認 知 症 診 察

医 療 機 関 一 覧 表

H29.8月末現在

※ 下記病院で受診される際は、事前に電話予約が必要です。
区 分

所 属 病 院

所属住所

電話番号

1

専門医

地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館

佐賀市嘉瀬町中原400番地

０９５２−２４−２１７１

2

専門医

医療法人社団博文会 小栁記念病院

佐賀県佐賀市諸富町大字諸富津２３０番地２

０９５２−４７−３２５５

3

専門医

第一心療クリニック

佐賀県佐賀市駅南本町６番４号第一生命ビル４Ｆ

０９５２−２２−４９２９

4

専門医

（医療法人樟風会）早津江病院

佐賀県佐賀市川副町大字福富８２７番地

０９５２−４５−１３３１

5

医療法人純伸会 矢ヶ部医院

佐賀市木原3丁目２−１１

０９５２−２９−６１２１

6

あさりメンタルクリニック

佐賀県佐賀市水ケ江１丁目１番７号浜野ビル３Ｆ

０９５２−２４−６５６６

7

池田内科皮膚科医院

佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇町２３８３番地

０９５２−２３−０２３９

8

（医療法人ﾒﾃﾞｨｽﾏｲﾙ）いのうえ内科泌尿器科クリニック

佐賀県佐賀市久保田町大字徳万１６３９番地１

０９５２−６８−２４６６

9

江頭クリニック

佐賀県佐賀市川副町大字鹿江９９０番地１

０９５２−４５−１３１１

10

医療法人源勇会 枝國医院

佐賀県佐賀市川副町大字早津江２６５番地

０９５２−４５−１５２１

11

（医療法人輝文会）恵比寿クリニック

佐賀県佐賀市諸富町大字為重１１５番地２

０９５２−３４−８９２２

12

遠藤内科

佐賀県佐賀市本庄町大字本庄５３９番地１

０９５２−２４−７０２１

13

医療法人兎月会 如月有明クリニック

佐賀県佐賀市川副町大字鹿江９６０番地１

０９５２−３７−５０５０

14

きしかわ内科クリニック

佐賀県佐賀市東与賀町大字下古賀１１２４番地１８

０９５２−３４−７３１０

15

（医療法人素心庵）栗山医院

佐賀県佐賀市白山１丁目４番６号

０９５２−２３−２６３６

16

医療法人九曜会 こが内科こどもクリニック

佐賀県佐賀市西与賀町大字厘外８５９番地１５

０９５２−２４−０５４１

17

坂井医院

佐賀県佐賀市川副町大字犬井道６１５番地ロ

０９５２−４５−００４０

18

ＳＡＧＡなんでも相談クリニック

佐賀県佐賀市中の小路２番５号

０９５２−４０−８５３０

19

医療法人智仁会 佐賀ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

佐賀県佐賀市南佐賀１丁目１７番１号

０９５２−２５−０２３１

20

さとうクリニック

佐賀県佐賀市川副町大字南里３７２番地１

０９５２−４５−８０００

21

（医療法人）佐藤整形外科

佐賀県佐賀市大財３丁目５番１８号

０９５２−２２−３１０３

22

さやのもとクリニック

佐賀県佐賀市道祖元町７１番地

０９５２−４１−２２１１
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23

（医療法人至誠会）至誠会クリニック

佐賀県佐賀市田代２丁目１１番４号

０９５２−２０−６０５８

24

医療法人正和会 志田病院

佐賀県佐賀市水ヶ江２丁目７番２３号

０９５２−２３−３７２０

25

（医療法人長生会）島田医院

佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原１９７３番地１

０９５２−２３−５８０５

26

（医療法人長生会）島田病院

佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原１６７９番地１

０９５２−４０−８５５０

27

しまだこども医院

佐賀県佐賀市久保田町大字新田３３１９番地５

０９５２−５１−３０５０

28

（医療法人朝霧会）じんの内医院

佐賀県佐賀市新郷本町２４番３号

０９５２−２４−２２２５

