリニック 山上　喜由 586-0009 河内長野市木戸西町2-1-23　千代田ビル１階 0721-54-4772

医療法人横敏会　よこうちクリニック 横内　敏郎 586-0012 河内長野市菊水町2-33 0721-50-2810

尾崎医院 尾崎　高志 586-0015 河内長野市本町29-27 0721-52-2349

福岡内科クリニック 福岡　佳宏 586-0068 河内長野市北青葉台43-30 0721-65-0360

石倉医院 石倉　保彦 586-0082 河内長野市緑ヶ丘中町8-6 0721-54-4161

医療法人弘生会　老寿サナトリウム 川邉　圭一 586-0094 河内長野市小山田町379-5 0721-55-0200

医療法人弘生会　老寿サナトリウム 羽野　寧 586-0094 河内長野市小山田町379-5 0721-55-0200

医療法人弘生会　老寿サナトリウム 南　教仁 586-0094 河内長野市小山田町379-5 0721-55-0200

医療法人弘生会　老寿サナトリウム 野口　淳 586-0094 河内長野市小山田町379-5 0721-55-0200

医療法人希会　二見クリニック 二見　国彦 586-0095 河内長野市あかしあ台1-8-16 0721-50-1555

しばもとクリニック 芝元　啓治 589-0011 大阪狭山市半田1-649-5　ジュアールビル2Ｆ 072-368-1556

半田あつたかクリニック 松向寺　孝臣 589-0011 大阪狭山市半田3-471-1 072-349-6842

きりの診療所 桐野　基浩 589-0013 大阪狭山市茱萸木4-372-10 メディカルスクエアくみの木2階 072-349-7522

たにしまクリニック 谷島　裕之 589-0023 大阪狭山市大野台1-3-14 072-247-5191

医療法人六三会　大阪さやま病院 阪本　栄 589-0032 大阪狭山市岩室3-216-１ 072-365-0181

医療法人六三会　大阪さやま病院 北野　あゆみ 589-0032 大阪狭山市岩室3-216-1 072-365-0181

近畿大学医学部附属病院 花田　一志 589-8511 大阪狭山市大野東377-2 072-366-0221

医療法人幸真会　とうじょうクリニック 東條　修 594-0013 和泉市鶴山台1-24-6 0725-46-1510

医療法人貴生会　和泉中央病院 生谷　昌弘 594-0042 和泉市箕形町6-9-8 0725-54-1380

特定医療法人新仁会　新仁会病院 鹿島　洋一 594-0063 和泉市今福町1-3-3 0725-45-5661

こころのクリニック　ひかり 井阪　光晴 594-0076 和泉市肥子町1-10-37　みどりビル4Ｆ 0725-90-5656

医療法人聖和錦秀会　阪和いずみ病院 大西　英周 594-1157 和泉市あゆみ野1-7-1 0725-53-1555

長野クリニック 長野　正広 595-0015 泉大津市二田町1-12-8 0725-32-3234

いずみ脳神経内科 和手　麗香 595-0024 泉大津市池浦町4-9-48 0725-23-8885

医療法人泉清会　川端医院 川端　徹 595-0041 泉大津市戎町5-9 0725-32-2580

医療法人健脩会　伊賀クリニック 伊賀　正英 595-0062 泉大津市田中町4-5 ミレニアムＵ 1階 0725-23-5055

医療法人優篤会　三浦クリニック 三浦　浩介 595-0072 泉大津市松之浜町2-2-8 0725-21-6081

田中内科クリニック 多田　智 595-0072 泉大津市松ノ浜町2-7-28 0725-33-2671

医療法人　真嶋医院 真嶋　敏光 595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東1-15-17 0725-32-2481

大山クリニック 大山　雄一 595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東1-40-28 0725-32-1831

