
■精神障害者の医療機関一覧

□医療機関（精神病床のある病院）

所在
地域

病院名 所在地 〒 電話
デイケア
の有無

備考

愛知県精神医療センター 名古屋市千種区徳川山町4-1-7 464-0031 052-763-1511 ○

杉田病院 名古屋市千種区星が丘元町16-20 464-0802 052-781-0433 ○

楠メンタルホスピタル 名古屋市北区五反田町110 462-0011 052-901-7581 ○

北林病院 名古屋市中村区中村町7-58 453-0053 052-411-6541 ○

名古屋医療センター 名古屋市中区三の丸四丁目1-1 460-0001 052-951-1111

名古屋大学医学部附属病院 名古屋市昭和区鶴舞町65 466-8560 052-741-2111

精治寮病院 名古屋市昭和区鶴舞四丁目16-27 466-0064 052-741-1231 ○

名古屋市立大学病院 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 467-8602 052-851-5511

松蔭病院 名古屋市中川区打出二丁目70 454-0926 052-352-3251 ○

まつかげシニアホスピタル 名古屋市中川区打出二丁目347 454-0926 052-352-3250
認知症疾患医療センター
事業を実施

あいせい紀年病院 名古屋市南区曽池町4-28 457-8515 052-821-7701 ○

笠寺精治寮病院 名古屋市南区笠寺町柚ノ木3 457-0051 052-821-9221 ○

東尾張病院 名古屋市守山区大森北二丁目1301 463-0802 052-798-9711 ○

紘仁病院 名古屋市守山区四軒家一丁目710 463-0034 052-771-2151 ○

もりやま総合心療病院 名古屋市守山区町北11-50 463-0074 052-791-2133 ○
認知症疾患医療センター
事業を実施

八事病院 名古屋市天白区塩釜口一丁目403 468-0073 052-832-2111 ○
認知症疾患医療センター
事業を実施

上林記念病院 一宮市奥町字下口西89-1 491-0201 0586-61-0110 ○
こども外来　児童・思春期
デイケア開設

いまむら病院 一宮市今伊勢町本神戸字無量寺東17 491-0053 0586-73-8141 ○

いまいせ心療センター 一宮市今伊勢町宮後字郷中茶原30 491-0057 0586-45-2531 ○
認知症疾患医療センター
事業を実施

しなのが丘病院 瀬戸市下半田川町1683-8 480-1202 0561-48-5000

東春病院 春日井市西高山町3-5-1 486-0911 0568-31-6248 ○

医療法人　晴和会
あさひが丘ホスピタル

春日井市神屋町字地福1295-31 480-0304 0568-88-0284
認知症疾患医療センター
事業を実施

愛知県医療療育総合センター
中央病院

春日井市神屋町713-8 480-0392 0568-88-0811

犬山病院 犬山市大字塔野地字大畔10 484-0094 0568-61-1505 ○

布袋病院 江南市五明町天王45 483-8248 0587-55-7251 ○

JA愛知厚生連　稲沢厚生病院 稲沢市祖父江町本甲拾町野7 495-8531 0587-97-2131 ○
身体合併症の受入れを実
施

北津島病院 稲沢市平和町嫁振307 490-1323 0567-46-3530 ○
睡眠外来、児童精神科外
来、ものわすれ外来あり

藤田医科大学病院 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 470-1192 0562-93-2000

