神戸市認知症サポート医一覧（敬称略、所属別五十音順）

区

勤務先

氏名

郵便番号

住所

電話番号

1 東灘区 浅野神経内科クリニック

淺野 達蔵

658-0053 東灘区住吉宮町4-4-1-217

078-854-5550

2 東灘区 神吉外科内科

神吉 明子

658-0054 東灘区御影中町1-17-8

078-841-0099

3 東灘区 口分田玄瑞診療所

口分田 真

658-0003 東灘区本山北町2-6-5

078-411-2300

4 東灘区 甲南病院

北村 重和

658-0064 東灘区鴨子ヶ原1-5-16

078-851-2161

5 東灘区 甲南病院

松山 賢一

6 東灘区 是則医院

是則 清一

658-0048 東灘区御影郡家1-32-18

078-851-6082

7 東灘区 杉原医院

杉原 錬三

658-0015

078-411-9275

8 東灘区 田中医院

田中 良樹

658-0016 東灘区本山中町3-4-13

078-411-2234

9 東灘区 たなか内科クリニック

田中 茂美

658-0065 東灘区御影山手1-4-6

078-858-7114

10 東灘区 長坂医院

長坂 肇

658-0072 東灘区岡本2-4-11

078-451-3611

11 東灘区 なかじま内科

中島 健雄

658-0054 東灘区御影中町1-8-3

078-851-1857

12 東灘区 西川クリニック

西川 淳介

658-0081 東灘区甲南町4-9-20

078-441-7100

13 東灘区 にしぐち眼科

西口

文

658-0081 東灘区田中町1-11-20

078-412-4141

14 東灘区 藤田医院

藤田

満

658-0014 東灘区北青木3-4-20

078-411-7796

15 東灘区 まつだ内科クリニック

松田 康章

658-0072 東灘区岡本1-6-12

078-414-4114

16 東灘区 三上内科クリニック

三上 修司

658-0032 東灘区御向洋中3-2-2-102

078-855-5031

17 東灘区 宮地病院

都築 祐子

18 東灘区 宮地病院

宮地 千尋

19 東灘区 本山リハビリテーション病院

澤井 健

20 東灘区 六甲アイランド甲南病院認知症疾患医療センター

小倉 純

658-0032 東灘区向洋町中2-11

078-858-1111

21 東灘区 ろっこう医療生活協同組合 うはらクリニック

村上 正治

658-0082 東灘区魚崎北町5-6-12

078-452-6666

ろっこう医療生活協同組合
22 東灘区
にじいろクリニック

片山 茂明

658-0081 東灘区田中町2-9-10

078-413-3333

23 灘区

岩尾クリニック

岩尾 俊一郎

657-0028 灘区森後町2-3-2-204

078-822-6556

24 灘区

うえだクリニック

植田 竜仁

657-0836 灘区城内通3-2-7

078-861-2808

25 灘区

おくだ心療クリニック

奥田 真紀子

657-0027 灘区永手町5-8-19

078-856-0155

26 灘区

介護老人保健施設 すばる六甲

瀬藤 晃一

657-0011 灘区鶴甲1-3－10

078-843-0501

27 灘区

田中医院

田中 晴夫

657-0826 灘区倉石通4-1－24

078-861-5872

28 灘区

谷本神経クリニック

谷本 直樹

657-0831

灘区水道筋４-３−３
メディア・ルナ 2F

078-881-8729

29 灘区

辻本内科

辻本 英明

657-0027 灘区永手町5-8-19

078-856-0071

30 灘区

内科クリニック岡田

岡田 司郎

657-0825

078-861-7701

31 灘区

中井病院

中井 正信

657-0833 灘区大内通6-1－3

32 灘区

西病院

冨田 博之

33 灘区

村上医院

村上 潔

657-0038 灘区深田町3-3-1

078-858-6001

34 灘区

村山医院

村山 知行

657-0059 灘区篠原南町5-5-13

078-861-3666

35 中央区 小川クリニック

小川 達司

651-0095 中央区旭通5-2-17

078-221-6308

36 中央区 岡川医院

松尾 玲子

651-0095 中央区旭通4-1-38

078-221-7700

37 中央区 小沢医院

南 和光

650-0004 中央区中山手通7-23-16

078-341-5547

38 中央区 岩本診療所こうべ往診クリニック

岩本 善嵩

651-0054 中央区野崎通4-2-17

078-200-4141

39 中央区 神戸大学医学部付属病院認知症疾患医療センター

古和 久朋

650-0017 中央区楠町7-5-2

078-382-5111

40 中央区 神戸大学医学部付属病院認知症疾患医療センター

阪井 一雄

650-0017

中央区楠町7-5-2

078-382-5111

41 中央区 神戸大学医学部付属病院精神科神経科

青山 慎介

650-0017

中央区楠町7-5-2

078-382-5111

42 中央区 三聖病院

岡本 恭行

651-0094

中央区琴ノ緒町4-2-5

078-261-2211

650-0017

658-0016

東灘区鴨子ヶ原1-5-16

東灘区本山南町2-1-8

東灘区本山中町4-1-8

658-0016 東灘区本山中町4-1-8

658-0015

657-0037

東灘区本山南町7-7-15

灘区中原通2-1-3

灘区備後町3-2-18

078-851-2161

078-451-1221
078-451-1221
078-412-8080

078-861-1856
078-821-4151
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43 中央区 しろ内科クリニック

