
【京都府（京都市除く）】 ＜敬称略＞

圏 域 市区町村 所 属 氏 名

たかはたクリニック 髙畑　龍一

角水医院 角水　正道

西山病院 才村　泰生

田中　和宏

久寶 真一

下尾医院 下尾　和敏

新河端病院 奥宮　清人

さいのうち医院 斉ノ内　良平

済生会京都府病院 齋藤　雅人

梅山医院 梅山　信

中川医院 中川　博昭

樋川　　毅

岡﨑 信也

森　　俊夫

中村　陽子

末吉　　敦

金　東一

かどさか内科クリニック 門阪　庄三

おやいづ医院 小柳津　治樹

京都認知症総合センタークリニック 川崎　照晃

上田診療所 上田　通章

白樫　義和

三宅　あかり

まつだ在宅クリニック 松田　かがみ

今林医院 今林　丈士

ほりうち医院 堀内　房成

大原クリニック 大原　亮

おおむら医院 大村　誠

京都岡本記念病院 牧野　雅弘

すがぬま医院 菅沼　拓哉

小川医院 小川　智

河村内科医院 河村　　宏

田辺病院 坪下　俊之

ちゅうしょクリニック 中所　英樹

金子　雅春

酒井　久司

井手町 水野クリニック 水野　寿

宇治田原町 山口医院 山口　勝造

岩本　一秀

大島　洋一

林こころのクリニック 林　　竜也

岡田医院 岡田　有史

くろだクリニック 黒田　雅昭

笠置町 伊左治医院 伊左治　友子

和束町 柳澤活道ヶ丘診療所 柳澤　　衛

山田内科クリニック 山田　悦雄

岸田内科医院 岸田　秀樹

南山城村 竹澤内科小児科医院 竹澤　　健

認知症サポート医一覧（令和３年３月３１日時点）

宇治市

栄仁会宇治おうばく病院

京都府立洛南病院

宇治徳洲会病院

宇治武田病院

山城北

乙訓

向日市

長岡京市

城陽市

久御山町

長岡病院

大山崎町

八幡市

京田辺市

同志社山手病院

山城南

木津川市

京都山城総合医療センター

精華町



【京都府（京都市除く）】 ＜敬称略＞

圏 域 市区町村 所 属 氏 名

亀岡シミズ病院 島田　　稔

亀岡病院 森　信人

瀬尾医院 瀬尾　博

亀岡市立病院 田中　宏樹

佐藤　克明

山口　達之

中村　光男

如月会クリニック 高浜 聖二

京丹波町 国保京丹波町病院 垣田　秀治

鑪　　直樹

渡辺　明子

賀川　玄一朗

久馬　透

古木内科医院 古木　勝也

西垣内科医院 西垣　哲哉

渡辺医院 渡邉　正

柴田医院 柴田　範仁

門　　祐輔

寺本　敬一

大槻医院 大槻　　匠

綾部市立病院 足立　芳彦

綾部ルネス病院 渡邉　究

あらが湾岸クリニック 荒賀　　茂

東舞鶴医誠会病院 石川　雅裕

山野　純弘

吉丸　和弘

黒田神経内科医院 黒田　友基

ながうちこころのクリニック 長内　清行

山根医院 山根　行雄

府中診療所 石井　靖隆

西原医院 西原　　寛

今出クリニック 今出　陽一朗

宮地医院 宮地　高弘

日置医院 日置　潤也

伊藤クリニック 伊藤　剛

須川医院 須川　典亮

伊根町 伊根町国保伊根診療所 石野　秀岳

竹村　　学

安原　正博

斉藤医院 齊藤　治人

安井医院 安井　俊雄

上田医院 上田　誠

京丹後市国民健康保険直営大宮診療所 飯田　泰成

成本　　迅

近藤　正樹

松岡　照之

水野　敏樹

大矢　希

北岡　力

富永　洋之

京都府職員総務課 柴田　敬祐

亀岡市

中丹
（東）

京都中部総合医療センター
南丹市

南丹

綾部市

京都府立医科大学附属病院
― ―

京丹後市立弥栄病院

中丹
（西）

福知山市

市立福知山市民病院

もみじヶ丘病院

舞鶴市

宮津市

与謝野町

京丹後市

国立病院機構舞鶴医療センター

京都協立病院

丹後



　　　　　