豊明栄病院 豊明市栄町大根1-395 470-1166 0562-97-5131 ○

桶狭間病院藤田こころケアセン
ター

豊明市栄町南舘3-879 470-1168 0562-97-1361 ○

七宝病院 あま市七宝町下田矢倉下1432 497-0012 052-443-7800
認知症疾患医療センター
事業を実施

好生館病院 あま市上萱津西ﾉ川8 490-1112 052-444-3188 ○

愛知医科大学病院 長久手市岩作雁又1-1 480-1195 0561-62-3311
認知症疾患医療センター
事業を実施

和合病院 愛知郡東郷町大字諸輪字北木戸西108 470-0151 0561-73-1811 ○

一ノ草病院 半田市長根町3-1 475-0074 0569-28-1111 ○

共和病院 大府市梶田町2-123 474-0071 0562-46-2222 ○
関連事業所にデイサービ
スあり

大府病院 知多郡東浦町大字森岡字上源吾1 470-2101 0562-83-3161 ○

みどりの風南知多病院 知多郡南知多町大字豊丘字孫廻間86 470-3411 0569-65-1111 ○

名古屋

尾張

知多



所在
地域

病院名 所在地 〒 電話
デイケア
の有無

備考

三河病院 岡崎市戸崎町字牛転2 444-0840 0564-51-1778 ○ 児童精神科

羽栗病院 岡崎市羽栗町字田中26・27・30番 合併地 444-3514 0564-48-2005

刈谷病院 刈谷市神田町2-30 448-0851 0566-21-3511 ○

豊田西病院 豊田市保見町横山100 470-0344 0565-48-8331 ○

南豊田病院 豊田市広美町郷西80 470-1215 0565-21-0331 ○

衣ヶ原病院 豊田市広久手町2-34 471-0036 0565-32-0991 ○
認知症専門外来、児童思
春期外来、てんかん外来

仁大病院 豊田市猿投町入道3-5 470-0361 0565-45-0110 ○
認知症疾患医療センター
事業を実施

矢作川病院 安城市藤井町南山141-1 444-1164 0566-99-3171 ○

京ケ峰岡田病院 額田郡幸田町大字坂崎字石ノ塔8 444-0104 0564-62-1421 ○

岩屋病院 豊橋市岩屋町字岩屋下39-1 440-0842 0532-61-7100 ○

可知記念病院 豊橋市南大清水町字富士見456 441-8555 0532-26-1101 ○

医療法人松崎病院豊橋こころ
のケアセンター

豊橋市三本木町字元三本木20-1 441-8152 0532-45-1181 ○
認知症疾患医療センター
事業を実施

保生会病院 豊橋市大国町110-2 440-0884 0532-52-3828

島病院 豊橋市雲谷町字上ノ山65-138 441-3103 0532-41-7511

豊川市民病院 豊川市八幡町野路23 442-8561 0533-86-1111 ○ もの忘れ外来あり

西三河

東三河



□医療機関（精神科外来のある病院）

所在
地域

病院名 所在地 〒 電話番号
デイケア
の有無

備考

ちくさ病院 名古屋市千種区今池南4番1号 464-0851 052-741-5331

愛知県がんセンター 名古屋市千種区鹿子殿1-1 464-0021 052-762-6111 腫瘍精神科

医療法人東恵会星ヶ丘マタニ
ティ病院

名古屋市千種区井上町27 464-0026 052-782-6211

名古屋市立大学医学部附属東
部医療センター

名古屋市千種区若水一丁目2-23 464-0071 052-721-7171

社会医療法人愛生会総合上飯
田第一病院

名古屋市北区上飯田北町2丁目70番地 462-0802 052-991-3111 老年精神科

名古屋市立大学医学部附属西
部医療センター

名古屋市北区平手町1丁目1番地の1 462-8508 052-991-8121 児童精神科

愛知県青い鳥医療療育セン
ター

名古屋市西区中小田井五丁目89 452-0822 052-501-4079 児童精神科

日本赤十字社愛知医療セン
ター名古屋第一病院

名古屋市中村区道下町3丁目35番地 453-0046 052-481-5111

医療法人生寿会かわな病院 名古屋市昭和区山花町50 466-0807 052-761-3225

社会福祉法人聖霊会聖霊病院 名古屋市昭和区川名山町56 466-8633 052-832-1181

日本赤十字社愛知医療セン
ター名古屋第二病院

名古屋市昭和区妙見町2番地の9 466-0814 052-832-1121

みなと医療生活協同組合協立
総合病院

名古屋市熱田区五番町4番33号 456-0057 052-654-2211

医療法人親和会　富田病院 名古屋市中川区かの里一丁目30１番地 454-0957 052-302-4976

藤田医科大学ばんたね病院 名古屋市中川区尾頭橋三丁目6番10号 454-8509 052-321-8171