城 洋志彦

651-0095

44 中央区 たつみクリニック

辰巳 惠章

650-0001

45 中央区 西記念ポートアイランドリハビリテーション病院

小澤 修一

650-0046

46 中央区 西記念ポートアイランドリハビリテーション病院

小林 慶通

47 中央区 西記念ポートアイランドリハビリテーション病院

宮本 康佑

650-0046

中央区港島中町8-5-2

078-303-2424

48 中央区 介護老人保健施設 プリエール

雛 美千代

651-0053

中央区籠池通5-1-2

078-222-2140

49 中央区 松川神経科診療所

松川 悦之

650-0004 中央区中山手通4-3-11

078-231-6018

50 中央区 若栄クリニック

若栄 徳彦

中央区花隈町3ｰ3
650-0013
メトロハイツ花くまビル2Ｆ

078-360-1152

51 中央区 神戸市保健福祉局介護保険課

長谷川 典子

650-8570 中央区加納町6-5-1

078-322-0063

52 兵庫区 大野こころのクリニック

大野 顕子

652-0897

兵庫区駅南通1-2-3
兵庫駅南ビル203

078-599-6633

53 兵庫区 奥知外科医院

奥知 博志

652-0803 兵庫区大開通8-2-2-102

078-575-1824

54 兵庫区 かなたクリニック

金田 明子

652-0015 兵庫区下祇園町29-7

078-351-5335

55 兵庫区 川崎病院

松田 守弘

652-0042 兵庫区東山町3-3-1

078-511-3131

56 兵庫区 せのお医院

妹尾 栄治

57 兵庫区 田淵神経内科診療所

田淵 実治郎

652-0802 兵庫区水木通1-4-29

078-575-2127

58 兵庫区 つちやペインクリニック

土屋 尚久

652-0851 兵庫区材木町1-11

078-652-8766

59 兵庫区 西松医院

西松 央一

652-0854 兵庫区和田崎町3-4-15

078-671-3853

60 兵庫区 森本医院

森本 有里

652-0898 兵庫区駅前通2-1-29-133

078-577-2274

61 北区

有馬高原病院

吉川 敦

651-1512 北区長尾町上津4663-3

078-986-1115

62 北区

芦田内科

蘆田 延之

651-1312 北区有野町有野1240-2

078-981-3071

63 北区

くすのき医院

楠

651-1615 北区淡河町萩原12

078-959-0933

64 北区

恒生病院

頃末 和良

65 北区

近藤内科クリニック

近藤 誠宏

651-1302 北区藤原台中町1-4-1

078-987-5586

66 北区

堤医院

堤 善多

651-1111 北区鈴蘭台北町2-3-8

078-593-7039

67 北区

平佐クリニック

平佐 昌弘

651-1212 北区筑紫が丘2-13-1

078-583-3155

68 北区

兵庫県立ひょうごこころの医療センター

小田 陽彦

651-1242

69 北区

兵庫県立ひょうごこころの医療センター

田中

651-1242 北区山田町上谷上字登り尾3

078-581-1013

70 北区

水川脳神経外科・脳神経内科

水川 典彦

651-1132 北区南五葉1-3-19

078-596-6510

71 北区

吉野医院

吉野 英二

651-1112 北区鈴蘭台東町1-9-1

078-596-2629

72 北区

やまもと心療内科

山本 博一

651-1142

忠樹

究

中央区旭通4-1-4

078-231-4646

中央区加納町2-9-14

078-252-2430

中央区港島中町8-5-2

078-303-2424

650-0046 中央区港島中町8-5-2

652-0042

651-1505

兵庫区東山町4-8-1

北区道場町日下部1788

北区山田町上谷上字登り尾3
番地

北区 甲栄 台4-1-13 北鈴 神鉄
駅ビル2階

078-303-2424

078-515-2755

078-950-2622

078-581-1013

078-592-7718
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73 長田区 介護老人保健施設 サニーヒル