医療法人協生会　玉川診療所 千住　典男 592-0005 高石市千代田5-19-3 072-265-0115

医療法人良秀会　高石藤井病院 佐藤　弘章 592-0014 高石市綾園1-14-25 072-262-5335

一般財団法人岸和田農友協会　岸和田平成病院 荒尾　徳三 596-0006 岸和田市春木若松町3－33 072-422-1763

医療法人阪南会　天の川病院 柿原　隼 596-0026 岸和田市春木大国町8-4 072-436-2233

医療法人　にしだＪクリニック 西田　純子 596-0044 岸和田市西之内町39-44 072-448-6644

医療法人　池添医院 池添　逸夫 596-0045 岸和田市別所町1-11-10 072-422-0841

社会福祉法人寺田萬寿会　寺田萬寿病院 小黒　亮輔 596-0078 岸和田市南上町1-48-5 072-422-4466

社会福祉法人寺田萬寿会　寺田萬寿病院 竹村　幸宏 596-0078 岸和田市南上町1-48-5 072-422-4466

医療法人利田会　久米田病院 梅木　茂宣 596-0816 岸和田市尾生町6-12-31 072-445-3545

医療法人利田会　久米田病院 利田　泰之 596-0816 岸和田市尾生町6-12-31 072-445-3545

久米田外科整形外科病院 大槻　美弥 596-0821 岸和田市小松里町928-1 072-443-1891

よねもと診療所 米本　重夫 596-0823 岸和田市下松町1-10-9　ポートライフマンション1F 072-468-8566

宮本医院 宮本　治子 596-0823 岸和田市下松町5086 072-438-1859

医療法人　安田クリニック 安田　雅章 596-0825 岸和田市土生町2-31-31-101 072-430-0430

市立岸和田市民病院 浦　邦委 596-8501 岸和田市額原町1001 072-445-1000

市立岸和田市民病院 上田　昇太郎 596-8501 岸和田市額原町1001 072-445-1000

和泉市

南河内

泉大津市

泉州

忠岡町

高石市

岸和田市

河南町

河内長野市

大阪狭山市



大阪府認知症サポート医名簿（大阪市、堺市にて養成された方を除く）

（令和4年12月2日現在）

圏域 市町村 医療機関名 氏　名 郵便番号 医療機関の所在地 電話番号

市立岸和田市民病院 尾上　雅彦 596-8501 岸和田市額原町1001 072-441-8855

市立岸和田市民病院 藤本　浩一 596-8501 岸和田市額原町1001 072-441-8855

良田医院 良田　雅紀 597-0033 貝塚市半田3-4-1 072-422-7282

医療法人田村会　貝塚中央病院 田村　善史 597-0043 貝塚市橋本1000 072-422-4451

医療法人永和会　こころあ病院 片岡　浩平 597-0044 貝塚市森497 072-446-0166

医療法人桐葉会　木島病院 高瀬　勝教 597-0044 貝塚市森892 072-446-2158

医療法人桐葉会　木島病院 濱　理沙 597-0044 貝塚市森892 072-446-2158

医療法人河﨑会　水間病院 岡　秀雄 597-0104 貝塚市水間51 072-446-1102

医療法人河﨑会　水間病院 岡島　和夫 597-0104 貝塚市水間51 072-446-1102

医療法人秀和会　たかやまクリニック 高山　東春 598-0006 泉佐野市市場西3-4-10 072-462-7778

そうしん堂クリニック泉佐野 村上　真 598-0011 泉佐野市高松北1-2-40 ＧＨビル5階 072-469-2543

社会医療法人栄公会　佐野記念病院 楊川　寿男 598-0013 泉佐野市中町2-4-28 072-464-2111

医療法人鉄仁会　平野医院 平野　鉄也 598-0037 泉佐野市羽倉崎上町1-3-3 072-465-4668

医療法人白雲会　リョーヤコマツクリニック 小松  良哉 598-0048 泉佐野市りんくう往来北1番　ゲートタワービル17階 072-463-7003

医療法人康生会　泉佐野優人会病院 加藤　寛 598-0063 泉佐野市湊4－5－17 072-462-2851

医療法人康生会　泉佐野優人会病院 大久保　修和 598-0063 泉佐野市湊4－5－17 072-462-2851

りんくう総合医療センター 増田　大作 598-8577 泉佐野市りんくう往来北2-23 072-469-3111

医療法人白卯会　白井病院 田中　敬剛 590-0503 泉南市新家2776 072-482-2011

医療法人白卯会　白井病院 柳川　枝里佳 590-0503 泉南市新家2776 072-482-2011

医療法人晴心会 野上病院 野上　浩實 590-0521 泉南市樽井1-2-5 072-484-0007

イッセイ心臓内科クリニック 塩谷　一成 590‐0521 泉南市樽井2-33-12 072-480-2270

医療法人堀秀会　堀越内科 堀越　本司 590-0531 泉南市岡田3-9-25 072-482-7676

フラワークリニック 立花　和泉 590-0533 泉南市中小路2-1837-1 072-447-4949

社会福祉法人済生会　新泉南病院 徐　葉子 590-0535 泉南市りんくう南浜3-7 072-480-5611

社会福祉法人済生会　新泉南病院 馬場　章 590-0535 泉南市りんくう南浜3-7 072-480-5611

玉井内科クリニック 玉井　大介 599-0201 阪南市尾崎町2‐12‐11 072-472-7373

まつかわ脳神経外科クリニック 松川　雅則 599-0201 阪南市尾崎町2-5-24 072-472-0213

はじめメンタルクリニック 河村　一郎 599-0202 阪南市下出51-5 072-468-8551

藪下脳神経外科内科 藪下　哲成 599-0204 阪南市鳥取440-1 072-472-2288

医療法人　田中医院 田中　亜紀 599-0232 阪南市箱作441-26 072-476-0721

医療法人桜泉会　いんべさくらクリニック 井辺　浩行 599-0232 阪南市箱作326-5 072-476-5528

みなみこころのクリニック 南　佳宏 590-0403 泉南郡熊取町大久保中1-14-13 072-447-5373

医療法人　木本内科 木本　渺夫 590-0417 泉南郡熊取町和田1-1-15 072-453-3306

医療法人爽神堂　七山病院 本多　秀治 590-0421 泉南郡熊取町七山2-2-1 072-452-1231

医療法人爽神堂　七山病院 岡嶋　詳二 590-0421 泉南郡熊取町七山2-2-1 072-452-1231

医療法人爽神堂　七山病院 本多　義治 590-0421 泉南郡熊取町七山2-2-1 072-452-1231

医療法人爽神堂　七山病院 竹田　友彦 590-0421 泉南郡熊取町七山2-2-1 072-452-1231

医療法人爽神堂　七山病院 永野　龍司 590-0421 泉南郡熊取町七山2-2-1 072-452-1231

医療法人爽神堂　七山病院 伊藤　隆 590-0421 泉南郡熊取町七山2-2-1 072-452-1231

いとうまもる診療所 伊藤　守 590-0422 泉南郡熊取町希望が丘3-7-14 072-453-2821

澤田医院 澤田　道雄 599-0303 泉南郡岬町深日1428-1 072-492-1455

医療法人誠人会　与田病院 赤井　俊洋 599-0311 泉南郡岬町多奈川谷川1849-11 072-495-0801

医療法人誠人会　与田病院 辻　龍大 599-0311 泉南郡岬町多奈川谷川1849-11 072-495-0801

医療法人　津山医院 岸野　雅則 599-0311 泉南郡岬町多奈川谷川2599-1 072-495-5067

泉南市

泉州

熊取町

阪南市
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岸和田市

泉佐野市

貝塚市