29

医療法人 せとぐち内科

佐賀県佐賀市久保田町大字久保田１３０番地６

０９５２−５１−３１１１

30

鶴田内科循環器科医院

佐賀県佐賀市川副町大字小々森９６０番地７

０９５２−４５−７５６７

31

永田天寿堂医院

佐賀県佐賀市諸富町大堂７３

０９５２−４７−２２５３

32

乘富医院

佐賀県佐賀市長瀬町３番１５号

０９５２−２４−２６０５

33

（医療法人）服巻胃腸科内科

佐賀県佐賀市中の小路９番１８号

０９５２−２３−２３７０

34

医療法人聖医会 藤川病院

佐賀県佐賀市松原 １丁目２番６号

０９５２−２９−０３１１

35

前山医院

佐賀県佐賀市川原町５番１７号

０９５２−２３−２３４８

36

医療法人洋友会 宮原内科

佐賀県佐賀市久保田町大字新田１４６８番地

０９５２−６８−３５０７

37

森医院

佐賀県佐賀市八戸２丁目１番１３号

０９５２−２８−７３８３

38

医療法人社団真仁会 諸隈病院

佐賀県佐賀市水ケ江２丁目６番２２号

０９５２−２２−５５００

39

やさか内科皮膚科

佐賀県佐賀市木原１丁目２４番３８号

０９５２−２９−１７２２

40

より添いとたい話の診療所

佐賀県佐賀市川副町大字鹿江６１９番地６

０９５２−２０−１２８６

41

医療法人 中尾医院

佐賀県佐賀市中央本町１番２２号

０９５２−２３−３２１３

42

萩原脳神経外科クリニック

佐賀県佐賀市木原１丁目２４番３８号

０９５２−２７−８８００
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43

専門医

佐賀大学医学部付属病医院

佐賀市鍋島５丁目１番１号

０９５２−３４−３８３８

44

専門医

医療法人 おそえがわ脳神経内科

佐賀市神園３−４−５

０９５２−３１−８１８１

45

専門医

（医療法人杏仁会） 神野病院

佐賀県佐賀市神園３丁目１８番４５号

０９５２−３１−１４４１

46

専門医

（社会福祉法人健寿会）和水心療クリニック

佐賀県佐賀市大和町尼寺３１２７番地１

０９５２−２０−６０３０

47

専門医

医療法人清友会 野口クリニック

佐賀県佐賀市駅前中央２丁目１番１号

０９５２−３１−５５４８

48

専門医

医療法人清友会 清友病院

佐賀市久保泉町川久保５４５７

０９５２−９８−３３５５

49

専門医

鮫島病院

佐賀市富士町大字小副川２７２

０９５２−６４−２２３１

50

おおいし脳・神経リハクリニック

佐賀市鍋島町大字森田６０５−５

０９５２−３７−８１２６

51

多布施クリニック

佐賀市多布施４−１−６

０９５２−２４−９００７

52

医療法人アールアンドエー グリーンクリニック

佐賀県佐賀市神野東３丁目１４番２６号

０９５２−３１−７１２３

53

医療法人春陽会 上村病院

佐賀県佐賀市兵庫町大字渕１９０３番地１

０９５２−３３−００９９

54

（医療法人）内田クリニック

佐賀県佐賀市高木瀬町大字東高木２４１番地２

０９５２−３６−６１００

55

医療法人 江頭外科内科胃腸科

佐賀県佐賀市大和町大字尼寺２９０７番地１

０９５２−６２−３３６６

56

（医療法人長晴会）木下医院

佐賀県佐賀市久保泉町大字上和泉２２３２番地１

０９５２−９８−０１３５

57

神代整形外科

佐賀県佐賀市大和町大字川上１７０番地４

０９５２−６４−９８７０

58

栗原内科消化器科医院

佐賀県佐賀市富士町大字古湯２７６３番地１

０９５２−５８−２０９０

59

佐賀駅南クリニック

佐賀県佐賀市駅前中央１丁目９番３８号-６Ｆ

０８０−４２８０−７３２８

60

佐賀市立国民健康保険三瀬診療所

佐賀県佐賀市三瀬村藤原３８８２番地６

０９５２−５６−２００１

61

（福）佐賀整肢学園こども発達医療センター

佐賀県佐賀市金立町大字金立２２１５番地２７

０９５２−９８−２２１１

62

しげた総合診療クリニック

佐賀県佐賀市大和町大字川上３２３番地１

０９５２−６４−９８００
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63

