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）【北河内圏域】
（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

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

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

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7-12Ａｎｎｅｘ 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

枚方市

寝屋川市 医療法人長尾会 ねや川サナトリウム

守口市

門真市

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）【北河内圏域】
門真市

（令和4年6月16日現在）

市町村

大東市

医療機関名

郵便番号

医療機関の所在地

電話番号

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

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

四條畷市 みやざきクリニック

交野市

氏 名

