
令和４年４月１日現在

日慢協会員 病院名 役職名 会員氏名 郵便番号 電話番号 FAX番号 会員区分

愛寿会同仁病院 理事長・院長 森　崇英 602-0917 京都市上京区一条通烏丸西入 075-431-3300 075-432-0036 正会員

○ 明石病院 理事長 明石　純 600-8884 京都市下京区西七条南衣田町93 075-313-1453 075-312-5030 正会員

○ いわくら病院 院長 簑島　豪智 606-0017 京都市左京区岩倉上蔵町101 075-711-2171 075-722-7898 正会員

○ 宇治おうばく病院 理事長 三木　秀樹 611-0011 宇治市五ケ庄三番割32-1 0774-32-8111 0774-32-6358 正会員

○ 介護医療院　五木田病院 理事長 島﨑　淳 612-8416 京都市伏見区竹田流池町116 075-641-1156 075-641-1184 正会員

○ 介護医療院　さいきょう（西京病院） 理事長・院長 松井  亮好 615-0026 京都市右京区西院北矢掛町39-1 075-313-0721 075-313-1089 正会員

介護医療院　はたごまち 院長 牧　和夫 621-0866 亀岡市旅籠町29 0771-25-2020 0771-25-2121 正会員

○ 亀岡シミズ病院 院長 竹中　溫 621-0834 亀岡市篠町広田1丁目32-15 0771-23-0013 0771-25-0551 正会員

賀茂病院 理事長 藤澤　明生 603-8434 京都市北区紫竹東栗栖町43 075-493-3330 075-493-3320 正会員

岸本病院 理事長 岸本　良博 625-0036 舞鶴市字浜1131 0773-62-0118 0773-62-1137 正会員

木津屋橋武田病院介護医療院 院長 若林　詔 600-8231 京都市下京区油小路通下魚棚下ル 油小路町293 075-343-1766 075-343-5739 正会員

○ 京都回生病院 理事長 出射　靖生 600-8814 京都市下京区中堂寺庄ノ内町8-1 075-311-5121 075-314-1843 正会員

○ 京都北野病院介護医療院 理事長・院長 土居　徹 603-8333 京都市北区大将軍東鷹司町86 075-462-3611 075-462-3626 正会員

○ 京都久野病院 理事長・院長 久野　成人 605-0981 京都市東山区本町22-500 075-541-3136 075-561-8401 正会員

○ 京都田辺記念病院 院長 和田　行雄 610-0331 京田辺市田辺戸絶１番地 0774-63-1112 0774-63-2535 正会員

○ 京都南西病院 院長 清水　紘 612-8494 京都市伏見区久我東町8-22 075-922-0321 075-922-0325 正会員

京都博愛会病院 院長 金   盛彦 603-8041 京都市北区上賀茂ケシ山1 075-781-1131 075-722-9400 正会員

○ 京都東山老年サナトリウム 副理事長 赤木　厚 607-8492 京都市山科区日ノ岡夷谷町11 075-771-4196 075-761-0934 正会員

京都八幡病院 院長 久野　正治 614-8114 八幡市川口別所61 075-971-2001 075-983-0185 正会員

○ 嵯峨野病院 理事長 清水  紘 616-8251 京都市右京区鳴滝宇多野谷9 075-464-0321 075-461-7383 正会員

蘇生会総合病院 院長 長澤　史朗 612-8473 京都市伏見区下鳥羽広長町101 075-621-3101 075-612-5790 正会員

高雄病院 理事長 江部　康二 616-8265 京都市右京区梅ヶ畑畑町3 075-871-0245 075-871-6865 正会員

田辺病院 理事長・院長 小川　純達 610-0312 京田辺市飯岡南原55 0774-62-0817 0774-62-7214 正会員

丹後ふるさと病院 理事長・院長 瀬古　敬 629-3113 京丹後市網野町小浜673 0772-72-5055 0772-72-5059 正会員
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丹波笠次病院 院長 青木　眞一郎 622-0213 船井郡京丹波町須知町裏13-7 0771-82-1145 0771-82-1679 正会員

長岡病院 理事長 中野　種樹 617-0843 長岡京市友岡4-18-1 075-951-9201 075-954-1210 正会員

中村病院 理事長・院長 中村　清稲 611-0033 宇治市大久保町平盛91-8 0774-44-8111 0774-44-7112 正会員

○ なごみの里病院 理事長 赤木　博 601-1423 京都市伏見区日野西風呂町5 075-572-0634 075-572-0635 正会員

伏見岡本病院 院長 岡本　豊洋 612-8083 京都市伏見区京町9-50 075-611-1114 075-622-5048 正会員

○ 松ヶ崎記念病院介護医療院 理事長 土居　伸輔 613-0916 京都市伏見区淀美豆町1077 075-632-6116 075-632-1003 正会員

向日回生病院 院長 福井　博 617-0001 向日市物集女町中海道92の12 075-934-6881 075-933-9413 正会員

○ ムツミ病院介護医療院 理事長・院長 西本　雅彦 621-0854 亀岡市下矢田町君塚8 0771-23-1231 0771-24-5622 正会員

○ 洛北病院 理事長・院長 浜田　春樹 603-8002 京都市北区上賀茂神山6 075-701-0151 075-791-9201 正会員

洛陽病院 理事長 山本　昌孝 606-0017 京都市左京区岩倉上蔵町143 075-781-7151 075-781-7156 正会員

○ 洛和会音羽リハビリテーション病院 院長 木村　透 607-8113 京都市山科区小山北溝町32-1 075-581-6221 075-581-6886 正会員

渡辺病院 院長 渡邉　久 620-0913 福知山市字牧1616-1 0773-33-2260 0773-33-2828 正会員

宇治武田病院 院長 金　郁喆 611-0021 宇治市宇治里尻36-26 0774-25-2500 0774-25-2353 特別会員

○ 亀岡病院 理事長 福島　達夫 621-0815 亀岡市古世町3-21-1 0771-22-0341 0771-22-4305 特別会員

北山病院 院長 澤田　親男 606-0017 京都市左京区岩倉上蔵町123 075-791-1177 075-712-4085 特別会員

共和病院 会長 添田　恒光 601-1378 京都市伏見区醍醐川久保町30 075-573-2122 075-573-0517 特別会員

久御山南病院 理事長・院長 南　八王 613-0042 久世郡久御山町大字坊之池 小字坊村中28 075-631-2261 075-631-2581 特別会員

○ なぎ辻病院 理事長 小森　直之 607-8163 京都市山科区椥辻東潰5番の1 075-591-1131 075-593-4498 特別会員

宮津武田病院 院長 曽根　淳史 626-0044 宮津市字鶴賀2059-1 0772-22-2157 0772-20-1095 特別会員

六地蔵総合病院 理事長 原島　裕 611-0001 宇治市六地蔵奈良町9 0774-33-1717 0774-32-8718 特別会員
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