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所属病院

住所

電話番号

北海道

内海久美⼦

砂川市⽴病院・精神科

砂川市⻄4条北3-1-1

0125-54-2131

北海道

⼩林清樹

札幌医科⼤学附属病院・神経精神科

札幌市中央区南1条⻄16-291

011-611-2111

北海道

佐久間千尋

佐々⽊内科クリニック

札幌市中央区北10条⻄20-1-5

011-631-4329

北海道

⽥端⼀基

旭川圭泉会病院・精神科

旭川市東旭川町下兵村252

0166-36-1559

北海道

直江寿⼀郎

旭川圭泉会病院・精神科

旭川市東旭川町下兵村252

0166-36-1559

北海道

宮本礼⼦

桜台江仁会病院

札幌市厚別区厚別⻄5条5-1-1

011-894-8181

北海道

森川⽂淑

旭川圭泉会病院・精神科

旭川市東旭川町下兵村252

0166-36-1559

⻘森

東海林幹夫

弘前⼤学医学部附属病院・神経内科

弘前市本町53

0172-33-5111

⻘森

牧⼝幸⼀

藤代健⽣病院

弘前市藤代2-12-1

0172-36-5181

秋⽥

下村⾠雄

秋⽥県⽴リハビリテーション・精神医療センター・リハビリテーション科

⼤仙市協和上淀川字五百刈⽥352

018-892-3751

宮城

荒井啓⾏

東北⼤学病院・⽼年科

仙台市⻘葉区星陵町1-1

022-717-7000

宮城

岩崎鋼

仙台⻄多賀病院・漢⽅医学センター

仙台市太⽩区鈎取本町2-11-11

022-245-2111

宮城

⻄尾慶之

東北⼤学病院・⾼次脳機能障害科

仙台市⻘葉区星陵町1-1

022-717-7000

宮城

森悦朗

東北⼤学病院・⾼次脳機能障害科

仙台市⻘葉区星陵町1-1

022-717-7000

⼭形

川勝忍

⼭形⼤学医学部附属病院・精神科

⼭形市飯⽥⻄2-2-2

023-628-5505

福島

⼩林直⼈

あずま通りクリニック

福島市栄町1-28 松ヶ丘ビル1F

024-523-4440

福島

⽥⼦久夫

舞⼦浜病院

いわき市平藤間字川前63-1

0246-39-2059

新潟

武内廣盛

さいがた病院・精神科

上越市⼤潟区犀潟468-1

025-534-3131

新潟

森⽥昌宏

三島病院・認知症疾患医療センター・精神科

⻑岡市藤川1713-8

0258-42-3400

⽯川

平松茂

公⽴能登病院・精神センター

七尾市藤橋町ア部6-4

0767-52-6611

⽯川

松原三郎

松原病院

⾦沢市⽯引4-3-5

076-231-4138

⽯川

⼭⼝成良

松原病院

⾦沢市⽯引4-3-5

076-231-4138

⽯川

⼭⽥正仁

⾦沢⼤学附属病院・神経内科

⾦沢市宝町13-1

076-265-2000

⻑野

天野直⼆

信州⼤学医学部附属病院・精神科

松本市旭3-1-1

0263-35-4600

⻑野

埴原秋児

信州⼤学医学部附属病院・精神科

松本市旭3-1-1

0263-35-4600

⻑野

宮下俊⼀

宮下医院

須坂市⾼梨町260-5

026-248-1355
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⻑野

宮下暢夫

宮下医院・神経内科

上⽥市中央⻄1-15-12

0268-22-4328

茨城

新井哲明

筑波⼤学附属病院・精神神経科

つくば市天久保2-1-1

029-853-3570

茨城

⾼橋晶

筑波⼤学附属病院・精神神経科

つくば市天久保2-1-1

029-853-3570

茨城

⽔上勝義

⽯崎病院・精神科

東茨城郡茨城町上⽯崎4698

029-293-7155

栃⽊

近藤智善

野⽊病院

下都賀郡野⽊町友沼5320-2

0280-57-1011

栃⽊

横地正之

マロニエ苑

那須塩原市井⼝533-4

0287-36-6622

群⾺

池⽥将樹

群⾺⼤学医学部附属病院・神経内科

前橋市昭和町3-39-15

027-220-8538

群⾺

岡本幸市

⽼年病研究所附属病院

前橋市⼤友町3-26-8

027-253-3311

群⾺

⽥中志⼦

内⽥病院・⽼年内科

沼⽥市久屋原町345-1

0278-23-1231

群⾺

⼭⼝晴保

⽼年病研究所附属病院

前橋市⼤友町3-26-8

