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）【三島圏域】
（令和4年6月16日現在）
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

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5-45Diamante2020 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

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

摂津市

茨木市

高槻市
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市町村
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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

