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全国の「もの忘れ外来」「認知症外来」などをご覧いただけます。 

「家族の会」が独自にホームページ等を通じて調べた全国のもの忘れ外来（認知症外来なども含む）の一覧です。間違いや訂正などがある場合

は、「家族の会」（office@alzheimer.or.jp）までお寄せ下さい。 

なお、「家族の会」が推奨している病院ではありません。情報提供の一環として掲載していますのでご注意下さい。病院名をクリックするとそれぞ

れのホームページ（または検索結果）がご覧いただけます。 

 

北海道 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

北海道 医療法人社団杏仁会 大雪病院 0166-48-6661 旭川市永山 3条 7-1-5 

北海道 
旭川医科大学附属病院 精神科神

経科  

0166-68-2473 
旭川市緑が丘東二条 1丁目 1番 1

号 

北海道 
医療法人風のすずらん会 江別す

ずらん病院  

011-384-2100 江別市上江別 442番地 15 

北海道 江別脳神経外科 011-391-3333 江別市中央町 1-12 

北海道 
ことに・メディカル・サポート・クリニ

ック  

011-631-3101 
札幌市 西区 八軒１条西 1丁目

ザ・タワープレイス１Ｆ 

北海道 新さっぽろ脳神経外科病院 011-891-2500 
札幌市厚別区上野幌 1条 2丁目 1

番 10号 

北海道 
医療法人勉仁会 中垣病院 精神

科  

011-682-3011 札幌市手稲区金山一条 2丁目 1-6 

http://kyoujinkai.gr.jp/
http://www.asahikawa-med.ac.jp/index_h.php
http://www.asahikawa-med.ac.jp/index_h.php
http://www.kaze-suzuran.com/index.html
http://www.kaze-suzuran.com/index.html
http://ebetsu-noushinkei.com/
http://www.kotoni-medical.com/index.html
http://www.kotoni-medical.com/index.html
http://www.snh.or.jp/index.html
http://www.nakagaki-hp.or.jp/nakagaki/
http://www.nakagaki-hp.or.jp/nakagaki/
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北海道 福和会 札幌立花病院  011-683-8718 札幌市手稲区手稲山口 42-1 

北海道 さっぽろ香雪病院 011-884-6878 札幌市清田区真栄 319番地 

北海道 静和記念病院 011-611-1111 札幌市西区琴似１条 5丁目 1-1 

北海道 高橋脳神経外科病院 011-664-7111 札幌市西区西町南 20丁目 1-30 

北海道 イムス札幌消化器中央総合病院 011-555-2770 札幌市西区八軒２条西１丁目１－１ 

北海道 慈啓会病院 011-561-8292 札幌市中央区旭ケ丘 5丁目 6-50 

北海道 
いしかわ心療・神経クリニック 心療

内科・神経科・精神科  

011-622-2332 
札幌市中央区大通西 16丁目 1-30 

第 10芙蓉ビル 5F 

北海道 さっぽろ北口クリニック  011-633-1131 札幌市北区北 7条西 2丁目 8-1 

北海道 
特定医療法人社団慶愛会札幌花

園病院  

011-561-6131 札幌市中央区南 15条西 15-1-30 

北海道 中村記念病院 011-231-8555 札幌市中央区南 1条西 14丁目 

北海道 
札幌医科大学附属病院神経精神

科  

011-611-2111 
札幌市中央区南 1条西 16丁目

291番地 

北海道 MPS メンタルクリニック  011-209-5531 
札幌市中央区北 5条西 2丁目 JR

タワーオフィスプラザさっぽろ 8F 

北海道 メンタルケア札幌  011-791-3630 札幌市東区東苗穂 13条 1丁目 2 

北海道 禎心会病院 011-712-1131 
札幌市東区北 44条東 8丁目 1番

6号 

北海道 川沿脳神経外科クリニック 011-578-1117 札幌市南区川沿 1条 1丁目 

北海道 五輪橋内科病院 011-571-8221 札幌市南区川沿 2条１丁目 

北海道 
医療法人共栄会 札幌トロイカ病院 

精神科・神経科  

011-873-1222 札幌市白石区川下 577-8 

http://www.fukuwakai.or.jp/
http://www.sapporo-kohsetsu.or.jp/
http://www.seiwa-kai.or.jp/seiwa-kinen/
http://www.takahashi-nouge.or.jp/
http://www.ims.gr.jp/ims-sapporo/
http://www.sapporojikeikai.or.jp/jikeikai/
http://www.ishikawa-mental.com/
http://www.ishikawa-mental.com/
http://www.teishinkai.jp/skc/
http://www.hanazono-hp.or.jp/
http://www.hanazono-hp.or.jp/
http://www.nmh.or.jp/
http://web.sapmed.ac.jp/byoin/index.html
http://web.sapmed.ac.jp/byoin/index.html
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=MPS%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%C2%A0
http://www.mentalcare-sapporo.jp/
http://www.teishinkai.jp/
http://www.h5.dion.ne.jp/~kawazohp/
http://www.gorinbashi.or.jp/
http://www2.odn.ne.jp/troika/
http://www2.odn.ne.jp/troika/
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北海道 柏葉脳神経外科病院  011-851-2333 
札幌市豊平区月寒東 1条 15丁目

7-20 

北海道 ちはる神経内科クリニック 011-737-8080 
札幌市北区北 27条西 5丁 1-28エ

フテービル４F 

北海道 
医療法人新産健会 ＬＳＩ 札幌クリ

ニック  

011-711-1331 
札幌市東区北 13条東 1丁目 2番

50号 

北海道 市立室蘭総合病院  0143-25-3111 室蘭市山手町 3-8-1 

北海道 室蘭太平洋病院 0143-59-2211 室蘭市白鳥台 5丁目 19-2 

北海道 島田脳神経外科  0134-22-4310 小樽市錦町 1-2 

北海道 いしばし病院  0134-25-6655 小樽市長橋 3丁目 7番 7号 

北海道 医療法人小樽セントラルクリニック  0134-25-8000 小樽市富岡 1丁目 4番 15号 

北海道 石狩幸惺会病院 0133-71-2855 石狩市花川北七条 2-22 

北海道 足寄町国民健康保険病院 01562-5-2155 足寄郡足寄町南 2条 3丁目 1番地 

北海道 帯広厚生病院  0155-24-4161 帯広市西 6条南 8丁目 1番地 

北海道 本別町国民健康保険病院 0156-22-2025 中川郡本別町西美里別 6-8 

北海道 植苗病院 0144-58-2314 苫小牧市植苗 52-2 

北海道 
医療法人社団 伊藤メンタルクリニ

ック  

0138-54-6600 函館市駒場町 6-10 

北海道 医療法人 富田病院  0138-52-1112 函館市駒場町 9-18 

北海道 
社会医療法人明生会道東脳神経

外科病院 

0157-69-0300 北見市美山町 68-9 

北海道 北海道立 向陽ヶ丘病院  0152-43-4138 網走市向陽ケ丘 1-5-1 

「認知症疾患医療センター」 

http://www.kashiwaba-nougeka.or.jp/
http://www.chiharu.dr-clinic.jp/
http://www.lsi-sapporo.jp/forget/
http://www.lsi-sapporo.jp/forget/
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org8400/
http://taiheiyo.jp/
http://www.shimada-noushinkei.com/
http://www.hokujin.or.jp/ishibashi/
http://www.otarucc.jp/index.html
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E7%9F%B3%E7%8B%A9%E5%B9%B8%E6%83%BA%E4%BC%9A%E7%97%85%E9%99%A2
http://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kb/
http://www.dou-kouseiren.com/byouin/obihiro/
http://www.honbetsu-kokuho-hp.jp/
http://www.uenae-hp.or.jp/
http://www.ito-med.jp/
http://www.ito-med.jp/
http://www.tomita-hospital.or.jp/index.html
http://www3.mei-abashiri.or.jp/mt/
http://www3.mei-abashiri.or.jp/mt/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E7%AB%8B%20%E5%90%91%E9%99%BD%E3%83%B6%E4%B8%98%E7%97%85%E9%99%A2
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北海道 医療法人旭川圭泉会病院  

0166-37-2810（専用ダイ

ヤル） 
旭川市東旭川町下兵村 252 

北海道 社会医療法人 函館渡辺病院 

0120-596-676（専用ダイ

ヤル） 

函館市湯川町 1丁目 31番 1

号 

北海道 医療法人 富田病院 0138-52-1112 函館市駒場町 9番 18号 

北海道 
医療法人亀田病院 分院亀田

北病院 

0120-010-701 函館市石川町 191-4 

北海道 砂川市立病院 012-554-2131 
砂川市西４条北 3丁目 1番

1号 

北海道 三愛病院 

0143-83-3207（専用ダイ

ヤル） 
登別市中登別町 24-12 

北海道 
医療法人社団友愛会 恵愛病

院 精神科・神経科  

0143-87-0100（専用ダイ

ヤル） 
登別市鷲別町 2丁目 31-1 

北海道 
医療法人社団玄洋会 道央佐

藤病院  

0144-68-2727（専用ダイ

ヤル） 
苫小牧市樽前 234 

北海道 伊達赤十字病院 0142-23-2211 伊達市末永町 81 

北海道 
医療法人社団 倭会 ミネルバ

病院 

0142-21-2000 伊達市松ヶ枝町 245-1 

北海道 北見赤十字病院 0157-24-3115 北見市北 6条東 2丁目 

北海道 
医療法人社団博仁会 大江病

院 

0155-33-6332 
帯広市西 20条南 2丁目 5

番 3号 

 

青森県 

http://www.keisenkai.or.jp/
http://www.hakodatewatanabe.or.jp/
http://www.tomita-hospital.or.jp/index.html
http://hakodate-kameda-hp.com/kita/
http://hakodate-kameda-hp.com/kita/
http://www.med.sunagawa.hokkaido.jp/
http://www.sanai-hospital.or.jp/
http://www.yuuaikai.jp/
http://www.yuuaikai.jp/
http://www.douousatou.or.jp/satou/satoindex.html
http://www.douousatou.or.jp/satou/satoindex.html
http://www3.ocn.ne.jp/~jrc.date/
http://www.minerva.gr.jp/18.html#id1
http://www.minerva.gr.jp/18.html#id1
http://www.kitami.jrc.or.jp/
http://www.oe-hospital.or.jp/
http://www.oe-hospital.or.jp/
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「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

青森県 藤代健生病院 0172-36-5181 弘前市藤代 2丁目 12-1 

青森県 弘前大学医学部附属病院 0172-33-5111 弘前市本町 53 

青森県 十和田市立中央病院 0176-23-5121 十和田市西十二番町 14番 8号 

青森県 社団法人慈恵会 青い森病院 017-729-3330 青森市大字大谷字山ノ内 16-3 

青森県 えびな脳神経クリニック  017-735-3000 青森市緑 2-1-3 

青森県 東八戸病院  0178-32-1551 
八戸市大字大久保字西ノ平 25-

440 

青森県 八戸市民病院  0178-72-5118 八戸市大字田向字毘沙門平 1 

青森県 於本病院 0178-43-4647 八戸市大字大工町 10 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

青森県 青森県立つくしが丘病院 

017-788-2988

（専用ダイヤル） 
青森市大字三内字沢部 353-92 

青森県 弘前愛成会病院 0172-34-7111 弘前市大字北園 1-6-2 

青森県 青南病院 0178-27-2016 八戸市大字田面木字赤坂 16-3 

青森県 高松病院 0176-23-6540 
十和田市大字三本木字里の沢 1-

249 

青森県 つがる総合病院  0173-35-3111 五所川原市字岩木町 12-3 

 

http://www.kensei-hp.jp/
http://www.med.hirosaki-u.ac.jp/
http://www.hp-chuou-towada.towada.aomori.jp/
http://www.jikei-kai.org/aoimorihosp/
http://www5e.biglobe.ne.jp/~ebinansc/index.htm
http://www.maru-navi.net/higashi-h-hp/
http://www.hospital.hachinohe.aomori.jp/
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%96%BC%E6%9C%AC%E7%97%85%E9%99%A2&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
http://aomori-tsukushigaoka.jp/
http://aiseikai-hp.or.jp/
http://www.seijin.or.jp/index2.html
http://www.takamatsu-hp.jp/
http://www.tsgren.jp/tsugaru-general-hospital/
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岩手県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

岩手県 そばた脳神経クリニック  0191-21-1175 一関市上大槻街 4-45 

岩手県 
社団医療法人 祐和会 北リアス病

院 

0194-53-2323 久慈市門前第 1地割 151-1 

岩手県 くろだ脳神経・頭痛クリニック  019-653-3522 盛岡市神明町 10-38 

岩手県 松園第二病院 019-662-0100 盛岡市西松園三丁目 22-3 

岩手県 医療法人謙和会 荻野病院 019-636-0317 盛岡市本宮 1丁目 6-12 

岩手県 あべ神経内科クリニック  019-606-3711 盛岡市肴町 6-6 

岩手県 岩手県立福岡病院 神経内科  0195-23-2191 二戸市堀野字大畑 7-2 

岩手県 花北病院  0197-66-2311 北上市村崎野 16－89－1 

岩手県 
こんの神経内科・脳神経外科クリニ

ック  

019-699-1111 
岩手郡滝沢村滝沢字牧野林

1010-4 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

岩手県 岩手医科大学医学部  019-651-5111 盛岡市内丸 19-1 

 

宮城県 

http://www.myclinic.ne.jp/sobata_cl/pc/
http://www2.ocn.ne.jp/~kyowa-hp/
http://www2.ocn.ne.jp/~kyowa-hp/
http://www.zutsuu-cl.com/
http://www.matsuzono.jp/
http://www.oginohospital.jp/index.html
http://nttbj.itp.ne.jp/0196063711/index.html
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%B2%A9%E6%89%8B%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%97%85%E9%99%A2%20%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%86%85%E7%A7%91
http://www2.ocn.ne.jp/~hanakita/
http://nttbj.itp.ne.jp/0196991111/index.html
http://nttbj.itp.ne.jp/0196991111/index.html
http://www.iwate-med.ac.jp/hospital/center/index.html
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「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

宮城県 
医療法人松涛会 南浜中央

病院 精神科  

0223-24-1861 岩沼市寺島北新田 111 

宮城県 
社会医療法人 将道会 総

合南東北病院 

0223-23-3151 岩沼市里の杜 1丁目 2-5 

宮城県 
医療法人 敬仁会 大友病

院 

0226-22-6868 気仙沼市三日町 2-2-25 

宮城県 萩野診療所 0228-44-2005 栗原市金成有壁上原前４－７ 

宮城県 
のむら内科心療内科クリニ

ック  

022-396-8755 仙台市宮城野区岩切 1-26-27 

宮城県 仙台東脳神経外科病院  022-255-7117 仙台市宮城野区岩切 1丁目 12-1 

宮城県 なかむら脳神経外科  022-232-0770 
仙台市宮城野区新田東 1丁目 8-1 新田東

メディカルビル 1F 

宮城県 JR仙台病院 022-266-9671 仙台市青葉区五橋 1-1-5 

宮城県 桜ヶ丘クリニック  022-303-2555 仙台市青葉区桜ケ丘 7-22-8 

宮城県 東北大学病院老年科 022-717-7131 仙台市青葉区星陵町 1-1 

宮城県 
医療法人社団 初心会 杜

のホスピタル・あおば  

022-718-8871 仙台市青葉区八幡 6丁目 9-3 

宮城県 いずみの杜診療所  022-772-9801 仙台市泉区松森字下町 8-1 

宮城県 
せき内科・脳神経内科クリ

ニック  

022-771-2882 仙台市泉区松森新田 107 

宮城県 宮城厚生協会 泉病院 022-378-5361 仙台市泉区長命ヶ丘 2丁目 1-1 

宮城県 国立病院機構西多賀病院 022-245-2111 仙台市太白区鈎取本町 2-11-11 

宮城県 広南病院 022-248-2131 仙台市太白区長町南四丁目 20番 1号 

http://www.minamihama.or.jp/
http://www.minamihama.or.jp/
http://www.minamitohoku.jp/
http://www.minamitohoku.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%80%80%E6%95%AC%E4%BB%81%E4%BC%9A%E3%80%80%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E7%97%85%E9%99%A2
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%80%80%E6%95%AC%E4%BB%81%E4%BC%9A%E3%80%80%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E7%97%85%E9%99%A2
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E8%90%A9%E9%87%8E%E8%A8%BA%E7%99%82%E6%89%80
http://www.nomura-psm.net/
http://www.nomura-psm.net/
http://www.noukenkai.jp/
http://www.nougeka.net/index.html
http://www.jr-hospital.aoba.sendai.jp/
http://www.sakuragaokaclinic.com/index.html
http://www2.idac.tohoku.ac.jp/dep/geriat/
http://www.shosinkai.jp/
http://www.shosinkai.jp/
http://www.izuminomori.jp/area/izumi/izumi_cl.html
http://www.snc.gr.jp/
http://www.snc.gr.jp/
http://www.m-kousei.com/izumi/
http://www.hosp.go.jp/~nisitaga/
http://www.kohnan-sendai.or.jp/
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宮城県 
医療法人 朋心会 旭山病

院 

0229-56-2431 大崎市鹿島台平渡字大沢 21-18 

宮城県 大崎市民病院田尻診療所 0229-38-1152 大崎市田尻通木字中崎東 10番地 1 

宮城県 わたなべ内科クリニック  0220-21-5335 登米市迫町佐沼字大網 224-1 

宮城県 
医療法人社団蔵王会仙南

サナトリウム  

0224-26-3101 白石市大鷹沢三沢字中山 74-10 

宮城県 公立刈田綜合病院 0224-25-2145 白石市福岡蔵本字下原沖 36番地 

宮城県 国立病院機構 宮城病院 0223-37-1131 亘理郡山元町高瀬字合戦原１００ 

宮城県 みよしメンタルクリニック 022-797-7145 
仙台市青葉区中央 2丁目 2-10 仙都会舘

ビル 4階 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

宮城県 
医療法人 移川哲仁会 三峰

病院 

0226-22-6685 気仙沼市松崎柳沢 216-5 

宮城県 
医療法人有恒会 こだまホス

ピタル 

0225-95-7733 （専用ダイ

ヤル） 
石巻市山下町二丁目５番７号 

宮城県 東北薬科大学病院 022-259-1221 仙台市宮城野区福室 1-12-1 

 

秋田県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%80%80%E6%9C%8B%E5%BF%83%E4%BC%9A%E3%80%80%E6%97%AD%E5%B1%B1%E7%97%85%E9%99%A2
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%80%80%E6%9C%8B%E5%BF%83%E4%BC%9A%E3%80%80%E6%97%AD%E5%B1%B1%E7%97%85%E9%99%A2
http://www.h-osaki.jp/hospital/tajiri/index.html
http://www9.ocn.ne.jp/~medico/
http://www.zao-kai.com/toppage.html
http://www.zao-kai.com/toppage.html
http://www.katta-hosp.shiroishi.miyagi.jp/
http://www.mnh.go.jp/
http://miyoshi-mental.jp/
http://news.mitsumine-hp.com/
http://news.mitsumine-hp.com/
http://www.kodama-hp.com/index.html
http://www.kodama-hp.com/index.html
http://www.hosp.tohoku-pharm.ac.jp/
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都道府県  電話番号 住所 

秋田県 医療法人興生会 横手興生病院  0182-32-2071 横手市根岸町 8-21 

秋田県 医療法人久幸会 今村病院  018-873-3011 
秋田市下新城中野字琵琶沼 124-

1 

秋田県 秋田県立脳血管研究センター 018-833-0115 秋田市千秋久保田町 6番 10号 

秋田県 市立秋田総合病院 018-823-4171 秋田市川元松丘町 4-30 

秋田県 
医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病

院 

018-845-2161 秋田市飯島堀川 84 

秋田県 
秋田大学医学部附属病院 神経

科・精神科  

018-884-6122 秋田市本道一丁目 1-1 

秋田県 医療法人慧眞会 協和病院 018-892-2881 
大仙市協和上淀川字五百刈田

227-1 

秋田県 
秋田県立リハビリテーション・精

神医療センタ－ 

018-892-3751 
大仙市協和上淀川字五百刈田

352番地 

「認知症疾患医療センター」 

2013年度設置予定（2013年 8月 29日現在） 

 

山形県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

山形県 山形さくら町病院 023-631-2315 山形市桜町 2番 75号 

http://www.kohseikai.com/
http://www.kyukokai.com/imamura/information/
http://www.akita-noken.jp/
http://www.city.akita.akita.jp/city/ho/newho/default.htm
http://www.kyusei.or.jp/index.html
http://www.kyusei.or.jp/index.html
http://www.hos.akita-u.ac.jp/
http://www.hos.akita-u.ac.jp/
http://www.keishinkai.net/
http://www.med-akitarehasen.gr.jp/
http://www.med-akitarehasen.gr.jp/
http://www.nihonmatsukai.or.jp/


2016年 8月 18日 

10 

 

山形県 山形厚生病院 023-645-8118 山形市大字菅沢 255 

山形県 
山形大学医学部附属病院 精神科神経

科  

023-633-1122 山形市飯田西 2-2-2 

山形県 
医療法人社団 篠原神経・心療内科ク

リニック  

023-634-1230 山形市元木 3丁目 2-5 

山形県 日本海総合病院酒田医療センター 0234-23-1111 
酒田市千石町 2丁目 3番 20

号 

山形県 くろき脳神経クリニック  0234-31-7151 酒田市富士見町 3丁目 2-3 

山形県 上山病院 023-672-2551 
上山市金谷字下河原 1370番

地 

山形県 医療法人杏山会吉川記念病院 0238-87-8000 長井市成田 1888-1 

山形県 天童温泉篠田病院 023653-5711 天童市鎌田一丁目 7番 1号 

山形県 斗南会 秋野病院  023-653-5725 天童市久野本 362-1 

山形県 庄内余目病院 0234-43-3434 
東田川郡庄内町松陽１丁目１

−１ 

山形県 国立病院機構米沢病院 0238-22-3210 米沢市大字三沢 26100-1 

山形県 三友堂病院 0238-24-3700 
米沢市中央 6丁目 1番 219

号 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

山形県 篠田総合病院 023-623-1711 山形市桜町 2番 68号 

山形県 佐藤病院 0238-40-3170 南陽市椚塚 948-1 

山形県 日本海総合病院 0234-26-2001 酒田市あきほ町 30番地 

http://www16.plala.or.jp/yamagatakousei/
http://www.id.yamagata-u.ac.jp/MID/index.htm
http://www.id.yamagata-u.ac.jp/MID/index.htm
http://www.shinohara-cl.jp/pc/index.html
http://www.shinohara-cl.jp/pc/index.html
http://www.nihonkai-hos.jp/medicalcenter/
http://kuroki-nc.jp/
http://www.nihonmatsukai.or.jp/kaminoyama/
http://www.yoshikawa-hp.com/
http://www.tendo-shinoda.jp/
http://www6.ocn.ne.jp/~akino-hp/
http://www.amarume-hp.jp/
http://www.omn.ne.jp/~kokuryou/index.htm
http://www.sanyudo.or.jp/
http://
http://www.koutoku.or.jp/medical/index.html
http://www.nihonkai-hos.jp/hospital/
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福島県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

福島県 つるが松窪病院  0242-33-3366 
会津若松市一箕町大字鶴賀字苅

林 39番 1 

福島県 竹田綜合病院  0242-27-5511 会津若松市山鹿町 3-27 

福島県 会津中央病院 0242-25-1515 会津若松市鶴賀町１−１ 

福島県 あさかホスピタル 024-945-1701 郡山市安積町笹川字経坦 45 

福島県 こおりやま ほっとクリニック  024-983-0505 郡山市横塚 3-4-21 

福島県 針生ヶ丘病院 024-932-0201 郡山市大槻町字天正坦 11 

福島県 
医療法人愛真会 クリニック兼谷 

精神科  

024-931-3000 
郡山市中町 11-7 アオキヤビル

3F 

福島県 総合南東北病院 024-934-5322 郡山市八山田 7丁目 115 

福島県 南東北医療クリニック  024-934-5322 郡山市八山田 7丁目 161 

福島県 医療法人たるかわクリニック  024-966-3311 郡山市大槻町字御前 25-1 

福島県 南湖こころのクリニック  0248-23-4401 白河市関辺引目橋 33 

福島県 須賀川診療所 0248-73-3331 須賀川市大袋町 206-2 

福島県 福島県立医科大学附属病院 024-547-1111 福島市光が丘 1番地 

福島県 南東北福島病院  024-593-5100 福島市荒井北 3丁目 1-13 

福島県 医療法人慈心会 村上病院 024-597-2124 福島市立子山字北浦 3番地 

「認知症疾患医療センター」 

http://www.lifecare-tsuruga.com/turyga_matukubo.html
http://www.takeda.or.jp/
http://www.onchikai.jp/
http://asaka.or.jp/
http://www.ne.jp/asahi/hot/clinic/
http://www.haryu-hp.or.jp/haryu/index.html
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%84%9B%E7%9C%9F%E4%BC%9A%20%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E5%85%BC%E8%B0%B7%20%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%A7%91
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%84%9B%E7%9C%9F%E4%BC%9A%20%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E5%85%BC%E8%B0%B7%20%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%A7%91
http://www.minamitohoku.or.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8D%97%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%80
http://nttbj.itp.ne.jp/0249663311/index.html
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%8D%97%E6%B9%96%E3%81%93%E3%81%93%E3%82%8D%E3%81%AE%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=
http://www.sukagawa-clinic.com/
http://www.fmu.ac.jp/byoin/index.php
http://www.f-str.jp/
http://murakami-hp.byoinnavi.jp/pc/
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都道府県  電話番号 住所 

福島県 公益財団法人星総合病院 024-983-5511 郡山市向河原町 159番 1号 

福島県 
一般財団法人竹田健康財団竹田綜

合病院 

0242-29-3808 会津若松市山鹿町 3-27 

福島県 
公益財団法人磐城済世会舞子浜病

院 

0246-39-2201 いわき市平藤間字川前 63-1 

 

茨城県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

茨城県 みらい平クリニック  0297-38-4077 つくばみらい市陽光台 3丁目 138-7 

茨城県 東京医科大学茨城医療センター 029-887-1161 稲敷郡阿見町中央 3-20-1 

茨城県 脳神経外科山田醫院 029-297-3101 水戸市渡里町 2689-1 

茨城県 成島クリニック  029-839-2170 つくば市大字館野 363 

茨城県 財団法人報恩会 石崎病院  029-293-7155 東茨城郡茨城町上石崎 4698 

茨城県 水戸中央病院 029-309-8600 水戸市六反田町 1136-1 

茨城県 永井ひたちの森病院  0294-44-8800 日立市小木津町 966 

茨城県 みどりクリニック  0294-52-6521 日立市久慈町 7-19-14 

茨城県 下館病院 0296-22-7558 筑西市野殿 1－131番地 

茨城県 石本病院 0296-72-4051 笠間市石井 2047 

茨城県 八峰会池田病院  0297-64-1152 龍ケ崎市貝原塚町 3690-2 

茨城県 堤医院 0297-72-1012 取手市本郷５－９－２１ 

茨城県 筑波大学附属病院 0298 ｰ 53-3570 つくば市天久保 2-1-1 

http://www.hoshipital.jp/
http://www.takeda.or.jp/index.html
http://www.takeda.or.jp/index.html
http://www.matsumura-ghp.or.jp/
http://www.matsumura-ghp.or.jp/
http://www.miraidairaclinic.com/
http://ksm.tokyo-med.ac.jp/
http://www.yamadaiin.jp/
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%88%90%E5%B3%B6%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
http://www.ishizaki-hp.jp/zaidan/jigyou.htm
http://www.mitochuo-hsp.or.jp/
http://www.hitachinomori.or.jp/
http://www.midoriclinic.com/tokutyo.html
http://www.shimodatehp.com/
http://www.seihoukai.jp/gairai/index.html
http://www.ikedabyoin.com/
http://www.cocokarada.jp/hospital/detail/0969816/index.html
http://www.s.hosp.tsukuba.ac.jp/
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茨城県 筑波大学附属病院精神科・神経科  0298-53-3900 つくば市天久保 2-1-1 