名古屋掖済会病院 名古屋市中川区松年町4丁目66番地 454-0854 052-652-7711

独立行政法人労働者健康安全
機構中部労災病院

名古屋市港区港明一丁目10番６号 455-8530 052-652-5511

大同病院 名古屋市南区白水町9番地 457-8511 052-611-6261

独立行政法人地域医療機能推
進機構　中京病院

名古屋市南区三条一丁目1番10号 457-8510 052-691-7151

総合病院　南生協病院 名古屋市緑区南大高二丁目204番地 459-8016 052-625-0373

独立行政法人国立病院機構
東名古屋病院

名古屋市名東区梅森坂五丁目101 465-8620 052-801-1151

名古屋市厚生院 名古屋市名東区勢子坊二丁目1501 465-0055 052-704-2211

名古屋記念病院 名古屋市天白区平針四丁目305番地 468-0011 052-804-1111 神経精神科、心療内科

総合大雄会病院 一宮市桜1-9-9 491-8551 0586-72-1211

公立陶生病院 瀬戸市西追分町160 489-0065 0561-82-5101

春日井市民病院 春日井市鷹来町1-1-1 486-8510 0568-57-0057

医療法人　陽和会　春日井リハ
ビリテーション病院

春日井市神屋町706 480-0304 0568-88-0011

小牧市民病院 小牧市常普請1-20 485-8520 0568-76-4131

厚生連海南病院 弥富市前ケ須町南本田396 498-8502 0567-65-2511 ○

医療法人 医仁会
さくら総合病院

丹羽郡大口町新宮1-129 480-0127 0587-95-6711 ストレス外来

藤田病院 半田市泉町111-18 475-0858 0569-21-0951 産婦人科受診者のみ

国立研究開発法人国立長寿医
療研究センター

大府市森岡町7-430 474-8511 0562-46-2311 認知症疾患医療センター

愛知県三河青い鳥医療療育セ
ンター

岡崎市高隆寺町小屋場9-3 444-0002 0564-64-7980 児童精神科

冨田病院 岡崎市本宿町字南中町32 444-3505 0564-48-2431 週１回

碧南市民病院 碧南市平和町3-6 447-8502 0566-48-5050

トヨタ記念病院 豊田市平和町1-1 471-8513 0565-28-0100

ＪＡ愛知厚生連豊田厚生病院 豊田市浄水町伊保原500-1 470-0396 0565-43-5000

厚生連安城更生病院 安城市安城町東広畔28 446-8602 0566-75-2111

西尾市民病院 西尾市熊味町上泡原6 445-8510 0563-56-3171

富士病院 知立市牛田町西屋敷137-1 472-0007 0566-85-1000 心療内科

尾張

知多

西三河

名古屋



所在
地域

病院名 所在地 〒 電話番号
デイケア
の有無

備考

福祉村病院 豊橋市野依町字山中19-14 441-8124 0532-46-7511

成田記念病院 豊橋市羽根井本町134 441-8029 0532-31-2167

豊橋医療センター 豊橋市飯村町字浜道上50 440-8510 0532-62-0301

可知病院 豊川市国府町桜田15-1 442-0854 0533-88-3331 心療内科

豊川さくら病院 豊川市市田町大道下30-1 442-0862 0533-85-6511 児童精神科

蒲郡市民病院 蒲郡市平田町向田1-1 443-8501 0533-66-2200

新城市民病院 新城市字北畑32－１ 441-1387 0536-22-2171

東三河



□医療機関（精神科・心療内科のあるクリニック）

所在
地域

病院名 所在地 〒 電話番号
デイケア
の有無

備考

あいの風診療所 名古屋市千種区猫洞通１丁目１５番地 464-0032 052-782-0770 児童精神科

おさむら心療医院
名古屋市千種区四谷通二丁目10ルーツストー
ン　ラ・メゾン1階

464-0819 052-753-4919

こころからだクリニック
名古屋市千種区今池一丁目２番７号フルヘル
ス健康文化館７階

464-0850 052-733-5561

こんどうメンタルクリニック
名古屋市千種区末盛通３－６和田眼科ビル２
階東号

464-0821 052-757-6425

すずかけクリニック 名古屋市千種区今池五丁目１９番１２号 464-0850 052-731-8300 〇

なごや発達クリニック
名古屋市千種区内山三丁目１０－２２ＹＡＭＡＴ
Ｏビル４階

464-0075 090-8137-1361 小児心療内科

医療法人順秀会　星ヶ丘内科
名古屋市千種区井上町１１３番地星ヶ丘中央ビ
ル３階

464-0026 052-788-2222 心療内科

医療法人順秀会　東山内科 千種区東山通５－１０３ 464-0807 052-781-1235 心療内科

