
区 氏名 医療機関名 所在地

北区 古林　光一 梅田血管外科クリニック
大阪市北区曽根崎2-1-12
国道ビル５階

北区 太田　祥彦 太田診療所 大阪市北区天神橋6-2-14

北区 石井　豊 石井クリニック 大阪市北区菅栄町10-12

北区 大原　裕彦 大原クリニック
大阪市北区浮田2-1-12
アパ大阪天六ビル６階

北区 加納　康至 加納内科
大阪市北区中之島6-2-27
中之島センタービル18階

北区 西平　綾子 にしひら内科クリニック 大阪市北区中崎西1-4-24

北区 李　雲柱 イークリニック 大阪市北区本庄西1-13-15

北区 吉本　裕 吉本診療所 大阪市北区大淀中3-2-12

北区 森田　昌宏 整形外科もりたクリニック 大阪市北区本庄東2-1-23

北区 柏井　三郎 かしいクリニック
大阪市北区大淀中3-11-32
ドムール北三番館１階

都島区 柏井　卓 柏井内科 大阪市都島区友渕町1-6-3

都島区 泉岡　利雄 泉岡医院 大阪市都島区東野田町5-5-8

都島区 氷室　公秀 氷室クリニック 大阪市都島区都島本通1-4-22

都島区 忌部　周 いんべ診療所 大阪市都島区毛馬町1-8-4

都島区 矢木　泰弘 やぎクリニック
大阪市都島区内代町1-2-32　サン
シャイン88　1F

福島区 中村　幸生 中村クリニック 大阪市福島区福島7-6-23-303

福島区 生野　宏和 しょうのメンタルクリニック 大阪市福島区福島2-8-22-301

福島区 升川　健司 水都メディカルクリニック 大阪市福島区福島1-1-51

福島区 塚本　雅子 サギス中クリニック 大阪市福島区鷺洲2-5-13

福島区 福本　素由己 医療法人臨研会　今川クリニック
大阪市福島区福島6-4-10　ウエストビ
ル2階

此花区 石見　徹夫 石見医院 大阪市此花区伝法5-4-60

此花区 島村　裕 島村診療所 大阪市此花区春日出北2-18-5

此花区 松井　清明 松井クリニック 大阪市此花区春日出中1-25-15

此花区 小畑　優子 日野医院 大阪市此花区高見2-13-3

此花区 安田　健司 やすだ医院 大阪市此花区西九条3-8-11

認知症サポート医名簿



区 氏名 医療機関名 所在地

認知症サポート医名簿

中央区 小西　博行 小西メンタルクリニック
大阪市中央区平野町2-2-9
ビル皿井３階

中央区 元根　正晴 大阪歯科大学附属病院 大阪市中央区大手前1-5-17

中央区 則岡　直樹 のりおかクリニック 大阪市中央区徳井町1-2-2

中央区 瀬浦　敏志 北浜クリニック
大阪市中央区今橋1-7-2
北浜山富ビル３階

中央区 柳生　隆一郎 医療法人遼蓮会　柳生クリニック
大阪市中央区谷町4-4-15　浅沼谷町
マンション1階

中央区 松本　淳 松本内科クリニック 大阪市中央区谷町6-3-2

中央区 牧村　智広 マキムラクリニック
大阪市中央区谷町6-3-16
三幸ビル４階

中央区 安田　光隆 安田クリニック 大阪市中央区心斎橋筋１-４-７

中央区 中川原　譲二 大阪なんばクリニック
大阪府大阪市中央区難波5-1-60
なんばスカイオ９階

中央区 森　茂生 もり内科皮膚科クリニック
大阪市中央区谷町6-4-14　メルベー
ユ谷町1階

西区 野々村　安啓 野々村クリニック
大阪市西区西本町1-5-9
日清ビル３階

西区 石村　順治 石村クリニック 大阪市西区南堀江4-10-1

西区 都築　三重子 つづきクリニック
大阪市西区新町1-22-12
Ｔ．Ｔビル201

西区 安井　博規 四ツ橋診療所 大阪府大阪市西区新町1-22-9

西区 後藤　康人 後藤こころのクリニック
大阪市西区境川1-1-31 境川メディカ
ルセンタービル3F303

西区 鈴木　由貴 日本生命病院 大阪市西区江之子島2-1-54

西区 島野　直人 島野医院
大阪市西区南堀江4-4-20　アーデン
タワー南堀江101

西区 安井　潔 四ツ橋診療所 大阪市西区新町1-22-9

港区 𡈽田　茂 𡈽田クリニック 大阪市港区三先2-12-14

港区 髙瀨　卓志 たかせクリニック
大阪市港区波除3-9-14
ホッホＭ１階

港区 香山　仁志 医療法人有仁会　香山医院 大阪市港区弁天4-15-14

港区 山田　卓 山田医院 大阪市港区市岡2-12-20

大正区 本庄　尚謙 ほんしょう内科クリニック 大阪市大正区北村1-17-7

大正区 中尾　剛久 中尾こころのクリニック第二 大阪市大正区千島2‐4‐4

大正区 深尾　晃三 ほくとクリニック病院 大阪市大正区三軒家西1-18-7



区 氏名 医療機関名 所在地

認知症サポート医名簿

大正区 藤吉　庸雅 藤吉医院 大阪市大正区泉尾4-17-12-105

大正区 鈴木　昇平 たいしょう生協診療所 大阪市大正区千島1-20-12

天王寺区 中石　滋雄 中石医院
大阪市天王寺区上本町6-2-26
大和上六ビル２階

天王寺区 平山　栄一 平山クリニック
大阪市天王寺区茶臼山町1-18
天王寺エルムビル２階

天王寺区 井上　和洋 大阪赤十字病院 大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30

天王寺区 丸井　隆 丸井整形外科クリニック 大阪市天王寺区清水谷町8-4

天王寺区 原之村　博 はらのむらクリニック 大阪市天王寺区真法院町21-3

浪速区 桧山　寛市 桧山診療所 大阪市浪速区日本橋東3-11-6

浪速区 山田　郁子 なんば山田クリニック
大阪市浪速区難波中2-7-23
広和ビル5階

浪速区 橋本　博史 はしもとクリニック
大阪市浪速区難波中2-2-12
有馬ビル７階

浪速区 山本　大介 桜川ものわすれクリニック
大阪市浪速区桜川2-2-31
ｻﾞｸﾛｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ桜川ﾋﾞﾙ３階