茨城県 筑波記念病院 029-864-1212 つくば市要 1187-299 

茨城県 医療法人社団光栄会 田谷医院 029-823-2636 土浦市生田町 3-27 

茨城県 しんクリニック  029-875-5686 稲敷郡 阿見町荒川本郷 2032-272 

茨城県 東京医科大学霞ヶ浦病院 029-887-1161 阿見町中央 3-20-1 

茨城県 小川南病院 0299-58-1131 小美玉市小川 733 

茨城県 鹿島病院  0299-82-1271 鹿嶋市平井 1129-2 

茨城県 鹿島労災病院 047948-4111 神栖市土合本町一丁目 9108番地 2 

茨城県 ストレスケアつくばクリニック  029-863-2888 茨城県つくば市竹園 1-4-1 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

茨城県 栗田病院 029-298-0175 那珂市豊喰 505 

茨城県 日立梅ヶ丘病院 0294-34-2103 日立市大久保町 2409-3 

茨城県 公益財団法人報恩会 石崎病院 029-293-7155 東茨城郡茨城町上石崎 4698 

茨城県 公益財団法人 鹿島病院 0299-82-1271 鹿嶋市平井 1129-2 

茨城県 医療法人盡誠会 宮本病院 0299-79-2114 稲敷市幸田 1247 

茨城県 古河赤十字病院 0280-23-7111 古河市下山町 1150 

 

栃木県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E7%AD%91%E6%B3%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%84%E5%B1%9E%E7%97%85%E9%99%A2%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%A7%91%E3%83%BB%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%A7%91
http://www.tsukuba-kinen.or.jp/
http://www.tayaiin.jp/index.php
http://health.yahoo.co.jp/hospital/detail/993607/
http://ksm.tokyo-med.ac.jp/
http://o-minami.jp/index.html
http://www.kashimahp.jp/
http://www.kashimah.rofuku.go.jp/index.html
http://s-tsukuba.com/
http://www.yuhokai-kuritah.com/index.html
http://www.umegaoka.or.jp/index.html
http://www.ishizaki-hp.jp/
http://www.kashimahp.jp/
http://miyamoto-hp.or.jp/
http://www.koga.jrc.or.jp/
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栃木県 大平下病院  0282-43-2222 下都賀郡大平町富田 1665 

栃木県 足利赤十字病院 0284-21-0121 足利市本城 3丁目 2100番地 

栃木県 自治医科大学附属病院  0285-44-2111 下野市薬師寺 3311-1 

栃木県 国立病院機構宇都宮病院 028-673-2111 宇都宮市下岡本町 2160 

栃木県 国際医療福祉大学病院 0287-37-2221 那須塩原市井口 537-3 

栃木県 特定医療法人清和会 鹿沼病院  0289-64-2255 鹿沼市千渡 1585-2 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

栃木県 獨協医科大学病院  0282-86-1111 下都賀郡壬生町北小林 880 

栃木県 医療法人根岸会 足利富士見台病院  0284-62-2448 足利市大前町 1272 

栃木県 医療法人薫会 鳥山台病院 0287-82-2739 那須鳥山市滝田 1868-18 

栃木県 
JAかみつが厚生連 上都賀総合病

院 

0289-64-2168 

(専用ダイヤル） 

鹿沼市下田町１丁目 1033番地 

栃木県 医療法人恵会  皆藤病院 028-661-3261 宇都宮市東町２２ 

 

群馬県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

群馬県 美原記念病院 0270-24-3355 伊勢崎市太田町 366 

群馬県 大井戸診療所 0270-62-3333 伊勢崎市東小保方町 4005-1 

http://www.eijinkai.com/
http://www.ashikaga.jrc.or.jp/index.html
http://www.jichi.ac.jp/hospital/top/medical-services/19.html
http://un-hosp.jp/
http://hospital.iuhw.ac.jp/index.html
http://www.kanumahospital.or.jp/
http://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-m/info/69/326.html
http://www.negishikai.com/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E8%96%AB%E4%BC%9A%E3%80%80%E9%B3%A5%E5%B1%B1%E5%8F%B0%E7%97%85%E9%99%A2
http://www.kamituga-hp.or.jp/index.html
http://www.kamituga-hp.or.jp/index.html
http://nttbj.itp.ne.jp/0286613261/index.html
http://mihara-ibbv.jp/hp/
http://www.resona.co.jp/oido/ooido.htm
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群馬県 医療法人あづま会 大井戸診療所  0270-62-3333 伊勢崎市東小保方町 4005-1 

群馬県 前橋赤十字病院 精神神経科  027-224-4585 前橋市朝日町 3-21-36 

群馬県 武山クリニック  027-322-7027 高崎市栄町 18-4 武山ビル 1F 

群馬県 吉原クリニック  027-360-6600 群馬郡群馬町中泉 649-1 

群馬県 医療法人大和会 西毛病院  0274-62-3156 富岡市神農原 559-1 

群馬県 服部・えびすさまクリニック 0276-55-3111 太田市飯塚町 985-1 

群馬県 沼田クリニック  0278-22-1188 沼田市栄町 61番地 3 

群馬県 沼田脳神経外科循環器科病院 0278-22-5052 沼田市栄町 8番地 

群馬県 吾妻脳神経外科循環器科 0279-68-5211 吾妻郡東吾妻町大字原町 760番地 1 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

群馬県 原病院 0270-74-0633 伊勢崎市境上武士 898-1 

群馬県 岸病院 0277-54-8949 桐生市相生町 2-277 

群馬県 群馬大学医学部附属病院 027-220-7111 前橋市昭和町三丁目 39番 15号 

群馬県 上毛病院 027-266-1482 前橋市下大島町 596-1 

群馬県 老年病研究所附属病院 027-253-3311 前橋市大友町 3-26-8 

群馬県 サンピエール病院  027-347-1177 高崎市上佐野町 786-7 

群馬県 篠塚病院北関東神経疾患センター 0274-23-9261 藤岡市篠塚 105-1 

群馬県 医療法人大和会 西毛病院  0274-62-3156 富岡市神農原 559-1 

群馬県 内田病院 0278-23-1231 沼田市久屋原町 345－1 

群馬県 田中病院 0279-54-2106 北群馬郡吉岡町大字陣場 98番地 

 

埼玉県 

http://www.ooido.net/
http://www.maebashi.jrc.or.jp/gairai/details.php?eid=00011
http://tkymc.sharepoint.com/Pages/default.aspx
http://www.yoshiharaclinic.jp/clinic.html
http://www.seimou.org/
http://www.absu.jp/
http://www.kijoukai-gr.jp/nc/
http://www.kijoukai-gr.jp/nnhp/
http://www.kijoukai-gr.jp/ag/
http://hara-hospital.jp/hara-hospital/
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C%E5%B2%B8%E7%97%85%E9%99%A2&aq=-1&ei=UTF-8&pstart=1&fr=top_ga1_sa&b=1
http://hospital.med.gunma-u.ac.jp/
http://www.jnk.jp/
http://www.ronenbyo.or.jp/hospital/index.htm
http://st-pierre.or.jp/index.html
http://www.shinozuka-hp.or.jp/center/index.html
http://www.seimou.org/
http://taiseikai-group.com/
http://www.gunneikai.net/hospital_guide.html
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「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府

県 
 電話番号 住所 

埼玉県 埼玉社会保険病院 048-832-4951 さいたま市浦和区北浦和 4-9-3 

埼玉県 大宮すずのきクリニック  048-661-7885 さいたま市北区東大成町 2-251 

埼玉県 東大宮メンタルクリニック 048-662-7210 さいたま市見沼区東大宮 4-18-8 

埼玉県 大宮共立病院 048-686-7151 さいたま市見沼区片柳 1550 

埼玉県 保科クリニック  048-836-1569 さいたま市桜区田島 4-1630-1 

埼玉県 湯澤医院 048-624-3974 さいたま市西区西遊馬 1260-1 

埼玉県 
自治医科大学付属大宮医療センター 神

経内科  

048-647-2111 さいたま市大宮区天沼町 1-847 

埼玉県 ねぎし内科・神経内科クリニック  048-823-9122 さいたま市中央区下落合 2-19-16 

埼玉県 しのざき脳神経外科・産婦人科クリニック  048-887-1881 さいたま市南区南浦和 3-28-7 

埼玉県 まつもと内科・神経内科クリニック  048-844-8377 さいたま市南区別所 7-2-1 

埼玉県 武蔵浦和メディカルセンター 048-844-8377 さいたま市南区別所 7-2-1 

埼玉県 植松神経内科クリニック  048-876-0360 さいたま市緑区三室 950-1 

埼玉県 北辰病院 048-985-3333 越谷市七左町 4-358 

埼玉県 慶和病院 048-978-0033 越谷市千間台西 2-12-8 

埼玉県 順天堂越谷病院 048-975-0321 越谷市袋山 560 

埼玉県 堀中脳神経外科クリニック 0480-59-6661 久喜市東大輪 507-1 

埼玉県 あさひ病院 04-2957-1010 狭山市水野 592番地 

埼玉県 大生病院 04-2957-1141 狭山市水野 600番地 

埼玉県 籠原病院 048-532-6717 熊谷市 美土里町 3-136 

埼玉県 埼玉江南病院 048-536-1366 熊谷市江南中央 2-7-2 

埼玉県 熊谷総合病院 048-521-0065 熊谷市中西 4-5-1 

http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~saitahp/
http://www.suzunoki.or.jp/omiya/
http://www.higashi-omiya-mental.com/
http://www.omiya-kyoritsu.or.jp/
http://www.hoshina-clinic.com/
http://hakushinkai.jp/index.php?id=5
http://www.jichi.ac.jp/center/n_nerve/index.html
http://www.jichi.ac.jp/center/n_nerve/index.html
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%81%AD%E3%81%8E%E3%81%97%E5%86%85%E7%A7%91%E3%83%BB%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%86%85%E7%A7%91%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
http://www.shinozaki-c.com/
http://www.musashiurawa.jp/naika/
http://www.musashiurawa.jp/
http://www.un-clinic.com/
http://www.hokusin.org/index2.html
http://keiwa-hospital.com/index.html
http://www.juntendo-koshigaya.jp/
http://www.horinakaclinic.jp/
http://www.syojukai.or.jp/asahi/index.html
http://www.syojukai.or.jp/taisei/index.html
http://kagohara-hospital.net/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%9F%BC%E7%8E%89%E6%B1%9F%E5%8D%97%E7%97%85%E9%99%A2
http://www.kumasouhp.jp/index.html
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埼玉県 パーククリニック  048-447-6665 戸田市本町 4-17 

埼玉県 東武丸山病院 0480-42-0710 幸手市南 2-2-13 

埼玉県 行田中央総合病院 048-553-2000 行田市富士見町 2-17-17 

埼玉県 クリニックふれあい早稲田 048-950-3330 三郷市早稲田 3-26-3 

埼玉県 
介護老人保健施設 しょうわ（併設）クリニ

ックしょうわ  

048-718-2111 春日部市下柳 1088 

埼玉県 春日部セントノア病院 048-760-1200 春日部市不動院野 1112-1 

埼玉県 平沢記念病院 04-2947-2466 所沢市北野 3-20-1 

埼玉県 上尾中央総合病院  048-773-1111 上尾市柏座 1-10-10 

埼玉県 志木こころのクリニック  048-424-7933 新座市東北 2-30-48 さいとうビル 4F 

埼玉県 深谷赤十字病院  048-571-1511 深谷市上柴町西 5丁目 8番地 

埼玉県 小暮医院 048-587-1262 深谷市大字中瀬 1216 

埼玉県 川越セントノア病院 049-238-1160 川越市下赤坂 290-2 

埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター 049228-3400 川越市鴨田 1981番地 

埼玉県 山仁病院 049-222-0373 川越市末広町 3-5-13 

埼玉県 三井病院 049-222-5321 川越市連雀町 19-3 

埼玉県 医療法人 山口病院 精神科  049-222-0371 川越市脇田町 16-13 

埼玉県 皆川病院 049-249-7700 
川越市脇田本町 10-24藤蔵ロイヤル

ビル 1階 

埼玉県 かわぐち今村クリニック  048-241-5630 
川口市幸町 1-5-17 川口みちのくビ

ル 3F 

埼玉県 川口さくら病院 048-283-1200 川口市神戸 258-1 

埼玉県 鳳永病院 048-924-2631 草加市谷塚町 413 

埼玉県 本間医院 0494-75-0020 秩父郡小鹿野町小鹿野 399 

埼玉県 あさか台メンタルクリニック 048-476-9700 
朝霞市浜崎 1-2-10 アゴラ 21ビル

6F 

http://www.cocokarada.jp/hospital/detail/0970207/index.html
http://www.tobu-maruyama.or.jp/
http://www.gcgh.jp/index.html
http://homepage2.nifty.com/clinic-fw/
http://www.showa.or.jp/about/category_8/subcategory_65/
http://www.showa.or.jp/about/category_8/subcategory_65/
http://www.saintnoah.jp/kasukabe/
http://www.wam-town.jp/k/hirasawa/
http://www.ach.or.jp/
http://www.siki-kokoro.com/
http://www.fukaya.jrc.or.jp/
http://www.myclinic.ne.jp/kogure/pc/
http://www.saintnoah.jp/kawagoe/
http://www.saitama-med.ac.jp/kawagoe/index.html
http://www.yamanihosp.com/
http://www.mitsui-hospital.com/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%20%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%97%85%E9%99%A2%20%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%A7%91
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%B7%9D%E8%B6%8A%E5%B8%82%E7%9A%86%E5%B7%9D%E7%97%85%E9%99%A2&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
http://www.kyukokai.com/kawaguchi/
http://www.kawaguchi-sakura.jp/index.php
http://www.houei.or.jp/index.html
http://www.citydo.com/prf/saitama/guide/sg/260000941.html
http://www.e-amc.or.jp/
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埼玉県 若葉駅前メンタルクリニック  049-271-1000 鶴ヶ島市藤金 845-4 コモド若葉 2F 

埼玉県 埼玉成恵会病院 0493-23-1221 東松山市石橋 1721 

埼玉県 冨田脳外科クリニック  048-563-0050 羽生市南 3-3-11 

埼玉県 新井クリニック  0480-92-4052 南埼玉郡白岡町小久喜 1190-5 

埼玉県 新しらおか病院 0480-90-5550 南埼玉郡白岡町上野田 1267-1 

埼玉県 三芳の森病院 049-274-7911 入間郡三芳町上富 1686 

埼玉県 埼玉医科大学病院 049-276-1111 入間郡毛呂山町毛呂本郷 38 

埼玉県 太田医院 042-962-2606 入間市豊岡 1-8-26 

埼玉県 
医療法人社団慶榮会 八潮病院 精神

科・神経科  

048-996-3034 八潮市鶴ヶ曽根 1089 

埼玉県 川口認知症往診クリニック 

050-5810-

1378 

鳩ヶ谷市南二丁目 20-4 和光マンシ

ョン 102 

埼玉県 飯能老年病センター  042-974-2500 飯能市下加治 147 

埼玉県 埼玉森林病院 0493-56-3191 比企郡滑川町大字和泉 704 

埼玉県 木村クリニック  048-723-8884 北足立郡伊奈町小室 10051-1 

埼玉県 本間内科皮膚科クリニック 0495-27-6360 本庄市見福 3-5-6 

埼玉県 上武病院 0495-21-0111 本庄市小島 5-6-1 

埼玉県 蓮田よつば病院  048-765-7777 蓮田市馬込 2163 

埼玉県 山口醫院 048-769-8881 蓮田市蓮田 2060-1 

埼玉県 医療法人社団翠会和光病院精神科  048-450-3311 和光市下新倉 5-19-7 

埼玉県 医療法人社団心明会 中村病院 048-982-3011 吉川市八子新田 379 

埼玉県 医療法人社団心明会 中村クリニック  048-983-2222 吉川市保 1-3-4 

埼玉県 福島脳神経外科・内科クリニック  048-474-3000 志木市本町 6-22-45 

埼玉県 かたやまクリニック  048-711-1671 さいたま市緑区大門 4443-1 

埼玉県 東埼玉病院 048-768-1161 蓮田市黒浜 4147 

「認知症疾患医療センター」 

http://www.wakaba-ekimae.com/
http://www.seikei.or.jp/
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%86%A8%E7%94%B0%E8%84%B3%E5%A4%96%E7%A7%91%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%99%BD%E5%B2%A1%E7%94%BA%E6%96%B0%E4%BA%95%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=
http://www.shin-shiraoka.jp/
http://www.miyoshinomori-hp.com/
http://www.saitama-med.ac.jp/
http://www.otaiin.com/
http://yashiohp.com/
http://yashiohp.com/
http://www.seepa.jp/u/kawanin/index.html
http://www.h-g-c.jp/
http://www.kokoro.or.jp/saitama/
http://www7a.biglobe.ne.jp/~kimuraclinic/
http://www.honma-clinic.jp/
http://www.tenguys.com/fukushima/
http://hasuda428.com/
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E9%86%AB%E9%99%A2&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=
http://www.wako-hos.jp/
http://www.nakamura-byoin.or.jp/
http://www.nakamura-mental.net/
http://fukushima-ns.byoinnavi.jp/pc/
https://www.urawamisono-katayamaclinic.jp/
http://esaitama-nho.jp/
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都道府

県 
 電話番号 住所 

埼玉県 
社会福祉法人シナプス埼玉精神神

経センター 

048-857-6811 
さいたま市中央区本町東 6-

11-1 

埼玉県 医療法人全和会 秩父中央病院 0494-24-5551 秩父市寺尾 1404 

埼玉県 武里病院 048-733-5111 
春日部市下大増新田字東耕地

9-3 

埼玉県 毛呂病院 0492-76-1945 入間郡毛呂山町毛呂本郷 38 

埼玉県 西熊谷病院 048-522-0293 熊谷市石原 572 

埼玉県 戸田病院 048-442-3824 戸田市新曽南 3-4-25 

埼玉県 済生会鴻巣病院 

048-501-7191（専用ダイ

ヤル） 
鴻巣市八幡田 849 

 

千葉県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

千葉県 
日本医科大学付属千葉北総病院 

メンタルヘルス科（精神神経科）  

0479-99-1111 印旛郡印旛村鎌苅 1715 

千葉県 
順天堂大学浦安病院 メンタルクリ

ニック  

047-353-3111 浦安市富岡 2-1-1 

千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院 043-462-8811 佐倉市下志津 564－1 

http://www.saitama-ni.com/
http://www.saitama-ni.com/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%85%A8%E5%92%8C%E4%BC%9A%20%E7%A7%A9%E7%88%B6%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%97%85%E9%99%A2
http://www.demencia.jp/sub23.html
http://www.morobyouin.or.jp/
http://www17.ocn.ne.jp/~nisikuma/
http://www.toda-koujinkai.jp/
http://www.kounosu-hp.jp/
http://hokuso-h.nms.ac.jp/departments.html
http://hokuso-h.nms.ac.jp/departments.html
http://www.hosp-urayasu.juntendo.ac.jp/medicalcare/psychiatry/index.html
http://www.hosp-urayasu.juntendo.ac.jp/medicalcare/psychiatry/index.html
http://www.sakura.med.toho-u.ac.jp/index.html
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千葉県 志津クリニック  043-462-5622 
佐倉市上志津 1669 ヴァンベール志津

201 

千葉県 聖隷佐倉市民病院 043-486-1155 佐倉市江原台 2丁目 36番 2 

千葉県 千葉労災病院 0436-74-1111 市原市辰巳台東 2-16 

千葉県 千葉県済生会習志野病院 047-473-1281 習志野市泉町 1-1-1 

千葉県 津田沼中央総合病院 047-476-5111 習志野市谷津 1-9-17 

千葉県 旭神経内科リハビリテーション病院  047-385-5566 松戸市栗ヶ沢 789-10 

千葉県 
松戸市立福祉医療センター東松戸

病院 

047-391-5500 松戸市高塚新田 123-13 

千葉県 松戸市立病院 047-363-2171 松戸市上本郷 4005番地 

千葉県 馬橋クリニック  047-703-7215 松戸市西馬橋幸町 25-1 

千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院  0471-64-1111 千葉県柏市柏下 163-1 

千葉県 幸有会記念病院 043-259-3210 千葉市花見川区こてはし町 77-3 

千葉県 平山病院 1043-259-4525 千葉市花見川区花見川 1494−3 

千葉県 総泉病院 043-237-5001 千葉市若葉区更科町 2592 

千葉県 国立病院機構 千葉東病院 043-261-5171 千葉市中央区仁戸名町 673 

千葉県 柏戸病院 043-227-8366 千葉市中央区長洲 2-21-8 

千葉県 日下医院 043-287- 6156 千葉市中央区東千葉１丁目１−１ 

千葉県 神経内科千葉 043-207-6011 
千葉市中央区弁天 1-2-12 弁天町沼澤

ﾋﾞﾙ 3F 

千葉県 三愛記念病院本院 043-246-2271 千葉市中央区新田町 2-3 

千葉県 武村内科医院 0438-62-8591 千葉市緑区高田町 1084 

千葉県 
国立病院機構 下総精神医療セン

ター  

043-291-1221 千葉市緑区辺田町 578 

千葉県 船橋市医療センター 047-438-3321 船橋市金杉 1-21-1 

千葉県 總武病院  047-422-2171 船橋市市場 3-3-1 

http://shizu-clinic.jp/
http://www.seirei.or.jp/sakura/index.html
http://www.chibah.rofuku.go.jp/
http://www.chiba-saiseikai.com/
http://www.tcgh.jp/
http://www.yayoikai.or.jp/
http://www.city.matsudo.chiba.jp/higashihospital/
http://www.city.matsudo.chiba.jp/higashihospital/
http://www.city.matsudo.chiba.jp/hospital/index.html
http://www.web-clover.net/mabashi/
http://www.jikei.ac.jp/hospital/kashiwa/
http://www5.ocn.ne.jp/~kohyukai/
http://www.hirayama-hospital.jp/
http://sousen.seikei-kai.or.jp/
http://www.hosp.go.jp/~chibae2/
http://www.kashiwado.com/
http://www.chiba-net.or.jp/kusaka/shinryou.htm
http://shinkeinaika-t.or.jp/shinkeinaika-c/index.html
http://www.3ai-hosp.jp/sanai/index.html
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E6%AD%A6%E6%9D%91%E5%86%85%E7%A7%91%E5%8C%BB%E9%99%A2
http://www.shimofusa-pc.jp/index.html
http://www.shimofusa-pc.jp/index.html
http://www.mmc.funabashi.chiba.jp/
http://www.soubu-hp.or.jp/
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千葉県 千葉徳州会病院 047-466-7111 船橋市習志野台 1-27-1 

千葉県 船橋二和病院 047-448-7111 船橋市二和東 5-1-1 

千葉県 セコメディック病院  047-457-9900 船橋市豊富町 696-1 

千葉県 神経内科 津田沼 047-470-0500 船橋市前原西 2-14-5 榊原ﾋﾞﾙ 7F 

千葉県 矢走クリニック  047-422-0711 船橋市夏見 1-1-3 

千葉県 初石病院 04-7152-2251 柏市西原 7-6-1 

千葉県 千葉 柏リハビリテーション病院 04-7160-8300 柏市大井 2651 

千葉県 北柏リハビリ総合病院 04-7169-8000 柏市柏下 265 

千葉県 八千代病院  047-488-1511 八千代市下高野 549 

千葉県 大野医院 04-7191-3133 柏市大津ヶ丘 1-45-5 

千葉県 総合病院 国保旭中央病院 0479-63-8111 旭市イの 1326番地 

千葉県 海上寮療養所 0479-60-0601 旭市野中 4017番地 

千葉県 医療法人社団慈恩会 吉岡医院 047-326-7760 市川市市川 2丁目 28-15 

千葉県 
独立行政法人国立国際医療センタ

ー 国府台病院  

047-372-3501 市川市国府台 1-7-1 

千葉県 白金整形外科病院 0436-22-2748 市原市白金町 1-75-1 

千葉県 
社会医療法人社団木下会 鎌ヶ谷

総合病院 

047-441-0205 鎌ヶ谷市初富 929-6 

千葉県 すずき内科クリニック  04-7159-3251 
流山市平和台 4-5-43 平和台メディカル

ビルディング 101号 

千葉県 七浦診療所 0470-40-3330 南房総市千倉町大川 912-2 

千葉県 赤門整形外科内科 0470-22-0008 館山市沼 1619 

千葉県 
医療法人社団 東光会 茂原中央

病院 

0475-24-1191 茂原市下永吉 796 

千葉県 
医療法人社団優仁会 ポプラクリニ

ック  

0475-23-3111 茂原市高師 1017 

http://www.chibatoku.or.jp/
http://www.futawa-hp.jp/
http://secomedic.gr.jp/
http://shinkeinaika-t.or.jp/
http://medical.yahoo.co.jp/hospital/d3f5e291582f76a2f210002b40c34f9fe2f25ab8/
http://hakusuikai.or.jp/
http://www.aoikai.jp/shisetu/chiba_kashiwa_r_hsp/
http://www.tensenkai.or.jp/rehabili/
http://www.mh-net.com/shoukai/shoukai.html
http://ohno-iin.com/index.html
http://www.hospital.asahi.chiba.jp/
http://www.rosario.jp/kaijoryo/
http://medical.yahoo.co.jp/hospital/4828fbfb36372df80e325bd9613fbaa803681042/
http://www.ncgmkohnodai.go.jp/index.html
http://www.ncgmkohnodai.go.jp/index.html
http://shirogane-hp.com/index.html
http://www.kamagaya-hp.jp/index.html
http://www.kamagaya-hp.jp/index.html
http://www.suzuki-c.com/index.html
http://nanaurashinryojo.com/
http://www.akamon.info/hospital/
http://mobarachuobyoin.jp/
http://mobarachuobyoin.jp/
http://park3.wakwak.com/~yujinkai/index04.html
http://park3.wakwak.com/~yujinkai/index04.html
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千葉県 
医療法人社団雅厚生会 千葉新都

市ラーバンクリニック  

0476-40-7711 印西市草深 138 

千葉県 医療法人社団啓心会 岡田病院 047-124-6151 野田市柳沢 221 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

千葉県 千葉大学医学部付属病院 043-226-2736 千葉市中央区亥鼻 1-8-1 

千葉県 医療法人静和会 浅井病院 0475-58-1411 東金市家徳 38-1 

千葉県 袖ヶ浦さつき台病院 0438-63-1119 袖ヶ浦市長浦駅前 5-21 

千葉県 
旭神経内科リハビリテーション病

院 

047-385-5566 松戸市栗ヶ沢 789-10 

千葉県 東邦大学医療センター佐倉病院 043-462-8811 佐倉市下志津 564-1 

千葉県 東条メンタルホスピタル 

04-7093-6046（専用ダ

イヤル） 
鴨川市広場 1338番地 

 

東京都 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

東京都 公立阿伎留病院 042-558-0321 あきる野市引田 78番地 1 

東京都 老人保健施設ヒルトップ・ロマン  042-331-3030 稲城市若葉台 3-7-1 

東京都 稲城市立病院 042-377-0931 稲城市大丸 1171 

http://www.chibashintoshi.or.jp/
http://www.chibashintoshi.or.jp/
http://www.okada-hp.or.jp/pc/
http://www.ho.chiba-u.ac.jp/
http://www.asaihospital.com/index.html
http://www.satsuki-kai.or.jp/
http://www.yayoikai.or.jp/
http://www.yayoikai.or.jp/
http://www.sakura.med.toho-u.ac.jp/index.html
http://www.tojo-h.or.jp/index.htm
http://www.akiru-med.jp/
http://homepage3.nifty.com/denmark-inn-sj/newpage21.html
http://www.hospital.inagi.tokyo.jp/