覚王山メンタルクリニック
名古屋市千種区覚王山通９丁目１８覚王山セン
タービル２Ｆ

464-0841 052-757-3939

黒川医院 千種区春岡１－２７－６ 464-0848 052-762-6366 心療内科

今池内科・心療内科 名古屋市千種区今池三丁目１２－１４ 464-0850 052-733-5221

桜ヶ丘メンタルクリニック
名古屋市千種区桜が丘１１－１２ソフィアビル２
階

464-0025 052-788-2100

小田クリニック
千種区茶屋ヶ坂通２－４０－１シャトーマスヒコ
１F

464-0093 052-723-1117

小林心療内科・精神分析室
名古屋市千種区内山３－２５－６千種ターミナ
ルビル３Ｆ

464-0075 052-732-2773

星ヶ丘メンタルクリニック 千種区星が丘元町３－２杉田ﾋﾞﾙ 464-0802 052-783-2233

石井クリニック
名古屋市千種区今池五丁目２－３共栄ビル２Ｆ
３Ｆ

464-0850 052-732-3151 児童精神科

池下クリニック
名古屋市千種区高見一丁目２６番４号高見光
ビル２Ｆ

464-0073 052-763-0127

池下やすらぎクリニック 千種区覚王山通８－７０－１ｻﾝｸﾚｱ池下4F 464-0841 052-763-4556

本山こころのクリニック
名古屋市千種区四谷通１－１９－１ディオネ四
つ谷Ⅱ２階

464-0819 052-433-3662

本山メンタルクリニック 名古屋市千種区東山通一丁目１０番地１ 464-0807 052-734-8398 児童精神科

名古屋麻酔科クリニック 名古屋市千種区丘上町２－４９－４ 464-0837 052-757-3326 心療内科

和光医院 名古屋市千種区茶屋が坂一丁目１２番２号 464-0092 052-712-1777 児童精神科

ＬＵＮＡ　大曽根心療科
名古屋市東区矢田一丁目３番３３号名古屋大
曽根第一生命ビル２Ｆ

461-0040 052-723-0118

いなほクリニック 名古屋市東区砂田橋一丁目１－１ 461-0045 052-719-0717 老年精神科

からだと心　泉やわらかクリニッ
ク

名古屋市東区泉一丁目10番23号パムスガーデ
ン２階

461-0001 052-971-3711

ココカラウィメンズクリニック
名古屋市東区泉一丁目２３番３６号　ＮＢＮ泉ビ
ル４Ｆ

461-0001 052-950-5077

ココカラハートクリニック
名古屋市東区泉一丁目２３番３６号ＮＢＮ泉ビ
ル４Ｆ

461-0001 052-953-9373

もくれんクリニック
名古屋市東区泉二丁目２１番２５号高岳院ビル
７階

461-0001 052-934-7122

医療法人財団玉川会エムオー
エー名古屋クリニック

名古屋市東区筒井三丁目４－１７ＭＯＡ名古屋
会館２階

461-0003 052-936-5636 心療内科

医療法人社団小栗会　清水口
脳神経クリニック

名古屋市東区白壁二丁目６番２０号 461-0011 052-265-9674

久屋大通いとうクリニック
名古屋市東区泉一丁目１５－２３　チサン栄リ
バーパーク２０３

461-0001 052-961-3838

小林メンタルクリニック
名古屋市東区葵三丁目１８－１５　坂角葵ビル
３階

461-0004 052-933-3431

豊前メンタルクリニック 名古屋市東区豊前町２－８２－１ 461-0034 052-935-2117

木村メンタルクリニック
名古屋市東区泉二丁目２９－１６　カーサコリナ
１Ｆ

461-0001 052-935-8336

きまたクリニック 名古屋市北区田幡一丁目１２－１２ 462-0843 052-938-3311 〇

ふわりもの忘れとこころのクリ
ニック名古屋

名古屋市北区如意三丁目１０８ー１ 462-0007 052-909-7005 児童精神科

愛こころのクリニック
名古屋市北区黒川本通２－１７黒川ガスプラザ
２階

462-0841 052-910-1556

医療法人　高橋メンタルクリニッ
ク

名古屋市北区大曽根三丁目５番１５号大曽根
朝日マンション２０２号

462-0825 052-915-7200

大曽根メンタルクリニック
名古屋市北区大曽根二丁目８番１号大曽根ＴＹ
Ｋビル1階

462-0825 052-934-7221

板倉医院 名古屋市北区城東町七丁目１５６番地 462-0831 052-981-2972

名古屋



所在
地域

病院名 所在地 〒 電話番号
デイケア
の有無

備考

平安通クリニック
名古屋市北区平安二丁目１－１４カトレヤビル
４階

462-0819 052-908-7766

北医療生活協同組合　北メンタ
ル・クリニック

名古屋市北区上飯田北町１－２０スマイルハー
トビル４階

462-0802 052-912-2113 〇

木の香往診クリニック 名古屋市北区駒止町二丁目２２番地 462-0059 052-908-8421

鈴木医院 名古屋市北区城東町４丁目８４番地 462-0831 052-981-2282

