
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　番　号 休　診　日 診  療  時  間

桜町病院・
認知症疾患医療センター

桜町1-2-20

383-4114
（直）
383-4111
（代）

土曜、日曜、祝日
※一般外来とは異なり
ます。

9:00～16:00
※一般外来とは異なります。

（要予約）

≪ 専門医療機関 ≫

医療機関名 住　　所 電　話　番　号 休　診　日 診  療  時  間

武蔵野中央病院 東町1-44-26
0422
 -31-1231

日曜、祝日
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)

菊地脳神経外科・整形外科 東町3-12-11
0422
 -31-1220

日曜、祝日

9:00～12:00
14:00～18:00

土曜日は初診不可
検査及び結果説明は後日予約制となります。

小金井メディカルクリニック
本町5-15-9
栄ハイツ
エクシード2F

401-2938 日曜、祝日
受付時間：　8:30～12:15

13:30～17:15
（要予約）

≪ 協力医療機関 ≫

医療機関名 住　　所 電　話　番　号 休　診　日 診  療  時  間

田中整形外科 東町4-16-21 388-4976 木曜、日曜、祝日
9:00～12:30

15:00～19:00
土曜 9:00～13:00

さいとう医院 東町4-21-10 380-5510
火曜午後、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
9:00～13:00

14:30～18:30

うちやまクリニック
東町4-43-15
ＭＫジェムズマン
ション1Ｆ

382-1715
水曜、土曜午後、
日曜、祝日

9:00～12:30
15:00～19:00

東小金井クリニック 梶野町2-1-2 1F
0422
-56-8630

水曜、土曜午後、
日曜、祝日

9:00～12:00
15:00～18:00

東小金井くろだ内科医院 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

久滋医院 梶野町4-5-7 383-2078
水曜、土曜午後、
日曜、祝日

9:00～12:00
16:00～18:30

やすたけ内科クリニック 梶野町5-3-6-１F 388-8880 木曜、日曜、祝日
9:00～12:30

15:00～18:30
土曜9:00～13:00

ひがこ北口内科クリニック
梶野町5-11-5
パピスプラザ202

401-2353 木曜、日曜、祝日

9:00～12:00
15:00～18:00

水曜午後は検査外来（要予約）
水曜、土曜15:00～17:00

（市外局番の０４２は省略しています。）

　認知症の鑑別診断、身体合併症と行動・心理症状への対応、専門医療相談等を実施するとともに、地域の
介護関係者等との連携の推進、人材の育成等を行う医療機関です。認知症の人とその家族が、住み慣れた地
域で安心して生活を送れるよう支援します。

（市外局番の０４２は省略しています。）

　認知症診療の専門医がいる医療機関です。もの忘れ外来やメモリークリニック、脳神経内科、脳神経外
科、老年科、精神科等の診療科で、認知症の検査・診断・治療を行います。

（市外局番の０４２は省略しています。）

　認知症サポート医等が診察し、必要に応じて専門医療機関への紹介やかかりつけ医との連携を行います。
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医療機関名 住　　所 電　話　番　号 休　診　日 診  療  時  間

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

山﨑内科医院 緑町5-12-17 381-1462
木曜、土曜午後、
日曜、祝日

9:00～12:00
15:00～18:00

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

小沢医院 中町4-12-1 381-8433
木曜、土曜午後、日曜
祝日、12/30～1/3

9:00～12:00
14:00～17:00

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
火曜午後、木曜、
土曜午後、日曜、祝日

9:00～12:30
15:30～18:30

土曜9:00～13:00

和田クリニック 本町1-6-2-112 381-1112
月曜、火曜午後、
土曜午後、日曜、祝日

8:00～12:00
15:00～18:00

小金井太陽病院 本町1-9-17 383-5511 日曜、祝日
9:00～12:00

14:00～17:00

小金井ファミリークリニック 本町1-13-13 382-3633 土曜午後、日曜、祝日
9:00～12:00

15:00～18:00

はぎクリニック

本町1-18-3
ユニーブル武蔵小
金井スイート
203B

387-1603
水曜午後、木曜、
日曜、祝日

9:00～13:00
15:00～19:00

小松外科胃腸科 本町2-20-20 381-3346 木曜、日曜、祝日
9:00～12:00

14:00～18:00
土曜9:00～13:00

友利内科クリニック
本町3-10-13
フジビル1F

385-7101 日曜、祝日
9:00～13:00

15:00～18:00
土曜9:00～13:00

清水医院 本町4-19-16 384-1212
木曜、日曜、祝日
（臨時休診あり）

9:00～12:00

久我治子クリニック 本町5-9-5 384-3461 日曜
月、火、金、土 8:00～20:00

水、木18:00～20:00

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
9:00～12:00

13:30～19:00

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

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

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

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

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

　　　　　　　　9:00～12:３
0

　　　　1４:３0～1７:00
　        月、水、木9:00～
12:30

※ 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。

※ 　　　　　：「認知症サポート医」とは、認知症対応研修を修了し、かかりつけ医への助言等の支援を行う医師

小金井橋さくらクリニック 桜町1-15-1１ 382-5101 土曜、日曜、祝日

（市外局番の０４２は省略しています。）
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