大川 二朗

653-0872 長田区大日丘町3丁目2番1号

078-647-3255

74 長田区 飯村内科

飯村 六十四

653-0886 長田区東丸山町10-5

078-621-7533

75 長田区 介護療養型老人保健施設 老健よしだ

津田 正治

653-0022 長田区東尻池町1-10−23

078-671-2516

76 長田区 くじめ内科

久次米 健市

653-0032 長田区苅藻通3-5-7

078-682-0123

77 長田区 神戸朝日病院

金 守良

653-0801 長田区房王寺町3-5-25

078-612-5151

78 長田区 神戸医療生活協同組合 番町診療所

松岡 泰夫

653-0011 長田区三番町2-6-3

078-577-1281

79 長田区 ことしろクリニック

印部 亮助

長田区五番町7-3-1-201
653-0003
ワコーレエスタシオン長田2階

078-578-0671

80 長田区 鈴木診療所

鈴木 啓文

653-0022 長田区東尻池町3-1-2

078-682-2661

81 長田区 適寿リハビリテーション病院

小橋 紀之

653-0876 長田区花山町2-11-32

078-612-5533

82 長田区 適寿リハビリテーション病院

伊東 史雄

653-0876 長田区花山町2-11-32

078-612-5533

83 須磨区 あらき医院

荒木 美枝子

654-0131 須磨区横尾2-11-9

078-741-3138

84 須磨区 石川リハビリ脳神経外科クリニック

石川 朗宏

654-0024 須磨区大黒町2-3-7

078-739-3131

85 須磨区 小野クリニック

小野 一広

654-0071 須磨区須磨寺町2-7-5

078-739-2552

86 須磨区 きむら内科医院

木村 明裕

須磨区白川台3-62-1
654-0103
ニューライフ白川台 西棟1F

078-792-3497

87 須磨区 須磨浦病院

鶴崎 哲士

654-0076 須磨区一ノ谷町3-3-8

078-733-6000

88 須磨区 戸根内科・神経内科医院

戸根 幸太郎

654-0131 須磨区横尾1-9-1

078-743-7300

89 須磨区 独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター

清水 一也

654-0155 須磨区西落合3-1-1

078-791-0111

90 須磨区 中野泌尿器科

中野 康治

654-0023 須磨区戎町3-1-24 豊ビル3F

078-732-7222

91 須磨区 林山クリニック

梁 勝則

654-0121 須磨区妙法寺字藪中1242

078-747-5335

92 須磨区 もとむら外科

本村 公也

654-0022 須磨区大黒町2-3-7

078-732-8364

93 垂水区 梅本消化器クリニック

梅本 善哉

655-0884 垂水区城が山1-10-20

078-755-0580

94 垂水区 江草クリニック

江草 康夫

655-0881

95 垂水区 介護老人保健施設 垂水すみれ苑

谷口

655-0852 垂水区名谷町字猿倉241-5

078-706-1002

96 垂水区 介護老人保健施設 名谷すみれ苑

百道 敏久

655-0852 垂水区名谷町字梨原2350-1

078-797-9770

97 垂水区 近藤内科医院

近藤 千香子

655-0016 垂水区高丸7-7-24

078-709-5807

98 垂水区 神戸掖済会病院

中嶋 千也

655-0004 垂水区学が丘1-21-1

078-781-7811

99 垂水区 すずき脳神経外科・認知症クリニック

鈴木 壽彦

655-0003 垂水区小束山本町3丁目1-2

078-789-7155

100 垂水区 ディアージュ神戸クリニック

中濱 肇

655-0004

078-705-1192

101 垂水区 ドマー二神戸クリニック

宮武 博明

655-0006 垂水区本多聞3-1-37

078-787-2700

102 垂水区 なかむらクリニック

中村 治正

655-0854 垂水区桃山台2-9-5

078-752-1177

103 垂水区 花田神経内科クリニック

花田 進

655-0047 垂水区東舞子町9-9-201

078-785-8855

104 垂水区 藤井内科クリニック

藤井 芳夫

655-0853 垂水区つつじが丘4-8-1

078-707-5588

105 垂水区 星島眼科

星島 佳容子

655-0029 垂水区天ノ下町5-3

078-707-9000

106 垂水区 舞子台病院

前田 雅道

655-0046 垂水区舞子台7-2-1

078-782-0055

107 垂水区 やまぐちクリニック

山口 高秀

655-0033 垂水区旭が丘1-9-60

078-708-2522

洋

郵便番号

住所

垂水区東垂水町字菅の口
634-1辻本興産ビル203

垂水区学が丘5-1-4

電話番号

078-752-7776
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108 西区

あらき整形外科

荒木 邦公

651-2135

西区王塚台7-33

078-921-1224

109 西区

石原内科・リハビリテーション科

石原 健造

651-2129

西区白水3-1-6

078-978-2727

110 西区

岡村医院

岡村

651-2274

西区竹の台2-18-4

078-992-0220

111 西区

偕生病院

横井 峰人

651-2131

西区持子3-2-2

078-927-3211

112 西区

神戸学院大学総合リハビリテーション学部

前田 潔

651-2180

西区伊川谷町有瀬518

078-974-1551

113 西区

小林こころのクリニック

小林 実

651-2273

西区糀台5-6-3

078-995-9485

114 西区

垂水病院

武 篤史

651-2202

西区押部谷町西盛566

078-991-5858

115 西区

垂水病院

堀尾 敦彦

651-2202

西区押部谷町西盛566

078-994-1151

116 西区

中本クリニック

中本 博士

651-2226

西区桜が丘中町2-1-5

078-994-6020

117 西区

野上医院

野上 厚志

651-2414

西区大沢1-14-47

078-969-1910

118 西区

長谷川医院

長谷川 博司

651-2144

神戸市西区小山1-3-27

078-926-1688

119 西区

由井クリニック

由井 治郎

西区糀台5-10-2

078-991-5858

縁

651-2273