アイリスクリニック
名古屋市西区名駅二丁目３４番２０号ＣＫ２３名
駅前ビル８階

451-0045 052-551-5106

ナゴヤガーデンクリニック
名古屋市西区則武新町三丁目１番１７号イオン
モール名古屋ノリタケガーデン３階

451-0051 052-564-5165 心療内科

のぞみメンタルクリニック
名古屋市西区新道一丁目９－３０リンツネビル
１階１０４号

451-0043 052-533-0212

フレンズクリニック
名古屋市西区枇杷島三丁目２８番２３号エス
ティクラシカル３０２号室

451-0053 052-938-6301

リリークリニック 名古屋市西区浅間一丁目１番４号伊藤ビル２Ｆ 451-0035 052-938-3318

医療法人寿実会　浄心こころの
クリニック

名古屋市西区城西四丁目１番３３号 451-0031 052-528-0022

医療法人明心会　ルーセント
ジェイズクリニック

名古屋市西区牛島町６番１号名古屋ルーセント
タワー３Ｆ

451-6003 052-569-6606 〇

玉池在宅クリニック 名古屋市西区玉池町２１２番地 452-0812 052-509-1156 心療内科

小田井メンタルクリニック 名古屋市西区貴生町２３５番地の１ 452-0816 052-509-0018

船山メンタルクリニック／カウン
セリングオフィス

名古屋市西区那古野二丁目２３番１６号１ 451-0042 052-563-2780

名駅さこうメンタルクリニック
名古屋市西区栄生２－７－５協和ケミカル株式
会社栄生店ビル２Ｆ

451-0052 052-551-7717 児童精神科

ゲート内科・心療内科
名古屋市中村区名駅一丁目１番３号ＪＲゲート
タワー２６階

450-6626 052-571-7001

とわたり内科・心療内科
名古屋市中村区名駅四丁目１番３号クリスタル
ＭＡビル４階

450-0002 052-587-5666 〇

ひだまりこころクリニック　名駅
エスカ院

名古屋市中村区椿町６番９号先 453-0015 052-452-0200

ブレインクリニック名古屋
名古屋市中村区名駅三丁目２６番６号ＴｈｉｒｄＫ
Ｈビル３階

450-0002 052-414-4606

フローブクリニック
名古屋市中村区名駅4－1－3クリスタルMAビ
ル8F

450-0002 052-566-3033

めいほう睡眠めまいクリニック
名古屋市中村区名駅四丁目６番２３号第三堀
内ビルディング１１階

450-0002 052-571-7781

ゆうゆう診療所 名古屋市中村区大門町１９番地 453-0027 052-481-7771

医療法人 木村神経科
名古屋市中村区名駅３－２３－６第２千福ビル
６Ｆ

450-0002 052-561-0666

医療法人回精会　仁愛診療所
名古屋市中村区名駅一丁目２番４号名鉄バス
ターミナルビル２階

450-0002 052-562-0577

医療法人尚仁会　名古屋ス
テーションクリニック

名古屋市中村区名駅四丁目６番１７号名古屋
ビルディング８階

450-0002 052-551-6663

医療法人和楽会　なごやメンタ
ルクリニック

名古屋市中村区椿町一丁目１６番井門名古屋
ビル６階

453-0015 052-453-5251

一般財団法人毎日ドクター
名古屋市中村区名駅一丁目１番３号ＪＲゲート
タワー２６階

450-6626 052-581-2526

吉田クリニック 名古屋市中村区稲葉地町５丁目６番地 453-0841 052-411-5662

菜の花こころのクリニック
名古屋市中村区乾出町二丁目１４番地パーク
ステージ中村１Ｆ

453-0832 052-471-7879

新宿ストレスクリニック名古屋院
名古屋市中村区名駅五丁目７番３０号名駅東
ビル２階

450-0002 052-581-7516

中村公園メンタルクリニック
名古屋市中村区豊国通２丁目６番地ヴィラー
ジュＫ１Ｆ

453-0834 052-486-0111

本陣こころのクリニック
名古屋市中村区鳥居通２丁目４１－２磯貝ビル
１階

453-0044 052-756-2066 老年心療内科

本田ヒルズタワークリニック　名
古屋院

名古屋市中村区椿町１４－１２セントラルＷＥＳ
Ｔ名駅ビル５Ｆ

453-0015 052-459-5222

名駅２丁目クリニック
名古屋市中村区名駅二丁目４３－１２東山ビル
２Ｆ

450-0002 052-571-5777

木洩れ日こころのクリニック
名古屋市中村区名駅三丁目２２番８号大東海
ビル３Ｆ

450-0002 052-541-1112

林内科クリニック
名古屋市中村区名駅南１－１７－２８ミノビル２
階

450-0003 052-561-5757

あおやまクリニック
名古屋市中区栄三丁目７番１３号　コスモ栄ビ
ル３階

460-0008 052-242-1120 心療内科

あおやま第２クリニック
名古屋市中区栄三丁目７番１３号　コスモ栄ビ