2016年 8月 18日 

23 

 

東京都 
東京慈恵会医科大学葛飾医療セン

ター 

03-3603-2111 葛飾区青戸 6-41-2 

東京都 新宿一丁目クリニック  03-3225-3283 
新宿区新宿 1-5-13 溝呂木第 1ビ

ル 4階 

東京都 アザブ循環器・内科クリニック  03-5411-0405 港区元麻布 3-4-8 

東京都 かみや町駅前クリニック  03-6450-1375 港区虎ノ門 4-2-4 ヨシノビル 5階 

東京都 山王クリニック  03-3471-3014 港区港南 2-6-7 大善ビル 6F 

東京都 せんぽ東京高輪病院  03-3443-9191 港区高輪 3-10-11 

東京都 
東京都済生会中央病院メモリークリ

ニック  

03-3451-8211 港区三田 1-4-17 

東京都 国際医療福祉大学附属三田病院 03-3451-8121 港区三田 1-4-3 

東京都 東京慈恵会医科大学 精神神経科  03-3433-1111 港区西新橋 3-25-8 

東京都 北里大学北里研究所病院 03-3444-6161 港区白金 5-9-1 

東京都 東京女子医科大学東医療センター 03-3810-1111 荒川区西尾久 2-1-10 

東京都 クズウ クリニック  03-5901-2266 
荒川区町屋 2－2－19 クレスト A

ビル 6 

東京都 三鷹第一クリニック  0422-46-4141 三鷹市下連雀 8-9-21 

東京都 つのおクリニック  03-5464-5515 
渋谷区渋谷 3-9-9 東京建物渋谷

ビル 1F 

東京都 田尻医院 03-3370-3827 
渋谷区代々木 1-53-4 田尻ビル

6F 

東京都 
独立行政法人国立精神・神経医療

研究センター精神科 

042-341-2711 小平市小川東町 4-1-1 

東京都 東京女子医科大学病院 03-3353-8111 新宿区河田町 8-1 

東京都 
独立行政法人国立国際医療研究セ

ンター病院 

03-3202-7181 新宿区戸山 1-21-1 

http://www.jikei.ac.jp/hospital/katsushika/index.html
http://www.jikei.ac.jp/hospital/katsushika/index.html
http://www.keiyu-hp.or.jp/shinjuku/index.php
http://www.cvc-azabu.com/
http://www.kamiyacho.org/
http://www.sanno-clinic.com/
http://www.sempos.or.jp/tokyo/
http://www.saichu.jp/index.html
http://www.saichu.jp/index.html
http://mita.iuhw.ac.jp/
http://www.jikei.ac.jp/hospital/honin/sinryo/11.html
http://www.kitasato-u.ac.jp/hokken-hp/
http://www.twmu.ac.jp/DNH/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E3%82%AF%E3%82%BA%E3%82%A6%E3%80%80%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.keijin-kai.or.jp/daiichi_hp/index.html
http://www.tsunoo.net/
http://www.myclinic.ne.jp/tajiriclinic/pc/
http://www.ncnp.go.jp/hospital/index.html
http://www.ncnp.go.jp/hospital/index.html
http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/
http://www.ncgm.go.jp/
http://www.ncgm.go.jp/


2016年 8月 18日 

24 

 

東京都 
慶應義塾大学病院 メモリークリニッ

ク 

03-3353-1211 新宿区信濃町 35 

東京都 東京医科大学病院 03-3342-6111 新宿区西新宿 6-7-1 

東京都 木暮クリニック  03-3329-3003 杉並区下高井戸 1-46-6 

東京都 城西病院  03-3390-4166 杉並区上萩 2-42-1 

東京都 菊池脳神経外科  03-3399-8100 杉並区清水 1-14-6 

東京都 駒沢病院 03-3424-2515 世田谷区駒沢 2-2-15 

東京都 亀井クリニック  03-3413-7077 世田谷区三宿 1-8-19 

東京都 神津内科クリニック  03-5481-4114 
世田谷区若林 1-18-10 みかみビ

ル 2Ｆ 

東京都 財団法人日産厚生会玉川病院 03-3700-1151 世田谷区瀬田 4-8-1 

東京都 樹のはなクリニック  03-5433-3388 
世田谷区太子堂 2-26-2 サルース

太子橋 1F 

東京都 昭和大学付属烏山病院 03-3330-5231 世田谷区北烏山 6-11-11 

東京都 フロッギーズクリニック  03-5779-9919 
世田谷区野沢 1-35-8 世田谷ティ

ーズヒル生活支援棟 301 

東京都 目白 MM クリニック  03-6915-3250 豊島区目白３−４−１２ E&Kビル５F 

東京都 
独立行政法人国立病院機構 東京

病院 

0424-91-2111 清瀬市竹丘 3丁目 1-1 

東京都 菜の花クリニック  042-557-7995 西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 454 

東京都 みわ内科クリニック  042-438-7188 
西東京市下保谷 4-12-2 メゾン泉

1F 

東京都 指田医院 042-461-1128 西東京市田無町 4-2-11 

東京都 佐々総合病院 042-461-1535 西東京市田無町 4-24-15 

東京都 青梅慶友病院  0428-24-3020 青梅市大門 1-681 

東京都 三井記念病院 03-3862-9111 千代田区神田和泉町 1番地 

http://www.hosp.med.keio.ac.jp/index.htm
http://www.hosp.med.keio.ac.jp/index.htm
http://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/
http://www.kogure-clinic.com/
http://www.johsai-hp.or.jp/
http://www.kikuchi-nouge.jp/
http://www.komazawa-hp.jp/
http://www.myclinic.ne.jp/kamei/pc/
http://www.kozu-mclinic.jp/index.html
http://www.tamagawa-hosp.jp/index.html
http://kinohana-clinic.com/
http://www.showa-u.ac.jp/SUHK/
http://www.froggies.ne.jp/
http://m-mmclinic.com/
http://www.hosp.go.jp/~tokyo/
http://www.hosp.go.jp/~tokyo/
http://www.kanjinkai.net/nanohanaclinic/
http://www.miwaclinic.net/
http://www.sashida-clinic.jp/
http://www.sassa-hospital.com/
http://www.keiyu-hp.or.jp/oume/index.php
http://www.mitsuihosp.or.jp/
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東京都 東京逓信病院 03-5214-7111 千代田区富士見 2-14-23 

東京都 関原クリニック  03-5681-5381 足立区関原 3-1-11 

東京都 水野記念病院  03-3898-8080 足立区西新井 6-32-10 

東京都 爽寿堂クリニック  03-3880-1133 足立区梅島 3-3-24 

東京都 新天本病院 042-310-0333 多摩市中沢 2-5-1 

東京都 永寿会総合病院 03-3833-8381 台東区東上野 2-23-46 

東京都 浅草ファミリークリニック  03-3841-5118 
台東区浅草 2-34-7 グレイプス浅

草 2階 

東京都 東邦大学医療センター大森病院  03-3762-4151 大田区大森西 6-11-1 

東京都 東京労災病院 033742-7301 大田区大森南 4-13-21 

東京都 くどうちあき脳神経外科クリニック  03-5767-0226 大田区大森北 1-23-1 

東京都 聖路加国際病院 03-3541-5151 中央区明石町 9-1 

東京都 あしかりクリニック 03-3380-3272 
中野区中央 5-49-10 上野第 2ビ

ル 1F 

東京都 町田市民病院 042-722-2230 町田市旭町 2-15-41 

東京都 
医療法人財団 明理会 鶴川サナト

リウム病院  

042-735-2222 町田市真光寺町 197 

東京都 南町田病院 042-799-6161 町田市鶴間 1008-1 

東京都 多摩北部医療センター  042-396-3811 東村山市青葉町 1-7-1 

東京都 
日本医科大学付属多摩永山病院 

神経科  

042-371-2111 東多摩市永山 1-7-1 

東京都 東大和病院 042-562-1411 東大和市南街 1-13-12 

東京都 日野田中病院 042-584-5251 日野市豊田 2-32-1 

東京都 八王子医療センター 042-665-5611 八王子市館町 1163 

東京都 上川病院  0426-54-4512 八王子市上川町 785 

東京都 八王子クリニック新町  042-643-1321 八王子市新町 7-10 

http://www.hospital.japanpost.jp/tokyo/
http://www.fukujukaigr.or.jp/shisetsu/i_sekibara_cl.htm
http://www.mizuno.or.jp/
http://www.sojudo.jp/pc/index.html
http://www.ten-ou-kai.or.jp/shinamamoto/
http://www.eijuhp.com/shinryouka/naikashinkei.html
http://locoplace.jp/t000296724/
http://www.omori.med.toho-u.ac.jp/
http://www.tokyoh.rofuku.go.jp/index.html
http://www.kudohchiaki.com/
http://www.luke.or.jp/
http://www.ncgm.go.jp/
http://machida-city-hospital-tokyo.jp/
http://www.ims.gr.jp/turukawa/
http://www.ims.gr.jp/turukawa/
http://www.mmhp.jp/
http://www.tamahoku-hp.jp/
http://tama-h.nms.ac.jp/
http://tama-h.nms.ac.jp/
http://www.yamatokai.or.jp/higasiyamato/
http://www.mmjp.or.jp/hinomed/mem/hinotanaka.html
http://www.tokyo-med.ac.jp/hmc/
http://www.kamikawa-hospital.com/
http://www.hachicli.or.jp/hachioji-shincyo/
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東京都 右田病院 042-622-5155 八王子市本町 13-2 

東京都 医療法人財団青渓会 駒木野病院 0426-63-2222 八王子市裏高尾町 273 

東京都 永生病院 042-661-4108 八王子市椚田町 583-15 

東京都 竹川病院 03-3966-8781 板橋区桜川 2-19-1 

東京都 東京武蔵野病院  03-5986-3111 板橋区小茂根 4-11-11 

東京都 田﨑病院 03-3956-0864 板橋区大山西町 5-3 

東京都 日本大学医学部付属板橋病院 03-3972-8111 板橋区大谷口上町 30-1 

東京都 メンタルクリニックいたばし  03-3961-9603 板橋区板橋 1-21-5 

東京都 こだまクリニック  03-5759-6766 品川区荏原 1-14-1 

東京都 昭和大学病院附属東病院 03-3784-8000 品川区西中延 2-14-19 

東京都 荏原中延クリニック  03-3784-7013 品川区中延 2-15-5 

東京都 東京都立神経病院  042-323-5110 府中市武蔵台 2-6-1 

東京都 寿クリニック  042-354-3111 
府中市寿町 1-3-10藤和府中コー

プ 101 

東京都 武蔵境病院 0422-51-0301 武蔵野市境 1-18-6 

東京都 武蔵野赤十字病院 0422-32-3111 武蔵野市境南町 1-26-1 

東京都 公立福生病院 042-551-1111 福生市加美平 1-6-1 

東京都 
日本医科大学付属病院 精神神経

科  

03-3822-2131 文京区千駄木 1-1-5 

東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院 03-3813-6111 文京区湯島 1-5-45 

東京都 
東京大学医学部附属病院 老年病

科  

03-3815-5411 文京区本郷 7-3-1 

東京都 堀船神経科クリニック  03-5902-3071 北区堀船 2-3-13-2Ｆ 

東京都 東京都立墨東病院 03-3633-6151 墨田区江東橋 4-23-1 

東京都 東邦大学医療センター大橋病院 03-3468-1251 目黒区大橋 2-17-6 

東京都 立川新緑クリニック  042-535-8711 立川市若葉町 3-54-5 

http://www.migitahosp.or.jp/
http://www.komagino.jp/
http://www.eisei.or.jp/hospital/07/index.html
http://www.takekawa.gr.jp/
http://www.tmh.or.jp/
http://www.tazaki-hospital.jp/
http://www.med.nihon-u.ac.jp/hospital/itabashi/shinryo/g_shinkei_naiaka.html
http://www.mental-clinic.net/
http://www.google.co.jp/#hl=ja&q=%E3%81%93%E3%81%A0%E3%81%BE%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA&revid=896296724&sa=X&ei=ay4iUI7MNonbmAXR2oDYBg&ved=0CFoQ4QIoAA&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=46c5df4000ed1fed&biw=1366&bih=607
http://www.showa-u.ac.jp/SUHE/
http://www.kokoro-iyashi.info/archives/878920.html
http://www.byouin.metro.tokyo.jp/tmnh/
http://kc-clinic.jp/
http://www.tenseikai.or.jp/
http://www.musashino.jrc.or.jp/
http://www.fussahp.jp/
http://hosp.nms.ac.jp/shinryo/pshychiatry.html
http://hosp.nms.ac.jp/shinryo/pshychiatry.html
http://www.tmd.ac.jp/medhospital/
http://www.h.u-tokyo.ac.jp/geriatrics/
http://www.h.u-tokyo.ac.jp/geriatrics/
http://www.fukujukaigr.or.jp/shisetsu/i_horifunecl.htm
http://bokutoh-hp.metro.tokyo.jp/introduce/part/nerve.html
http://www.ohashi.med.toho-u.ac.jp/
http://www.tokyosekishinkai.jp/nouge/about/index.php
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東京都 慈雲堂内科病院  03-3928-6511 練馬区関町南 4-4-53 

東京都 練馬光が丘病院 03-3979-3611 練馬区光が丘 2-11-1 

東京都 桜台診療所 03-3993-0305 練馬区桜台 1-7-5 吉本ビル 1F 

東京都 大泉生協病院 03-5387-3111 練馬区東大泉 6-3-3 

東京都 八重洲さくら通りクリニック 03-6214-1285 
中央区八重洲 1-6-6八重洲センタ

ービル 3階 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

東京都 
順天堂大学東京都江東高齢者医療

センター  

03-5632-3111 江東区新砂 3-3-20 

東京都 

杏林大学医学部附属病院 物忘れ

センター 
 

0422-47-5511 三鷹市新川 6-20-2 

東京都 浴風会病院 03-3332-6511 杉並区高井戸西 1-12-1 

東京都 東京都立松沢病院  03-3303-7211 世田谷区上北沢 2-1-1 

東京都 薫風会山田病院 

042-461-0622 

（専用ダイヤル） 
西東京市南町 3-4-10 

東京都 青梅成木台病院 0428-74-4111 青梅市成木 1-447 

東京都 大内病院 03-3890-1306 足立区西新井 5-41-1 

東京都 東京都立荏原病院 03-5734-8000 大田区東雪谷 4-5-10 

東京都 平川病院 042-651-3131 八王子市美山町 1076 

東京都 東京都健康長寿医療センター 03-3964-1141 板橋区栄町 35-2 

東京都 
順天堂大学医学部附属 順天堂医

院  

03-3813-3111 文京区本郷 3-1-3 

http://www.jiundo.or.jp/
http://www.itabashi-med.jp/
http://www.myclinic.ne.jp/ninchi/pc/index.html
http://www.ooizumi.net/
http://www.y-sakuradoori.jp/
http://www.juntendo.gmc.ac.jp/
http://www.juntendo.gmc.ac.jp/
http://www.kyorin-u.ac.jp/hospital/clinic/center10/center.shtml
http://www.kyorin-u.ac.jp/hospital/clinic/center10/center.shtml
http://homepage3.nifty.com/denmark-inn-sj/newpage21.html
http://homepage3.nifty.com/denmark-inn-sj/newpage21.html
http://www.yokufu-hp.jp/
http://www.byouin.metro.tokyo.jp/matsuzawa/
http://yamada-hosp.or.jp/
http://www.narikidai.jp/
http://www.oouchihp.net/
http://www.ebara-hp.ota.tokyo.jp/bumon/sinkei_naika.html
http://www.hirakawa.or.jp/hirakawa.html
http://www.tmghig.jp/
http://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/mental/index.html
http://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/mental/index.html
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東京都 
国家公務員共済組合連合会立川病

院 

042-523-3131 立川市錦町 4-2-22 

 

神奈川県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

神奈川県 
医療法人社団増田厚生会 清川遠

寿病院  

046-288-1511 愛甲郡清川村煤ヶ谷 3414 

神奈川県 東内科医院 0463-93-1311 伊勢原市桜台 4-12-11 

神奈川県 横須賀共済病院  0468-22-2710 横須賀市米が浜通 1-16 

神奈川県 国立病院機構久里浜医療センター 046-848-1550 横須賀市野比 5-3-1 

神奈川県 横須賀共済病院分院  0468-61-3161 横須賀市船越町 1-8 

神奈川県 あしたばメンタルクリニック 045-360-8801 横浜市旭区音本村町 105 

神奈川県 鵬友会 ほうゆう病院  045-360-8787 横浜市旭区金が谷 644 

神奈川県 医療法人誠心会 神奈川病院  045-951-9811 横浜市旭区川井本町 122-1 

神奈川県 上白根病院 045-951-3221 横浜市旭区白根 2-65-1 

神奈川県 
聖マリアンナ医科大学横浜市西部

病院 

045-366-1111 横浜市旭区矢指 1197-1 

神奈川県 ばんどうクリニック 045-800-3934 横浜市泉区和泉町 514-8 

神奈川県 みやうちクリニック  045-770-5701 横浜市磯子区中原 4-26-27 

神奈川県 横浜市立大学附属病院 045-787-2667 横浜市金沢区福浦 3-9 

神奈川県 横浜南共済病院 045-782-2101 横浜市金沢区六浦東 1-21-1 

http://www.tachikawa-hosp.gr.jp/
http://www.tachikawa-hosp.gr.jp/
http://www.kiyokawa-enjyu.com/
http://www.kiyokawa-enjyu.com/
http://www.azumanaika.com/
http://www.ykh.gr.jp/
http://www.kurihama-med.jp/
http://www.ykh.gr.jp/bunin/
http://www.hoyukai.org/ashitaba/index.htm
http://www.hoyukai.org/yokohama-hoyu/
http://www.seisinkai.jp/kanagawa/index.html
http://www.med-keiseikai.or.jp/kami/
http://www.marianna-u.ac.jp/seibu/index.html
http://www.marianna-u.ac.jp/seibu/index.html
http://www.bancli.com/
http://www.miyauchi-clinic.jp/
http://www.fukuhp.yokohama-cu.ac.jp/index.php
http://www.miyauchi-clinic.jp/
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神奈川県 横浜舞岡病院  045-822-2125 横浜市戸塚区舞岡町 3482 

神奈川県 あまがいメンタルクリニック 045-845-3230 
横浜市港南区上大岡西 1-4-20 喜多

見ビル 3階 

神奈川県 こうまクリニック  045-846-0939 横浜市港南区大久保 1-20-57 

神奈川県 横浜市総合保健医療センター  045-475-0001 横浜市港北区烏山町 1735 

神奈川県 みなとみらい内科クリニック  045-641-0550 
横浜市西区みなとみらい 4-7-1 ミッド

スクエア 2階 

神奈川県 昭和大学藤が丘病院 045-971-1151 横浜市青葉区藤が丘 1-30 

神奈川県 横浜新都市脳神経外科病院 045-911-2011 横浜市青葉区荏田町 433 

神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院  045-628-6100 横浜市中区新山下 3-12-1 

神奈川県 済生会横浜市東部病院 045-576-3000 横浜市鶴見区下末吉 3-6-1 

神奈川県 
昭和大学横浜市北部病院メンタル

ケアセンター 

045-949-7000 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 35-1 

神奈川県 リンクスメンタルクリニック 045-912-5851 
横浜市都筑区中川 1-10-2 中川セン

タービル 303 

神奈川県 
横浜市立大学附属市民総合医療

センター 

045-253-5797 横浜市南区浦舟町 4-57 

神奈川県 海老名メディカルサポートセンター  046-234-6529 海老名市河原口 1519 

神奈川県 額田記念病院 0467-25-1231 鎌倉市大町 4-6-6 

神奈川県 大木医院 0467-52-0085 茅ヶ崎市円蔵 1-24-32 

神奈川県 茅ヶ崎中央病院  0467-86-6530 茅ヶ崎市芽ヶ崎 2-2-3 

神奈川県 クリニック原  046-250-6995 厚木市愛甲 974-1 

神奈川県 湘南厚木病院 046-223-3636 厚木市温水字沖田 118-1 

神奈川県 相模台病院  046-256-0011 座間市相模が丘 6-24-28 

神奈川県 財団法人積善会 曽我病院  0465-42-1630 小田原市曽我岸 148 

神奈川県 秦野病院 0463-75-0032 秦野市秦野市三屋 131 

http://www.y-maiokahp.or.jp/
http://www.amagai-mental.com/index.html
http://www.koma-clinic.jp/
http://www1a.biglobe.ne.jp/yccc/
http://www.mm-naika.jp/
http://www.showa-university-fujigaoka.gr.jp/
http://www.yokohama-shintoshi.jp/
http://www.yokohama.jrc.or.jp/
http://www.tobu.saiseikai.or.jp/
http://www10.showa-u.ac.jp/~hokubu/index.html
http://www10.showa-u.ac.jp/~hokubu/index.html
http://linksmental.com/
http://www.urahp.yokohama-cu.ac.jp/
http://www.urahp.yokohama-cu.ac.jp/
http://support.jinai.jp/
http://homepage2.nifty.com/nukadahp/
http://www.ohki-hospital.jp/
http://www.fureai-g.or.jp/chu/
http://www.clinic-hara.jp/
http://www.shonan-atsugi.jp/
http://www.sagamidai.com/sinryou/01.html
http://www.soga-hp.com/
http://www.hatanohp.or.jp/
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神奈川県 秦野厚生病院 0463-77-1108 秦野市南矢名 2-12-1 

神奈川県 東横惠愛病院 044-877-5522 川崎市宮前区有馬 4-17-23 

神奈川県 日本鋼管病院 044-333-5591 川崎市川崎区鋼管通 1-2-1 

神奈川県 総合川崎臨港病院 044-233-9336 川崎市川崎区中島 3-13-1 

神奈川県 川崎社会保険病院 044-288-2601 川崎市川崎区田町 2-9-1 

神奈川県 川﨑幸クリニック  044-511-2112 川崎市幸区南幸町 1-27-1 

神奈川県 川崎市立多摩病院 044-933-8111 川崎市多摩区宿河原 1-30-37 

神奈川県 生田病院 044-966-2151 川崎市多摩区西生田 5-24-1 

神奈川県 きしろメンタルクリニック 044-930-1231 
川崎市多摩区登戸 2710-6 第 2ネス

ト向ヶ丘 102号 

神奈川県 武田病院 044-911-4050 川崎市多摩区登戸 3293 

神奈川県 加藤順クリニック  044-272-7201 川崎市中原区小杉町 3-441-1 

神奈川県 住吉診療所 044-411-8605 川崎市中原区木月 3-7-3 

神奈川県 川崎田園都市病院 044-988-1118 川崎市麻生区片平 1782 

神奈川県 さがみリハビリテーション病院  042-773-3211 相模原市中央区下九沢 54-2 

神奈川県 北里大学病院 042-748-8111 相模原市南区北里 1-15-1 

神奈川県 かわしま神経内科クリニック  0466-55-1358 藤沢市鵠沼松が丘 5-13-17 

神奈川県 上村脳神経外科クリニック 0466-27-3860 藤沢市藤沢 966-3 毛利ビル 2階 

神奈川県 藤沢本町ファミリークリニック  0466-80-5815 藤沢市本藤沢 1-1-8 

神奈川県 新百合ヶ丘総合病院 044-322-9991 川崎市麻生区古沢都古２５５ 

神奈川県 
帝京大学医学部附属溝口病院脳

神経外科 

044-844-3333 川崎市高津区溝口 3-8-3 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

神奈川県 東海大学医学部付属病院 0463-93-1121 伊勢原市下糟屋 143 

http://www.hatanokousei.jp/
http://www.st-marianna.com/
http://www.koukankai.or.jp/
http://www.rinko.or.jp/
http://www.kawasakihp.jp/
http://www.sekishinkai.or.jp/saiwaicl/
http://www.marianna-u.ac.jp/tama/
http://www.shinkohkai.jp/ikuta/
http://www.kishiro-mental.jp/
http://www.takeda-hp.jp/
http://juncli.com/
http://sumiyosi.jp/
http://www.otosiyori.com/
http://homepage3.nifty.com/SAGAMI-RH/
http://www.kitasato-u.ac.jp/khp/
http://kawashimaclinic.com/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E4%B8%8A%E6%9D%91%E8%84%B3%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%A4%96%E7%A7%91%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://fhfc.jp/
http://www.shinyuri-hospital.com/
http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~neuromiz/mono.html
http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~neuromiz/mono.html
http://www.u-tokai.ac.jp/hospital/fuzoku/
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神奈川県 久里浜医療センター 046-848-1550 横須賀市野比 5-3-1 

神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院  

044-977-6467 （専用ダ

イヤル） 
川崎市宮前区菅生 2-16-1 

神奈川県 日本医科大学武蔵小杉病院 

044-733-2007 （専用ダ

イヤル） 
川崎市中原区小杉町 1-396 

神奈川県 北里大学東病院 

042-748-7099 （専用ダ

イヤル） 
相模原市麻溝台 2-1-1 

 

山梨県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

山梨県 ながせき頭痛クリニック  055-267-2211 甲斐市中下条 1844-3 

山梨県 国立病院機構 甲府病院 055-253-6131 甲府市天神町 11-35 

山梨県 秋山脳外科 0551-22-8881 韮崎市大草町若尾 1330 

山梨県 くわざわクリニック  0555-30-0133 富士吉田市上吉田 2-13-2 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

山梨県 日下部記念病院 0553-22-0536 山梨市上神内川 1363 

山梨県 山梨県立北病院 0551-22-1621 韮崎市旭町上條南割 3314-13 

 

http://www.kurihama-med.jp/
http://www.marianna-u.ac.jp/hospital/
http://kosugi-h.nms.ac.jp/
http://www.ehp.kitasato-u.ac.jp/ehp/
http://www.zutsu-clinic.com/
http://www.kofu-hospital.jp/
http://www.akiyama-nougeka.or.jp/
http://kuwazawa.net/pc/
http://www.kusakabe-hp.jp/
http://www.ych.pref.yamanashi.jp/kitabyo/
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長野県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

長野県 桔梗ヶ原病院  0263-54-0012 塩尻市宗賀 1295 

長野県 諏訪湖畔病院  0266-27-5500 岡谷市長地小萩 1-11-30 

長野県 浅間総合病院 0267-67-2295 佐久市岩村田 1862-1 

長野県 信州大学医学部附属病院  0263-35-4600 松本市旭 3-1-1 

長野県 梓川診療所 0263-78-2058 松本市梓川梓 2344-1 

長野県 城西病院  0263-33-6400 松本市城西 1-5-16 

長野県 
独立行政法人国立病院機構 松

本病院  

0263-58-4567 松本市村井町南 2-20-30 

長野県 中信松本病院 0263-58-3121 松本市大字寿豊丘 811 

長野県 鹿教湯病院  0268-44-2111 上田市鹿教湯温泉 1308 

長野県 安藤病院  0268-22-2580 上田市中央西 1-1-20 

長野県 医療法人友愛会 千曲荘病院  0268-22-6611 上田市中央東 4-61 

長野県 JA長野厚生連 北信総合病院 0269-22-2151 中野市西 1-5-63 

長野県 栗田病院  026-226-1311 長野市栗田 695 

長野県 篠ノ井総合病院 026-292-2261 長野市篠ノ井会 666-1 

長野県 長野赤十字病院 026-226-4131 長野市若里五丁目 22-1 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