正島脳神経外科病院

佐賀県佐賀市鍋島１丁目３番１０号

０９５２−３２−００３５

64

筒井クリニック

佐賀県佐賀市神野西４丁目１２番３５号

０９５２−３２−３４５８

65

医療法人社団恵風会 西村医院

佐賀県佐賀市兵庫町大字瓦町９７１番地

66

佐賀市立富士大和温泉病院

佐賀県佐賀市富士町大字梅野１７２１番地１

０９５２−６３−０１１１

67

医療法人 牧野医院

佐賀県佐賀市日の出１丁目１４番２６号

０９５２−３１−２３２０

68

溝口クリニック

佐賀県佐賀市大和町大字川上５２８３番地３

０９５２−５１−２６６１

69

山口クリニック

佐賀県佐賀市鍋島４丁目１番８号

０９５２−３３−２６２６

70

ゆたか内科消化器科クリニック

佐賀県佐賀市兵庫南１丁目２０番１５号

０９５２−４１−７３５５

71

ライフスタイル医科学研究所 佐賀オフィス

佐賀県佐賀市天神２丁目５番２５号−２Ｆ

０９５２−２２−０９２９

72

医療法人 力武クリニック

佐賀県佐賀市開成３丁目５番５号

０９５２−３２−５５００

73

（医療法人源流会）橋野医院

佐賀県佐賀市高木瀬東５丁目１７番１５号

０９５２−３１−０００７

０９５２−２５−０１４７
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電話番号

国立病院機構 肥前精神医療センター

神埼郡吉野ヶ里町三津160番地

０９５２−５２−３２３１

75

おおつぼ内科医院

佐賀県神埼市神埼町本堀 ３１９９番地１

０９５２−５２−３１３０

76

最所医院

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田８２６番地３

０９５２−５２−２４５２

77

しらいし内科

佐賀県神埼市神埼町城原１２５６番地１

０９５２−５２−３８４８

78

神埼クリニック

佐賀県神埼市神埼町田道ケ里２３９６番地

０９５２−５３−１８１８

79

神埼市国民健康保険脊振診療所

佐賀県神埼市脊振町広滝４６２番地

０９５２−５９−２３２１

80

中下医院

佐賀県神埼市千代田町餘江１２８番地

０９５２−４４−２４８８

81

ひらまつふれあいクリニック

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田２９２５番地１

０９５２−５１−１１１０

82

松本医院

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津７５１番地９

０９５２−５２−４１８５

83

南医院

佐賀県神埼市千代田町直鳥８０８番地１

０９５２−４４−２７７７

84

（医療法人清香会）目達原整形外科

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田２９００番地

０９５２−５２−３７１７

85

和田医院

佐賀県神埼市千代田町嘉納１３１９番地１８

０９５２−４４−２０４６

86

医療法人久和会 和田医院

佐賀県神埼市神埼町神埼２９３番地

０９５２−５２−２０２１

87

医療法人久和会 和田記念病院

佐賀県神埼市神埼町尾崎３７８０番地

０９５２−５２−５５２１

88

橋本病院

佐賀県神埼市神埼町本告牟田３００５番地

０９５２−５２−２０２２

89

医療法人社団啓祐会 神埼病院

佐賀県神埼市神埼町田道ケ里２２１６番地 １

０９５２−５２−３１４５
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90

専門医

医療法人清明会やよいがおか鹿毛病院

鳥栖市弥生が丘２丁目１４３番地

０９４２−８７−３１５０

91

専門医

医療法人 正友会 松岡病院

鳥栖市西新町１４２２

０９４２−８３−４６０６

92

専門医

（医療法人勇愛会）大島病院

佐賀県三養基郡みやき町大字白壁４２８７番地

０９４２−８９−２６００

93

医療法人はらだ会 はらだ内科胃腸科

鳥栖市鎗田町２８１−３

０９４２−８４−１５１５

94

医療法人鵬之風 いのくち医院