【京都市】 ＜敬称略＞

圏域 市区町村 所属 氏名

医療法人社団　田村外科 田村　耕一

京都博愛会病院 佐々木　学

冨田病院 鹿毛　眞人

渡辺西賀茂診療所 小原　章央

芦原医院 蘆原　久美子

医療法人つばき医院 椿　　恒雄

竹上内科クリニック 竹上　　徹

みずのや医院 水谷　正太

たなか往診クリニック 田中　　誠

こう医院 黄　　俊清

京都第二赤十字病院 村上　陳訓

同仁病院 稲垣　末次

北山通ソウクリニック 宋　　仁浩

北山病院 澤田　親男

京都民医連洛北診療所 小林　　充

京都民医連第二中央病院 近藤　　悟

市田医院 市田　哲郎

石川医院 石川　光紀

西村伊三男

清水　達夫

木下　彩栄

葛谷　　聡

江川　斉宏

宮本　将和

しもがも西尾クリニック 西尾　佳子

いわくら病院 近藤　通子

はやし神経内科 林　　理之

辻医院 辻　　輝之

たて内科クリニック 館　　雅之

柳馬場武田クリニック 浅沼　光太郎

杉本医院 杉本　英造

むらた医院 村田　真二

京都民医連中央病院 安東　一郎

博友会まるいクリニック 丸井　規博

近藤医院 近藤　久勝

かねこメンタルクリニック 金子　貴推

手越医院 手越　久敬

林医院 林　　純子

洛和会音羽ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 木村　　透

土屋診療所 土屋　　均

村井こころのクリニック 村井　俊彦

十全会東山老年サナトリウム 大塚　由見代

和田　裕子

髙橋　　滋

むらかみ内科クリニック 村上　　学

－

左京区

山科区

東山区

京都大学医学部附属病院

上京区

川越病院

洛和会音羽病院

認知症サポート医一覧（令和３年３月３１日時点）

北区

中京区

    



　　　　　

圏域 市区町村 所属 氏名

深江形成整形外科医院 深江　英一

にしはらクリニック 西原　　毅

柳診療所 柳　　堅徳

内田医院 内田　亮彦

立岡神経内科 立岡　良久

八木　秀雄

河本　恭裕

おおいしクリニック 大石　　豊

ふじた医院 藤田　祝子

鈴木内科医院 鈴木　隆裕

京都武田病院 小川　博之

大森医院 大森　浩二

関医院内科循環器科 関　　　透

山下医院 山下　　琢

京都九条病院 西村　幸秀

くろやなぎ・いいだ医院 畔柳　　彰

やすだ医院 安田　雄司

イトウ診療所 伊藤　照明

国立病院機構宇多野病院 須藤　慎治

うずまさクリニック 多賀　千明

中西　克己

木村　比登史

太秦病院 加茂　久樹

岸　　信之

内田　伸子

北村内科診療所 北村　裕展

どいクリニック 土井たかし

塚本医院 塚本　忠司

内田医院 内田　　亮

しくま脳神経外科クリニック 志熊　道夫

医仁会武田総合病院 神田　益太郎

高安医院 高安　　聡

東前医院 東前　隆司

生天目　英比古

吉川　健治

高生会リハビリテーションクリニック 髙　謙一郎

松本クリニック 松本　恒司

京都医療センター 大谷　　良

福島内科医院 福島　　豊

なごみの里病院 阿部　芳道

金井病院 和田　幹生

西川医院 西川　昌樹

まるおクリニック 丸尾　直幸

－

康生会武田病院

京都桂病院

右京

西京

京都ならびがおか病院

蘇生会総合病院

伏見区

下京区

南区
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