027-253-3311

埼⽟

深津亮

埼⽟精神神経センター

さいたま市中央区本町東6-11-1

048-857-6811

埼⽟

森秀⽣

順天堂⼤学医学部附属順天堂越⾕病院・神経内科

越⾕市袋⼭560

048-975-0321

埼⽟

⼭⽥達夫

所沢明⽣病院・物忘れ外来

所沢市⼭⼝5095

04-2928-9110

千葉

新井公⼈

千葉東病院・神経内科

千葉市中央区仁⼾名町673

043-261-5171

千葉

篠遠仁

神経内科 千葉

千葉市中央区弁天1-2-12 弁天町沼澤ビル3F 043-207-6011

千葉

吉⼭容正

千葉東病院・神経内科

千葉市中央区仁⼾名町673

043-261-5171

東京

朝⽥隆

メモリークリニックお茶の⽔

⽂京区湯島1-5-34 東京医科⻭科⼤学医科同窓会お茶の⽔医学会館4F

03-6801-8718

東京

新井平伊

順天堂⼤学医学部付属順天堂医院メンタルクリニック ⽂京区本郷3-1-3

03-3813-3111

東京

池⽥健

池⽥クリニック

多摩市諏訪5-10-5

042-374-0886

東京

井関栄三

順天堂⼤学医学部附属順天堂東京江東⾼齢者医療センター・メンタルクリニック

江東区新砂3-3-20

03-5632-3111

東京

⼀宮洋介

順天堂⼤学医学部附属順天堂東京江東⾼齢者医療センター・メンタルクリニック

江東区新砂3-3-20

03-5632-3111

東京

井上雄⼀

睡眠総合ケアクリニック代々⽊

渋⾕区代々⽊1-24-10 TSビル1F

03-3374-9112

東京

岩⽥誠

メディカルクリニック柿の⽊坂

⽬⿊区柿の⽊坂1-15-15

03-5731-1599

東京

織茂智之

関東中央病院・神経内科

世⽥⾕区上⽤賀6-25-1

03-3429-1171

東京

河村満

昭和⼤学病院・神経内科

品川区旗の台1-5-8

03-3784-8000

東京

⽊之下徹

こだまクリニック

品川区荏原1-14-1

03-5759-6766

東京

⿑藤祐⼦

国⽴精神・神経医療研究センター病院

⼩平市⼩川東町4-1-1

042-341-2711
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東京

更家英雄

更家内科クリニック

世⽥⾕区等々⼒8-14-14

03-3702-4968

東京

⾼瀬義昌

たかせクリニック

⼤⽥区下丸⼦1-16-6-1F

03-5732-2525

東京

塚本忠

国⽴精神・神経医療研究センター病院

⼩平市⼩川東町4-1-1

042-341-2711

東京

中野正剛

東邦⼤学医療センター⼤橋病院・脳神経外科・もの忘れ外来 ⽬⿊区⼤橋2-17-6

03-3468-1251

東京

楢林洋介

楢林神経内科クリニック

⽬⿊区中⽬⿊5-12-10

03-3712-0693

東京

⽻⽣春夫

東京医科⼤学病院・⾼齢診療科

新宿区⻄新宿6-7-1

03-3342-6111

東京

⽔野美邦

東京クリニック

千代⽥区⼤⼿町2-2-1

03-3516-7151

東京

〃

北⾥研究所病院

港区⽩⾦5-9-1

03-3444-6161

東京

三村將

慶應義塾⼤学病院・精神・神経科

新宿区信濃町35

03-3353-1257

東京

村⼭繁雄

東京都健康⻑寿医療センター・神経内科

板橋区栄町35-2

03-3964-1141

神奈川

秋⼭治彦

横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療センター・神経内科

横浜市南区浦⾈町4-57

045-261-5656

神奈川

阿瀬川孝治

汐⼊メンタルクリニック

横須賀市汐⼊町2-7-1 ⼭下ビル2F

046-823-3001

神奈川

伊丹昭

汐⼊メンタルクリニック

横須賀市汐⼊町2-7-1 ⼭下ビル2F

046-823-3001

神奈川

内⾨⼤丈

いなほクリニック

横浜市磯⼦区洋光台5-1-35 洋光台鈴⽊ビル2F 045-489-4480

神奈川

〃

湘南いなほクリニック

平塚市四之宮1-3-57

神奈川

⼩⽥原俊成

横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療センター・精神医療センター 横浜市南区浦⾈町4-57

