
 浪速区地域包括支援センター
〒556-0011 浪速区難波中3-8-8
☎06-6636-6029 浪速区全域／難波元町、敷津
http://www.naniwa-ku-cosw.or.jp

 浪速ブランチ
〒556-0025 浪速区浪速西2-11-6（スワンなにわ内）
☎06-6562-0456 大国、浪速

 日本橋ブランチ
〒556-0002 浪速区恵美須東2-1-4
（日本橋地域在宅サービスステーション内）
☎06-6632-2340 日東、日本橋、恵美・新世界

 難波ブランチ
〒556-0021 浪速区幸町2-3-11（特養なにわ内）
☎06-6568-1230 立葉、幸町、塩草

 浪速区オレンジチーム 認知症初期集中
支援チーム

〒556-0011 浪速区難波中3-8-8（浪速区地域包括支援センター内）
☎06-6636-6071
〈対象〉40歳以上の認知症の疑いがある方で①②に該当する方
①認知症の診断を受けていない、または治療を中断している方
②医療サービスや介護サービスを利用していない方

 浪速区保健福祉センター
〒556-8501　浪速区敷津東1-4-20

高齢者健康相談 保健福祉課
地域保健活動担当 ☎ 06-6647-9968

介護保険 保健福祉課
高齢者支援担当 ☎ 06-6647-9859
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日本橋
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1 日本橋居宅介護支援事業所 日本橋4-7-17
わかこうかい 2F ☎ 06-6643-7145