三養基郡みやき町大字簑原２９４６−１

０９４２−９４−４６７７

95

池田胃腸科外科

佐賀県三養基郡基山町大字小倉５４５番地５５

０９４２−９２−２３０８

96

医療法人 石田医院

佐賀県鳥栖市古賀町３６６番地１

０９４２−８２−２７２２

97

医療法人仁徳会 今村病院

佐賀県鳥栖市本通町１丁目８５５番地１０

０９４２−８３−３７７１

98

（医療法人）上野クリニック

佐賀県三養基郡みやき町大字簑原１６７６番地７

０９４２−９４−５０８５

99

おおば内科・循環器科医院

佐賀県三養基郡みやき町大字白壁字一本松２３２番地２ ０９４２−５０−９９１２

100

（医療法人）かわらハートクリニック

佐賀県鳥栖市曽根崎町 ２３７５番地

０９４２−８７−３１３３

101

内科・外科 くろだ医院

佐賀県鳥栖市元町１３２８番地５-１Ｆ

０９４２−５０−５８３３

102

医療法人光寿 權藤医院

佐賀県鳥栖市弥生が丘 ２丁目１番地

０９４２−８２−２９７８

103

医療法人 斎藤内科医院

佐賀県鳥栖市東町１丁目１０５４番地６

０９４２−８２−２０１６

104

医療法人 さかい胃腸・内視鏡内科クリニック

佐賀県三養基郡基山町大字小倉１０５９番地２

０９４２−９２−１１２１

105

医療法人三輪堂医院

佐賀県鳥栖市元町１０８６番地

０９４２−８３−２２８１

106

すぎやま内科胃腸科

佐賀県鳥栖市神辺町２１０番地５

０９４２−８４−７７８５

107

医療法人 せとじまクリニック

佐賀県鳥栖市真木町１９７４番地４

０９４２−８７−５００８

108

医療法人 鳥越脳神経外科クリニック

佐賀県鳥栖市藤木町１４５０番地６

０９４２−８７−３０３０

109

名取医院

佐賀県鳥栖市儀徳町２５１０番地１

０９４２−８４−８００８

認 知 症 診 察

医 療 機 関 一 覧 表

H29.8月末現在

※ 下記病院で受診される際は、事前に電話予約が必要です。
区 分

所 属 病 院

所属住所

電話番号

110

医療法人 なるお内科小児科

佐賀県三養基郡基山町けやき台１丁目２３番地７

０９４２−９２−４１７０

111

医療法人 ひかり医院

佐賀県鳥栖市宿町１２４７番地４

０９４２−８３−３５２６

112

（医療法人）平井内科

佐賀県三養基郡上峰町大字坊所２７３３番地１

０９５２−５３−３７３７

113

平川医院

佐賀県三養基郡みやき町大字西島２９７９番地８

０９４２−９６−３３１５

114

医療法人 藤戸医院

佐賀県鳥栖市今泉町２４２５番地

０９４２−８４−０８６５

115

医療法人 まごころ医療館

佐賀県鳥栖市蔵上２丁目２１０番地

０９４２−８７−５００２

116

医療法人三樹会 三樹病院

佐賀県三養基郡上峰町大字坊所 ２７６番地１

０９５２−５２−７２７２

117

医療法人 やましたクリニック

佐賀県鳥栖市蔵上４丁目３２５番地

０９４２−８１−５５１１

118

医療法人社団三善会 山津医院

佐賀県鳥栖市萱方町 ２７０番地

０９４２−８４−００１１

119

（医療法人）こやなぎ内科循環器科クリニック

佐賀県鳥栖市原町１０７７番地３

０９４２−８１−５４２４

120

品川内科クリニック

佐賀県鳥栖市弥生が丘５丁目２２２番地

０９４２−８５−８３３４

認 知 症 診 察

医 療 機 関 一 覧 表

H29.8月末現在

※ 下記病院で受診される際は、事前に電話予約が必要です。
区 分

所 属 病 院

所属住所

電話番号

121

専門医

小城市民病院

小城市小城町松尾１００

０９５２−７３−２１６１

122

専門医

多久市立病院

佐賀県多久市多久町１７７１番地４

０９５２−７５−２１０５

123

専門医

医療法人 野田好生医院

佐賀県小城市小城町栗原 ５番地４

０９５２−７２−３２３２

124

専門医

医療法人 まえだ脳神経外科・眼科クリニック

佐賀県小城市三日月町長神田２１７３番地２

０９５２−７２−６１０１

125

専門医

医療法人孟子会 ひろおか内科・脳神経クリニック

佐賀県小城市三日月町久米１２９５番地２