045-261-5656

神奈川

勝瀬⼤海

横浜市⽴⼤学附属病院・精神科

横浜市⾦沢区福浦3-9

045-787-2800

神奈川

⼩阪憲司

クリニック医庵センター南

横浜市都筑区茅ケ崎中央40-3

045-945-1125

神奈川

⼩林⼀成

⼩林クリニック

鎌倉市⼤船3-1-3 セイショウナン7F

0467-47-8640

神奈川

⼩林博⼦

ひまわりメンタルクリニック

⼩⽥原市酒匂1414-14-101

0465-46-2181

神奈川

渋⾕克彦

横浜ほうゆう病院

横浜市旭区⾦が⾕644

045-360-8787

神奈川

⾼橋三津雄

お堀端クリニック

⼩⽥原市栄町1-14-48 ジャンボーナックビル2F 0465-21-5700

神奈川

⾼橋恵

北⾥⼤学東病院

相模原市南区⿇溝台2-1-1

0463-20-5250

042-748-9111

レビー⼩体型認知症の診断・治療ができる専⾨医師⼀覧［⼩阪憲司推奨］

2015/4/16

神奈川

⽵⽥礼⼦

横浜ほうゆう病院

横浜市旭区⾦が⾕644

045-360-8787

神奈川

都甲崇

いなほクリニック

横浜市磯⼦区洋光台5-1-35 洋光台鈴⽊ビル2F 045-489-4480

神奈川

〃

湘南いなほクリニック

平塚市四之宮1-3-57

0463-20-5250

神奈川

⽇野博昭

横浜ほうゆう病院

横浜市旭区⾦が⾕644

045-360-8787

神奈川

福井俊哉

かわさき記念病院

川崎市宮前区潮⾒台20-1

044-977-8877

神奈川

藤城弘樹

横浜新都市脳神経外科病院・認知症診断センター

横浜市⻘葉区荏⽥町433

045-911-2011

神奈川

古川良⼦

横浜市総合保健医療センター

横浜市港北区烏⼭町1735

045-475-0001

神奈川

眞鍋雄太

横浜新都市脳神経外科病院・認知症診断センター

横浜市⻘葉区荏⽥町433

045-911-2011

神奈川

〃

クリニック医庵センター南

横浜市都筑区茅ケ崎中央40-3

045-945-1125

神奈川

南健⼀

⻘葉台みなみクリニック

横浜市⻘葉区榎が丘1-6 第2森野ビル7F

045-989-1800

神奈川

⼭⼝登

聖マリアンナ医科⼤学病院・神経精神科

川崎市宮前区菅⽣2-16-1

044-977-8111

神奈川

梁正淵

東海⼤学医学部付属⼤磯病院・神経内科

中郡⼤磯町⽉京21-1

0463-72-3211

神奈川

〃

クリニック医庵センター南

横浜市都筑区茅ケ崎中央40-3

045-945-1125

⼭梨

久保⽥正春

⽇下部記念病院

⼭梨市上神内川1363

0553-22-0536

⼭梨

布村明彦

⼭梨⼤学医学部附属病院・精神科

中央市下河東1110

055-273-1111

岐⾩

⾼⽥知⼆

岐⾩県⽴多治⾒病院・精神科

多治⾒市前畑町5-161

0572-22-5311

岐⾩

⽥⼝真源

⼤垣病院

⼤垣市中野町1-307

0584-78-3758

静岡

池邊紳⼀郎

池辺クリニック

富⼠市川成新町250

0545-65-0250

静岡

岡考

岡クリニック

裾野市⼆ツ屋140-1

055-995-1188

静岡

⽊野紀

広⼩路クリニック

三島市広⼩路町7-3

055-972-2231

静岡

⾼⽊啓

鷹岡病院

富⼠市天間1585

0545-71-3370

静岡

塚本哲朗

沼津リハビリテーション病院・神経内科

沼津市上⾹貫蔓陀ケ原2510-22

055-931-1911

静岡

⼟居⼀丞

⻑岡リハビリテーション病院・脳神経内科

伊⾖の国市⻑岡946

055-948-0555

〃

〃

東静脳神経センター・脳神経内科

富⼠宮市⻄⼩泉町14-9

0544-23-1801

愛知

⾚津裕康

福祉村病院

豊橋市野依町字⼭中19-14

0532-46-7511

愛知

⼊⾕修司