長野県 飯田病院 0265-22-3988 飯田市大通 1丁目 15番地 

http://www.keijin-kai.jp/kikyo/
http://www.kensei-kai.jp/
http://www.asamaghp.jp/
http://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp/
http://www.azusa-clinic.jp/
http://www.shironishi.or.jp/sh/index.php
http://mmcmatsu.jp/index.html
http://mmcmatsu.jp/index.html
http://mmccyuushin.jp/index.html
http://km-rehacenter.jp/
http://www18.ocn.ne.jp/~andoh-hp/index.html
http://tikumaso.jp/index.php
http://www.hokushin-hosp.jp/index.html
http://www.kuritahp.or.jp/
http://shinonoi-ghp.jp/
http://www.nagano-med.jrc.or.jp/
http://www.iida.or.jp/
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長野県 安曇総合病院 0261-62-3166 北安曇郡池田町池田 3207-1 

長野県 佐久総合病院 0267-82-3131 佐久市臼田 197 

 

新潟県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

新潟県 ほんだ病院 025-792-9550 魚沼市原虫野 433-3 

新潟県 汐彩クリニック  0259-57-4031 佐渡市窪田 20-1 

新潟県 
社会医療法人 嵐陽会 三之町病

院 

0256-33-0581 三条市本町 5丁目 2番 30号 

新潟県 川瀬神経内科クリニック  0256-33-9070 三条市東本城寺 20-8 

新潟県 三条東病院 0256－38－1133 三条市北入蔵 2丁目 17番 27号 

新潟県 高田西城会糸魚川診療所 025-552-0768 糸魚川市南寺町 1-1-6 

新潟県 江口医院 025-768-4325 十日町市山野田 376-4 

新潟県 中条第二病院 025-757-3965 十日町市中条己 2941 

新潟県 山下メンタルクリニック 0258-83-1771 小千谷市平沢 1-5-26 

新潟県 国立病院機構さいがた病院 025-534-3131 上越市大潟区犀潟 468-1 

新潟県 押木内科神経内科クリニック  025-381-2052 新潟市江南区亀田本町 4-3-4 

新潟県 新津信愛病院 0250-22-2161 新潟市秋葉区中村 271 

新潟県 
医療法人新潟勤労者医療協会 下

越病院  

0250-22-4711 新潟市秋葉区中沢町 1-23 

新潟県 ささえ愛よろずクリニック  0250-47-7285 新潟市秋葉区滝谷町 4-20 

http://www.azumi-ghp.jp/
http://www.sakuhp.or.jp/ja/index.html
http://www6.ocn.ne.jp/~uonokai/honda.html
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E6%B1%90%E5%BD%A9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.sannocho.or.jp/
http://www.sannocho.or.jp/
http://www.kawase-nc.or.jp/
http://www.tachibanakoyokai.or.jp/higashi/index.html
http://www.nishishiro-hp.or.jp/itoigawa/itoigawa-main.html
http://byoinnavi.jp/clinic/106656
http://www.niigata-kouseiren.jp/hospital/nakajo/
http://yamashitamc.web.fc2.com/index.html
http://www.saigata-nh.go.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E6%8A%BC%E6%9C%A8%E5%86%85%E7%A7%91%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%86%85%E7%A7%91%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://sin-ai.jp/niitsu-h/top.htm
http://niigata-min.or.jp/kaetsu/
http://niigata-min.or.jp/kaetsu/
http://medical.yahoo.co.jp/hospital/3cda7e1650784df7559e7574c24bfc1e3a9bf94d/
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新潟県 新潟大学医歯学総合病院 025-223-6161 
新潟市中央区旭町通一番町 754

番地 

新潟県 斉藤内科クリニック  025-287-5800 新潟市中央区高志２丁目 20-3 

新潟県 緑エスポワール病院  025-244-0080 新潟市中央区神道寺 2-5-1 

新潟県 脳神経・内科もてぎ医院  025-250-9951 新潟市東区松園 1丁目 9-56 

新潟県 新潟リハビリテーション病院  025-388-21１1 新潟市北区木崎 761 

新潟県 長岡西病院 0258-27-8500 長岡市三ツ郷屋町 371番地 1 

新潟県 生協かんだ診療所 0258-32-2887 長岡市西新町 2-3-22 

新潟県 ながおか生協診療所 0258-39-7001 長岡市前田 1-6-7 

新潟県 長岡保養園 0258-32-4040 長岡市町田町 575 

新潟県 ほんだファミリークリニック 0258-46-6085 長岡市青葉台 3丁目 16番地 6 

新潟県 町営診療所みかわ 0254-99-5155 東蒲原郡阿賀町阿賀野南 4324 

新潟県 五日町病院 025-776-3113 南魚沼市五日町 2375 

新潟県 二日町診療所 025-778-0088 南魚沼市二日町 212-1 

新潟県 柏崎中央病院 0257-23-6254 柏崎市駅前 2-1-25 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

新潟県 高田西城病院  0255-23-2139 上越市西城町 2-8-30 

新潟県 白根緑ヶ丘病院 025-372-3150 新潟市南区西白根 41 

新潟県 黒川病院 0254-47-2422 胎内市下館字大開 1522 

新潟県 医療法人楽山会 三島病院  0258-42-2311 長岡市藤川 1713-8 

新潟県 ゆきぐに大和病院  025-777-2111 南魚沼市浦佐 4115 

新潟県 柏崎厚生病院  0257-22-0111 柏崎市茨目字二ツ池 2071-1 

 

http://www.nuh.niigata-u.ac.jp/
http://www.niigatashi-ishikai.or.jp/citizen/institutions/syllabary/sa/saitou-internal.html
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E7%B7%91%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%97%85%E9%99%A2
http://www.motegi-iin.jp/
http://www.niigata-reha.jp/
http://www.sutokukai.or.jp/nagaokanishi-hp/
http://www.nagaoka-iryou-seikyou.jp/sinryosyo/kanda/index.html
http://www.nagaoka-iryou-seikyou.jp/
http://www.nct9.ne.jp/shiseikai/hoyouen/index.html
http://medical.yahoo.co.jp/hospital/fe5b157056f46098b30fa803b55827318001a3c8/
http://www.gosen-tokan.jp/doctors/aga/mikawa/index.html
http://www17.ocn.ne.jp/~etunan/
http://www.moegien.jp/wp-index.php/about/futukamachi
http://www.k-central.or.jp/
http://www.nishishiro-hp.or.jp/
http://www.h6.dion.ne.jp/~greenace/
http://www.hakujitsukai.com/
http://www2.nct9.ne.jp/mishima-hp/
http://www.yukigunihp.jp/
http://www.tatikawa.or.jp/kousei/
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富山県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

富山県 滑川病院 076-475-1000 滑川市常磐町 119 

富山県 富山労災病院 0765-22-1280 魚津市六郎丸 992 

富山県 川田クリニック  0766-20-7880 高岡市京町 5-8 

富山県 砺波総合病院 0763-32-3320 砺波市新富町 1-61 

富山県 南砺市民病院 0763-82-1475 南砺市井波 938 

富山県 富山赤十字病院 076-433-2222 富山市牛島本町 2-1-58 

富山県 
医療法人社団いずみ会 温泉リ

ハビリテーション いま泉病院 

076-425-1166 富山市今泉 20 

富山県 富山市民病院  076-422-1112 富山市今泉北部町 2-1 

富山県 三輪病院 076-428-1234 富山市小中 291 

富山県 富山大学付属病院 076-434-2281 富山市杉谷 2630 

富山県 富山協立病院 076-433-1077 富山市豊田町 1-1-8 

富山県 真生会富山病院 0766-52-2156 射水市下若 89-10 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

富山県 魚津緑ケ丘病院 0765-22-1567 魚津市大光寺 87 

富山県 国立病院機構 北陸病院 0763-62-1340 南砺市信末 5963 

富山県 谷野呉山病院 076-436-5800 富山市北代 5200 

http://www.kouseiren-namerikawa.jp/
http://www.toyamah.rofuku.go.jp/
http://www.kawada-clinic.com/
http://www.city.tonami.toyama.jp/tgh/
http://shiminhp.city.nanto.toyama.jp/www/index.jsp
http://www.toyama-med.jrc.or.jp/
http://homepage2.nifty.com/1166/
http://homepage2.nifty.com/1166/
http://www.tch.toyama.toyama.jp/index.html
http://www.sanikai.net/miwa/
http://www.hosp.u-toyama.ac.jp/guide/index.html
http://kyouri2.toyama-hcoop.com/
http://www.shinseikai.jp/
http://www.umh.jp/
http://www.hosp.go.jp/~hokuriku/
http://www.wakeikai.com/gozan/
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石川県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

石川県 国立病院機構石川病院 0761-74-0700 加賀市手塚町サ 150番地 

石川県 金沢医科大学病院 076-286-3511 河北郡内灘町大学 1-1 

石川県 金沢医療センター 076-262-4161 金沢市下石引町 1-1 

石川県 医療法人財団松原愛育会 松原病院  076-231-4138 金沢市石引 4-3-5 

石川県 松原病院とびうめ館 076-231-4138 金沢市石引 4丁目 3-5 

石川県 南ヶ丘病院 076-298-3366 金沢市馬替 2-125 

石川県 金沢大学医学部附属病院  076-265-2000 金沢市宝町 13-1 

石川県 なかいクリニック  0761-22-2115 小松市 西町 134 

石川県 粟津神経サナトリウム  0761-44-2545 小松市矢田野町ヲ 88 

石川県 金沢脳神経外科病院 076-246-5600 石川郡野々市町字郷町 262-2 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

石川県 石川県立高松病院  076-281-1125 かほく市内高松ヤ 36 

石川県 加賀こころの病院 0761-72-0880 加賀市幸町 2丁目 63番地 

 

http://www.hosp.go.jp/~isikawa/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E9%87%91%E6%B2%A2%E5%8C%BB%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%97%85%E9%99%A2
http://www.kanazawa-hosp.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E6%84%9B%E8%82%B2%E4%BC%9A%20%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E7%97%85%E9%99%A2
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E7%97%85%E9%99%A2%E3%81%A8%E3%81%B3%E3%81%86%E3%82%81%E9%A4%A8
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8D%97%E3%83%B6%E4%B8%98%E7%97%85%E9%99%A2
http://web.hosp.kanazawa-u.ac.jp/index.html
http://www.google.co.jp/#hl=ja&gs_nf=1&gs_is=1&pq=%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%84%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&cp=11&gs_id=5v&xhr=t&q=%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%84%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E5%B0%8F%E6%9D%BE%E5%B8%82&pf=p&sclient=psy-ab&oq=%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%84%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E5%B0%8F%E6%9D%BE%E5%B8%82&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=fe05603c44466332&biw=1366&bih=636&bs=1
http://www.choureikai.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E9%87%91%E6%B2%A2%E8%84%B3%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%A4%96%E7%A7%91%E7%97%85%E9%99%A2
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E9%AB%98%E6%9D%BE%E7%97%85%E9%99%A2
http://www.chokyu.gr.jp/
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福井県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

福井県 坂井医院 0776-77-3060 あわら市温泉 5丁目 18-11 

福井県 国立あわら病院  0776-79-1211 あわら市比潟 238号-1番地 

福井県 中村病院 0778-22-0618 越前市天王町 4-28 

福井県 福井医科大学付属病院 0776-61-3111 吉田郡永平寺町松岡下合月 23-3 

福井県 東外科医院 

(昼)0776-66-2228（夜）

0776-66-2341 
坂井市丸岡町霞町 1-50 

福井県 医療法人西野医院 0776-82-1392 坂井市三国町安島 27-31 

福井県 春江病院 0776-51-0029 坂井市春江町江留下屋敷 62-5 

福井県 たけとう病院  0779-88-6464 勝山市野向町聖丸 10-21-1 

福井県 小浜病院 0770-50-0990 小浜市大手町 2-2 

福井県 福井県立すこやかシルバー病院  0776-98-2700 丹生郡清水町島寺 93-6 

福井県 猪原病院 0770-22-3558 敦賀市櫛林 32-5-2 

福井県 つくし野病院 0776-55-1800 福井県福井市川合鷲塚町 49-6-1 

福井県 高木北クリニック  0776-53-8600 福井市高木北 1-301   

福井県 福井赤十字病院 0776-36-4133 福井市月見 2丁目 4-1 

福井県 加藤内科婦人科クリニック 0776-53-0053 福井市志比口 1-10-28 

福井県 吉田医院 0776-22-1233 福井市順化 1-8-1 

福井県 斉木内科 0776-21-5000 福井市城東 2-8-11 

福井県 福井総合クリニック  0776-21-1300 福井市新田塚 1-42-1 

福井県 安川病院 0776-52-2800 福井市大和田町 30-7 

福井県 舟津内科循環器科医院 0776-27-0272 福井市文京 1丁目 29-6 

http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%9D%82%E4%BA%95%E5%8C%BB%E9%99%A2
http://www.hosp.go.jp/~awara/
http://www.nakamura-hp.or.jp/
http://www.hosp.u-fukui.ac.jp/index.html
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E6%9D%B1%E5%A4%96%E7%A7%91%E5%8C%BB%E9%99%A2
http://caloo.jp/hospitals/detail/2180002500
http://www.harue-hp.org/
http://www.big-c.or.jp/~boke/
http://www.obamahp-wakasa.jp/hospital/index.htm
http://fukui-sukoyaka-silver.or.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E7%8C%AA%E5%8E%9F%E7%97%85%E9%99%A2
http://www.senjukai.com/
http://medical.yahoo.co.jp/hospital/f01401571cad07cb747ff09c631a663e5c6f930a/
http://www.fukui-med.jrc.or.jp/
http://www.katouhomecare.ecnet.jp/
http://nttbj.itp.ne.jp/0776221233/index.html
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E6%96%89%E6%9C%A8%E5%86%85%E7%A7%91
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E7%A6%8F%E4%BA%95%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.yasukawa-hospital.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E8%88%9F%E6%B4%A5%E5%86%85%E7%A7%91%E5%BE%AA%E7%92%B0%E5%99%A8%E7%A7%91%E5%8C%BB%E9%99%A2
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福井県 福仁会病院 0776-22-7133 福井市文京 5丁目 10番地 1号 

福井県 藤田記念病院 0776-21-1277 福井市宝永 4-15-7 

福井県 福井県済生会病院 0776-23-1111 福井市和田中町舟橋 7番地 1 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

福井県 医療法人 敦賀温泉病院 0770-23-8210 敦賀市吉河 41-1-5 

福井県 財団法人 松原病院  0776-22-3717 福井市文京 2-9-1 

 

 

岐阜県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

岐阜県 大岡脳神経外科・リハビリクリニック  058-379-2300 各務原市鵜沼各務原町 2－46 

岐阜県 医療法人杏野会 各務原病院 058-389-2228 各務原市東山 1-60 

岐阜県 ウェルネス高井クリニック  0575-23-8877 関市稲口 774-4 

岐阜県 平林クリニック  058-274-9600 岐阜市菊地町 2-41 

岐阜県 山田メディカルクリニック  058-265-1411 岐阜市東金宝町 1-12 

岐阜県 岐阜大学医学部附属病院  058-230-6000 岐阜市柳戸 1-1 

岐阜県 河村病院 058-241-3311 岐阜市芥見大般若 1-84 

http://www.fukujinkai.com/
http://info.pref.fukui.jp/rousei/plus1/fujitahos.htm
http://www.fukui-saiseikai.com/index.html
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%20%E6%95%A6%E8%B3%80%E6%B8%A9%E6%B3%89%E7%97%85%E9%99%A2%20%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%A7%91%E3%83%BB%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%A7%91
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%20%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E7%97%85%E9%99%A2
http://ooka.org/
http://kakamigahara-hosp.jp/
http://www.meihoukai.jp/
http://www.24-hira-clinic.com/pc/
http://yamada-medical.or.jp/pc/yamadamedicalclinic/
http://hosp.gifu-u.ac.jp/index.html
http://www5b.biglobe.ne.jp/~medical/
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岐阜県 岐阜市民病院 058-251-1101 岐阜市鹿島町 7-1 

岐阜県 岐阜県総合医療センター 058-246-1111 岐阜市野一色 4-6-1 

岐阜県 やまやクリニック  058-277-4605 岐阜市市橋 5丁目 5-10-103 

岐阜県 医療法人社団総文会 クリニック足立  058-251-7200 岐阜市大池町 62 

岐阜県 おくむらクリニック  058-264-7238 岐阜市清住町 2丁目 16 

岐阜県 すこやか診療所 058-243-0791 岐阜市北山 1-13-11 

岐阜県 本郷メンタルクリニック 058-252-3608 岐阜市本郷町 5丁目 17 

岐阜県 医療法人三幸會 大井内科クリニック  0584-74-1192 大垣市大井 2-45 

岐阜県 
地方独立行政法人 岐阜県立多治見病

院 

0572-22-5311 多治見市前畑町 5丁目 161番地 

岐阜県 市立恵那病院 0573-26-2121 恵那市大井町 2725 

岐阜県 木沢記念病院 0574-25-2181 美濃加茂市古井町下古井 590 

岐阜県 博愛会病院 0584-23-1251 不破郡垂井町 2210-42 

岐阜県 羽島市民病院 058-393-0111 羽島市新生町 3丁目 246番地 

岐阜県 林医院 0574-65-2623 可児市帷子新町 3-2 

岐阜県 
特定医療法人隆湶会 南ひだ せせらぎ

病院 

0576-25-5758 下呂市萩原町西上田 1936-1 

岐阜県 高山赤十字病院 0577-32-1111 高山市天満町 3丁目 11番地 

岐阜県 
社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病

院 

058-388-0111 羽島郡笠松町田代 185-1 

岐阜県 笠松クリニック  058-216-7830 羽島郡笠松町東陽町 34 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

岐阜県 岐阜病院 058-245-8171 岐阜市日野東 3-16-3 

岐阜県 黒野病院 058-239-0611 岐阜市洞 1020 

http://gmhosp.jp/index.php
http://www.gifu-hp.jp/index.php
http://nttbj.itp.ne.jp/0582774605/index.html#basic
http://www.clinic-adachi.com/
http://loco.yahoo.co.jp/place/420d84e68f7e4c14ad9e27fad19ec60b87dca66d/?prop=search&ei=utf-8&q=%E5%B2%90%E9%98%9C%E7%9C%8C&p=%E3%81%99%E3%81%93%E3%82%84%E3%81%8B%E8%A8%BA%E7%99%82%E6%89%80
http://nttbj.itp.ne.jp/0582523608/index.html
http://www.myclinic.ne.jp/oinaika/pc/index.html
http://www.tajimi-hospital.jp/index.html
http://www.tajimi-hospital.jp/index.html
http://www.enahp.enat.jp/
http://kizawa-memorial-hospital.jp/
http://www.hakuaikai.jp/
http://www.hashima-hp.jp/
http://www.hayashi-iin.net/
http://www.minamihida-seseragi.com/index.html
http://www.minamihida-seseragi.com/index.html
http://www.takayama.jrc.or.jp/index.html
http://www.matsunami-hsp.or.jp/index.html
http://www.matsunami-hsp.or.jp/index.html
http://kasamatsu-clinic.com/index.html
http://www.shadan-gifu.or.jp/
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E9%A6%99%E9%A2%A8%E4%BC%9A+%E9%BB%92%E9%87%8E%E7%97%85%E9%99%A2&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
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岐阜県 大垣病院 0584-77-6110 大垣市中野町 1-307 

岐阜県 のぞみの丘ホスピタル 0574-25-3188 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 3555 

岐阜県 慈恵中央病院 0575-79-2030 郡上市美並町大原 1 

岐阜県 医療法人仁誠会 大湫病院 0572-63-2231 瑞浪市大湫町 121 

岐阜県 須田病院 0577-72-2100 高山市国府町村山 235-5 

 

静岡県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

静岡県 岡本クリニック  0537-37-0200 菊川市加茂 1984-1 

静岡県 医療法人社団辰糸会 沼津千本病院  055-962-3530 沼津市市道町 8-6 

静岡県 沼津リハビリテーション病院  055-931-1911 沼津市上香貫蔓陀ｹ原 2510-22 

静岡県 財団法人復康会 沼津中央病院  055-931-4100 沼津市中瀬町 24-1 

静岡県 岡本石井病院 054-627-5585 焼津市小川新町 5-2-3 

静岡県 甲賀病院  054-628-5500 焼津市大覚寺 2-30-1 

静岡県 
国立病院機構 静岡てんかん神経医

療センター 

054-245-5446 静岡市葵区漆山 886番地 

静岡県 あおいクリニック 054-205-6666 
静岡市葵区昭和町 1-6サン・フォレス

ト静岡昭和町ビル 5階 

静岡県 静岡県立こころの医療センター  054-271-1135 静岡市葵区与一 4-1-1 

静岡県 国際医療福祉大学熱海病院 0557-81-9171 熱海市東海岸町 13-1 

静岡県 神経科浜松病院 053-454-5361 浜松市中区広沢二丁目 56-1 

http://www.ogaki.tokushukai.or.jp/
http://www.minokamo.or.jp/index.html
http://www.jikeichuo.com/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BB%81%E8%AA%A0%E4%BC%9A%20%E5%A4%A7%E6%B9%AB%E7%97%85%E9%99%A2%20%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%A7%91%E3%83%BB%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%A7%91
http://suda-hos.jp/
http://www.google.co.jp/#hl=ja&gs_nf=1&gs_is=1&pq=%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&cp=10&gs_id=ld&xhr=t&q=%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E8%8F%8A%E5%B7%9D%E5%B8%82&pf=p&sclient=psy-ab&oq=%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E8%8F%8A%E5%B7%9D%E5%B8%82&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=fe05603c44466332&biw=1366&bih=636
http://www.fureai-g.or.jp/senbon-hp/
http://www.fukkou-kai.jp/nrh/
http://www.numazuchuo.jp/index.html
http://www16.ocn.ne.jp/~seishin/
http://www.sunkohkai.or.jp/
http://www.shizuokamind.org/
http://www.shizuokamind.org/
http://www.aoi-clinic.jp/
http://www.shizuoka-pho.jp/kokoro/
http://atami.iuhw.ac.jp/
http://www.orange.ne.jp/~shinhama/
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静岡県 遠州病院  053-453-1111 浜松市中区中央一丁目 1-1 

静岡県 県西部浜松医療センター 053-453-7111 浜松市中区富塚町 328 

静岡県 三方原病院 053-448-0622 浜松市南区小沢渡町 2195-2 

静岡県 
独立行政法人国立病院機構天竜病

院 

053-583-3111 浜松市浜北区於呂 4201-2 

静岡県 遠江病院 053-588-1880 浜松市浜北区中瀬 3832-1 

静岡県 生駒脳神経クリニック  0547-37-3155 島田市大津通 15番の 2 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

静岡県 中東遠総合医療センター 0537-21-5555 掛川市菖蒲ヶ池 1番地の 1 

静岡県 NTT東日本伊豆病院 

055-978-2558（専用ダイヤ

ル） 
田方郡函南町平井 750 

静岡県 鷹岡病院 0545-71-3370 富士市天間 1585 

静岡県 総合病院聖隷三方原病院 

0120-811-559（専用ダイヤ

ル） 
浜松市北区三方原 3453 

 

愛知県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

愛知県 七宝病院 052-443-7800 あま市七宝町下田矢倉下 1432 

愛知県 宇田ファミリークリニック  0561-35-1311 みよし市園原 4丁目 1-4 

http://www.ja-shizuoka.or.jp/k-enshu/
http://www.hmedc.or.jp/
http://www.k-mikatahara.or.jp/
http://www.tenryu-hosp.jp/
http://www.tenryu-hosp.jp/
http://www.process.ne.jp/~totomimd/
http://www.ikoma-brain.com/pc/index.html
http://www.chutoen-hp.shizuoka.jp/index.html
http://www.ntt-east.co.jp/izu_mhc/
http://www.fukkou-kai.jp/takaoka/index.html
http://www.seirei.or.jp/mikatahara/index.html
http://takarakai.or.jp/facilities/sippou-hospital
http://www.udacli.com/
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愛知県 みすクリニック  0561-34-7511 
みよし市三好町小坂 75 アーバンシ

ティ三好 2Ｆ 

愛知県 愛知医科大学病院 0561-62-3311 愛知郡長久手町大字岩作字雁又 21 

愛知県 長久手南クリニック  0561-64-5667 愛知県長久手市市が洞 3-1605 

愛知県 安城厚生病院 0566-75-2111 安城市安城町東広畔 28 

愛知県 八千代病院 0566-97-8111 安城市住吉町 2-2-7 

愛知県 上林記念病院 0586-61-0110 一宮市奥町字下口西 89-1 

愛知県 一宮西病院 0586-48-0077 一宮市開明字平 1 

愛知県 いまいせ診療センター 0586-45-2531 一宮市今伊勢町宮後字郷中茶原 30 

愛知県 千秋病院 0586-77-0012 一宮市千秋町塩尻字山王 1 

愛知県 稲垣医院 0586-51-4321 一宮市浅井町江森字楼光寺 13 

愛知県 一宮市立市民病院 0586-71-1911 一宮市文京 2-2-22 

愛知県 どうけ内科クリニック  0586-75-1660 一宮市丹陽町伝法寺字新田裏 961-1 

愛知県 かじうらファミリークリニック  0587-34-5556 稲沢市下津住吉町 22 

愛知県 岡崎市民病院 0564-21-8111 岡崎市高隆寺町字五所合 3番地 1 

愛知県 岡崎東病院 0564-22-6616 岡崎市洞町向山 16-2 

愛知県 髙木外科内科医院 0564-66-0008 岡崎市洞町字東前田 27-2 

愛知県 おの医院 0564-28-8888 岡崎市百々西町 4-3 

愛知県 刈谷豊田総合病院 0565-21-2450 刈谷市住吉町 5-15 

愛知県 半城土とみやすクリニック 0565-63-5051 刈谷市半城土町森東 7-7 

愛知県 犬山病院 0568-61-1505 犬山市大字塔野地字大畔 10 

愛知県 井上医院 0568-31-3739 春日井市牛山町 296-21 

愛知県 高蔵寺駅前クリニック  0568-53-6565 
春日井市高蔵寺町北 4丁目 1-1 リ

べルタ高蔵寺１階Ａ 

愛知県 山際クリニック  0568-33-1233 春日井市小野町 2-72 

愛知県 あさひが丘ホスピタル 0568-88-0284 春日井市神屋町 1295-31 

http://www.misu-clinic.com/
http://www.aichi-med-u.ac.jp/hospital/
http://www.nagakute-minami-cl.jp/
http://www.kosei.anjo.aichi.jp/top/index.cfm
http://www.yachiyo-hosp.or.jp/
http://www.anzu.or.jp/kamibayashikinen/
http://www.anzu.or.jp/ichinomiyanishi/
http://www.anzu.or.jp/
http://www.chiaki.com/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E7%A8%B2%E5%9E%A3%E5%8C%BB%E9%99%A2
https://www.municipal-hospital.ichinomiya.aichi.jp/
http://www.doukenaika.com/
http://kajiura-family.com/
http://www.okazakihospital.jp/index.html
http://www.hakuhoukai-hp.or.jp/okazakiho.htm
http://takagi-gekanaika.com/
http://onoiin.jp/
http://www.toyota-kai.or.jp/
http://www.htc-tomiyasu.jp/
http://www.okeikai.or.jp/
http://www.inoue-iin.com/
http://www.ekimae-clinic.com/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%B1%B1%E9%9A%9B%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E3%81%82%E3%81%95%E3%81%B2%E3%81%8C%E4%B8%98%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%AB
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愛知県 春日井リハビリテーション病院  0568-88-0011 春日井市神屋町 706 