０９５２−７３−８０２２

126

医療法人ロコメディカル 江口病院

小城市三日月町金田１０５４−２

０９５２−７３−３０８３

127

ひらまつ在宅療養支援診療所

小城市小城町（布施ヶ里）７２３−２４

０９５２−７２−８４００

128

石井外科医院

佐賀県小城市小城町２４９番地１

０９５２−７３−３６４１

129

伊東医院

佐賀県小城市小城町２７８番地

０９５２−７３−３２３５

130

（医療法人）おおしまクリニック

佐賀県小城市牛津町乙柳１０９６番地１

０９５２−６６−０３１４

131

酒井内科クリニック

佐賀県小城市小城町６１７番地１２

０９５２−７１−１３７７

132

医療法人 高橋内科

佐賀県小城市小城町晴気２００番地３

０９５２−７２−１１００

133

佐賀県医療生活協同組合多久生協クリニック

佐賀県多久市東多久町大字別府 ３２４５番地５

０９５２−７６−３１７７

134

（医療法人六科会）徳富医院

佐賀県小城市芦刈町三王崎３１６番地３

０９５２−６６−１５４７

135

(医療法人 ひらまつ病院）ひらまつ内科・レディースクリニック

佐賀県小城市小城町８１５番地１

０９５２−２０−３５００

136

医療法人 ひらまつ病院

佐賀県小城市小城町 １０００番地１

０９５２−７２−２１１１

137

まなべ消化器内科クリニック

佐賀県小城市三日月町長神田２１７３番地４

０９５２−７２−３６３６

認 知 症 診 察

医 療 機 関 一 覧 表

H29.8月末現在

※ 下記病院で受診される際は、事前に電話予約が必要です。
区 分

所 属 病 院

所属住所

電話番号

138

専門医

医療法人松籟会 河畔病院

唐津市松南町２−５５

０９５５−７７−２６１１

139

専門医

医療法人 松籟会 松籟病院

唐津市鏡4304-1

０９５５−７７−１０１１

140

専門医

社会福祉法人恩賜財団済生会唐津病院

佐賀県唐津市元旗町８１７番地

０９５５−７３−３１７５

141

専門医

平川俊彦脳神経外科

唐津市鏡４６４３番地１

０９５５−７７−４１００

142

専門医

こころクリニック

唐津市紺屋町１６６８−３

０９５５−７０−１００１

143

専門医

(医療法人唐虹会)虹と海のホスピタル

佐賀県唐津市原８４２番地１

０９５５−７７−０７１１

144

大庭医院

佐賀県唐津市呼子町呼子３５９０番地５

０９５５−８２−３８１１

145

唐津市小川島診療所

佐賀県唐津市呼子町小川島１６１番地１

０９５５−８２−８０１０

146

唐津市加唐島診療所

佐賀県唐津市鎮西町加唐島４０７番地

０９５５−８２−９３５０

147

唐津市神集島診療所

佐賀県唐津市神集島２７８２番地３

０９５５−７９−１５７７

148

唐津市民病院きたはた

佐賀県唐津市北波多徳須恵１４２４番地１

０９５５−６４−２６１１

149

唐津赤十字病院

佐賀県唐津市和多田 ２４３０番地

０９５５−７２−５１１１

150

岸川内科

佐賀県唐津市湊町７６９番地１

０９５５−７９−０９８２

151

草場医院

佐賀県唐津市肥前町田野甲２９２９番地１

０９５５−５４−１１５５

152

医療法人 久間内科

佐賀県唐津市和多田天満町 １丁目１番３号

０９５５−７２−７３１０

153

黒木医院

佐賀県唐津市厳木町牧瀬３９番地４

０９５５−６３−２３３１

154

黒崎医院

佐賀県唐津市浦 ５０６３番地１

０９５５−７２−４３１３

155

医療法人 桑原医院

佐賀県唐津市浜玉町浜崎１０６７番地１

０９５５−５６−８７６１

156

医療法人 河野整形外科医院

佐賀県唐津市二タ子３丁目１４番８号

０９５５−７２−８８００

157

（医療法人なごみ会）酒井医院

佐賀県唐津市大名小路５番３号

０９５５−７２−５４４５

認 知 症 診 察

医 療 機 関 一 覧 表
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158

医療法人愛仁会 新屋敷病院

佐賀県唐津市相知町町切 ８９８番地３