ル５階

460-0008 052-684-6610 心療内科

かゆかわクリニック
名古屋市中区栄一丁目１０番２号　サカエスカ
イビル３Ｆ

460-0008 052-212-0025

きんさんクリニック
名古屋市中区錦三丁目１５番１５号ＣＴＶ錦ビル
３階

460-0003 052-212-5844

クリニック徳
名古屋市中区栄二丁目１０－１９　名古屋商工
会議所ビル１１階

460-0008 052-221-8881

名古屋



所在
地域

病院名 所在地 〒 電話番号
デイケア
の有無

備考

ナグモクリニック名古屋
名古屋市中区丸の内一丁目１６番４号ＢＰＲプ
レイス名古屋丸の内　１Ｆ

460-0002 052-229-0575

はたの医院
名古屋市中区栄四丁目１６番３６号久屋中日ビ
ル２階

460-0008 052-253-7370

ひだまりこころクリニック　サン
シャインサカエ院

名古屋市中区錦三丁目２４番４号ＳＵＮＳＨＩＮＥ
ＳＡＫＡＥ　５階

460-0003 052-971-0900

ひだまりこころクリニック　金山
院

名古屋市中区金山一丁目１３番１１号先金山地
下街第９号店舗

460-0022 052-321-0300

芦原内科・心療内科
名古屋市中区金山一丁目１５番１０号ＮＦＣ金山
駅前ビル７階７０１号

460-0022 052-322-0556

医療法人 森川クリニック
名古屋市中区新栄町１ー３　日丸名古屋ビル８
階

460-0004 052-961-1709

医療法人　生寿会　中メンタル
クリニック

名古屋市中区栄四丁目１番８号栄サンシティー
ビル１２階

460-0008 052-243-1151

医療法人　青木クリニック
名古屋市中区錦一丁目２０番８号　カーニープ
レイス名古屋伏見３階

460-0003 052-202-1616

医療法人社団広域白報会なご
や在宅診療所

名古屋市中区千代田五丁目１１番１１号ＳＴ　Ｐ
ＬＡＺＡ　ＴＳＵＲＵＭＡＩ東館２階

460-0012 052-212-9388

医療法人社団明照会　千種さ
わやかクリニック

名古屋市中区新栄三丁目２０番２８号　アクシ
オス千種３Ａ

460-0007 052-228-6933

医療法人順秀会　スカイル内科 名古屋市中区栄三丁目４番５号栄ビル１１階 460-0008 052-241-2111 心療内科

栄メンタルクリニック 名古屋市中区栄三丁目４番１５号鏡栄ビル２階 460-0008 052-249-0015

岡神経科
名古屋市中区新栄町１ー３　日丸名古屋ビル５
階

460-0004 052-955-1606

金山メンタルクリニック 名古屋市中区伊勢山二丁目１０－２３ 460-0026 052-332-5005

五島メンタルクリニック 名古屋市中区栄三丁目６番２０号辰晃ビル５階 460-0008 052-265-0510

広小路通メンタルクリニック
名古屋市中区栄二丁目３番３２号アマノビル２０
１

460-0008 052-212-2500

上前津こころのクリニック
名古屋市中区大須四丁目１０－４０カジウラテッ
クスビル５階

460-0011 052-265-6162

心療内科・内科リエゾンメディカ
ル丸の内

名古屋市中区丸の内二丁目18番15号５１ＫＴビ
ル４階

460-0002 052-220-0255

仁大クリニック
名古屋市中区金山一丁目１４－９　長谷川ビル
９階

460-0022 052-331-8019

大須メンタルクリニック
名古屋市中区大須三丁目３０番６０号大須３０１
ビル５階

460-0011 052-269-3500

鶴舞こころのクリニック
名古屋市中区千代田三丁目１６番７号横山胃
腸科病院アネックスビル１階

460-0012 052-684-8091 〇

南メンタルクリニック
名古屋市中区錦二丁目17-28ＣＫ15伏見ビル２
Ｆ

460-0003 052-201-3731

伏見・長東伝クリニック
名古屋市中区栄二丁目１－１２ダイアパレス伏
見１１０１

460-0008 052-684-6902 心療内科

名古屋伏見こころクリニック
名古屋市中区錦二丁目16番21号ＧＳ伏見セン
タービル８階

460-0003 052-211-9370

つむぎファミリークリニック
名古屋市昭和区隼人町3－4アルページュ杁中
１階

466-0833 052-861-2600

メンタルクリニック月下香庵 名古屋市昭和区川名山町一丁目４８番地 466-0827 052-762-1171

りさ杁中こころのクリニック
名古屋市昭和区滝川町３１番地８小出ビル２階
Ｂ号室

466-0826 052-833-4567

御器所こころのクリニック
名古屋市昭和区阿由知通四丁目５番地シェブ
ランシュ２階

466-0027 052-859-1600

桜クリニック
名古屋市昭和区檀溪通五丁目６番地リバーサ
イドテラス石川橋Ｂ－１１号室

466-0842 052-835-8787

室谷醫院
名古屋市昭和区山手通三丁目９番地１日興山