西淀川区 北野　英基 北野クリニック 大阪市西淀川区出来島1-4-18

西淀川区 杉山　博通 杉山診療所 大阪市西淀川区歌島1-2-5

西淀川区 野口　愛 千北診療所 大阪市西淀川区大和田5-5-3

西淀川区 上田　純也 歌島上田クリニック 大阪市西淀川区御幣島１-４-９

西淀川区 松田　茂 社会医療法人愛仁会　千船病院 大阪市西淀川区福町3-2-39

淀川区 西村　裕之 西村内科・神経内科クリニック 大阪市淀川区加島3-中8-16

淀川区 矢野　隆子 森矢野クリニック 大阪市淀川区加島3-中2-17

淀川区 田中　一 咲く花診療所
大阪市淀川区西中島6-7-20
クルーム新大阪１番館

淀川区 倉井　修 大阪市立十三市民病院 大阪市淀川区野中北2-12-27

北大阪病院 大阪市淀川区西宮原2-7-17

加納総合病院 大阪市北区天神橋7-5-15

淀川区 熊野　宏二 秀壮会クリニック 大阪市淀川区塚本2-19-12

淀川区 寺岡　修 寺岡内科医院 大阪市淀川区東三国6-19-8

淀川区 宮下　弘道 医療法人栄弘会　宮下内科 大阪市淀川区三津屋北1-6-3

安田　守孝淀川区



区 氏名 医療機関名 所在地

認知症サポート医名簿

淀川区 熊野　久美子 第２秀壮会クリニック 大阪市淀川区十三本町1-12-15　2階

東淀川区 中尾　正俊 中尾医院 大阪市東淀川区菅原5-7-11

東淀川区 辻　正純 辻クリニック 大阪市東淀川区瑞光4-7-2

東淀川区 岡部　登志男 岡部内科クリニック 大阪市東淀川区東淡路4-10-2

東淀川区 荒川　大介 あらかわこころのクリニック
大阪市東淀川区東淡路４-１７-１７
メディアンイースト２階

東淀川区 光井　英昭 光井診療所 大阪市東淀川区豊里6-4-14

東淀川区 山本　一成 山本クリニック 大阪市東淀川区豊里2-1-4-109

東淀川区 中城　和也 医療法人　中城クリニック 大阪市東淀川区西淡路4-25-70

東淀川区 前納　健二
医療法人あけぼの会
あけぼのGMクリニック

大阪市東淀川区西淡路2-15-5

東成区 浅井　晃 あさい内科 大阪市東成区東小橋3-17-1

東成区 川上　朗 川上クリニック 大阪市東成区玉津1-11-22

東成区 柴山　岳史 柴山神経科クリニック 大阪市東成区東中本3-1-3

東成区 林　正則 林クリニック 大阪市東成区東中本3-13-15

東成区 鹿野　浩一 大今里ケアホーム　 大阪市東成区大今里西2-17-16

東成区 岩本　伸一 岩本診療所 大阪市東成区東小橋1-2-11

東成区 福田　祥大 福田診療所 大阪市東成区東中本1-4-17

東成区 富畑　賢 富畑第二診療所 大阪市東成区大今里西3-2-68

東成区 谷口　博克 矢木脳神経外科病院 大阪市東成区東今里2-12-13

東成区 折野　達彦 公道会病院 大阪市東成区大今里南5-5-23

東成区 長田　栄一 長田医院 大阪市東成区深江南1-10-8

東成区 松田　泰範 鶴橋メンタルクリニック
大阪市東成区東小橋３－１４－３１
鶴橋ライフビル３F

東成区 今川　弘 矢木脳神経外科病院 大阪市東成区2-12-13

生野区 草野　孝文 アエバ外科病院 大阪市生野区勝山南4-6-5

