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）【泉州圏域】
（令和4年7月8日現在）
市町村

和泉市

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

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

泉大津市

忠岡町

高石市

岸和田市

貝塚市

泉佐野市
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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

阪南市

熊取町

岬町