手通ビル４階

466-0815 052-834-0503

小早川医院
名古屋市昭和区前山町一丁目１９番地つばめ
前山町ビルＡ棟１Ｆ

466-0821 052-752-0800

昭和在宅クリニック
名古屋市昭和区川名本町一丁目４７－２レイナ
ビル　１Ｆ

466-0855 052-380-5904

杉浦医院 名古屋市昭和区山手通五丁目33番地１ 466-0815 052-832-1063

青雲堂医院 名古屋市昭和区広路町梅園２５－１ 466-0834 090-4150-9964

八事クリニック 昭和区山手通５－１－１ヒルクレスト２Ｆ 466-0815 052-836-5655

八事駅西メンタルクリニック
名古屋市昭和区広路町字石坂２７番地１０ノー
ネームビル３階

466-0834 052-875-6811

福智クリニック 名古屋市昭和区東畑町２丁目３０番地の３ 466-0014 052-732-8300 〇

かにクリニック 名古屋市瑞穂区上山町二丁目２０番地 467-0022 052-836-0222 心療内科

みずほクリニック
名古屋市瑞穂区瑞穂通八丁目14番地神谷ビ
ル2階

467-0806 052-842-5656 〇

医療法人　近藤内科 名古屋市瑞穂区薩摩町一丁目５８番地 467-0812 052-841-7983 心療内科

医療法人寿実会ピュアー女性ク
リニック

名古屋市瑞穂区八勝通１丁目１４番地２ 467-0042 052-837-0080 心療内科

名古屋



所在
地域

病院名 所在地 〒 電話番号
デイケア
の有無

備考

医療法人和心会あらたまこころ
のクリニック

名古屋市瑞穂区洲山町一丁目４９番地 467-0066 052-852-8177 〇

奥田内科クリニック 名古屋市瑞穂区日向町２－９－３ 467-0047 052-835-1600

桜山メンタルクリニック
名古屋市瑞穂区桜見町二丁目１６番地ガーデ
ンクルセ櫻見館２階

467-0805 052-848-8014

渋谷医院 名古屋市瑞穂区柏木町２－２９ 467-0044 052-680-8106

水谷クリニック
瑞穂区瑞穂通１－２０ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ瑞穂通 ２０
５

467-0806 052-853-5616

野々村クリニック 名古屋市瑞穂区白砂町１丁目１９番地 467-0056 052-831-6611 心療内科

あつた白鳥クリニック
名古屋市熱田区白鳥３丁目１０番１９号ＢＬＧ白
鳥２階

456-0035 052-671-1555

みずほホームケアクリニック
名古屋市熱田区新尾頭三丁目１番１８号ＷＩＺ
金山５０１

456-0018 052-684-4621

医療法人　井土医院 名古屋市熱田区野立町３－６０ 456-0066 052-671-3688

金山橋クリニック
名古屋市熱田区金山町１－５－３トーワ金山ビ
ル３Ｆ

456-0002 052-681-7725

神宮前メンタルクリニック
名古屋市熱田区三本松町１２－１０シティコーポ
神宮前１Ｆ

456-0032 052-881-3500

神宮前駅こころのクリニック
名古屋市熱田区三本松町１８番４号μＰＬＡＴ神
宮前４階

456-0032 052-884-2230 老年精神科

辻こころのクリニック
名古屋市熱田区大宝一丁目１番１号ヴェルク
レート日比野Ａ棟１階

456-0062 052-683-6663

たなか在宅クリニック
名古屋市中川区万場３－１１１８リバーイースト
本郷１０２

454-0997 052-432-8900

もり在宅クリニック
名古屋市中川区高畑二丁目１４番地シェルコー
ト高畑１、２階

454-0911 052-363-6363

五女子クリニック 名古屋市中川区八幡本通一丁目47番5 454-0031 052-355-5204 児童精神科、老年精神科

滝メンタルクリニック 名古屋市中川区東中島町４－８ 454-0866 052-363-3332

あおぞらクリニック
名古屋市港区入場一丁目５０２みなとメディカル
ステーション２Ｆ

455-0803 052-383-0777

Ｋこどもクリニック 名古屋市南区駈上２－１－１６ 457-0007 052-821-2221 心療内科

木の香往診クリニック中川
名古屋市中川区山王三丁目１３番１５号グロー
バル山王２０２

454-0011 052-350-1020

だいどうクリニック 名古屋市南区白水町８番地 457-0818 052-611-6262

にじこころのクリニック
名古屋市南区豊田一丁目３０－１メディコート４
階

457-0841 052-692-2456 老年精神科

医療法人 大髙クリニック
名古屋市南区鯛取通４丁目１番地第１田口ビ
ル２階

457-0031 052-825-0033 〇

医療法人博豊会 井上医院 名古屋市南区西桜町７７番地 457-0039 052-811-3550 児童精神科

藤城クリニック
名古屋市南区笠寺町姥子山６－４第２桑山ビ