愛知県 春日井市民病院 0568-57-0057 春日井市鷹来町 1丁目１番地 1 

愛知県 小牧第一病院 0568-77-1301 小牧市中央 5-39 

愛知県 公立陶生病院 0561-82-5101 瀬戸市西追分町 160 

愛知県 共和病院 0562-46-2222 大府市梶田町 2-123 

愛知県 津島市民病院 0567-28-5151 津島市橘町 3-73 

愛知県 安藤病院 0567-31-4070 津島市唐臼町半池 72-1 

愛知県 あさくらクリニック  0562-31-3101 東海市加木屋町大堀 18-1 

愛知県 内科伊藤医院 0562-32-2529 東海市高横須賀町西屋敷 93 

愛知県 にしばたクリニック  0566-42-2000 碧南市札木町 2丁目 74 

愛知県 小林記念病院 0565-41-0004 碧南市新川町 3-88 

愛知県 権田脳神経外科 0532-54-8811 豊橋市前田町 2丁目 19-17 

愛知県 平尾医院 0532-52-5117 豊橋市中松山町 83 

愛知県 福祉村病院 0532-46-7511 豊橋市野依町字山中 19-14 

愛知県 豊川市民病院 0533-86-1111 豊川市光明町 1丁目 19 

愛知県 大石医院 0533-88-2235 豊川市国府町流霞 103 

愛知県 樋口病院 0533-86-8131 豊川市諏訪 2丁目 115 

愛知県 こじま内科クリニック 0533-87-0088 豊川市八幡町上宿 75-5 

愛知県 たけだクリニック  0533-83-3730 豊川市豊川元町 1 石黒ビル 2.3F 

愛知県 仁大病院 0565-45-0110 豊田市猿投町入道 3-5 

愛知県 足助病院 0565-62-1211 豊田市岩神町仲田 20 

愛知県 三九朗病院 0565-32-0282 豊田市小坂町 7丁目 80 

愛知県 豊田厚生病院 0565-43-5000 豊田市浄水町伊保原 500-1 

愛知県 豊田地域医療センター 0565-34-3000 豊田市西山町 3丁目 30番地 1 

愛知県 トヨタ記念病院 0565-28-0100 豊田市平和町 1丁目 1 

愛知県 豊田西病院 0565-48-8331 豊田市保見町横山 100 

http://www.geocities.co.jp/youwakai2003/index.html
http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/
http://www.med-junseikai.or.jp/komaki/
http://www.tosei.or.jp/
http://www.kyowa.or.jp/
http://www.tsushimacity-hp.jp/
http://www.google.co.jp/#hl=ja&q=%E5%AE%89%E8%97%A4%E7%97%85%E9%99%A2+%E6%B4%A5%E5%B3%B6&revid=1338743491&sa=X&ei=lDo3UIaqMaaImQXVk4GABQ&ved=0CB4Q4QIoAQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=fe05603c44466332&biw=1366&bih=636
http://www16.ocn.ne.jp/~casakura/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%86%85%E7%A7%91%E4%BC%8A%E8%97%A4%E5%8C%BB%E9%99%A2
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%B0%E3%81%9F%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.aiseikan.or.jp/kobayashi/
http://www.gonda-ns.com/
http://www.myclinic.ne.jp/hiraoiin/
http://fukushimura.net/
http://www.toyokawa-ch-aichi.jp/
http://www.shinaikai1936med.or.jp/
http://homepage3.nifty.com/seishun-kai/
http://www.kojimanaika.jp/
http://www.myclinic.ne.jp/m_takeda/
http://www.jindai.or.jp/
http://www.jaaikosei.or.jp/asuke/
http://www.sankuro.or.jp/
http://toyota.jaaikosei.or.jp/
http://www.toyotachiiki-mc.or.jp/
http://www.toyota-mh.jp/
http://www.toyotawest.or.jp/
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愛知県 藤田保健衛生病院 0562-93-2111 豊明市沓掛町田楽ヶ窪 1番地 98 

愛知県 東栄町国民健康保険東栄病院 0536-79-3311 北設楽郡東栄町大字三輪字上栗 5 

愛知県 中部ろうさい病院 052-652-5511 名古屋市港区港明 1-10-6 

愛知県 守山いつき病院 052-793-3101 名古屋市守山区守山 2-18-22 

愛知県 メドック健康クリニック  052-752-1135 名古屋市昭和区安田通 4-3 

愛知県 宇野内科 052-841-0632 名古屋市昭和区菊園町 2-20 

愛知県 白水クリニック  052-861-0099 名古屋市昭和区山里町 159-1 

愛知県 名古屋大学医学部付属病院 052-741-2111 名古屋市昭和区鶴舞町 65 

愛知県 名古屋第二赤十字病院 052-832-1121 名古屋市昭和区妙見町 2番地 9 

愛知県 中京厚生クリニック  052-881-6175 名古屋市瑞穂区新開町 23-13 

愛知県 名古屋市立大学病院 052-851-5511 
名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 1番

地 

愛知県 
名古屋市総合リハビリテーションセン

ター 

052-835-3811 名古屋市瑞穂区彌富町字密柑山 1-2 

愛知県 覚王山メンタルクリニック 052-757-3939 
名古屋市千種区覚王山通 9丁目 18

覚王山センタービル 2階 

愛知県 名古屋市立東部医療センター 052-721-7171 
名古屋市千種区若水一丁目 2番 23

号 

愛知県 黒川医院 052-762-6366 名古屋市千種区春岡 1-27-6 

愛知県 城山病院 052-763-1511 
名古屋市千種区徳川山町四丁目 1

番 7号 

愛知県 渡辺クリニック  052-955-5060 
名古屋市中区新栄町 1-3日丸名古

屋ビル 3Ｆ 

愛知県 富田病院 052-303-3111 名古屋市中川区かの里 1丁目 305 

愛知県 高畑クリニック  052-352-6003 
名古屋市中川区篠原橋通３丁目 58-

1 

http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL1/
http://www18.ocn.ne.jp/~toei-hp/
http://www.chubuh.rofuku.go.jp/
http://www.ituki.com/moriyama_hp/
http://www.medoc.jp/
http://www.myclinic.ne.jp/unonaika/pc/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E7%99%BD%E6%B0%B4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.med.nagoya-u.ac.jp/hospital/
http://www.nagoya2.jrc.or.jp/
http://www.h2.dion.ne.jp/~chukyo/Frame.htm
http://w3hosp.med.nagoya-cu.ac.jp/
http://www.nagoya-rehab.or.jp/
http://www.nagoya-rehab.or.jp/
http://www.kakuozan-clinic.jp/
http://www.higashi.hosp.city.nagoya.jp/
http://www.kurokawa-clinic.com/pc/
http://www.pref.aichi.jp/shiroyama-hospital/
http://www.watanabe-cli.net/
http://www.seiseikai.com/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E9%AB%98%E7%95%91%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
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愛知県 名古屋掖済会病院 052-652-7711 名古屋市中川区松年町 4-66 

愛知県 松陰病院 052-352-3251 名古屋市中川区打出 2丁目 70 

愛知県 
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病

院 

052-321-8171 名古屋市中川区尾頭橋三丁目 6-10 

愛知県 古山医院 052-451-8002 名古屋市中村区黄金通 1-10 

愛知県 名古屋第一赤十字病院 052-481-5111 名古屋市中村区道下町 3-35 

愛知県 サクラクリニック  052-801-3931 名古屋市天白区一つ山 2-6 

愛知県 八事病院 052-832-2111 名古屋市天白区塩釜口 1-403 

愛知県 ひろせクリニック  052-801-5400 名古屋市天白区島田三丁目 602 

愛知県 のなみ心療クリニック  052-938-5561 
名古屋市天白区野並 2-440 野並ビ

ル 4Ｆ 

愛知県 善常会リハビリテーション病院  052-811-9101 名古屋市南区松池町 1-11 

愛知県 あいせい紀年病院 052-821-7701 名古屋市南区曽池町 4-28 

愛知県 かなめ病院 052-619-5320 名古屋市南区天白町 1-5 

愛知県 大同病院 052-611-6261 名古屋市南区白水町 9番地 

愛知県 熊沢医院 052-671-1480 名古屋市熱田区白鳥 2-12-12 

愛知県 中京クリニカル  052-671-8000 名古屋市熱田区白鳥 3-6-17 

愛知県 北病院 052-915-2301 名古屋市北区上飯田南町 2-78 

愛知県 総合上飯田第一病院 052-991-3111 名古屋市北区上飯田北町 2-70 

愛知県 わかばの里診療所 052-914-4133 名古屋市北区城東町 5-114 

愛知県 あじま診療所 052-901-3011 名古屋市北区楠味鋺 3-1001-1 

愛知県 名古屋市立西部医療センター 052-991-8121 名古屋市北区平手町 1-1-1 

愛知県 名古屋市厚生院 052-704-2211 名古屋市名東区勢子坊 2-1501 

愛知県 東名古屋病院 052-801-1151 名古屋市名東区梅森坂 5-10 

愛知県 本郷眼下・神経内科 052-771-9136 名古屋市名東区本郷 2-83 

http://www.nagoya-ekisaikaihosp.jp/page/s_sinnai.html
http://www.seiseikai.com/
http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL2/
http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL2/
http://www.myclinic.ne.jp/koyamaiin/pc/
http://www.nagoya-1st.jrc.or.jp/
http://www.sakura-cl.com/
http://yagotohp.jp/
http://nttbj.itp.ne.jp/0528015400/
http://www.nonami-shinryo.jp/
http://www.zenjokai.jp/
http://www.aisei-hp.or.jp/psytop.htm
http://www.minami.or.jp/kaname/
http://www.daidohp.or.jp/
http://www.myclinic.ne.jp/kumaiin/
http://www.clinical.or.jp/
http://www.kita.coop/staticpages/index.php?page=kita_hospital_top_menu
http://www.kamiiida-hp.jp/
http://www.kita.coop/wakaba/sinryoujo/index.html
http://www.kita.coop/staticpages/index.php?page=ajima_new_top
http://www.west-medical-center.city.nagoya.jp/
http://www.koseiin.city.nagoya.jp/
http://www.hosp.go.jp/~tomei/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E6%9C%AC%E9%83%B7%E7%9C%BC%E4%B8%8B%E3%83%BB%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%86%85%E7%A7%91
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愛知県 名古屋フォレストクリニック 052-624-4010 
名古屋市緑区大高町字小黒見山 15

番 11 

愛知県 大清水クリニック  052-879-3388 名古屋市緑区大清水西 201 

愛知県 海南病院 0567-65-2511 弥富市前ケ須町南本田 396 

愛知県 豊橋ニコニコクリニック 0532-35-2533 豊橋市白河町 29-1白河ハイツ 1F 

「認知症疾患医療センター」 

都道府

県 
 電話番号 住所 

愛知県 国立長寿医療センター 0562-46-2311 大府市森岡町源吾 35 

愛知県 守山荘病院 

052-795-3650（専用ダイヤ

ル） 

名古屋市守山区町北 11番 50

号 

愛知県 名鉄病院 

052-551-2802（専用ダイヤ

ル） 
名古屋市西区栄生 2-26-11 

愛知県 
医療法人生生会まつかげシニアホス

ピタル 

052-352-4165（専用ダイヤ

ル） 

名古屋市中川区打出二丁目 347

番地 

 

三重県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

三重県 いせ山川クリニック  0596-31-0031 伊勢市小木町 557 

三重県 三重県立総合医療センター 059-345-2321 四日市市大字日永 5450-132 

http://www.forest-cl.jp/
http://oshimizu-clinic.com/
http://www.jaaikosei.or.jp/kainan/
http://www.nikokuri.com/
http://www.ncgg.go.jp/hospital/
http://www.8seikai.jp/
http://www.meitetsu-hospital.jp/
http://www.seiseikai.com/matsukage_sh/index.html
http://www.seiseikai.com/matsukage_sh/index.html
http://www.myclinic.ne.jp/iyc/pc/index.html
http://www.mie-gmc.jp/
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三重県 うの森クリニック  059-354-5235 
四日市市鵜の森 1-3-2 第２ヤマジビ

ル 

三重県 三原クリニック  059-347-1611 四日市市日永西 3-1-21 

三重県 志摩病院  0599-43-0501 志摩市阿児町鵜方 1257 

三重県 松阪中央総合病院  0598 ｰ 21-5252 松坂市川井町字小望 102 

三重県 榊原白鳳病院 059-252-2300 津市榊原町 5630 

三重県 鈴鹿中央総合病院  059-382-1311 鈴鹿市安塚町山之花 1275-53 

三重県 やまもと心身クリニック  059-381-3100 鈴鹿市南玉垣町 6814-1 

三重県 ますずがわ神経内科クリニック  059-369-0001 鈴鹿市飯野寺家町 817-3 

三重県 塩川病院 059-378-1417 鈴鹿市平田一丁目 3-7 

三重県 熊野病院 0597-88-1123 熊野市久生屋町 868 

三重県 町立南伊勢病院 0599-66-0011 三重県度会郡 南伊勢町五ヶ所浦 2969 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

三重県 東員病院 

0594-41-2383（専用ダイヤ

ル） 
員弁郡東員町穴太 2400 

三重県 三重県立こころの医療センター  059-235-2125 津市城山一丁目 12-1 

三重県 三重大学医学部附属病院 

059-231-6029（専用ダイヤ

ル） 
津市江戸橋 2-174 

三重県 松坂厚生病院 

0598-29-4522（専用ダイヤ

ル） 
松阪市久保町 1927-2 

 

滋賀県 

http://unomoriclinic.com/
http://www.mihara-clinic.com/index.html
http://kenritsushima.jadecom.or.jp/
http://www.miekosei.or.jp/1_mch/
http://www.ohrin-mc.jp/hakuho/
http://www.miekosei.or.jp/2_sch/
http://yamamoto-shinshin.jp/
http://www.masuzugawa.com/
http://www.shiokawa-hp.jp/
http://kumanohp.ec-net.jp/
http://www.amigo2.ne.jp/~nanseih/
http://www.toin-hosp.jp/
http://www.pref.mie.jp/kokorohp/hp
http://www.medic.mie-u.ac.jp/neurology/kouki-kenshu/index.html
http://www.matsusaka-kousei.com/
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「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

滋賀県 財団法人青樹会 八幡青樹会病院 0748-33-7101 近江八幡市鷹飼町 744 

滋賀県 
ヴォーリズ記念病院 （もの忘れ外

来） 

0748-32-5211 近江八幡市北之庄町 49 

滋賀県 国立病院機構紫香楽病院  0748-83-0101 甲賀市信楽町牧 997 

滋賀県 公立甲賀病院 神経内科  0748-62-0234 甲賀市水口町鹿深 3-39 

滋賀県 
公立高島総合病院 精神科・神経

科 

0740-36-0220 高島市勝野 1667 

滋賀県 
滋賀県立成人病センター 老年内

科（認知症専門外来） 

077-582-5031 守山市守山 5-4-30 

滋賀県 医療法人藤本クリニック  077-582-6032 守山市梅田町 2-1-303 

滋賀県 近江草津徳州会病院神経内科 077-567-3610 草津市東矢倉 3-34-52 

滋賀県 
南草津けやきクリニック 精神科・

老年神経科（認知症専門外来） 

077-565-7708 
草津市南草津 1-1-8 レガーロ南

草津 2F 

滋賀県 
草津総合病院 神経内科専門外

来（認知症専門外来） 

077-563-8866 草津市矢橋町 1660 

滋賀県 琵琶湖中央病院 077-526-2131 大津市御殿浜 22-33 

滋賀県 
滋賀里病院 精神科（認知症専門

外来） 

077-522-5426 大津市滋賀里 1-18-41 

滋賀県 
滋賀医科大学医学部付属病院脳

神経センター（もの忘れ外来） 

077-548-2588 大津市瀬田月輪町 

滋賀県 
大津赤十字病院 精神神経科 神

経内科 

077-522-4131 大津市長等一丁目 1-35 

http://www.seijyukai.jp/
http://www.vories.or.jp/annai/monowasuregairai.html
http://www.vories.or.jp/annai/monowasuregairai.html
http://www.hosp.go.jp/~sigaraki/
http://www.kohka-hp.or.jp/
http://www.city.takashima.shiga.jp/tmh/index.html
http://www.city.takashima.shiga.jp/tmh/index.html
http://www.pref.shiga.jp/e/seijin/
http://www.pref.shiga.jp/e/seijin/
http://www.fujimoto-clinic.net/
http://www.oumi-kusatsu-hp.jp/
http://www.keyaki-cl.com/
http://www.keyaki-cl.com/
http://www.kusatsu-gh.or.jp/
http://www.kusatsu-gh.or.jp/
http://www.biwako-chuo-byoin.jp/
http://shigasato.or.jp/
http://shigasato.or.jp/
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/opd/schedule/nousinkei/index.html
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/opd/schedule/nousinkei/index.html
http://www.otsu.jrc.or.jp/
http://www.otsu.jrc.or.jp/
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滋賀県 つかだ内科クリニック  077-522-8177 大津市馬場 3-13-26 

滋賀県 社会保険滋賀病院 神経内科 077-537-3101 大津市富士見台 16-1 

滋賀県 大津市民病院 神経内科 077-522-4607 大津市本宮 2-9-9 

滋賀県 
長浜赤十字病院 精神科・神経内

科 

0749-63-2111 長浜市宮前町 14-7 

滋賀県 財団法人青樹会 長浜青樹会病院  0749-62-1652 長浜市寺田町 257 

滋賀県 市立長浜病院 神経内科  0749-68-2300 長浜市大戌亥 313 

滋賀県 湖北総合病院 精神科 0749-82-3315 長浜市木之本町黒田 1221 

滋賀県 
国立病院機構滋賀病院 神経内

科 

0748-22-3030 東近江市五智町 255 

滋賀県 
東近江市立能登川病院 内科・神

経内科  

0748-42-1333 東近江市猪子町 191 

滋賀県 
湖東記念病院 内科（認知症専門

外来） 

0749-45-5000 東近江市平松町 2-1 

滋賀県 
近江温泉病院 精神科（認知症専

門外来） 

0749-46-1125 東近江市北阪町 966 

滋賀県 友仁山崎病院 もの忘れ外来 0749-23-1800 彦根市竹ヶ鼻町 80 

滋賀県 彦根市立病院 神経内科 0749-22-6050 彦根市八坂町 1882 

滋賀県 野洲病院 一般内科・神経内科 077-587-1332 野洲市小篠原 1094 

滋賀県 湖南病院  精神科 077-589-5155 野洲市八夫 2077 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

滋賀県 
豊郷病院 認知症疾患センターオ

アシス 

0749-35-3001 犬上郡豊郷町八目 12 

http://www.tsukada-naika.clinic-hp.com/
http://www.zensharen.or.jp/sigb
http://www.municipal-hospital.otsu.shiga.jp/
http://www.nagahama.jrc.or.jp/
http://www.nagahama.jrc.or.jp/
http://search.yahoo.co.jp/search?p=+%09%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E9%9D%92%E6%A8%B9%E4%BC%9A+%E9%95%B7%E6%B5%9C%E9%9D%92%E6%A8%B9%E4%BC%9A%E7%97%85%E9%99%A2+%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%A7%91+&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=
http://www.biwa.ne.jp/~nch/
http://www.ikbk.jp/
http://www.shiga-hosp.jp/
http://www.shiga-hosp.jp/
http://www.bcap.co.jp/notogawahp/
http://www.bcap.co.jp/notogawahp/
http://www.subarukai.jp/
http://www.subarukai.jp/
http://www.oumi-hp.or.jp/
http://www.oumi-hp.or.jp/
http://www.yujin-yamazaki.co.jp/index2.html
http://www.municipal-hp.hikone.shiga.jp/
http://www.yasu-hp.jp/
http://www.konan-psy.or.jp/konan/index.html
http://www.toyosato.or.jp/
http://www.toyosato.or.jp/
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滋賀県 社団法人 水口病院 0748-62-1212 甲賀市水口町本町 2-2-43 

滋賀県 医療法人社団 瀬田川病院 077-543-1441 大津市玉野浦 4-21 

滋賀県 医療法人明和会 琵琶湖病院 077-578-2023 大津市坂本 1-8-5 

 

京都府 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

京都府 
公益社団法人 京都保健

会 京都協立病院 

0773-42-

0440 
綾部市高津町三反田 1 

京都府 綾部市立病院 

0773-43-

0123 
綾部市青野町大塚 20-1 

京都府 京丹後市立弥栄病院 

0772-65-

2003 
京丹後市弥栄町字溝谷 3452-1 

京都府 
栄仁会メンタルケアセンタ

ー病院新田辺診療所 

0774-64-

0617 
京田辺市河原食田 10-23 

京都府 田辺病院 

0774-62-

0817 
京田辺市飯岡南原 55番地 

京都府 うずまさ診療所  

075-863-

6152 
京都市右京区太秦堀ヶ内町 1番地 1 

京都府 国立病院機構宇多野病院 

075-461-

5121 
京都市右京区鳴滝音戸山町 8 

http://www.minakuchi-hp.or.jp/
http://www.setagawa.com/
http://www.biwako.or.jp/main.html
http://www.kyoto-kyoritu.org/
http://www.kyoto-kyoritu.org/
http://www.ayabe-hsp.or.jp/
http://www.city.kyotango.kyoto.jp/shisei/kikan/hospital/yasaka/index.html
http://www.eijinkai.or.jp/mentalcare/index.html#traffic
http://www.eijinkai.or.jp/mentalcare/index.html#traffic
http://www.kyotanabe-hosp.or.jp/
http://www.uzumasa-hp.jp/clinic/index.html
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/utano/index.html
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京都府 
医療法人財団康生会 武

田病院 

075-361-

1351 

京都市下京区塩小路通り西洞院東入ル東塩小

路町 841 

京都府 
特定医療法人健康会京都

南病院  

075-312-

7361 
京都市下京区西七条南中野 8番地 

京都府 
医療法人稲門会 いわくら

病院 

075-711-

2171 
京都市左京区岩倉上蔵町 101 

京都府 三幸会北山病院  

075-791-

1177 
京都市左京区岩倉上蔵町 123番地 

京都府 三幸会第二北山病院 

075-791-

2137 
京都市左京区岩倉上蔵町 161番地 

京都府 京都大学医学部付属病院 

075-751-

3346 
京都市左京区聖護院川原町 54 

京都府 
社団法人信和会京都民医

連第二中央病院 

075-701-

6111 
京都市左京区田中飛鳥井町 89 番地 

京都府 

財団法人 日本バプテスト

連盟医療団 総合病院 

日本バプテスト病院 

075-781-

5191 
京都市左京区北白川山ノ元町 47 

京都府 洛和会みささぎ病院 

075-581-

6221 
京都市山科区御陵大津畑町 43-1 

京都府 洛和会音羽病院 

075-593-

4111 
京都市山科区名神京都東インター横 

京都府 

社会医療法人 西陣健康

会 堀川病院クリニック堀

川 

075-441-

8185 
京都市上京区堀川通り今出川上る 

京都府 
社会福祉法人京都社会福

祉法人財団 京都桂病院 

075-391-

5811 
京都市西京区山田平尾町 17 

http://www.takedahp.or.jp/
http://www.takedahp.or.jp/
http://www.kyotominami.or.jp/index.html
http://www.kyotominami.or.jp/index.html
http://www.toumonkai.net/
http://www.toumonkai.net/
http://www.sankokai.jp/kitayama/outline.html
http://www.sankokai.jp/kitayama2/index.html
http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/index.html
http://www.shinwakai-min.com/kyoto2hp/
http://www.shinwakai-min.com/kyoto2hp/
http://www.jbh.or.jp/
http://www.jbh.or.jp/
http://www.jbh.or.jp/
http://www.rakuwa.or.jp/misasagi/
http://www.rakuwa.or.jp/otowa/
http://www.horikawa-hp.or.jp/
http://www.horikawa-hp.or.jp/
http://www.horikawa-hp.or.jp/
http://www.katsura.com/
http://www.katsura.com/
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京都府 はやし神経内科 

075-254-

8841 

京都市中京区御所八幡町 231シカタカトルズビ

ルディング 4階 

京都府 むらた医院  

075-325-

2301 
京都市中京区壬生下溝町 60-12 

京都府 川口医院 

075-841-

2051 
京都市中京区壬生相合町 1 

京都府 山本医院 

075-841-

0820 
京都市中京区壬生相合町 1-7 

京都府 京都市立病院 

075-311-

5311 
京都市中京区壬生東高田町 1の 2 

京都府 蘇生会総合病院 

075-621-

3101 
京都市伏見区下鳥羽広長町 101番地 

京都府 
国立病院機構 京都医療

センター 

075-641-

9161 
京都市伏見区深草内畑町 1-1 

京都府 
医療法人社団不文会泉川

医院 

075-571-

8888 
京都市伏見区醍醐槇ノ内町 42-6 

京都府 
医療法人社団淀さんせん

会金井病院 

075-631-

1215 
京都市伏見区淀木津町 612-12 

京都府 葵会北診療所 

075-495-

6650 
京都市北区紫竹北大門町 56 

京都府 
独立行政法人国立病院機

構 南京都病院 

0774-52-

0065 
城陽市芦原 11 

京都府 
社団福祉法人恩賜財団済

生会京都府病院 

075-955-

0111 
長岡京市今里南平尾８番地 

京都府 
明治国際医療大学付属病

院 

0771-72-

1221 
南丹市日吉町保野田ヒノ谷 6-1 

http://www.hayashi-nc.com/
http://clinic-1.jp/web/murataiin/pc/
https://www.google.co.jp/#hl=ja&gs_nf=3&tok=6OW8vblpWKe8uoznHZro_A&gs_is=1&pq=%E4%BB%8A%E7%A6%8F%E8%A8%BA%E7%99%82%E6%89%80&cp=5&gs_id=3fe&xhr=t&q=%E5%B7%9D%E5%8F%A3%E5%8C%BB%E9%99%A2%E3%80%80%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82&pf=p&sclient=psy-ab&oq=%E5%B7%9D%E5%8F%A3%E5%8C%BB%E9%99%A2%E3%80%80%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=a33ba58d900082e3&bpcl=38093640&biw=1196&bih=523&bs=1
http://www.geocities.jp/masatoyamamotons/
http://www.city.kyoto.lg.jp/city-hosp/
http://www.soseikai.or.jp/index.html
http://www.hosp.go.jp/~kyotolan/
http://www.hosp.go.jp/~kyotolan/
http://www.izumikawa-iin.jp/
http://www.izumikawa-iin.jp/
http://www.kanaihospital.jp/index.html
http://www.kanaihospital.jp/index.html
http://kita-hp.aoikai.net/kita-about.html
http://www.hosp.go.jp/~skyoto/index.htm
http://www.hosp.go.jp/~skyoto/index.htm
http://www.kyoto.saiseikai.or.jp/index.html
http://www.kyoto.saiseikai.or.jp/index.html
http://www.meiji-u.ac.jp/uni_hosp/
http://www.meiji-u.ac.jp/uni_hosp/
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京都府 市立福知山市民病院 