生野区 宮本　峯豪 小路東宮本診療所 大阪市生野区小路東2-5-3

生野区 山寺　慎一 菜の花診療所 大阪市生野区勝山北2-11-22



区 氏名 医療機関名 所在地

認知症サポート医名簿

生野区 金　幸元
医療法人　御幸会
御幸森キムクリニック

大阪市生野区桃谷4-5-13

旭区 松本　一生 松本診療所 大阪市旭区清水3-8-31

旭区 井口　和彦 井口診療所 大阪市旭区森小路2-18-4

旭区 守上　賢策 守上クリニック 大阪市旭区生江1-9-18

旭区 焦　昇 焦クリニック 大阪市旭区大宮4-9-39

旭区 疋田　太刀夫 疋田医院 大阪市旭区清水3-2-7

旭区 村瀬　登志彦 村瀬クリニック 大阪市旭区生江1-6-8

旭区 中谷　武嗣 医療法人清翠会　牧病院 大阪市旭区新森7-10-28

旭区 河内　寛治 医療法人清翠会　牧病院 大阪市旭区新森7-10-28

旭区 世古　哲平 医療法人清翠会　牧病院 大阪市旭区新森7-10-28

城東区 堤　俊仁 つつみクリニック 大阪市城東区蒲生4-1-22

城東区 髙田　淳 高田医院 大阪市城東区関目1-13-17

城東区 西嶋　義彦 にしじまファミリークリニック
大阪市城東区中央2-13-19
ＹＫマンション１階

城東区 河野　隆一 野江病院 大阪市城東区古市1-3-25

城東区 古瀬　ゑみ サトウ病院 大阪市城東区東中浜1-2-23

城東区 池尻　真康 いけじり内科外科クリニック 大阪市城東区関目6-7-8

城東区 池岡　清光 医療法人　池岡診療所　池岡クリニック 大阪市城東区関目1-18-13

城東区 松田　武人 医療法人慶春会　福永記念診療所 大阪市城東区中央1-9-33　２F

城東区 津田賀　俊 医療法人慶春会　福永記念診療所 大阪市城東区中央1-9-33　２F

鶴見区 高山　進 高山医院 大阪市鶴見区浜3-3-16

鶴見区 加藤　茉里 北田医院 大阪市鶴見区放出東2-4-1

鶴見区 横山　吉宏 横山クリニック
大阪市鶴見区横堤4-1-36
スターハイム松尾１階

鶴見区 杉岡　武彦 杉岡内科医院 大阪市鶴見区今津中5-6-26

鶴見区 本田　学 社会医療法人盛和会　本田病院 大阪市鶴見区鶴見4-1-30

阿倍野区 松木　智子 秋田医院
大阪市阿倍野区阿倍野筋3-12-2
ｱﾍﾞﾉｸｵﾚ110号



区 氏名 医療機関名 所在地

認知症サポート医名簿

阿倍野区 板金　広 いたがねファミリークリニック 大阪市阿倍野区天王寺町北2-11-14

阿倍野区 河島　祥彦 河島医院 大阪市阿倍野区昭和町2-1-24

阿倍野区 谷　宗英 たにメンタルクリニック
大阪市阿倍野区文の里2-11-25
メディカルプラザ阿倍野６階

阿倍野区 江原　一雅 まえさこ医院 大阪市阿倍野区阪南町1-51-7

阿倍野区 松本　昌之 医療法人恵登久会　越川病院 大阪市阿倍野区昭和町 4-9-1

阿倍野区 山中　一功 山中脳神経外科・リハビリクリニック
大阪市阿倍野区天王寺町北3-11-4
スギ薬局林寺店2階

住之江区 久堀　保 くぼりクリニック
大阪市住之江区住之江1-4-27
ハイツ冨士1階

住之江区 芳野　裕明 芳野医院 大阪市住之江区粉浜2-6-12