０９５５−６３−３１３１

159

たじま脳神経外科クリニック

佐賀県唐津市坊主町 ５３２番地２

０９５５−５８−８５８０

160

医療法人 田渕医院

佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦６番地１

０９５５−５２−２３１１

161

医療法人慈孝会 七山診療所

佐賀県唐津市七山藤川２７５５番地６

０９５５−５８−３００３

162

医療法人 成瀬胃腸科内科クリニック

佐賀県唐津市鏡 ３５００番地１

０９５５−７７−１１７１

163

医療法人春陽会 野口内科

佐賀県唐津市大名小路２番４４号

０９５５−７２−２３１４

164

医療法人社団 藤松内科医院

佐賀県唐津市西城内６番４号

０９５５−７２−２６１６

165

医療法人心和会 藤原外科医院

佐賀県唐津市朝日町９８８番地１

０９５５−７２−４７４７

166

冬野医院

佐賀県唐津市西城内５番１２号

０９５５−７２−２９０５

167

堀田医院

佐賀県東松浦郡玄海町大字今村６１１６番地

０９５５−５２−６１１１

168

宮崎外科胃腸科

佐賀県唐津市新興町６８番地

０９５５−７２−８１１５

169

森永医院

佐賀県唐津市相知町相知３０６０番地１

０９５５−６２−２５２８

170

森永胃腸科医院

佐賀県唐津市東唐津３丁目１番１３号

０９５５−７３−２００１

171

（医療法人優なぎ会）森本病院

佐賀県唐津市坊主町４４１番地

０９５５−７２−５１７６

172

山下町クリニック

佐賀県唐津市山下町１１４１番地２

０９５５−７２−４４７８

173

悠悠クリニック

佐賀県唐津市鏡２５３７番地

０９５５−７７−０９４９

174

医療法人 吉田内科クリニック

佐賀県唐津市紺屋町１６７５番地２

０９５５−７９−５５００

175

吉富外科胃腸科医院

佐賀県唐津市千代田町２５８３番地５

０９５５−７２−４３２８

176

医療法人水光会 呼子中央クリニック

佐賀県唐津市呼子町呼子４１８２番地１

０９５５−８２−３２１１

177

医療法人元生會 脇山内科

佐賀県唐津市町田１丁目２３９８番地２

０９５５−７２−４７８０

178

長生堂渡辺医院

佐賀県唐津市海岸通７１８２番地５８

０９５５−７２−２７７０

179

おだくらクリニック

佐賀県唐津市大名小路３０８番地８

０９５５−７２−２０１２

認 知 症 診 察

医 療 機 関 一 覧 表
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180

専門医

社会医療法人謙仁会 山元記念病院

伊万里市二里町八谷搦８８−４

０９５５−２３−２１６６

181

専門医

（医療法人博友会）堀田病院

佐賀県伊万里市立花町２９７４番地５

０９５５−２３−３２２４

182

医療法人高原病院（有田こころのクリニック）

西松浦郡有田町本町丙７８４−１０

０９５５−４３−２２１１

183

医療法人 岡村医院

佐賀県伊万里市蓮池町１８番地

０９５５−２２−２３０４

184

（医療法人文庫堂）石井内科

佐賀県西松浦郡有田町立部乙２１１０番地１

０９５５−４６−２０７７

185

（医療法人社団再整会）口石病院

佐賀県伊万里市立花町４０６０番地２

０９５５−２３−２５０４

186

医療法人 蒲地医院

佐賀県西松浦郡有田町稗古場２丁目９番１２号

０９５５−４２−５１５１

187

（社会医療法人謙仁会）ケンジンSPAクリニック

佐賀県伊万里市二里町八谷搦１３番地５

０９５５−２２−７７７１

188

（医療法人二期会）小島病院

佐賀県伊万里市黒川町塩屋 ２０５番地１

０９５５−２７−２１２１

189

医療法人 小島医院

佐賀県伊万里市波多津町辻 ３６５５番地

０９５５−２５−００３８

190

医療法人 小嶋眼科医院

佐賀県伊万里市松島町３４０番地１

０９５５−２３−２２２２

191

（医療法人）小嶋内科

佐賀県西松浦郡有田町黒川丙６０８番地２７

０９５５−４１−２２８８

192

鈴山内科小児科医院

佐賀県伊万里市立花町１６０４番地２