名古屋⼤学医学部附属病院・精神科

名古屋市昭和区鶴舞町65

052-741-2111

愛知

鵜飼克⾏

総合上飯⽥第⼀病院・物忘れ評価外来

名古屋市北区上飯⽥北町2-70

052-991-3111
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愛知

川畑信也

⼋千代病院・神経内科

安城市住吉町2-2-7

0566-97-8111

愛知

堀本佳彦

名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院・神経内科 名古屋市瑞穂区弥富町字密柑⼭1-2

052-835-3811

愛知

松川則之

名古屋市⽴⼤学病院・内科・神経科

名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1

052-851-5511

愛知

松永慎史

藤⽥保健衛⽣⼤学病院・精神科

豊明市沓掛町⽥楽ヶ窪1-98

0562-93-2111

愛知

眞鍋雄太

藤⽥保健衛⽣⼤学中部国際空港診療所

常滑市セントレア1-1 旅客ターミナルビル2F 0569-38-7050

愛知

⽔野裕

いまいせ⼼療センター・認知症センター・⽼年精神科 ⼀宮市今伊勢町宮後字郷中茶原30

0586-45-2531

愛知

鷲⾒幸彦

国⽴⻑寿医療研究センター・脳機能診療部

⼤府市森岡町源吾35

0562-46-2311

滋賀

⾼橋淳

南草津けやきクリニック

草津市南草津1-1-8 レガーロ南草津2F

077-565-7708

滋賀

⻑濱康弘

滋賀県⽴成⼈病センター・⽼年内科

守⼭市守⼭5-4-30

077-582-5031

滋賀

藤本直規

藤本クリニック

守⼭市梅⽥町2-1 セルパ守⼭303

077-582-6032

三重

伊藤伸朗

鈴⿅中央総合病院・神経内科

鈴⿅市安塚町字⼭之花1275-53

059-382-1311

三重

井上雄⼀朗

三重県こころの健康センター

津市桜橋3-446-34 三重県津庁舎保健所棟2F 059-223-5241

三重

葛原茂樹

鈴⿅医療科学⼤学・保健衛⽣学部

鈴⿅市岸岡町1001-1

059-383-8991

三重

⼩久保康昌

三重⼤学医学部附属病院・神経内科

津市江⼾橋2-174

059-232-1111

三重

真鈴川聡

ますずがわ神経内科クリニック

鈴⿅市飯野寺家町817-3

059-369-0001

三重

⼭川伸隆

いせ⼭川クリニック

伊勢市⼩⽊町557

0596-31-0031

⼤阪

池尻義隆

住友病院・メンタルヘルス科

⼤阪市北区中之島5-3-20

06-6443-1261

⼤阪

宇⾼不可思

住友病院・神経内科

⼤阪市北区中之島5-3-20

06-6443-1261

⼤阪

數井裕光

⼤阪⼤学医学部附属病院・神経科・精神科

吹⽥市⼭⽥丘2-15

06-6879-5111

⼤阪

釜江和恵

浅⾹⼭病院・認知症疾患医療センター

堺市堺区今池町3-3-16

072-222-9414

⼤阪

河原⽥洋次郎

⼤阪市⽴弘済院附属病院・認知症疾患医療センター

吹⽥市古江台6-2-1

06-6871-8073

⼤阪

中⻄亜紀

⼤阪市⽴弘済院附属病院・認知症疾患医療センター

吹⽥市古江台6-2-1

06-6871-8073

兵庫

前⽥潔

神⼾百年記念病院・精神科

神⼾市兵庫区御崎町1-9-1

078-681-6111

兵庫

森村安史

⼤村病院

三⽊市⼤村200

0794-82-1132

奈良

⽊内邦明

奈良県⽴医科⼤学附属病院・精神科

橿原市四条町840

0744-22-3051

奈良

岸本年史

奈良県⽴医科⼤学附属病院・精神科

橿原市四条町840

0744-22-3051

奈良

貴⽥智之

やまと精神医療センター・精神科

⼤和郡⼭市⼩泉町2815

0743-52-3081