2 愛染園ケアサービスセンター 日本橋 5-16-19 ☎ 06-6634-8977

3 エビスホームケア 日本橋 5-1-16 ☎ 06-6641-6021

4 居宅介護支援事業所リハステージ 日本橋西 2-7-3
ファミール松竹 202 ☎ 0120-663-727

5 そらいろケアプランセンター 日本橋東1-5-2-302 ☎ 06-6647-1151

6 浪速区在宅サービスセンター 難波中3-8-8 ☎ 06-6636-6027

7 ケアプランセンターさくらんぼ 難波中3-16-11ニュー
ナンバビル新館 552 ☎ 06-6636-0300

8 グリーンケアプランセンター 戎本町1-5-10 ☎ 06-7173-1247

9 スマイル・ケアセンター 戎本町1-7-7 ☎ 06-6647-1590

10 ログ 03 戎本町1-9-21
TOYOTOMI ビル 902 ☎ 06-6556-9783

11 ケアプランセンター有明の里 大国1-3-7
グランソシエ浪速1F ☎ 06-4396-8511

12 なにわ居宅介護支援事業所ラガール 大国1-10-24 ☎ 06-6632-8865

13 エールサービス浪花 大国 2-12-9 ☎ 06-6636-0020

14 ケアプランセンターベストフレンド 大国 3-10-8 ☎ 06-6643-1116

15 あとむケアプランセンター 敷津西1-1-16
生駒ビル2F ☎ 06-6599-8017

16 やすらぎのオレンジ館浪速営業所 敷津西 2-4-1 ☎ 06-4396-1165

17 難波地域在宅サービスステーションなにわ居宅介護支援事業所 幸町2-3-11 ☎ 06-6568-4847

18 はるケアマネ事務所 幸町3-8-29 ☎ 06-6599-9646

19 富永居宅介護支援事業所 桜川1-1-1 ☎ 06-6567-3167

20 ケアプランセンター春夏秋冬 桜川1-2-18
サンロール湊町101 ☎ 06-6643-9971

21 ラミールケアプランセンター 桜川2-3-28
市松ビル 4F・Ａ号 ☎ 06-6567-7750

22 ケアプランセンター・愛と憩 桜川2-12-6 ☎ 06-6561-0339

23 老健さくらがわケアプランセンター 桜川4-10-13 ☎ 06-6567-4175

24 満領会ケアセンター 桜川4-11-16
アリタビル 50Ａ ☎ 06-6567-8057

25 ケアプランセンターあかり 桜川4-11-16
アリタビル 40Ｃ ☎ 06-6556-9347

26 電装ケアプランセンター 桜川4-4-14 ☎ 06-7174-9941
27 愛染園ケアサービスセンターなんば 稲荷1-7-32 ☎ 06-6563-3210
28 学研ココファン桜川 稲荷 2-4-6 ☎ 06-6568-1157
29 明治彩プラン 塩草 2-7-8 ☎ 06-4977-7737
30 ぼのケアプランサービス 塩草 3-9-14増井ビル1F ☎ 06-6556-9220
31 グローバルケア桜川ケアステーション 塩草 3-11-4 ☎ 06-4392-0101
32 ケアセンターえんまんなにわ 久保吉2-2-6・2F ☎ 06-6568-7100
33 ケアプランセンターにじ 浪速西 2-9-19 ☎ 06-6562-2400
34 居宅介護支援事業所スワンなにわ 浪速西 2-11-6 ☎ 06-6562-0456
35 介護ステーションゆめ 浪速西 3-4-1 ☎ 06-4392-9300
36 ファニー介護サービス 恵美須西 2-11-3-101 ☎ 06-4396-6561
37（有）ヤマダケアサポート 恵美須西 2-11-3-201 ☎ 06-6644-6564
38 ケアプランセンターくまさん 恵美須西 3-11-11 ☎ 06-6585-9381
39 元気百倍センター 恵美須西3-3-26-208 ☎ 06-6636-7784
40 ソーシャルライフ恵美須西　居宅介護支援事業所 恵美須西 3-4-13 ☎ 06-4396-7877

41 居宅介護支援事業所
日本橋地域在宅サービスステーション 恵美須東 2-1-4 ☎ 06-6632-2340

         　   　認知症相談ができる医療機関＼診療所
1 佐久間医院 日本橋4-2-10 ☎ 06-6641-6195
2 わかこうかいクリニック 日本橋4-7-17 ☎ 06-6632-0358
3 前田クリニック 日本橋4-7-19　さんわびる2F ☎ 06-6641-2224
4 木下医院 日本橋 5-4-5 ☎ 06-6631-1078
5 井上医院 日本橋東 2-3-13 ☎ 06-6641-4960
6 中山クリニック 日本橋東3-7-6　熨斗ビル1F ☎ 06-4397-9299
7 沢井眼科 日本橋東3-7-7　川田ビル2F ☎ 06-6646-3634
8 竹中医院 日本橋東3-16-19 ☎ 06-6632-1985
9 なんば太田クリニック 難波中1-13-20

パークシティ御堂筋ビル５F ☎ 06-6635-3826
10 はしもとクリニック 難波中2-2-12　有馬ビル7F ☎ 06-6616-9674
11 森川クリニック 難波中2-3-3　森川医療ビル1F ☎ 06-6645-1107
12 小池レディスクリニック 難波中2-3-3　森川医療ビル 5F ☎ 06-6575-9323
13 なんば山田クリニック 難波中2-7-23　広和ビル 5F ☎ 06-6641-0007
14 小池クリニック 敷津東3-11-10　AKI 難波ビル2F ☎ 06-6633-9289
15 岡藤クリニック 幸町1-2-2 ☎ 06-6568-7308
16 透析クリニック大正橋 幸町3-8-18 ☎ 06-6563-3700
17 えびす診療所 戎本町1-6-22　ニューサノビル1F ☎ 06-6645-1113
18 なにわ生野病院 大国1-10-3 ☎ 06-6632-9915
19 橋村医院 大国 2-6-11 ☎ 06-6641-6512

20 なんば南藤吉医院 敷津西 2-1-8　インペリアル大国　2F ☎ 06-4397-8787
21 富永クリニック 敷津西 2-2-14 ☎ 06-6643-2660
22 入野医院 元町2-3-19　TCAビル 4F ☎ 06-6632-3325
23 浅香山病院難波クリニック 元町2-3-19　TCAビル7F ☎ 06-6631-3021
24 笹岡医院 元町3-9-10 ☎ 06-6647-2201
25 富永病院 湊町1-4-48 ☎ 06-6568-1601
26 あーべいんクリニック 湊町2-1-34　アーベインなんば1F ☎ 06-6634-4976
27 かねだクリニック 湊町2-2-40ロイヤルパークスなんば1F ☎ 06-6646-1333
28 桜川よしえクリニック 桜川 2-2-31ザクロコーポレーション桜川ビル1F ☎ 06-4392-8388
29 松﨑智彦診療所 桜川 2-2-31ザクロコーポレーション桜川ビル2F ☎ 06-6567-2451
30 桜川ものわすれクリニック 桜川 2-2-31ザクロコーポレーション桜川ビル3F ☎ 06-6585-9280
31 徳田クリニック 桜川2-11-28 ☎ 06-6561-2660
32 有田医院 桜川4-11-16　アリタビル1F ☎ 06-6568-0701
33 そうわ内科クリニック 浪速東3-9-1 ☎ 06-6626-9939
34 恵美須東クリニック 恵美須東1-7-13 ☎ 06-6630-5665
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