０９５５−２２−７３６６

193

医療法人精仁会 隅田病院

佐賀県伊万里市立花町 ４０００番地

０９５５−２３−３１６７

194

田口医院

佐賀県西松浦郡有田町大木宿乙８４３番地２３

０９５５−４６−４６０３

195

（医療法人）立石医院

佐賀県伊万里市東山代町里１１１番地１

０９５５−２８−０００７

196

たなか内科クリニック

佐賀県伊万里市新天町６２０番地５

０９５５−２２−５８００

197

医療法人 日髙医院

佐賀県伊万里市松島町３８０番地４

０９５５−２３−５２６３

198

医療法人 古川内科クリニック

佐賀県伊万里市脇田町４０３番地２

０９５５−２１−０７３０

199

（医療法人幸善会）前田病院

佐賀県伊万里市立花町２７４２番地１

０９５５−２３−５１０１

200

松尾内科

佐賀県西松浦郡有田町南原甲２６７番地

０９５５−４２−３８７３

201

（医療法人社団馬渡メディカル）馬渡クリニック

佐賀県西松浦郡有田町本町丙 １０８０番地１

０９５５−４１−０００７

202

（医療法人朋友会）山口病院

佐賀県伊万里市新天町３０５番地

０９５５−２３−５２５５

認 知 症 診 察

医 療 機 関 一 覧 表

H29.8月末現在

※ 下記病院で受診される際は、事前に電話予約が必要です。
区 分

所 属 病 院

所属住所

電話番号

203

専門医

医療法人静香便堂 白石共立病院

杵島郡白石町大字福田1296番地

０９５２−８４−６０６０

204

専門医

（医療法人耕雲会）白石保養院

佐賀県杵島郡白石町大字福吉２１３４番地１

０９５２−８４−２２３１

205

森外科

杵島郡白石町大字戸ヶ里1811

０９５４−６５−２０５９

206

医療法人回春堂 有明医院

佐賀県杵島郡白石町大字築切 ８５１番地

０９５２−８４−２８４２

207

稲富胃腸科外科

佐賀県杵島郡白石町大字廿治１２０７番地４

０９５２−８４−３０２７

208

医療法人敬天堂 古賀病院

佐賀県杵島郡江北町大字上小田１１５０番地

０９５２−８６−２０７０

209

坂本内科医院

佐賀県杵島郡大町町大字大町５２６４番地５

０９５２−７１−３０６０

210

白浜医院

佐賀県杵島郡白石町大字戸ケ里 ２０８番地１

０９５４−６５−５００６

211

（医療法人順天堂）順天堂病院

佐賀県杵島郡大町町大字福母７０７番地２

０９５２−８２−３１６１

212

副島医院

佐賀県杵島郡白石町大字堤 １４６８番地

０９５２−８４−２２０５

213

医療法人至慈会 高島病院

佐賀県杵島郡白石町大字戸ケ里１８３１番地１８

０９５４−６５−３１２９

214

医療法人 戸原内科

佐賀県杵島郡大町町大字福母４０４番地６

０９５２−８２−２０５１

215

溝口医院

佐賀県杵島郡白石町大字戸ケ里 １７８０番地

０９５４−６５−２０４６

216

医療法人透現 藤井整形外科病院

佐賀県杵島郡白石町大字遠江１８７番地１３

０９５２−８４−５８８０

認 知 症 診 察

医 療 機 関 一 覧 表

H29.8月末現在

※ 下記病院で受診される際は、事前に電話予約が必要です。
区 分
217

専門医

所 属 病 院

所属住所

電話番号

野口脳神経外科

佐賀県武雄市武雄町大字昭和 ３１０番地

０９５４−２２−５２１１

218

（医療法人竜門堂）大野病院

佐賀県武雄市山内町大字大野６３５１番地１

０９５４−４５−２２３３

219

医療法人東雲会 小野医院

佐賀県武雄市東川登町大字永野５７５２番地２

０９５４−２３−２９０１

220

医療法人 貝原医院

佐賀県武雄市武雄町大字武雄８００７番地

０９５４−２２−３３６６

221

医療法人 篠田整形外科

佐賀県武雄市朝日町大字甘久２０６番地３

０９５４−２３−６０００

222

（医療法人）田中内科医院

佐賀県武雄市武雄町大字永島１５３６１番地１

０９５４−２２−６１２３

223

医療法人 中川内医院

佐賀県武雄市武内町大字真手野２８１８０番地１

０９５４−２０−８０７０

224

医療法人 なごみといやしのクリニック