0773-22-

2101 
福知山市厚中町 231 

京都府 京都府立与謝の海病院 

0772-46-

3371 
与謝野郡与謝野町男山 481 

京都府 社会福祉法人宇治病院 

0774-32-

6000 
京都府宇治市五ケ庄芝ノ東 54-2 

京都府 
伏見医師会 物忘れ外来

取り扱い医療機関 

075-641-

3675 
 

京都府 山科医師会 物忘れ検診 

075-591-

1625 
 

京都府 長岡病院 

075-951-

9201 
長岡京市友岡 4丁目 18-1 

京都府 三幸会うずまさクリニック 

075-871-

3100 
京都市右京区太秦森ヶ西町 12-3 

京都府 からすましめいクリニック 

075-411-

9095 
京都市北区小山下総町 5-1 

京都府 川端診療所 

075-752-

7750 
京都市左京区川端通り戎川上ル新生洲町 100 

「認知症疾患医療センター」 

都道府

県 
 電話番号 住所 

京都府 京都府立洛南病院 0774-32-5900 宇治市五ケ庄広岡谷 2 

京都府 
医療法人栄仁会宇治おうばく病

院 

0774-32-8226（専用ダ

イヤル） 
宇治市五ケ庄三番割 32-1 

http://www.fukuchiyama-hosp.jp/
http://www.pref.kyoto.jp/yosanoumihp/
http://www.uji-hosp.or.jp/
http://www.fushimi-ishikai.jp/wasure.htm
http://www.fushimi-ishikai.jp/wasure.htm
http://www.yamashina-med.jp/monowasure/monowasure_group6html
http://www.nagaoka.or.jp/healthcare/
http://www.sankokai.jp/uzumasa/index.html
http://www.sankokai.jp/karasuma/index.html
http://www.kawabata.or.jp/
http://www.rakunan-hosp.jp/
http://www.eijinkai.or.jp/specialty/dementia.html
http://www.eijinkai.or.jp/specialty/dementia.html


2016年 8月 18日 

54 

 

京都府 京都府立医科大学附属病院 075-251-5566 
京都市上京区河原町通広小路上

ル梶井町 465 

京都府 財団法人療道協会西山病院 

075-955-2229（専用ダ

イヤル） 
長岡京市今里 5丁目 1-1 

京都府 
独立行政法人国立病院機構 舞

鶴医療センター 

0773-62-2680 舞鶴市字行永 2410 

京都府 
京都府立医科大学附属北部医療

センター 

0772-46-4701 与謝郡与謝野町字男山 481 

京都府 公立南丹病院 0771-42-5703 南丹市八木町八木上野 25 

京都府 京都山城総合医療センター 0774-72-6363 木津川市木津駅前 1-27 

 

大阪府 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

大阪府 なかむかいクリニック 072-621-2194 茨木市下中条町 4-5 

大阪府 藍野病院 072-627-7611 茨木市高田町 11-18 

大阪府 丹比荘病院 072-955-4468 羽曳野市野 164-1 

大阪府 貝塚サナトリウム 072-446-0166 貝塚市森 497 

大阪府 国分病院 072-978-6072 柏原市旭ヶ丘 4-672 

大阪府 渡辺病院 072-426-3456 岸和田市土生町 77 

大阪府 久米田病院 072-445-3545 岸和田市尾生町 6-12-31 

http://www.h.kpu-m.ac.jp/doc/practice/files/1519.pdf
http://www.nishiyama-hospital.or.jp/
http://www.hosp.go.jp/~maizuru/
http://www.hosp.go.jp/~maizuru/
http://nmc.kpu-m.ac.jp/
http://nmc.kpu-m.ac.jp/
http://nantanhosp.or.jp/
http://www.yamashiro-hp.jp/index.html
http://www.nclinic.jp/
http://www.koshokai.or.jp/aino/medical/
http://www.tanpisou-hosp.or.jp/
http://www.kaisana.com/
http://www.kokubu-byouin.jp/
http://www.seishikai.or.jp/
http://www011.upp.so-net.ne.jp/kumedahs/


2016年 8月 18日 

55 

 

大阪府 近畿大学医学部付属病院  072-366-0221 大阪狭山市大野東 377-2 

大阪府 浜寺病院 072-261-2664 高石市東羽衣 7-10-39 

大阪府 高槻病院 072-681-3801 高槻市古曾部町 1-3-13 

大阪府 大阪医科大学附属病院  072-683-1221 高槻市大学町 2-7 

大阪府 美喜和会 オレンジホスピタル  072-693-0052 高槻市奈佐原 10-10 

大阪府 光愛病院 072-696-2881 高槻市奈佐原 4-3-1 

大阪府 三国丘病院 072-233-1880 堺市堺区榎元町 1-5-1 

大阪府 藤田クリニック  072-272-6800 堺市西区津久野町 1丁 4-3 

大阪府 美原病院  072-361-0545 堺市美原区今井 380 

大阪府 金岡中央病院 072-252-9000 堺市北区中村町 450 

大阪府 京阪病院 06-6908-2019 守口市八雲中町 3-13-17 

大阪府 関西医科大学附属滝井病院 06-6992-1001 守口市文園町 10-15 

大阪府 吉村病院 072-336-3101 松原市別所 7-5-3 

大阪府 榎阪病院 06-6384-3365 吹田市江坂町 4-32-1 

大阪府 大阪大学医学部附属病院 06-6879-5111 吹田市山田丘 2-15 

大阪府 楓こころのホスピタル 072-463-3377 泉佐野市中庄 1025 

大阪府 七山病院 072-452-1231 泉南郡熊取町七山 2-2-1 

大阪府 いとうまもる診療所 072-453-2821 泉南郡熊取町希望が丘 3-7-14 

大阪府 白井病院 072-482-2011 泉南市新家 2776 

大阪府 紀泉病院  072-483-5521 泉南市新家 4296 

大阪府 松本診療所 06-6951-1848 大阪市旭区清水 3-8-31 

大阪府 大阪府立急性期・総合医療センター 06-6692-1201 大阪市住吉区万代東 3-1-56 

大阪府 大阪警察病院  06-6771-6051 大阪市天王寺区北山町 10-31 

大阪府 分野病院 06-6351-0002 大阪市都島区東野田町 5-3-33 

http://www.med.kindai.ac.jp/huzoku/
http://www.hamadera.com/
http://www.takatsuki.aijinkai.or.jp/
http://hospital.osaka-med.ac.jp/
http://www.orange-hp.or.jp/
http://www.kouai.or.jp/
http://www.mikunihill-hp.or.jp/
http://www016.upp.so-net.ne.jp/fujita-c/
http://www.mihara-hp.com/
http://www7.ocn.ne.jp/~kanachu2/
http://www,keihan-nishiurakai.jp/
http://www.kmu.ac.jp/takii/
http://www.yosimurahp.com/
http://www.esakahp.or.jp/
http://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/
http://www.kaede-cocoro.org/
http://www.7yama.or.jp/
http://mamoruito.com/
http://www.shiraihp.or.jp/
http://www.kisenhosp.com/
http://www.asahi.osaka.med.or.jp/guide/med/097.html
http://www.gh.opho.jp/
http://www.oph.gr.jp/
http://www.wakeno.jp/
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大阪府 大阪厚生年金病院  06-6441-5451 大阪市福島区福島 4-2-78 

大阪府 今川クリニック  06-6442-9780 
大阪市福島区福島 6-4-10ウエ

ストビル 2F 

大阪府 大阪府済生会中津病院  06-6372-0333 大阪市北区芝田 2-10-39 

大阪府 北野病院 06-6312-8821 大阪市北区扇町 2-4-20 

大阪府 住友病院  06-6443-1261 大阪市北区中之島 5-3-20 

大阪府 小坂病院 06-6722-5151 東大阪市永和 2-7-30 

大阪府 阪本病院 06-6721-0344 東大阪市西上小阪 7-17 

大阪府 汐の宮温泉病院 0721-34-1101 富田林市伏見堂 95 

大阪府 小曾根病院 06-6332-0135 豊中市豊南町東 2-6-4 

大阪府 箕面神経サナトリウム 072-722-3966 豊中市牧落 5-6-17 

大阪府 本町診療所 072-751-1331 池田市栄本町 9-4 

大阪府 楠杜せんじゅクリニック  072-737-5001 池田市満寿美町 2-12 

大阪府 箕面市立病院 072-728-2001 箕面市萱野 5-7-1 

大阪府 清順堂 ためなが温泉病院 072-729-7615 箕面市今宮 4-5-24 

大阪府 和泉丘病院 0725-54-0468 和泉市久井町 1286 

大阪府 新いずみ病院 0725-53-1555 和泉市唐国町 4-15-48 

大阪府 和泉中央病院 0725-54-1380 和泉市箕形町 6-9-8 

大阪府 
社会医療法人生長会和泉市立和泉診

療所 

0725-44-6921 和泉市幸 2-6-37 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

大阪府 水間病院 072-446-8102 貝塚市水間 51 

http://www.okn.gr.jp/
http://www.imagawa-clinic.com/index.shtml
http://www.nakatsu.saiseikai.or.jp/
http://www.kitano-hp.or.jp/
http://www.sumitomo-hp.or.jp/
http://www.kosaka-ten.or.jp/kosakahosp.htm
http://www.smhc.or.jp/
http://www.onsen-byouin.com/
http://www.ozone-hp.com/
http://www.choureikai.jp/mino/index.html
http://www.asahi-net.or.jp/~wv2H-GBN/IKEDA.html
http://kusunomori.net/
http://www.minoh-hp.jp/
http://www.tamenaga.jp/
http://www.izumi-kai.jp/
http://www.shinizumi-hp.or.jp/
http://www.kiseikai-izumi.jp/
https://www.seichokai.or.jp/izumishinryosho/
https://www.seichokai.or.jp/izumishinryosho/
http://www.kawasaki-kai.or.jp/


2016年 8月 18日 

57 

 

大阪府 新阿武山病院  072-693-1892 高槻市奈佐原 4-10-1 

大阪府 財団法人 浅香山病院  

072-222-9414（専用ダイヤ

ル） 
堺市堺区今池町 3-3-16 

大阪府 阪南病院 

072-278-0233（専用ダイヤ

ル） 
堺市中区八田南之町 277 

大阪府 弘済院附属病院 06-6871-8073 吹田市古江台 6-2-1 

大阪府 
大阪市立大学医学部附属病

院 

06-6645-2896 大阪市阿倍野区旭町 1-5-7 

大阪府 北斗会 ほくとクリニック病院  06-6554-9707 
大阪市大正区三軒家西 1-18-

7 

大阪府 六三会 大阪さやま病院 072-365-1875 大阪狭山市岩室 3-216-1 

大阪府 清心会 山本病院 0120-977-341 八尾市天王寺屋 6-59 

大阪府 北斗会 さわ病院 0120-004-142 豊中市城山町 1-9-1 

大阪府 総合病院東香里病院 

072-853-0540（専用ダイヤ

ル） 
枚方市東香里 1-24-34 

 

兵庫県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

兵庫県 
医療法人古橋会 揖保川病

院  

0791-72-3050 たつの市揖保川町半田 703番地 1 

兵庫県 はりまクリニック  0794-20-1900 加古川市尾上町池田 621-1 

http://www.shin-abuyama.or.jp/
http://www.asakayama.or.jp/
http://www.hannan.or.jp/
http://search.yahoo.co.jp/search?p=+%09%E5%BC%98%E6%B8%88%E9%99%A2%E9%99%84%E5%B1%9E%E7%97%85%E9%99%A2&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
http://www.hosp.med.osaka-cu.ac.jp/
http://www.hosp.med.osaka-cu.ac.jp/
http://hokuto.hokuto-kai.com/hokuto/index.html
http://www.osakasayama.jp/
http://www.yamamoto-hp.or.jp/
http://www.hokuto-kai.com/
http://www.higashikouri-hp.com/
http://www.ibogawa-hospital.jp/
http://www.ibogawa-hospital.jp/
http://harima-cl.senreikai.org/
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兵庫県 大村病院  0794-82-1132 三木市大村字北山 200 

兵庫県 白鷺サナトリューム 078-965-1203 神戸市西区神出町小束野 9-94 

兵庫県 若栄クリニック  078-360-1152 
神戸市中央区花隈町 3-3 メトロハイツ花くまビ

ル 2F 

兵庫県 宮地病院 078-451-1221 神戸市東灘区本山中町 4-1-8 

兵庫県 社会保険神戸中央病院 078-594-2211 神戸市北区惣山町 2-1-1 

兵庫県 きむら内科医院  078-792-3497 
神戸市須磨区白川台 3-62-1 ニューライフ白

川台 西棟 1F 

兵庫県 樋口脳神経クリニック  0798-32-1355 西宮市六湛寺町 11-17 

兵庫県 赤穂市民病院  0791-43-3222 赤穂市中広 1090 

兵庫県 
医療法人社団俊仁会 大植

病院  

0796-78-1231 朝来郡朝来町多々良木 1514 

兵庫県 田島診療所  06-6411-0600 尼崎市西立花町 2-14-8 

兵庫県 小川医院  06-6416-7789 尼崎市道意町４－４０－３ 

兵庫県 西武庫病院  06-6431-0015 尼崎市武庫元町 2-4-13 

兵庫県 姫路第一病院  079-252-0581 姫路市御国野町国分寺 143 

兵庫県 若林医院  079-297-7737 姫路市御立東 1-25-7 

兵庫県 姫路愛和病院 079-234-2117 姫路市飯田 3-219-1 

兵庫県 菊川内科･心療内科医院  0792-89-0110 姫路市保城 296-1 

兵庫県 
医療法人社団正仁会 明石

土山病院 

078-942-1021 明石市魚住町清水 2744-30 

兵庫県 明石病院 078-923-0877 明石市藤江 1315番地 

兵庫県 加東市民病院 0795-42-5511 加東市家原 85番地 

兵庫県 福本認知脳神経内科 078-802-0732 神戸市灘区岩屋北町 7丁目 3-2 

兵庫県 やまさきファミリークリニック  06-6430-0567 尼崎市御園町 54番地カーム尼崎 3F 

http://www.o-heiseikai.com/
http://www.kobe-shirasagi.or.jp/
http://www.wakae.msn.gr.jp/
http://www.meirinkai.or.jp/menu.htm
http://kobe-hosp.jp/
http://kimuraclinic1971.jp/departments/forgetfulness.html
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%A8%8B%E5%8F%A3%E8%84%B3%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
http://www.amh.ako.hyogo.jp/
http://www.shunjin-kai.or.jp/oue/index.htm
http://www.shunjin-kai.or.jp/oue/index.htm
http://ishakoko.jp/606136
http://www.ogawa-iin.jp/medical
http://www.nishimuko-hp.com/
http://www.himeji-daiichi.or.jp/
http://www.eonet.ne.jp/~wakabayashi-iin/
http://www.aiwahp.or.jp/hospital/hospital_top/HospitalTopPage.htm
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E8%8F%8A%E5%B7%9D%E5%86%85%E7%A7%91%EF%BD%A5%E5%BF%83%E7%99%82%E5%86%85%E7%A7%91%E5%8C%BB%E9%99%A2
http://www.athp.jp/
http://www.athp.jp/
http://www.akashihp.com/index.html
http://www.hosp.yashiro.hyogo.jp/
http://brain-care.net/?page_id=12
http://yamasaki-family-clinic.com/


2016年 8月 18日 

59 

 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

兵庫県 
兵庫県立リハビリテーション西播

磨病院 

0791-58-1092（専用ダイ

ヤル） 
たつの市新宮町光都 1-7-1 

兵庫県 医療法人敬愛会大塚病院 

0795-82-4874（専用ダイ

ヤル） 
丹波市氷上町絹山 513番地 

兵庫県 加古川西市民病院 

079-434-2059（専用ダイ

ヤル） 
加古川市米田町平津 384-1 

兵庫県 
独立行政法人国立病院機構兵庫

中央病院 

079-563-2121（内線

489） 
三田市大原 1314番地 

兵庫県 兵庫県立淡路医療センター 

0799-22-1200（内線

8006） 
洲本市下加茂 1-6-6 

兵庫県 神戸大学医学部附属病院 078-382-5111 神戸市中央区楠町 7-5-2 

兵庫県 一般財団法人甲南会甲南病院 

078-857-8720（専用ダイ

ヤル） 

神戸市東灘区鴨子ヶ原 1-5-

16 

兵庫県 兵庫医科大学病院  0798-45-6050 西宮市武庫川町 1-1 

兵庫県 兵庫県立姫路循環器病センター  

079-295-9195（専用ダイ

ヤル） 
姫路市西庄甲 520 

兵庫県 公立豊岡病院  

0796-22-1090（専用ダイ

ヤル） 
豊岡市戸牧 1094番地 

兵庫県 西脇市立西脇病院 0795-25-2006 西脇市下戸田 652-1 

 

奈良県 

http://www.hwc.or.jp/nishiharima/hosp/
http://www.hwc.or.jp/nishiharima/hosp/
http://www.otsuka-hp.or.jp/
http://www.kakohp.jp/west/
http://hyogo-chuo-hosp.jp/
http://hyogo-chuo-hosp.jp/
http://www.awaji-hosp.sumoto.hyogo.jp/
http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/index.html
http://www.kohnan.or.jp/kohnan/
http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/guide.html
http://www.hbhc.jp/outline/outline.html
http://www.toyookahp-kumiai.or.jp/toyooka/
http://nshp.jp/
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「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

奈良県 万葉クリニック  0744-26-2884 橿原市五井町 247 

奈良県 
奈良県立医科大学附属病院（精

神科） 

0744-22-3051 橿原市四条町 840 

奈良県 奈良県立五條病院  0747-22-1112 五條市野原西 5－2－59 

奈良県 済生会御所病院 0745-62-3585 御所市三室 20 

奈良県 東朋香芝病院 0745-76-0251 香芝市瓦口 211-1 

奈良県 医療法人緑会たなかクリニック  0745-45-1916 生駒郡平群町下垣内 124 

奈良県 
独立行政法人国立病院機構 やま

と精神医療センター  

0743-52-3081 大和郡山市小泉町 2815 

奈良県 かきざきクリニック  0743-59-6101 大和郡山市本庄町 297-1 

奈良県 郡山いむらクリニック  0743-55-0027 
奈良県大和郡山市田中町 763番

地 

奈良県 松本クリニック  0745-23-6667 大和高田市 3-18 オークタウン 6F 

奈良県 奈良医療センター 0742-45-4591 奈良市七条 2丁目 789 

奈良県 吉田病院 0742-45-4601 奈良市西大寺赤田町 1丁目 7-1 

奈良県 かづきクリニック  0742-32-3201 奈良市大宮町 5丁目 1-10-1 

奈良県 つづき脳神経外科クリニック  0742-52-8554 
奈良市中美ヶ丘 6丁目 3番 3号ク

リニックモール学研奈良登美ヶ丘 

奈良県 奈良県立奈良病院 0742-46-6001 奈良市平松一丁目 30番 1号 

奈良県 社会医療法人 高清会 高井病院 0743-65-0372 天理市蔵之庄町 461-2 

奈良県 藤村病院 0743-53-2001 大和郡山市北郡山町 104-3 

「認知症疾患医療センター」 

http://www.nanfu.or.jp/manyo/index.html
http://www.naramed-u.ac.jp/~hp/
http://www.naramed-u.ac.jp/~hp/
http://www.gojo-h.jp/kotu.htm
http://www.saiseikai-gose.jp/
http://www.kishoukai.or.jp/kashiba2009/kashiba_koutsuu.html
http://www.nara-tanakaclinic.com/0101.html
http://www.hosp.go.jp/~yamato/index.html
http://www.hosp.go.jp/~yamato/index.html
http://www.medic-grp.co.jp/doctor/kakicli/
http://imura-clinic.jp/
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E5%A4%A7%E5%92%8C%E9%AB%98%E7%94%B0%E5%B8%82&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
http://www.nho-nara.jp/html/department.html#tokusyu
http://www.heiwakai.or.jp/
http://www1.kcn.ne.jp/~kazuki-s/
http://www.tsuzuki-noge.jp/
http://www.nara-hp.jp/
http://www.takai-hp.com/index.html
http://www.touwakai.or.jp/index.html
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都道府県  電話番号 住所 

奈良県 秋津鴻池病院 0745-63-0601 御所市大字池之内 1064番地 

奈良県 ハートランドしぎさん 0745-31-3345 生駒郡三郷町勢野北 4丁目 13-1 

▲このページの先頭へ 

和歌山県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

和歌山県 上田神経科クリニック  0736-22-1000 伊都郡かつらぎ町笠田東 171 

和歌山県 
和歌山県立医科大学附属病院紀

北分院  

0736-22-0066 伊都郡かつらぎ町妙寺 219 

和歌山県 よしだクリニック  0736-69-5404 岩出市吉田鴨沼 413-1 

和歌山県 みどりクリニック  0736-34-2811 橋本市岸上 22-1 

和歌山県 今福診療所 073-425-2775 和歌山市今福 2-1-16 

和歌山県 河西田村病院 073-455-1015 和歌山市鳥橋東の丁 1-11 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

和歌山県 国保日高総合病院 0738-22-1111 御坊市薗 116-2 

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院  073-441-0516 和歌山市紀三井寺 811-1 

 

http://www.kounoikekai.com/html/akitsu/
http://www.heartland.or.jp/infomation/heartland/index.htm
http://www.alzheimer.or.jp/wp-admin/post.php?post=2825&action=edit&message=1#top
http://www.alzheimer.or.jp/wp-admin/post.php?post=2825&action=edit&message=1#top
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E4%B8%8A%E7%94%B0%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%A7%91%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.wakayama-med.ac.jp/med/bun-in/department/neurosurgery_memoryloss.html
http://www.wakayama-med.ac.jp/med/bun-in/department/neurosurgery_memoryloss.html
http://www.aicircle.com/c-yoshida/
http://www.nanroukai.or.jp/kanren/midori/index.html
http://care-net.biz/30/kinokuniiryo/iryo.php
http://www.seishou-kai.jp/kthp/index.html
http://www.hidakagh.gobo.wakayama.jp/
http://www.wakayama-med.ac.jp/hospital/index.html
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鳥取県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

鳥取県 国民健康保険智頭病院  0858-75-3211 八頭郡智頭町 1875 

鳥取県 
鳥取大学医学部附属病院 脳神経内

科  

0859-34-8032 米子市西町 36-1 

「認知症疾患医療センター」 

都道府

県 
 電話番号 住所 

鳥取県 南部町国民健康保険西伯病院 0859-66-2211 西伯郡南部町倭 397 

鳥取県 倉吉病院 0858-26-1011 倉吉市山根 43番地 

鳥取県 
特別医療法人明和会医療福祉センター 

渡辺病院  

0857-24-1151 鳥取市東町 3-307 

鳥取県 医療法人養和会 養和病院 

0859-29-5311(専用ダイ

ヤル） 

鳥取県米子市上後藤 3-5-

1 

 

島根県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

http://www2.town.chizu.tottori.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E9%B3%A5%E5%8F%96%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E9%83%A8%E9%99%84%E5%B1%9E%E7%97%85%E9%99%A2%20%E8%84%B3%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%86%85%E7%A7%91
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E9%B3%A5%E5%8F%96%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E9%83%A8%E9%99%84%E5%B1%9E%E7%97%85%E9%99%A2%20%E8%84%B3%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%86%85%E7%A7%91
http://www.saihaku-hospital.com/
http://www.jinkoukai.or.jp/kurabyou/index.html
http://www.mmwc.or.jp/
http://www.mmwc.or.jp/
http://www.yowakai.com/
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都道府県  電話番号 住所 

島根県 こなんホスピタル 0852-66-0712 松江市宍道町白石 129 

島根県 
特定特別医療法人昌林会 安来第一

病院  

0854-22-3411 安来市安来町 899-1 

島根県 島根大学医学部附属病院 0853-20-2262 出雲市塩冶町 89-1 

島根県 松江記念病院 0852-27-8111 松江市上乃木 3-4-1 

島根県 医療法人青葉会 松江青葉病院  0852-21-3565 松江市上乃木 5-1-8 

島根県 西川病院 0855-22-2390 浜田市港町 293-2 

島根県 浜田医療センター 0855-22-2300 浜田市浅井町 777-12 

島根県 シルバークリニック  0854-83-7757 大田市大田町大田イ 47-5 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

島根県 島根大学医学部附属病院 0853-20-2262 出雲市塩冶町 89-1 

 

岡山県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

岡山県 山本クリニック  086-271-7500 岡山市中区東川原 227-1 

岡山県 けやき通りメンタルクリニック  086-272-8570 岡山市中区浜 623-1 

岡山県 プライマリ・ケアセンター伊島  086-214-3100 岡山市北区伊島北町 7-5 

岡山県 中津クリニック  086-248-3773 岡山市北区西古松 237-127 

http://www.doujinkai.jp/
http://www.syourinkai.or.jp/index.html
http://www.syourinkai.or.jp/index.html
http://www.med.shimane-u.ac.jp/hospital/
http://www.souken-kai.or.jp/byouin/index.html
http://matsueaoba.or.jp/
http://www.nishikawa-hospital.jp/
http://hamada-nh.jp/
http://silverclinic.jimdo.com/
http://www.med.shimane-u.ac.jp/hospital/
http://www.myclinic.ne.jp/yclinic/pc/index.html
http://keyaki.hayashi-dorin.or.jp/
http://www.kohjin.ne.jp/hospital/ishima/ishima.html
http://www7a.biglobe.ne.jp/~nakatuclinic/
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岡山県 川崎医科大学附属川崎病院 086-225-2111 岡山市北区中山下 2-1-80 

岡山県 河田病院  086-252-1231 岡山市北区富町 2-15-21 

岡山県 
医療法人 不二尚和会 日笠クリニッ

ク 

086-255-5567 岡山市北区昭和町 14-32 

岡山県 岡山ひだまりの里病院 086-267-2011 岡山市南区北浦 822-2 

岡山県 きのこエスポアール病院  0865-63-0727 笠岡市東大戸 2908 

岡山県 医療法人愛善会 由良病院  0863-81-7125 玉野市深井町 11-13 

岡山県 
財団法人浅羽医学研究所附属 岡南

病院  

0863-32-1122 玉野市田井 2-4584 

岡山県 希望ｹ丘ホスピタル  0868-22-3158 津山市田町 115 

岡山県 
国立病院機構 南岡山医療センター 

神経内科 

086-482-1121 都窪郡早島町大字早島 4066 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

岡山県 医療法人慈圭会慈圭病院 

086-262-1191（内線 254）

（専用ダイヤル） 
岡山市南区浦安本町 100-2 

岡山県 総合病院岡山赤十字病院 086-222-8811 岡山市北区青江 2-1-1 

岡山県 岡山大学医学部付属病院  

086-235-7744（専用ダイヤ

ル） 
岡山市北区鹿田町 2-5-1 

岡山県 川崎医科大学附属病院 

086-464-0661（専用ダイヤ

ル） 
倉敷市松島 577 

岡山県 倉敷平成病院  

086-427-3535（専用ダイヤ

ル） 
倉敷市老松町 4-3-38 

岡山県 
こころの医療 たいようの丘ホスピ

タル 

0866-22-8300（専用ダイヤ

ル） 
高梁市落合町阿部 2200番地 

http://www.kawasaki-hp.jp/
http://kawada.or.jp/
http://www.hikasaclinic.com/index.html
http://www.hikasaclinic.com/index.html
http://hidamari.hayashi-dorin.or.jp/index.html
http://www.kinoko-group.jp/espoir.html
http://www.yura-hospital.jp/
http://www.amrf-kohnan.or.jp/
http://www.amrf-kohnan.or.jp/
http://www.tokufuu.or.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%97%85%E9%99%A2%E6%A9%9F%E6%A7%8B%20%E5%8D%97%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%20%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%86%85%E7%A7%91
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%97%85%E9%99%A2%E6%A9%9F%E6%A7%8B%20%E5%8D%97%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%20%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%86%85%E7%A7%91
http://www.zikei.or.jp/
http://www.okayama-med.jrc.or.jp/
http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/hos/
http://www.kawasaki-m.ac.jp/hospital/
http://www.heisei.or.jp/hospi_ward04.htm
http://www.ryoufhu.com/hp/
http://www.ryoufhu.com/hp/
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広島県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

