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）【南河内圏域】
（令和4年7月7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

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

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

羽曳野市 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 今城クリニック

今城 保定

5840082

0721-29-0701

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

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

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

松原市

藤井寺市

富田林市向陽台1-4-17

富田林市

太子町

河南町

河内長野市

大阪狭山市

大阪狭山市

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

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）【南河内圏域】
（令和4年7月7日現在）
市町村
大阪狭山市

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