佐賀県武雄市武雄町大字富岡１２６２４番地５

０９５４−２３−７５３７

225

医療法人 楢崎内科

佐賀県武雄市朝日町大字甘久 ２００１番地

０９５４−２２−３７５８

226

医療法人 ニコークリニック

佐賀県武雄市北方町大字志久１５７４番地

０９５４−３６−５７７７

227

（医療法人文斎会）原田内科医院

佐賀県杵島郡白石町大字福富 １８２７番地

０９５２−８７−３７３７

228

（医療法人博仁会）藤﨑医院

佐賀県杵島郡江北町大字山口 ３３９６番地

０９５２−８６−３２３１

229

（医療法人養寿堂）まつお内科・眼科

佐賀県武雄市朝日町大字甘久１８５７番地

０９５４−２３−２１７８

230

（医療法人）まつもと内科・胃腸科クリニック

佐賀県武雄市北方町大字大崎 １３１８番地１

０９５４−３６−０４６７

231

（医療法人竜門堂）毛利医院

佐賀県武雄市山内町大字三間坂甲１４０１７番地５

０９５４−４５−３５４５

232

医療法人敬和会 持田病院

佐賀県武雄市武雄町大字武雄 ５８５８番地１

０９５４−２２−３１３８

233

（医療法人竜門堂）竜門堂医院

佐賀県武雄市山内町大字大野 ６６０２番地１

０９５４−２０−７０５０

認 知 症 診 察

医 療 機 関 一 覧 表

H29.8月末現在

※ 下記病院で受診される際は、事前に電話予約が必要です。
区 分

所 属 病 院

所属住所

電話番号

234

専門医

医療法人財団友朋会 嬉野温泉病院

嬉野市嬉野町大字下宿乙１９１９

０９５４−４３−０１５７

235

専門医

医療法人陽明会 樋口病院

佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲１番地

０９５４−６６−２０２２

236

専門医

独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙２４３６番地

０９５４−４３−１１２０

237

医療法人 芳山堂 薬師寺医院

鹿島市大字浜町1280-1

０９５４−６３−５２８１

238

医療法人 太田医院

嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲７７−１

０９５４−４３−１１４８

239

医療法人天心堂 志田病院

鹿島市大字中村2134番地４

０９５４−６３−１２３６

240

医療法人悠池会 池田内科

佐賀県嬉野市嬉野町大字下野丙３９番地１

０９５４−４３−２１２３

241

うれしのふくだクリニック

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲４７１５番地５

０９５４−４２−１２１１

242

（社会医療法人祐愛会）祐愛会織田病院

佐賀県鹿島市大字高津原４３０６番地

０９５４−６３−３２７５

243

鈴木内科クリニック

佐賀県鹿島市大字山浦甲 ３５８番地１

０９５４−６９−８１６１

244

医療法人 田代医院

佐賀県藤津郡太良町大字多良 １３２９番地１

０９５４−６７−２１２０

245

谷口医院

佐賀県嬉野市塩田町大字谷所甲 ２６３７番地１

０９５４−６６−３５６８

246

中村医院

佐賀県鹿島市古枝甲８３７番地２

０９５４−６３−９２３４

247

医療法人誠晴會 納富病院

佐賀県鹿島市大字高津原４３２０番地１

０９５４−６３−１１１７

248

福田医院

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙２３１５番地２

０９５４−４３−０５５０

249

医療法人 光武医院

佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲７３９番地

０９５４−６６−２０２７

250

医療法人社団 森田医院

佐賀県鹿島市大字納富分４０７６番地３

０９５４−６３−３９５６

251

医療法人 野中医院

佐賀県嬉野市嬉野町大字吉田丁４６５３番地

０９５４−４３−９３４１

252

医療法人 犬塚病院

鹿島市高津原６０２番地３

０９５４−６３−２５３８