広島県 大瀬戸内科 082-854-8585 安芸郡熊野町出来庭 2-18-11 

広島県 
（社）広島厚生事業協会 府中みくま

り病院 

082-281-2281 安芸郡府中町みくまり 3-1-11 

広島県 吉田総合病院 0826-42-0636 安芸高田市吉田町吉田 3666 

広島県 中村医院 0826-46-5588 安芸高田市向原町戸島 2846-5 

広島県 呉芸南病院 0823-72-1155 呉市阿賀中央 6丁目 7-24 

広島県 中央内科クリニック  0823-71-8585 呉市広中町 12-5 

広島県 
医療法人社団あおぞら会 古屋内科

クリニック  

0823-22-7577 呉市三条 2丁目 12-6 

広島県 医療法人 かわの内科胃腸科 0823-25-1411 呉市本町 4-2 

広島県 医療法人社団恵宣会 あきクリニック  082-822-0753 
広島市安芸区船越南 3丁目 7-

12 

広島県 安芸市民病院 082-827-0121 広島市安芸区畑賀 2-14-1 

広島県 よりしま内科外科医院 082-874-0020 広島市安佐南区祇園 6-21-16 

広島県 
医療法人フルライフ かとう外科・胃

腸科 

082-873-6622 
広島市安佐南区広島市安佐南

区八木二丁目 3-6 

広島県 
矢野脳神経外科・やのこどもクリニッ

ク 

082-849-2500 
広島市安佐南区沼田町大塚

3094-1 

http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%A4%A7%E7%80%AC%E6%88%B8%E5%86%85%E7%A7%91%E5%AE%89%E8%8A%B8%E9%83%A1&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
http://www.fuchu-mikumari.or.jp/
http://www.fuchu-mikumari.or.jp/
http://yoshida-gene-hospi.jp/
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%B8%AD%E6%9D%91%E5%8C%BB%E9%99%A2%E5%AE%89%E8%8A%B8%E9%AB%98%E7%94%B0%E5%B8%82&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
http://www.menet-hiroshima.jp/member/geinan.htm
http://www.myclinic.ne.jp/91294193/pc/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E3%81%82%E3%81%8A%E3%81%9E%E3%82%89%E4%BC%9A%E3%80%80%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%86%85%E7%A7%91%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E3%81%82%E3%81%8A%E3%81%9E%E3%82%89%E4%BC%9A%E3%80%80%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%86%85%E7%A7%91%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.kawanonaika.net/
http://www.keisenkai.info/
http://www.hosp.city.hiroshima.med.or.jp/
http://www.yorishima.com/gairai.html
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%80%80%E3%81%8B%E3%81%A8%E3%81%86%E5%A4%96%E7%A7%91%E3%83%BB%E8%83%83%E8%85%B8%E7%A7%91
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%80%80%E3%81%8B%E3%81%A8%E3%81%86%E5%A4%96%E7%A7%91%E3%83%BB%E8%83%83%E8%85%B8%E7%A7%91
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E7%9F%A2%E9%87%8E%E8%84%B3%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%A4%96%E7%A7%91%E3%83%BB%E3%82%84%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E7%9F%A2%E9%87%8E%E8%84%B3%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%A4%96%E7%A7%91%E3%83%BB%E3%82%84%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
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広島県 
医療法人社団八千代会 やちよクリニ

ック  

082-849-2753 
広島市安佐南区大塚西 3丁目

7008 

広島県 毘沙門クリニック  082-831-0108 
広島市安佐南区緑井 3丁目 40-

30 

広島県 医療法人敬愛会 沖野医院 082-812-3245 広島市安佐北区可部 6丁目 5-9 

広島県 医療法人 松村循環器・外科医院 082-921-0434 広島市佐伯区楽々園 2-2-19 

広島県 落久保外科循環器科クリニック  082-271-4733 広島市西区己斐本町 3丁目 2-8 

広島県 荒木脳神経外科病院 082-272-1114 広島市西区庚午北 2丁目 8-7 

広島県 福島生協病院 082-292-3171 広島市西区都町 42-7 

広島県 広島市立広島市民病院 082-221-2291 広島市中区基町 7-33 

広島県 妹尾内科 082-231-3873 
広島市中区十日市町 1丁目 4-

25 

広島県 医療社団法人 天野医院 082-221-0121 広島市中区西白島町 7-31 

広島県 パークビル内科  082-244-8700 広島市中区大手町 3-7-5 

広島県 介護老人保健施設 記念寿 082-294-8400 広島市中区本川町 1-4-3 

広島県 医療法人社団輔仁会 太田川病院 082-220-0221 広島市東区戸坂千足 1-21-25 

広島県 広島第一病院 082-229-0211 広島市東区戸坂南 2丁目 9-15 

広島県 
医療法人社団えとむ会 神人クリニッ

ク 

082-261-0600 広島市東区若草町 18-46 

広島県 松野クリニック  082-508-4488 広島市東区中山東 2-2-33 

広島県 広島鉄道病院 082-262-1171 広島市東区二葉の里 3-1-36 

広島県 ひろまさ会 谷本クリニック  082-262-0007 広島市東区尾長東 2丁目 5-4 

広島県 県立広島病院 082-254-1818 広島市南区宇品神田 1-5-54 

広島県 広島シーサイド病院 082-255-1010 広島市南区元宇品町 26-20 

広島県 医療法人社団仁風会 青木病院 0823-42-1121 江田島市江田島町中央 4-17-10 

広島県 興生総合病院 0848-63-5500 三原市円一町 2丁目 5-1 

http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E5%85%AB%E5%8D%83%E4%BB%A3%E4%BC%9A%E3%80%80%E3%82%84%E3%81%A1%E3%82%88%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E5%85%AB%E5%8D%83%E4%BB%A3%E4%BC%9A%E3%80%80%E3%82%84%E3%81%A1%E3%82%88%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E6%AF%98%E6%B2%99%E9%96%80%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%95%AC%E6%84%9B%E4%BC%9A%E3%80%80%E6%B2%96%E9%87%8E%E5%8C%BB%E9%99%A2
http://www4.ocn.ne.jp/~mmcc/
http://www.ochikubo-clinic.jp/index.html
http://arakihp.jp/gaiyo
http://hch.coop/fukushima/
http://www.city-hosp.naka.hiroshima.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%A6%B9%E5%B0%BE%E5%86%85%E7%A7%91
http://www1.ocn.ne.jp/~m_amano/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%93%E3%83%AB%E5%86%85%E7%A7%91
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%80%80%E8%A8%98%E5%BF%B5%E5%AF%BF
http://www.otagawa-hp.com/otagawa/index.html
http://www.wafukai.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E3%81%88%E3%81%A8%E3%82%80%E4%BC%9A%E3%80%80%E7%A5%9E%E4%BA%BA%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E3%81%88%E3%81%A8%E3%82%80%E4%BC%9A%E3%80%80%E7%A5%9E%E4%BA%BA%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%9D%BE%E9%87%8E%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B8%82&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
http://www.wjrhgh.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%BE%E3%81%95%E4%BC%9A%E3%80%80%E8%B0%B7%E6%9C%AC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.hph.pref.hiroshima.jp/
http://www.ss.wadoukai.jp/
http://www.jinpuukai.or.jp/
http://kohsei-hp.jp/
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広島県 医療法人仁康会 小泉病院 0848-66-3355 三原市小泉町 4245 

広島県 医療法人社団 岡崎医院 0824-63-5307 三次市十日市中 2丁目 14-33 

広島県 千代田病院 0826-72-6511 山県郡北広島町今田 3860 

広島県 さくら診療所 0824-72-8688 庄原市上原町 1810 

広島県 みよしクリニック  0824-72-4133 庄原市西本町 2丁目 15-47 

広島県 
医療法人社団光仁会 介護老人保健

施設こぶしの里 

08477-2-5252 庄原市東城町川東 152-4 

広島県 竹原病院 0846-22-0963 竹原市下野町 650 

広島県 介護老人保健施設ゆさか 0846-29-2190 竹原市西野町槇ヶ坪 184 

広島県 医療法人社団 なんぶ内科医院 082-434-7822 東広島市高屋町小谷 3253-1 

広島県 木阪病院 082-421-0800 東広島市西条町土与丸 1235 

広島県 木阪クリニック  082-422-2502 東広島市西条本町 12-2 

広島県 介護老人保健施設ひまわり  0829-38-2111 廿日市市宮内佐原田 4211の 4 

広島県 斉藤脳外科クリニック  0829-20-1212 廿日市市串戸二丁目 17番 5号 

広島県 JA広島総合病院  0829-36-3111 廿日市市地御前 1-3-3 

広島県 木曽病院 0848-23-5858 尾道市神田町 2-24 

広島県 府中市立府中北市民病院 0847-62-2211 府中市上下町上下 2100 

広島県 セントラル病院 084-924-4141 福山市住吉町 7-3 

広島県 沼隈病院 084-988-1888 福山市沼隈町中山南 469-3 

広島県 さとう脳外科クリニック 084-940-5855 福山市大門町 3丁目 28-43 

広島県 石井内科 084-936-1111 福山市本郷町 1605-2 

広島県 山陽病院 084-923-1133 福山市野上町二丁目 8番 2号 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

広島県 医療法人社団更生会草津病院 082-277-1001 広島市西区草津梅が台 10-1 

http://www.jinkokai.jp/koizumi-hp/index.html
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E3%80%80%E5%B2%A1%E5%B4%8E%E5%8C%BB%E9%99%A2
http://www.chiyoda-hospital.or.jp/
http://seijin-kai.com/facilities/sakura/medical/
http://www.kokoro-iyashi.info/archives/922396.html
http://www.koujinkai.org/kobushi/kobushihos.html
http://www.koujinkai.org/kobushi/kobushihos.html
http://www.keisenkai.info/contents/takehara_clinic/main.html
http://www.jinjyukai-takehara.or.jp/medical/index.html
http://www3.ocn.ne.jp/~nambuiin/
http://www.kisaka-hp.or.jp/
http://www.kisaka-hp.or.jp/center/clinic.html
http://www.googlhttp/www.miyauchi.or.jp/index.htmle.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%B2%E3%81%BE%E3%82%8F%E3%82%8A
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E6%96%89%E8%97%A4%E8%84%B3%E5%A4%96%E7%A7%91%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&fp=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&cad=b
http://www.hirobyo.jp/
http://www.kiso-hospital.or.jp/index.html
http://kitashimin.fuchuhp.jp/
http://www.central-hp.or.jp/
http://shounankai.or.jp/
http://www.sato-nougeka.com/index.html
http://www.ishiinaika.jp/
http://www.sanyo.or.jp/sanyo/
http://www.kusatsu-hp.jp/
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広島県 医療法人社団二山会 宗近病院 082-493-8651 
東広島市西条町御薗宇 703

番地 

広島県 医療法人大慈会三原病院 0848-63-8877 三原市中之町 6丁目 31-1 

広島県 医療法人社団せがわ会 千代田病院 0826-72-8262 山県郡北広島町今田 3860 

広島県 医療法人知仁会メープルヒル病院 0827-57-7461 大竹市玖波 5丁目 2-1 

広島県 医療法人社団和恒会 ふたば病院 0823-70-0571 呉市白石 4丁目 7-22 

広島県 医療法人社団緑誠会 光の丘病院 084-976-1412 福山市駅家町向永谷 302 

広島県 
医療法人微風会 三次神経内科クリニック

花の里 

0120-870-318 三次市十日市東 4丁目 3-10 

 

山口県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

山口県 宇部協立病院 0836-22-6111 宇部市五十目山 16-23 

山口県 扶老会病院 0836-67-1167 宇部市船木 833 

山口県 山口大学医学部付属病院 0836-22-2128 宇部市南小串 1-1-1 

山口県 王司病院 083-248-3631 下関市王司本町 1丁目 18-27 

山口県 稗田病院 083-251-2121 下関市稗田中町 8-18 

山口県 あんの循環器内科 083-924-1151 山口市吉敷中東 1丁目 1-1 

山口県 仁保病院 083-941-5555 山口市仁保下郷 1915-1 

山口県 かく脳神経外科クリニック 083-920-1001 山口市和泉町 8-17 

山口県 徳山医師会病院 0834-31-2350 周南市慶万町 10-1 

http://www.youyou.or.jp/
http://www.miharahp.com/hp/
http://www.chiyoda-hospital.or.jp/index.html
http://tijinkai.or.jp/index.html
http://wakokai.jp/ninchi/ninchi.html
http://www.hikarihp.com/
http://mifukai.jp/c_kyoten.html
http://mifukai.jp/c_kyoten.html
http://www.mcoop-kenbun.jp/
http://www.furoukai.jp/
http://www.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/
http://www.kihoukai.or.jp/
http://www.aoikai.jp/shisetu/hieda_hsp/
http://www.seirankai.or.jp/_anno/index.html
http://www.niho-hp.jp/
http://www7a.biglobe.ne.jp/~kaku-neurosurgery/
http://www.tokuyamaishikai.com/byouin/
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山口県 原田医院 0834-62-1500 周南市古河町 9-8 

山口県 木村脳神経・外科内科 0835-21-5533 防府市新田 780-3 

山口県 ながみつクリニック  0835-20-1230 防府市中央町 9-41 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

山口県 山口県立こころの医療センター  

0836-58-2327    

【0836-58-5950】 
宇部市東岐波 4004-2 

 

徳島県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

徳島県 徳島病院  0883-24-2161 吉野川市鴨島町敷地 354 

徳島県 三野田中病院 0883-77-2300 三好市三野田共生 

徳島県 鈴江病院 088-652-3121 徳島市佐古八番町 4-22 

徳島県 
医療法人 睦み会 城西ビオスクリニッ

ク 

088-611-1160 徳島市佐古一番町 5-2 

徳島県 もりの医院  088-625-1488 徳島市昭和町 2-71 

徳島県 田岡東病院  088-622-5556 徳島市城東町 2-7-9 

徳島県 城西病院 088-631-0181 徳島市南矢三町三丁目 11-23 

徳島県 八多病院 精神科  088-645-2233 徳島市八多町小倉 76 

徳島県 協立病院 088-668-1070 徳島市八万町橋本 92-1 

http://www.kokoro-iyashi.info/archives/925370.html
http://www.sokuinkai.com/kimura/
http://www.naga3-clinic.com/pc/index.html
http://www.y-kokoro.jp/p15-shikkan/index.html
http://www.tokusimahosp-nho.jp/
http://www.tanakahospital.or.jp/
http://www.suzue.jp/
http://www.j-bios.jp/index.html
http://www.j-bios.jp/index.html
http://heartfulcare.jp/morinoiin/
http://www.taoka-higashi.or.jp/
http://www.johsai-hp.or.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%85%AB%E5%A4%9A%E7%97%85%E9%99%A2%20%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%A7%91
http://www.kyowakai.com/kr/kr.htm
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徳島県 医療法人いちえ会 伊月病院 088-622-1117 徳島市徳島町 2丁目 54番地 

徳島県 藍里病院 088-694-5151 
板野郡上板町佐藤塚字東 288-

3 

徳島県 医療法人社団 桜樹会 桜木病院 0883-52-2583 美馬市脇町木ノ内 3763 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

徳島県 徳島県立中央病院 088-631-7151 徳島市蔵本 1-10-3 

 

香川県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

香川県 さぬき市民病院  0879-43-2521 さぬき市寒川町石田東公 387-1 

香川県 
香川県厚生農業協同組合連合会 滝

宮総合病院  

087-876-1145 綾歌郡綾川町滝宮 486 

香川県 医療法人社団豊南会香川井下病院 0875-52-2215 観音寺市大野原花稲 818-1 

香川県 香川県立丸亀病院 0877-22-2131 丸亀市土器町東 9-291 

香川県 
医療法人財団博仁会 キナシ大林病

院 

087-881-3631 高松市鬼無町藤井 435-1 

香川県 アイクリニック  087-812-0550 高松市亀井町 8-1 

香川県 西高松脳外科・内科クリニック  087-832-8811 高松市郷東町 134-1 

香川県 おさか脳神経外科病院 087-886-3300 高松市三名町 378-1 

http://www.itsuki-hp.jp/
http://www.aizato.or.jp/byouin_gairai.html
http://medical.yahoo.co.jp/hospital/240d4778ef8a7547825b19c704eeb6176fbbda6a/
http://www.tph.gr.jp/kenchu/
http://www.city.sanuki.kagawa.jp/hospital/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E9%A6%99%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E5%8E%9A%E7%94%9F%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%8D%94%E5%90%8C%E7%B5%84%E5%90%88%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A%E3%80%80%E6%BB%9D%E5%AE%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%97%85%E9%99%A2
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E9%A6%99%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E5%8E%9A%E7%94%9F%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%8D%94%E5%90%8C%E7%B5%84%E5%90%88%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A%E3%80%80%E6%BB%9D%E5%AE%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%97%85%E9%99%A2
http://www.kagawa-inoshita-hospital.or.jp/
http://www.pref.kagawa.jp/marugamebyoin/gairai.html
http://www.obayashihp.or.jp/
http://www.obayashihp.or.jp/
http://www2.netwave.or.jp/~a-k/iclinic/index.htm
http://www.nishitakamatsu.jp/
http://www.osaka-nhp.jp/
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香川県 みのりクリニック  0877-59-0082 坂出市駒止町 1-3-5 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

香川県 医療法人社団宝樹会小豆島病院 0879-75-0579 小豆郡小豆島町池田 2519-4 

香川県 香川大学医学部付属病院 087-898-5111 木田郡三木町池戸 1750-1 

香川県 大西病院 087-865-3360 高松市上天神町 336 

香川県 医療法人以和貴会 いわき病院 087-879-3533 高松市香南町由佐 113-1 

香川県 総合病院回生病院 0877-46-1011 坂出市室町 3-5-28 

香川県 西香川病院 0875-72-5121 三豊市高瀬比地中 2986-3 

 

愛媛県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

愛媛県 医療法人光祐会 くろだ病院 089-984-1201 伊予郡松前町神崎 586 

愛媛県 アキクリニック  0898-32-4886 今治市共栄町二丁目 2-1 

愛媛県 
財団法人新居浜精神衛生研究所付

属豊岡台病院 

0896-25-0088 四国中央市豊岡町長田 603-1 

愛媛県 医療法人鶯友会 牧病院  089-977-3351 松山市菅沢町甲 1151-1 

愛媛県 医療法人ビハーラ 藤原胃腸科 089-925-1313 松山市中央 2丁目 1236-5 

愛媛県 松山赤十字病院 089-924-1111 松山市文京町１番地 

愛媛県 財団新居浜病院 精神科・神経科  0897-43-6151 新居浜市松原町 13-47 

http://www.minori-clinic.jp/pc/
http://homepage2.nifty.com/meiwakai/hp/shodosimabyouinn.htm
http://www.kms.ac.jp/~hospital/
http://www.ohnishi-hp.or.jp/index.html
http://www.iwaki-hospital.or.jp/
http://www.kaisei.or.jp/patient/outpatient/department/dementia/index.html
http://www.nishikagawa.jp/
http://www.kuroda.or.jp/
http://www.aki-clinic.jp/top.html
http://www.toyookadai-hosp.or.jp/
http://www.toyookadai-hosp.or.jp/
http://www.maki-hospital.or.jp/
http://vihara-fujiwara.jp/
http://www.matsuyama.jrc.or.jp/index.shtml
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E6%96%B0%E5%B1%85%E6%B5%9C%E7%97%85%E9%99%A2%20%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%A7%91%E3%83%BB%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%A7%91
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愛媛県 財団法人正光会 御荘病院 0895-74-0111 南宇和郡愛南町御荘平山 846 

「認知症疾患医療センター」 

都道府

県 
 電話番号 住所 

愛媛県 公立学校共済組合 四国中央病院 0896-58-5610 
四国中央市川之江町 2233

番地 

愛媛県 医療法人十全会 十全第二病院 0897-47-6681 
新居浜市角野新田町 1丁目

1-28 

愛媛県 財団法人正光会 今治病院 080-8633-2000 今治市高市甲 786番地 13 

愛媛県 医療法人誠志会 砥部病院 089-957-5538 愛媛県伊予郡砥部町麻生 40-1 

愛媛県 
医療法人青峰会 真網代くじらリハビリテーシ

ョン病院 

0894-28-0999 八幡浜市真網代甲 229-5 

愛媛県 財団法人正光会 宇和島病院 0895-22-8020 宇和島市柿原 1280番地 

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 089-964-5111 東温市志津川 

 

高知県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

高知県 医療法人みずき会 芸西病院  0887-33-3833 安芸郡芸西村和食甲 4268 

高知県 高知県立芸陽病院 0887-34-3111 安芸市宝永町 3-33 

高知県 三愛病院 088-845-5291 高知市一宮西町 1-7-25 

http://www.shokokai-grp.or.jp/hospital/584.html
http://www.shikoku-ctr-hsp.jp/
http://www.shikoku.ne.jp/juzenkai/index.html
http://www.shokokai-grp.or.jp/category/imabari
http://tobebyouin.com/index.shtml
http://maajiro.kujira.biz/
http://maajiro.kujira.biz/
http://www.shokokai-grp.or.jp/category/uwajima
http://www.hsp.ehime-u.ac.jp/
http://www.mizukikai.or.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E8%8A%B8%E9%99%BD%E7%97%85%E9%99%A2%20%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%A7%91
http://www.sanai-hospital.jp/top/index.html
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高知県 菜の花診療所  088-825-1622 
高知市追手筋 1-9-22 高知メデ

ィカルプラザ 2F 

高知県 内田脳神経外科 088-843-1002 高知市塚の原 37 

高知県 いずみの病院 088-826-5511 高知市薊野北町 2-10-53 

高知県 特定医療法人仁生会細木病院 088-822-7211 高知市大膳町 37 

高知県 高知大学医学部附属病院  088-866-5811 南国市岡豊小蓮 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

高知県 高知県立あき総合病院  0887-35-1536 安芸市宝永町 1-32 

高知県 高知鏡川病院 088-833-5012 高知市城山町 270 

高知県 一陽病院 0889-42-1803 須崎市赤崎町 9-3 

高知県 渡川病院 0880-37-4649 四万十市具同 2278-1 

 

福岡県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府

県 
 電話番号 住所 

福岡県 ヨコクラ病院 0944-22-5811 みやま市高田町濃瀬 394 

福岡県 遠賀中間医師会おかがき病院 093-282-0181 遠賀郡岡垣町手野 145 

福岡県 田主丸中央病院 0943-72-2460 久留米市田主丸町益生田 892 

http://www.nanohana-cl.jp/
http://www3.ocn.ne.jp/~josenkai/uchida/
http://www.izumino.or.jp/
http://hosogi-hospital.jp/index.htm
http://www.kochi-ms.ac.jp/~hsptl/index.shtml
http://www.pref.kochi.lg.jp/~aki/
http://www.kagamigawa-hp.com/home/
http://www.ichiyo-hp.jp/index.html
http://watarigawa.com/
http://www.yokokura.jp/
http://www.onmah.jp/
http://www.seihoukai.or.jp/
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福岡県 福岡聖恵病院  092-942-6181 古賀市鹿部 482 

福岡県 福岡東医療センター  092-943-2331 古賀市千鳥 1-1-1 

福岡県 医療法人済世会 河野病院  092-947-0611 糟屋郡篠栗町尾仲 139 

福岡県 正信会 水戸病院 092-935-3755 糟屋郡須恵町大字旅石 115-483 

福岡県 福岡青洲会病院 092-939-0010 糟屋郡粕屋町大字長者原 800-1 

福岡県 高木病院 0944-87-0001 大川市大字酒見 141‐11 

福岡県 大牟田市立総合病院 0944-53-1061 大牟田市宝坂町 2-19-1 

福岡県 
うら梅の郷会 朝倉記念病院 もの

忘れ外来 相談室 

0946-22-1011 朝倉郡筑前町大久保 500 

福岡県 医療法人(社団)上野病院  0947-28-2182 田川郡福智町上野 3420 

福岡県 筑水会病院 0943-23-1191 八女市吉田 1191 

福岡県 飯塚病院 0948-22-3800 飯塚市芳雄町 3-83 

福岡県 福岡大学病院 092-801-1011 福岡市城南区七隈 7-45-1 

福岡県 江下内科クリニック  092-871-2225 福岡市城南区樋井川 1-6-26 

福岡県 さくら病院  092-864-1212 福岡市城南区片江 4-16-15 

福岡県 今津赤十字病院  092-806-2111 福岡市西区今津 377 

福岡県 白十字病院 092-891-2511 福岡市西区石丸 3-2-1 

福岡県 倉光病院 092-811-1821 福岡市西区飯盛 664-1 

福岡県 田北メモリーメンタルクリニック  092-832-6025 福岡市早良区室見 5-13-8 

福岡県 福岡山王病院 092-832-1100 福岡市早良区百道浜 3-6-45 

福岡県 福西会病院 092-861-2780 福岡市早良区野芥 1-2-36 

福岡県 御所ヶ谷ホームクリニック 092-739-8525 福岡市中央区舞鶴 1-6-1 ラフォーレ舞鶴 

福岡県 メンタルクリニック桜坂  092-725-7900 
福岡県福岡市中央区警固 3丁目 6-1 クラシオン

桜坂 2F 

福岡県 雁の巣病院 092-606-2861 福岡市東区雁の巣 1-26-1 

http://www.megumi-kai.or.jp/megumi-hospital/index.html
http://www.fe-med.jp/top.html
http://www.kawano-hp.com/najima/index.php
http://s-mito.org/
http://www.f-seisyukai.jp/index.html
http://www.kouhoukai.org/takagi/index.html
http://www.ghp.omuta.fukuoka.jp/
http://www.h3.dion.ne.jp/~e-uraume/
http://www.h3.dion.ne.jp/~e-uraume/
http://www.tagawaishikai.jp/index.cgi?MN_disp_hpt=1&hptID=91
http://www16.ocn.ne.jp/~chikusui/hospital.html
http://aih-net.com/index.html
http://www.hop.fukuoka-u.ac.jp/
http://www.eshita-clinic.jp/index.html
http://www.sakurahp.or.jp/
http://www.fukuoka.jrc.or.jp/imazu/index.html
http://www.hakujyujikai.or.jp/hakujyuji/
http://www.kuramitsu-hp.or.jp/index.html
http://www.takita-clinic.sakura.ne.jp/index.html
http://www.kouhoukai.or.jp/f-sanno/index.html
http://fukuseikai-hp.com/
http://goshogatani.com/ghc/index.html
http://www.mentalsakura.com/
http://www.gannosu.org/index.htm
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福岡県 響クリニック  092-674-2211 
福岡市東区香椎浜 3丁目 2番 5号メディコプラ