住之江区 中島　静一 中島クリニック 大阪市住之江区南港中3-4-79

住之江区 中野　雅貴 なかのクリニック 大阪市住之江区安立4-4-7

住之江区 和田  諭子 わだ内科整形外科 大阪市住之江区粉浜2-3-17

住之江区 谷口　和久 南港病院 大阪市住之江区北加賀屋2-11-15

住之江区 後藤　清 医療法人恵仁会　小野内科医院 大阪市住之江区粉浜1-24-19

住之江区 三木　康彰 社会医療法人三宝会　南港病院 大阪市住之江区北加賀屋2-11-15

住之江区 矢木　崇善 医療法人弘善会　矢木クリニック 大阪市住之江区安立1-4-3

住吉区 田畑　紳一 たばたクリニック
大阪市住吉区苅田5-19-19
山本ビル３階

住吉区 畑　直成 畑内科クリニック 大阪市住吉区長居3-8-3

住吉区 三橋　浩 三橋医院 大阪市住吉区苅田8-6-27

住吉区 桂　勇人 桂診療所 大阪市住吉区遠里小野5-12-34

住吉区 河南　里江子 河南医院 大阪市住吉区遠里小野1-12-9

住吉区 新居延  忠昭 医療法人新生会　にいのぶ内科 大阪市住吉区我孫子西2-7-7

東住吉区 田島　幸兒 田島医院 大阪市東住吉区西今川1‐6‐16

東住吉区 北島　弘之 北島クリニック 大阪市東住吉区鷹合4-13-17

東住吉区 佐々木　伸一 佐々木クリニック 大阪市東住吉区駒川5-9-12

東住吉区 葛本　佳正 葛本医院 大阪市東住吉区北田辺4-11-21



区 氏名 医療機関名 所在地

認知症サポート医名簿

東住吉区 竹田　彩子 たけだクリニック 大阪市東住吉区北田辺4-8-7

東住吉区 和田　昌教 和田医院 大阪市東住吉区山坂5-2-8

東住吉区 川合　淳郎 川合内科・小児科 大阪市東住吉区中野4-5-18

平野区 撫井　弘二 むいメンタルクリニック 大阪市平野区平野宮町1-5-5-184

平野区 入谷　純光 入谷医院 大阪市平野区平野本町2-13-14

平野区 眞城　拓志 眞城こころの診療所
大阪市平野区加美南1-2-27
加美グリーンテラス２階

平野区 吉村　雅史 吉村医院 大阪市平野区瓜破3-2-40

平野区 乾　登史孝 いぬいクリニック 大阪市平野区喜連東3-5-60

平野区 酒井　泰征 医療法人　酒井診療所
大阪市平野区瓜破東２－７－５５
サンビレッジ1階

西成区 新谷　雅司 山本第三病院 大阪市西成区南津守4-5-20

西成区 仁木　稔 渡辺病院 大阪市西成区天下茶屋1-15-1

西成区 溝口　靖紘 溝口医院 大阪市西成区南津守7-5-7

西成区 小坂　佳代子 大和中央病院 大阪市西成区長橋1-2-7

西成区 北野　喜彦 北野皮フ・泌尿器科
大阪市西成区岸里東2－3－22
メディカル天神の森コットンビル５階

西成区 阪本　憲一 阪本医院 大阪市西成区鶴見橋3-1-10

市大 伊藤　義彰 大阪市立大学医学部附属病院 大阪市阿倍野区旭町1‐5‐7

市大 武田　景敏 大阪市立大学医学部附属病院 大阪市阿倍野区旭町1-5-7

大阪市役所 中西　亜紀 大阪市立弘済院附属病院 大阪府吹田市古江台6-2‐1

大阪市役所 金本　元勝 大阪市立弘済院附属病院 大阪府吹田市古江台6-2-1

大阪市役所 河原田　洋次郎 大阪市立弘済院附属病院 大阪府吹田市古江台6-2-1


