認知症協力医療機関
認知症疾患医療センター
医療機関名

住所

電話

休診日

センター直通

桜町病院・
認知症疾患医療センター

桜町1-2-20

専門医療機関
医療機関名

武蔵野中央病院

菊地脳神経外科・整形外科

：383-4114
(代表：
383-4111)

住所

東町1-44-26

東町3-12-11

本町5-15-9
小金井メディカルクリニック
栄ﾊｲﾂｴｸｼｰﾄﾞ2F

電話

土曜、日曜、祝日

9：00～16：00(受付時間）

※一般外来とは異なります。 ※一般外来とは異なります。

休診日

0422-31-1231 日曜、祝日

0422-31-1220 日曜、祝日

401-2938

診療時間

日曜、祝日

診療時間

9：00～12：00、
15：00～19：00、
土曜9：00～12：00

①外来でCT・認知機能検査を行い、診断・治療が可能
②物忘れ外来（予約制・水曜日午前）あり
③必要により杏林大学病院・武蔵野赤十字病院への紹
介
④地域包括支援センター等、介護保険制度との連携あ
り

8：45～12：30、13：45～17：30

①神経内科専門医による診断・治療
②物忘れ外来あり
③院内で当日頭部CT検査が可能
④杏林大学病院・武蔵野赤十字病院及び地域包括支援
センターとの連携あり

電話

田中整形外科

東町4-16-21

388-4976

木曜、日曜、祝日

さいとう医院

東町4-21-10

380-5510

木曜、土曜午後、日曜、祝日 9：00～12：30、15：00～18：00

東小金井さくらクリニック

東町4-37-26

382-3888

土曜午後、日曜、祝日

くろだ内科医院

備考

受付時間 9：00～11：00、
13：00～15：00
神経内科（もの忘れ相談）は
火木午後（要予約）

住所

うちやまクリニック

①精神神経科専門医による診察
②脳CT、脳MRI（VSRAD)、認知記憶検査、心理検査を
通し、鑑別診断、治療、家族相談等を実施
③医師、看護師、臨床心理士、精神保健福祉士常在
④大学病院を含む専門医療機関、地域の医療機関、他
の認知症疾患センター、地域包括支援センター、介護
事業所等との多職種連携

①神経内科医・内科医・精神科医・整形外科医の連携
による、もの忘れ相談・診断・治療（高血圧・糖尿
病・骨折等も一緒に）。お早目に外来で
②進行時は入院して認知症等と内科・整形疾患等の治
療・リハビリ（理学療法・作業療法・摂食機能訓
練）・ご家族と介護保険取得など退院支援
③内科疾患が主の方は内科に入院。院長のバイオリン
等による歌・音楽の夕べ月2回
④臨床心理士による知能・前頭葉機能・心理等検査と
カウセリング
⑤理学療法士5名、作業療法士9名等による個別・集団
療法（認知リハビリ・絵画等）

協力医療機関
医療機関名

休診日

備考

診療時間
9：00～12：30、15：00～19：00
土曜9：00～13：00

9：00～13：00、14：30～18：30

備考
認知症サポート医として親身になって相談にのりま
す。
認知機能検査を含めた総合的診察を行い、必要に応じ
て専門医に紹介している。認知症サポート医として、
かかりつけ医と専門医の連携を支援
院内で当日脳CT撮影可能です。
診察の上、必要に応じて医療機関（日赤・杏林大学）
を紹介
認知症の診断、専門医への紹介、適切なアドバイスを
している

東町4-43-15
水曜、土曜午後、日曜、祝日 9：00～12：30、15：00～19：00
382-1715
ＭＫｼﾞｪﾑｽﾞﾏﾝｼｮﾝ1Ｆ
梶野町4-11-13
0422-53-5666 木曜、土曜午後、日曜、祝日 9：00～12：00、15：00～18：00 寝たきり状態、希望により往診も可能

医療機関名
久滋医院

住所
梶野町4-5-7

電話
383-2078

休診日

診療時間

水曜、土曜午後、日曜、祝日 9：00～12：00、16：00～18：30

大見医院

梶野町5-5-6

385-2272

火曜、木曜、金曜、土曜午
後、日曜、祝日

ひがこ北口内科クリニック

梶野町5-11-5
ﾊﾟﾋﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ202

401-2353

木曜、日曜、祝日

かわべ内科クリニック

緑町2-2-1

401-1860

水曜、土曜午後、日曜、祝日 9：00～12：00、15：00～18：00

診察の上、必要に応じて医療機関を紹介
診察の上、必要に応じて医療機関を紹介

9：00～12：00、15：00～18：00
土曜9：00～13：00
9：00～12：00、15：00～18：00
水曜午後は検査外来（要予約）
水曜・土曜午後15：00～17：00