ザ香椎浜 

福岡県 原土井みどりのクリニック 092-691-0045 福岡市東区青葉 7丁目 26-1 

福岡県 三善病院 092-661-1611 福岡市東区唐原 4-18-15 

福岡県 福岡和白病院 092-608-0001 福岡市東区和白丘 2-2-75 

福岡県 松田脳神経外科クリニック 092-511-0500 福岡市南区寺塚 1-17-10 

福岡県 原村メンタルクリニック 092-554-6700 福岡市南区大橋 1-21-3 OMK大橋駅前ビル 

福岡県 ものわすれメンタルクリニック  092-534-5151 
福岡市南区大楠 2-19-20ピユアドームエレガン

テ平尾 

福岡県 原三信病院 092-291-3434 福岡市博多区大博町 1-8 

福岡県 のむら内科・神経内科クリニック  092-402-0112 
福岡市博多区博多駅中央街１－１ 新幹線博多ビ

ル 

福岡県 
光の庭メンタルクリニック 認知症外

来 

092-292-8336 
福岡市博多区博多駅東 1-13-1ダンガミビル II 

5F 

福岡県 小倉医療センター 093-921-8881 北九州市小倉南区春ケ丘 10‐1 

福岡県 
三原デイケア＋クリニック りぼん・り

ぼん 

093-513-2565 北九州市小倉北区宇佐町 1-9-30 

福岡県 産業医科大学病院 093-603-1611 北九州市八幡西区医生ケ丘 1-1 

福岡県 
小田内科・消化器科医院  健康診

査（もの忘れ外来）  

093-641-0808 北九州市八幡西区引野 1-2-30 

福岡県 
後藤外科胃腸科医院  脳神経外

科（もの忘れ外来）  

093-692-5100 北九州市八幡西区浅川 2-15-20 

福岡県 新門司病院  093-481-1368 北九州市門司区大字猿喰 615番地 

福岡県 医療法人翠甲会 甲斐病院 0944-73-1217 柳川市筑紫町 60-1 

福岡県 飯塚記念病院 0948-22-2316 飯塚市鶴三緒 1452-2 

http://hibiki-clinic.com/
http://www.midorinoclinic.com/index.html
http://www.myclinic.ne.jp/sanzen/pc/index.html
http://www.f-wajirohp.jp/index.php
http://www.matsudaclinic.jp/
http://www.kharamura.jp/
http://www.monowasure-mc.dr-clinic.jp/
http://www.harasanshin.or.jp/outpatient/monowasure/ninch
http://www.nomura-naika.com/
http://www.hikarinoniwa-mc.com/index.html
http://www.hikarinoniwa-mc.com/index.html
http://www.kokura-hp.jp/index.html
http://www.reborn-liveon.jp/
http://www.reborn-liveon.jp/
http://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/seisin/intro_j.html
http://nttbj.itp.ne.jp/0936410808/index.html
http://nttbj.itp.ne.jp/0936410808/index.html
http://www.gotoh-geka.jp/index.html
http://www.gotoh-geka.jp/index.html
http://nttbj.itp.ne.jp/0934811368/index.html
http://www.kai-hp.com/index.html
http://www.iizukakinen.jp/
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「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

福岡県 久留米大学病院  0942‐31-7611 久留米市旭町 67 

福岡県 医療法人光風会宗像病院 0940-36-2775 宗像市光岡 130 

福岡県 
独立行政法人国立病院機構大牟田病

院 

0944-58-7265 大牟田市大字橘 1044-1 

福岡県 医療法人牧和会 牧病院  

092-922-285７（専用ダイヤ

ル） 
筑紫野市永岡 976-1 

福岡県 医療法人昌和会見立病院 0947-46-2164 田川市大字弓削田 3237 

福岡県 九州大学病院  092-642-6235 福岡市東区馬出 3-1-1 

福岡県 医療法人小倉蒲生病院 

093-961-6541（専用ダイヤ

ル） 
北九州市小倉南区蒲生五丁目 5-1 

福岡県 医療法人社団緑風会 水戸病院 092-935-0073 粕屋郡志免町志免東 44--1 

福岡県 医療法人社団豊永会 飯塚記念病院 0948-22-2316 飯塚市鶴三緒 1452-2 

福岡県 医療法人社団温故会 直方中村病院 0949-26-1522 直方市大字頓野 993番地 1 

福岡県 
医療法人社団うら梅の郷会 朝倉記念

病院 

0946-22-1011 朝倉郡筑前町大久保 500番地 

福岡県 医療法人清友会 植田病院 0942-53-5161 筑後市大字西牟田 6359-3 

福岡県 医療法人社団翠会 行橋記念病院 0930-25-2000 行橋市北泉 3丁目 11-1 

福岡県 医療法人牧和会 牧病院 092-922-2857 福岡県筑紫野市大字永岡９７６－１ 

 

佐賀県 

http://www.hosp.kurume-u.ac.jp/index.html
http://www.munakata-hp.or.jp/index.html
http://www.omuta-hp.jp/
http://www.omuta-hp.jp/
http://www.maki.or.jp/dem_fr.html
http://www.shouwakai.or.jp/
http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/index.php
http://www.kokura-gamou.jp/
http://www.mitohospital.com/top.html
http://www.iizukakinen.jp/
http://www.onkokai.jp/nakamura/
http://uraume.jp/service/hospital
http://uraume.jp/service/hospital
http://ueda-hospital.jp/
http://www.yukuhashi-hp.or.jp/
http://www.maki.or.jp/dem_fr.html
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「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

佐賀県 医療法人清友会 清友病院 0952-98-3355 佐賀市久保泉町川久保 5457 

佐賀県 佐賀県立病院好生館  0952-24-2171 佐賀市水ケ江町 1-12-9 

佐賀県 早津江病院 0952-45-1331 佐賀市川副町大字福富 

佐賀県 医療法人勇愛会 大島病院  0942-89-2600 三養基郡みやき町大字白壁 4287 

佐賀県 ひろおか内科・神経内科クリニック  0952-73-8022 小城市三日月町久本 1295-2 

佐賀県 古賀内科 0952-44-2311 千代田町境原 281-2 

佐賀県 今村病院 0942-82-5550 鳥栖市とどろ木町 1523-6 

佐賀県 医療法人正友会 松岡病院 0942-83-4606 鳥栖市西新町 1422 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

佐賀県 佐賀大学医学部付属病院 0952-31-6511 佐賀市鍋島町 5-1-1 

佐賀県 国立病院機構肥前精神医療センター  0952-52-3231 神埼郡吉野ヶ里町三津 160 

佐賀県 医療法人財団友朋会嬉野温泉病院 

0954－43－0003（専用ダイヤ

ル） 
嬉野市嬉野町大字下宿乙 1919 

佐賀県 医療法人松籟会河畔病院 0955-77-2611 唐津市松南町 2-55 

 

長崎県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

http://seiyuukai.org/02_overview/index.html
http://www.koseikan.jp/
http://www.shoufuukai.or.jp/main/
http://www.ohshimahospital.jp/
http://hirooka-clinic.com/
http://seibokai.net/
http://www.josuikai.or.jp/
http://www.matsuoka-hp.com/
http://www.hospital.med.saga-u.ac.jp/hp/top.php
http://www.hizen-hosp.jp/
http://www.yuhokai.com/index.html
http://www.shouraikai.jp/kahan/
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都道府県  電話番号 住所 

長崎県 長崎北病院 095-886-8700 西彼杵郡時津町元村郷 800 

長崎県 真珠園療養所 0959-28-0038 西海市西彼町八木原郷 3453-1 

長崎県 中澤病院  0957-53-5072 大村市東大村 1丁目 2524-3 

長崎県 みちクリニック  095-818-2300 長崎桜町 5-8 桜町ビル 4階 

長崎県 新クリニック  095-848-7867 長崎市住吉町 2-26-2階 

長崎県 清原龍内科 精神科  095-813-0005 長崎市川口町 8-20 

長崎県 すがさきクリニック  095-820-1162 長崎市銅座町 4-14-4階 

長崎県 医療法人厚生会道ノ尾病院  095-856-1111 長崎市虹が丘町 1-1 

長崎県 長崎みどり病院 095-833-1350 長崎富士見町 18-24 

長崎県 島原保養院 0957-62-2969 島原市南川尻町 8189-2 

長崎県 あきやま診療所  0957-23-8110 諫早市 城見町 43-1 

長崎県 久保内科病院 0956-49-3377 佐世保市田原町 11番 9号 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

長崎県 
長崎県基幹型認知症疾患センター（長崎大学病

院内） 

095-819-7975 長崎市坂本町 1-7-1 

長崎県 出口病院 095-844-5293 長崎市柿泊町 2250 

長崎県 佐世保中央病院 0956-33-7151 佐世保市大和町 15 

 

熊本県 

http://www.shunkaikai.jp/kita/
http://www.sinjyuen.com/
http://www.hizankai.or.jp/nakazawa/
http://iryou.pref.nagasaki.jp/result_basic/cna0485.php5
http://www.arataclinic.com/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E6%B8%85%E5%8E%9F%E9%BE%8D%E5%86%85%E7%A7%91%20%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%A7%91
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E3%81%99%E3%81%8C%E3%81%95%E3%81%8D%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.michinoo.or.jp/
http://www.byouin-kensaku.com/midori/
http://www.saikakai.jp/hoyoin/hoyouindex.html
http://www.kokoro-iyashi.info/archives/926234.html
http://www.kubonaika.or.jp/index.htm
http://www.med.nagasaki-u.ac.jp/psychtry/HP/dementia/info.html
http://www.med.nagasaki-u.ac.jp/psychtry/HP/dementia/info.html
http://www.deguchi.or.jp/
http://www2.hakujyujikai.or.jp/chuo/
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「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

熊本県 小国公立病院 0967-46-3111 阿蘇郡小国町宮原 1743番地 

熊本県 あおば病院 0964‐32‐7772 宇城市松橋町萩尾 20037-1 

熊本県 医療法人芳和会 菊陽病院  096-232-3171 菊池郡菊陽町原水 5587 

熊本県 宮本内科医院 096‐293-1700 菊池郡大津町大字室 539-10 

熊本県 菊池中央病院 0968‐25‐3141 菊池市隈府 494 

熊本県 みつぐまち診療所 096-323-6123 熊本市貢町 135 

熊本県 くまもと悠心病院 096-389-1882 熊本市小山町 1808-2 

熊本県 医療法人敬愛会 城山病院  096-329-7878 熊本市城山上代町 1-145 

熊本県 向陽台病院 096-272-7211 熊本市植木町鐙田 1025 

熊本県 くまもと青明病院 096-366-2291 熊本市渡鹿 5丁目 1番 37号 

熊本県 城南病院  0964-28-2555 熊本市南区城南町舞原無番地 

熊本県 武蔵ヶ丘病院 096‐339-1161 熊本市楠 7-15-1 

熊本県 弓削病院 096-338-3838 熊本市龍田町弓削 679－2 

熊本県 荒尾こころの郷病院 0968-62-0657 荒尾市荒尾 1992番地 

熊本県 西合志病院 096-242-2745 合志市御代志 812-2 

熊本県 独立行政法人国立病院機構 菊池病院 096-248-2111 合志市福原 208 

熊本県 山鹿回生病院 0968-44-2211 山鹿市古閑 1500番地 1 

熊本県 山鹿中央病院 0968-43-6611 山鹿市山鹿 1000 

熊本県 益城病院 096‐286-3611 上益城郡益城町惣領 1530 

熊本県 医療法人山田会 八代更生病院 0965-33-4205 八代市古城町 1705 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

http://www.ogunihp.or.jp/
http://www.aoba-hospital.jp/sub1.html
http://www.kikuyouhp.jp/
http://www17.ocn.ne.jp/~seiwakai/index.html
http://www.nobuokakai.ecnet.jp/
http://www.myclinic.ne.jp/mitg/pc/
http://www.yuusin.jp/
http://www.jyozan.or.jp/
http://www.koyodai.or.jp/?1
http://www.kyouninkai.jp/seimei-hp/
http://www.jonan-hospital.or.jp/
http://www.tanakakai.com/musashigaoka/
http://www.yuge-hp.or.jp/
http://senshinkai.or.jp/kokoro/
http://vansay.jp/koshi/
http://www.kikuchi-nhp.jp/
http://www.yamagakaisei.or.jp/index.html
http://www.yamagachuohp.jp/index.htm
http://www.mashiki.jp/
http://www.y-kousei.jp/
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熊本県 阿蘇やまなみ病院 0967-22-0525 阿蘇市一の宮町宮地 115-1 

熊本県 くまもと心療病院 0964-22-1081 宇土市松山町 1901 

熊本県 熊本大学医学部附属病院 096-344-2111 熊本市本荘 1-1-1 

熊本県 くまもと青明病院 096-366-2291 熊本市渡鹿 5丁目 1番 37号 

熊本県 荒尾こころの郷病院 0968-62-0657 荒尾市荒尾 1992番地 

熊本県 医療法人精翆会吉田病院 0966-22-4051 人吉市下城本町 1501 

熊本県 天草病院 0969-23-6111 天草市佐伊津町 5789 

熊本県 山鹿回生病院 0968-44-2211 山鹿市古閑 1500番地 1 

熊本県 益城病院 096‐286-3611 上益城郡益城町惣領 1530 

熊本県 平成病院 0965-32-8171 八代市大村町 720-1 

 

大分県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

大分県 医療法人仁和会 佐藤第二病院 0978-32-2100 宇佐市大字中原 347 

大分県 佐伯保養院 0972-22-1461 佐伯市東町 27-12 

大分県 医療法人さくら会わかば台クリニック  097-528-1811 大分市種具字西受 748-2 

大分県 長松神経内科・内科クリニック  097-540-7171 大分市新春日町 1丁目 1-29-2Ｆ 

大分県 大分赤十字病院 097-532-6181 大分市千代町 3-2-37 

大分県 リバーサイド病院 097-568-7991 大分市大字宮崎 6-3 

大分県 えとう内科病院 097-597-6150 大分市中判田 1428番地の 1 

大分県 井野辺病院 097-586-5522 大分市中尾字平 255 

http://www.yamanami.ne.jp/
http://k-shinryou.jp/
http://www.kuh.kumamoto-u.ac.jp/
http://www.kyouninkai.jp/seimei-hp/
http://senshinkai.or.jp/kokoro/
http://www.seisui.or.jp/
http://www.amakusa-hp.or.jp/
http://www.yamagakaisei.or.jp/index.html
http://www.mashiki.jp/
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%B9%B3%E6%88%90%E7%97%85%E9%99%A2%E7%86%8A%E6%9C%AC&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
http://www.sato2hp.or.jp/
http://www.saikihoyouin.com/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89%E4%BC%9A%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%81%B0%E5%8F%B0%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.nagamatsu.or.jp/
http://www.oitasekijyuji.jp/
http://www.riverside-hp.jp/
http://www.etounaika-hosp.com/index.html
http://www.inobe.or.jp/inobe/index.html
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大分県 大分県立病院 097-546-7111 大分市豊鐃 476 

大分県 明野中央病院 097-558-3211 大分市明野東 2-9-33 

大分県 心療クリニック済生堂  0979-26-0670 中津市豊田町 2-20 

大分県 ふるかわメディカルクリニック  0979-24-4160 中津市豊田町 6-4 

大分県 つくみクリニック  0972-85-0055 津久見市宮元町 2-23 

大分県 津久見中央病院 0972-82-1123 津久見市大字千怒 6011 

大分県 医療法人百花会上野公園病院  0973-22-7723 日田市大字高瀬字篠原 2226-1 

大分県 安部第一医院 0977-23-3345 別府市上野口町 3-40 

大分県 大分県厚生連鶴見病院 0977-23-7111 別府市大字鶴見 4333番地 

大分県 医療法人慈愛会向井病院  0977-23-0241 別府市南立石 241-15 

大分県 千嶋病院  0978-22-3185 豊後高田市呉崎 775 

大分県 高田中央病院 0978-22-3745 豊後高田市新地 1176-1 

大分県 帰巖会 みえ病院  0974-22-2222 豊後小野市三重町赤嶺 1250-1 

大分県 大分大学医学部附属病院 097-549-4411 由布市狭間町医大ヶ丘 1丁目 1番地 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

大分県 医療法人社団淵野会緑ヶ丘保養園  

097-593-3888（専用ダイ

ヤル） 
大分市大字丹生 1747 

 

宮崎県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

http://www.oita-kenbyo.jp/
http://www.coara.or.jp/~akenohp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%BF%83%E7%99%82%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E6%B8%88%E7%94%9F%E5%A0%82
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.bungo.or.jp/nagamatu/
http://www.coara.or.jp/~tsukumim/byouin.htm
http://www15.ocn.ne.jp/~uenokoen/
http://www.abedaiichi.jp/
http://www.ok-tsurumi.com/
http://www.mukai-hp.com/
http://www.d-b.ne.jp/chishimahp/
http://www10.ocn.ne.jp/~takachuo/htm/
http://www.kigankai.or.jp/okamoto/index.html
http://www.med.oita-u.ac.jp/hospital/index.html
http://www.fuchinokai.or.jp/midorigaoka/
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都道府県  電話番号 住所 

宮崎県 医療法人悠生会 吉田病院  0982-37-0126 延岡市松原町 4-8850 

宮崎県 医療法人ハートピア細身クリニック  0985-35-1100 宮崎市橘通西 1丁目 5-3 

宮崎県 クリニックうしたに  0985-52-8080 宮崎市恒久 5065 

宮崎県 石川内科 0985-32-2234 宮崎市神宮西 1-49-1 

宮崎県 宮崎大学医学部付属病院 0985-85-1510 宮崎市清武町木原 5200 

宮崎県 みなうち内科神経内科 0985-39-8511 宮崎市大字島之内 6714-1 

宮崎県 井上病院 0985-39-5396 宮崎市大字芳土 80 

宮崎県 宮崎生協病院 0985-24-8877 宮崎市大島町天神前 1171 

宮崎県 古賀総合病院 0985-39-8888 宮崎市池内町数太木 1749-1 

宮崎県 雁々音クリニック  0985-31-5008 宮崎市東大宮 4-20-3 

宮崎県 若久病院 0985-51-1548 宮崎市福島町寺山 3147 

宮崎県 和知川原生協クリニック  0985-23-0050 宮崎市和知川原町 2-25-1 

宮崎県 県南病院 0987-72-0224 串間市大字西方 3728番地 

宮崎県 豊栄クリニック  0986-39-2525 都城市下長飯町 1609番地 

宮崎県 藤元早鈴病院 0986-25-1313 都城市早鈴町 17-1 

宮崎県 けいめい記念病院 0985-75-7007 東諸県郡国富町大字岩知野字六江 762 

宮崎県 医療法人同仁会 谷口病院  0987-23-1331 日南市風田 3861 

宮崎県 医療法人 慶明会  おび中央病院 0987-25-2525 宮崎県日南市飫肥 6丁目 2-28 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

宮崎県 野崎病院 0985-51-3111 宮崎市恒久 5567 

宮崎県 医療法人向洋会協和病院 0982-54-2806 日向市大字財光寺 1194-3 

宮崎県 社団法人八日会 大悟病院 0986-52-5800 北諸県郡三股町大字長田 1270 

http://www.yoshida-hp.com/top.html
http://www9.ocn.ne.jp/~hosomicl/
http://www.ushitani.com/
http://www.sanyu-kai.jp/index.html
http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/hospital/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%86%E3%81%A1%E5%86%85%E7%A7%91%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%86%85%E7%A7%91
http://www.inoue-hp.net/
http://m-seikyouhp.com/
http://www.kgh.or.jp/
http://www1.ocn.ne.jp/~syunko/kariganetop.html
http://www.wakahisa.or.jp/
http://www1.bbiq.jp/miyazaki-miniren/wachi-cl.htm
http://www.kennan-hospital.or.jp/
http://www.houei-group.or.jp/clinic/index2.html
http://www.fujimoto.or.jp/hayasuzu/
http://www.keimei-kinen.jp/index.html
http://www.taniguchi-hospital.jp/
http://www.keimei.or.jp/obichuo/hospital/
http://www.koujunkai.jp/nozaki/index.shtml
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%90%91%E6%B4%8B%E4%BC%9A%E5%8D%94%E5%92%8C%E7%97%85%E9%99%A2&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
http://www.fujimoto.or.jp/
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鹿児島県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

鹿児島県 医療法人昭芳会 林内科医院 0995-75-2047 姶良郡湧水町中津川４９８ 

鹿児島県 医療法人慈和会 大口病院 0995-22-0336 伊佐市大口大田 68 

鹿児島県 医療法人柏葉会 水間病院 0995-26-1211 伊佐市菱刈前目 2125 

鹿児島県 医療法人圭泉会 稲医院 0997-52-0486 奄美市名瀬市金久町 5-4 

鹿児島県 医療法人碧山会 朝沼クリニック  0997-55-1555 奄美市名瀬石橋町 7-1 

鹿児島県 メンタルクリニック MaTeria  0997-55-0055 
奄美市名瀬末広町 18-25 グランセ末

広ビル１F 

鹿児島県 肝属郡医師会立病院 0994-22-3111 肝属郡錦江町神川 135-3 

鹿児島県 屋久島町栗生診療所 0997-48-2103 熊毛郡屋久島町栗生 1743 

鹿児島県 医療法人卓翔会 市比野記念病院 0996-38-1200 薩摩川内市 樋脇町市比野 3079 

鹿児島県 医療法人慈光会 宮薗病院 0993-32-2001 指宿市開聞十町 1266 

鹿児島県 医療法人微笑会 田畑クリニック  0993-24-5131 指宿市十町 2406-1 

鹿児島県 医療法人青仁会 池田病院 0994-43-3434 鹿屋市下祓川町 1830 

鹿児島県 医療法人大徳会 桜ヶ丘病院 0994-44-8688 鹿屋市西原 4丁目 15-5 

鹿児島県 医療法人玉水会 玉水会病院 099-223-3330 鹿児島市下伊敷 1丁目 1-5 

鹿児島県 アクラス中央病院 099-203-0100 鹿児島市武岡 1-121-5 

鹿児島県 医療法人明輝会 内村川上内科 098-244-1500 鹿児島市川上町 2750-18 

鹿児島県 医療法人一誠会 三宅病院 099-268-3512 鹿児島市谷山中央 7丁目 3-1 

鹿児島県 厚地脳神経外科病院 099-226-1231 鹿児島市東千石町 4-13 

http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%98%AD%E8%8A%B3%E4%BC%9A%E3%80%80%E6%9E%97%E5%86%85%E7%A7%91%E5%8C%BB%E9%99%A2
http://www.jiwakai.or.jp/index.php?FrontPage
http://www.mizuma-hp.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%9C%AD%E6%B3%89%E4%BC%9A%E3%80%80%E7%A8%B2%E5%8C%BB%E9%99%A2
http://www2.synapse.ne.jp/hekizan/
http://www.mc-materia.com/
http://www.kimotsuki-cdh.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%B1%8B%E4%B9%85%E5%B3%B6%E7%94%BA%E6%A0%97%E7%94%9F%E8%A8%BA%E7%99%82%E6%89%80
http://www10.ocn.ne.jp/~imh/
http://www3.synapse.ne.jp/miyazono-hp/
http://www.myclinic.ne.jp/tabataclinic/pc/
http://www.ikeda-hp.com/
http://www.myclinic.ne.jp/sakuragaoka/pc/
http://www.nakae-group.com/
http://acras-hp.com/
http://www.meikikai.com/clinic/index.html
http://www.miyake-hp.or.jp/
http://www.jifukai.jp/anh/index.html
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鹿児島県 医療法人仁愛会 崎元病院 099-224-5650 鹿児島市東千石町 4-13 

鹿児島県 医療法人浩英会 高尾野クリニック  0996-82-2628 出水市高尾野下水流 761 

鹿児島県 医療法人公盡会 出水病院 0996-62-0419 出水市麓町 29-１ 

鹿児島県 医療法人純青会 せいざん病院 0997-22-0270 西之表市西之表 10019 

鹿児島県 田上病院 0997-22-0960 西之表市西之表 7463 

鹿児島県 尾郷クリニック  0986-76-1045 曽於市末吉町二之方 2126 

鹿児島県 医療法人南溟会 宮上病院 0997-82-0002 大島郡徳之島町亀津 7268 

鹿児島県 医療法人蒼風会 児玉病院 0993-56-4111 南九州市川辺町田部田 3525 

鹿児島県 医療法人尚和会 知覧保養院 0993-84-1311 南九州市知覧町永里 2082 

鹿児島県 医療法人博悠会 博悠会温泉病院 099-274-2238 日置市日置郡東市来町湯田 4648 

鹿児島県 
社会医療法人聖医会 サザン・リージョン

病院 

0993-72-1351 枕崎市緑町 220 

鹿児島県 医療法人真和会 とくだクリニック  0995-64-1717 霧島市溝辺町麓 1503-1 

鹿児島県 医療法人誠井会 井料クリニック  0995-46-9300 霧島市国分広瀬 2丁目 28-40 

鹿児島県 医療法人三幸会 八木クリニック  0995-56-3000 霧島市福山町福山 4516 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

鹿児島県 医療法人永光会 栗野病院 0995-74-2503 姶良郡湧水町北方 1854 

鹿児島県 医療法人博仁会 宮之城病院 0996-53-0180 薩摩郡さつま町船木 34 

鹿児島県 財団法人慈愛会 谷山病院 099-269-4111 鹿児島市小原町 8-1 

鹿児島県 医療法人仁心会 松下病院 0995-42-2121 霧島市 隼人町真孝 998 

鹿児島県 医療法人 互舎会 荘記念病院 0996-82-3113 出水市高尾野町下水流 862番地 1 

鹿児島県 医療法人猪鹿倉会 パールランド病院 099-238-0168 鹿児島市犬追町 2253 

 

http://www.jinaikai.com/sakimoto/index.html
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%B5%A9%E8%8B%B1%E4%BC%9A%E3%80%80%E9%AB%98%E5%B0%BE%E9%87%8E%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www18.ocn.ne.jp/~izumi_hp/
http://www.minc.ne.jp/~seizan/
http://www.tanoue-hospital.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%B0%BE%E9%83%B7%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.hospital-miyagami.com/
http://www.kodama-hospital.com/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%B0%9A%E5%92%8C%E4%BC%9A%E3%80%80%E7%9F%A5%E8%A6%A7%E4%BF%9D%E9%A4%8A%E9%99%A2
http://www.hakuyukaionsenbyouin.com/
http://southernregion.jp/
http://southernregion.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%9C%9F%E5%92%8C%E4%BC%9A%E3%80%80%E3%81%A8%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E8%AA%A0%E4%BA%95%E4%BC%9A%E3%80%80%E4%BA%95%E6%96%99%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%B8%89%E5%B9%B8%E4%BC%9A%E3%80%80%E5%85%AB%E6%9C%A8%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%B0%B8%E5%85%89%E4%BC%9A%E3%80%80%E6%A0%97%E9%87%8E%E7%97%85%E9%99%A2%28%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E7%96%BE%E6%82%A3%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%29
http://www4.ocn.ne.jp/~miyahp/index.html
http://www1.bbiq.jp/taniyama-hp/index.html
http://matsushitahp.org/
http://www.shoukinen-hp.jp/
http://www.pearlland.or.jp/
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沖縄県 

「もの忘れ外来」「認知症外来」 

都道府県  電話番号 住所 

沖縄県 いずみ病院 098-972-7788 うるま市栄野比 1150番地 

沖縄県 城間クリニック  098-878-8213 浦添市前田 1992 1F 

沖縄県 沖縄中央病院 098-938-3188 沖縄市知花 5-26-1 

沖縄県 沖縄リハビリテーションセンター病院  098-982-1777 沖縄市比屋根 2-15-1 

沖縄県 南山病院 098-994-3660 糸満市賀数 406-1 

沖縄県 与那原中央病院 098-945-8101 島尻郡与那原町字与那原 2905 

沖縄県 八重洲クリニック  098-861-8618 那覇市松山 2丁目 23-13 

「認知症疾患医療センター」 

都道府県  電話番号 住所 

沖縄県 特定医療法人アガペ会 北中城若松病院 098-975-6122 北中城村字大城 311 

沖縄県 
医療法人社団輔仁会 嬉野が丘サマリヤ

人病院 

098-888-3784 島尻郡南風原町字新川 460番地 

 

 

http://izumihospital1985.or.jp/
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&q=%E5%9F%8E%E9%96%93%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%20%E5%BF%83%E7%99%82%E5%86%85%E7%A7%91%E3%83%BB%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%A7%91
http://www.oc-hospital.com/index.html
http://www.tapic-reha.or.jp/
http://www.nanzan.or.jp/
http://www.ycb.or.jp/
http://www.yaesu-clinic.com/
http://www.agape-wakamatsu.or.jp/wakamatsu_hospital/idea/
http://www.tazaki-group.or.jp/samariya/samariya.htm
http://www.tazaki-group.or.jp/samariya/samariya.htm