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奈良

北林百合之介

五条⼭病院

奈良市六条⻄4-6-3

0742-44-1811

奈良

末⻑敏彦

天理よろづ相談所病院・神経内科

天理市三島町200

0743-63-5611

奈良

安野史彦

奈良県⽴医科⼤学附属病院・精神科

橿原市四条町840

0744-22-3051

和歌⼭

三輪英⼈

和歌⼭県⽴医科⼤学附属病院・神経内科

和歌⼭市紀三井寺811-1

073-447-2300

⿃取

中島健⼆

⿃取⼤学医学部附属病院・神経内科

⽶⼦市⻄町36-1

0859-33-1111

島根

堀⼝淳

島根⼤学医学部附属病院・精神科神経科

出雲市塩冶町89-1

0853-20-2388

岡⼭

浅⽻敬之

浅⽻医学研究所附属岡南病院

⽟野市⽥井2-4584

0863-32-1122

広島

井⾨ゆかり

メープルヒル病院・広島県⻄部認知症疾患医療センター ⼤⽵市玖波5-2-1

0827-57-7461

⼭⼝

兼⾏浩史

⼭⼝県⽴こころの医療センター・精神科

宇部市⼤字東岐波4004-2

0836-58-2370

⼭⼝

川井元晴

⼭⼝⼤学医学部附属病院・神経内科

宇部市南⼩串1-1-1

0836-22-2707

⼭⼝

原⽥和佳

原⽥医院

周南市古川町9-8

0834-62-1500

⾹川

⼭本光利

⾼松神経内科クリニック

⾼松市紺屋町4-10 ⿅島紺屋ビル1F

087-873-2228

愛媛

⾕向知

愛媛⼤学医学部附属病院・精神科

東温市志津川

089-964-5111

⾼知

上村直⼈

⾼知⼤学医学部附属病院・精神科

南国市岡豊町⼩蓮185-1

088-866-5811

⾼知

北村ゆり

菜の花診療所

⾼知市追⼿筋1-9-22 ⾼知メディカルプラザ2F 088-825-1622

⾼知

真⽥順⼦

⼼療内科 さなだクリニック

⾼知市南はりまや1-17-27 はりまや館101 088-856-5522

福岡

合⾺慎⼆

福岡⼤学病院・神経内科

福岡市城南区七隈7-45-1

092-801-1011

福岡

井⽥能成

⼩倉蒲⽣病院

北九州市⼩倉南区蒲⽣5-5-1

093-961-3238

福岡

瀬⼾裕司

ゆう ⼼と体のクリニック

⼤野城市⽩⽊原1-7-5 Jクリスタルビル3F 092-584-1501

福岡

⽥北昌史

⽥北メモリーメンタルクリニック

福岡市早良区室⾒5-13-8

092-832-6025

福岡

坪井義夫

福岡⼤学病院・神経内科

福岡市城南区七隈7-45-1

092-801-1011

福岡

牧聡

牧病院・神経精神科

筑紫野市⼤字永岡976-1

092-922-2853

⻑崎

川⼝哲

島原こころのクリニック

島原市蛭⼦町2-934-1

0957-65-5566

熊本

池⽥学

熊本⼤学医学部附属病院・神経精神科

熊本市中央区本荘1-1-1

096-373-5973
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熊本

橋本衛

熊本⼤学医学部附属病院・神経精神科

熊本市中央区本荘1-1-1

096-373-5973

⼤分

吉岩あおい

⼤分⼤学医学部附属病院・総合内科・総合診療科

由布市挾間町医⼤ヶ丘1-1

097-549-4411

宮崎

三⼭吉夫

⼤悟病院・⽼年期精神疾患センター

北諸県郡三股町⼤字⻑⽥1270

0986-52-5800

⿅児島

⼤勝洋祐

⼤勝病院

⿅児島市真砂本町3-95

099-253-1122

⿅児島

佐野輝

⿅児島⼤学病院・メンタルケアセンター神経科精神科 ⿅児島市桜ケ丘8-35-1

099-275-5776

沖縄

城間清剛

城間クリニック

浦添市前⽥2-5-7-1F

098-878-8213

沖縄

渡嘉敷崇

琉球⼤学医学部附属病院・第三内科

中頭郡⻄原町字上原207

098-895-3331