備考

診察の上、必要に応じて医療機関を紹介

山﨑内科医院

緑町5-12-17

381-1462

木曜、土曜午後、日曜、
祝日

宮本内科医院

中町3-7-4

381-2219

水曜、土曜午後、日曜、祝日 9：00～12：00、15：00～18：00

認知症サポート医、かかりつけ医として、総合的な診
察の上で必要に応じて専門医療機関を紹介し、専門医
との連携をしながら治療を行う

小沢医院

中町4-12-1

381-8433

木曜、土曜午後、日曜、
祝日、12/29～1/3

受診時、簡単なテスト（心理・知能など）を施行し、
家族とご相談の上投薬を行うか、また専門医への紹介
を行い診断の結果により持続して治療を行っている

前原診療所

前原町3-17-1

381-1702

水曜、土曜午後、日曜、祝日 9：00～12：00、14：00～18：00

野村医院

前原町3-35-15

381-0987

和田クリニック

本町1-6-2-112

381-1112

火曜午後、土曜午後、
9：00～12：30、15：30～18：30
木曜、日曜、祝日
土曜9：00～13：00
火曜午後、土曜午後、月曜、
8：00～12：00、15：00～18：00
日曜、祝日

小金井太陽病院

本町1-9-17

383-5511

9：00～12：00、14：00～17：00

日曜、祝日

9：00～12：00、14：00～17：00

土曜午後、日曜、祝日

月曜9：00～12：00、17：00～
19：00 火曜～金曜9：00～12：
00、14：00～16：00 土曜9：00
～12：00

診療の上、必要に応じて投薬や専門医への紹介、専門
医との連携による診療を行っている

本町1-15-9

はぎクリニック

本町1-18-3 ﾕﾆｰﾌﾞﾙ
387-1603
武蔵小金井ｽｲｰﾄ203B

水曜午後、木曜、日曜、祝日 9：00～13：00、15：00～19：00

丸茂医院

本町2-12-1

383-2232

木曜、土曜午後、日曜、祝日 9：00～12：30、15：00～18：00

小松外科胃腸科

本町2-20-20
本町3-10-13
フジビル1F
本町4-19-16

381-3346

木曜、日曜、祝日

385-7101

日曜、祝日

384-1212

木曜、日曜、祝日
（臨時休診あり）

本町5-9-5
本町5-15-8
ﾗﾒｿﾞﾝﾌﾞﾗﾝｼｭ2-B

384-3461

日曜

383-7149

木曜、日曜、祝日

武蔵小金井クリニック

本町5-19-33

384-0080

土曜午後、日曜、祝日

ひらた循環器クリニック

本町5-40-3

401-6157

木曜、土曜午後、日曜、祝日 9：00～12：00、15：00～19：00

清水医院
久我治子クリニック
小金井あおばクリニック

診察の上、必要と認めた場合は、専門医療機関に紹介
する（紹介を希望される場合も可）
専門的な検査・診断はできないが、診察の上紹介は可
能、確定診断後の継続管理は可能

①脳神経外科常勤医師による診断
②CT、認知記憶検査
③ソーシャルワーカーによる相談、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士によるリハビリ
④認知症度合により、入院可能。医療連携拠点病院と
して、杏林大、武蔵野日赤、多摩総合医療センター、
公立昭和他への紹介可能

むさし小金井診療所

友利内科クリニック

382-9111

9：00～12：00、15：00～18：00

9：00～12：00、14：00～18：00
土曜9：00～13：00
9：00～13：00、15：00～18：00
土曜9：00～13：00
9：00～12：00
月、火、金、土8：00～20：00
水、木18：00～20：00
9：00～12：00、15：00～19：00
土曜午後14：00～17：00
9：00～12：00、13：30～19：00

・「東京都かかりつけ医認知症研修」修了
・受診前の認知機能スクリーニング検査実施
・診察後必要があれば専門施設へ紹介

診察の上、専門医に紹介は可能
積極的な診断はできないが、診察の上専門医療機関紹
介は可能
診察の上紹介は可能

積極的な診断・加療は困難だが、診察の上紹介は可能
認知症に関する専門医はいませんが、マルチスライス
CTの設備を有しており、積極的にもの忘れ外来、認知
症外来への紹介を行っています
診察の上、必要な場合は専門医に紹介

医療機関名

住所

電話

休診日

診療時間

備考

共立診療所

本町6-9-38

383-5111

火曜、金曜、日曜午後、祝日 9：00～12：30、15：00～19：00

積極的な診断はできないが、診察の上紹介は可能

小金井つるかめクリニック

本町6-14-28-301

386-3757

日曜、祝日、
12/31～1/3

8：45～12：30、13：45～17：30

CT（16列マルチスキャナー）常設
武蔵野赤十字病院、杏林大学等との連携が密
内科での診察、必要に応じて専門医へ紹介

くろだ内科クリニック

貫井北町3-27-7

386-7288

木曜、日曜、祝日

9：00～12：00、15：00～18：00
土曜9：00～13：00

診察の上紹介は可能

竹田内科クリニック

貫井南町5-20-13

381-6627

木曜、土曜午後、日曜、祝日 9：00～12：00、15：00～18：00

内科医として総合的に診察・検査を行い、必要に応じ
て専門医に紹介している。認知症サポート医として、
かかりつけ医と専門医の連携を行う。

※医療機関により認知症に対する診療内容・範囲が異なりますので、電話で確認のうえ受診してください。