ル３Ｆ

457-0051 052-824-7717 〇

ＭＥＤ　ＡＧＲＥＥ　ＣＬＩＮＩＣ　なご
や

名古屋市守山区川東山２５１５番地 463-0006 052-792-0039

ないとうこころのクリニック 名古屋市守山区日の後710番の１ 463-0803 052-739-5757 児童精神科

ひょうたん山医院 名古屋市守山区東山町１０番２号 463-0061 052-758-4050

メンタルクリニック杉山医院 名古屋市守山区守山一丁目１０－６ 463-0067 052-791-2847

小幡メンタルクリニック 名古屋市守山区小幡一丁目１番１３号 463-0011 052-791-3331

心神診療室 名古屋市守山区西新４－８ 463-0055 052-791-2566

さくら医院 名古屋市緑区鳴子町三丁目４９番地の２３ 458-0041 052-892-7300

スペースゆうクリニック 名古屋市緑区漆山７０４ 458-0832 052-625-4085 心療内科

とくしげ在宅クリニック 名古屋市緑区徳重五丁目４１５番地 458-0815 052-680-9705

とくしげ村上メンタルクリニック 名古屋市緑区鶴が沢一丁目２３０４番地 458-0814 052-877-9700

ナラティブクリニックみどり診療
所

名古屋市緑区滝ノ水一丁目９０８番地　１階 458-0021 052-918-2448

なるみ在宅診療クリニック 名古屋市緑区鳴海町向田１番３ 458-0831 050-5526-6395

プリズムベルクリニック 名古屋市緑区水広二丁目１１８番 458-0848 052-879-6675 児童精神科

医療法人平松内科クリニック 名古屋市緑区篠の風３丁目１１２番地 458-0015 052-878-1230 心療内科

高橋ファミリークリニック 名古屋市緑区平子が丘１５０３番地 458-0826 052-622-1131

砦前クリニック
名古屋市緑区青山３丁目２３番地　BLDGロッ
キー１階

458-0833 052-846-2600

相生山ほのぼのメモリークリ
ニック

名古屋市緑区相川二丁目１０５ 458-0011 052-896-0088 老年精神科

名古屋
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藤田メンタルケアサテライト徳重
北

名古屋市緑区元徳重一丁目２０５番地 458-0852 052-879-3310 〇

徳重はりがや循環器内科 名古屋市緑区徳重一丁目１４１５番地 458-0815 052-838-8370 老年精神科

南生協よってって横丁　メンタル
クリニックみなみ

名古屋市緑区南大高二丁目７０１番地 459-8016 052-626-1026 〇

柊みみはなのどクリニック　有
松駅前

名古屋市緑区鳴海町字有松裏２００番地ウイン
ハート有松住宅棟（シティーコーポ有松駅前）１

458-0824 052-622-5101 児童精神科

名古屋フォレストクリニック 名古屋市緑区南大高三丁目１３０５番地 459-8016 052-624-4010 老年精神科

鳴海ひまわりクリニック 名古屋市緑区鳴海町字三皿29-1 458-0801 052-629-4041 〇

藍こころクリニック
名古屋市緑区桶狭間神明１７２８パレソレイユ１
階

458-0919 052-629-0066

きゅうとく医院
名古屋市名東区本郷２丁目６６－１ファーストビ
ル２階

465-0024 052-777-5701

トータルサポートクリニック名東
名古屋市名東区香南二丁目902号メゾン・ド・ル
ワージュ306号

465-0004 052-768-4018 心療内科

とみがおかクリニック 名古屋市名東区豊が丘５３番地２ＭＤビル１階 465-0035 052-772-0700

ナラクリニック
名古屋市名東区新宿一丁目９３番地ヴィラ街苑
１０３号室

465-0063 052-784-7099

はやかわこころのクリニック一
社

名古屋市名東区一社二丁目８番地オオタ一社
ビル２階

465-0093 052-704-5560 児童精神科

わたなべメンタルクリニック
名古屋市名東区藤が丘１４１番地藤が丘駅前
ビル５階

465-0032 052-760-5561

医療法人　今井内科胃腸科クリ
ニック

名古屋市名東区平和が丘五丁目２７番地 465-0097 052-771-3322 心療内科

医療法人陽幸会藤ヶ丘メンタル
クリニック

名古屋市名東区藤見が丘６番地セントラルスク
エア2階

465-0048 052-777-3783

華メンタルケアクリニック
名古屋市名東区一社一丁目８６番地大進ビル
５階

465-0093 052-703-8787

志岐クリニック 名古屋市名東区本郷二丁目１１８番地 465-0024 052-775-5551

神経科　神月クリニック 名古屋市名東区神月町１０４番 465-0006 052-700-0197

西山クリニック
名古屋市名東区上社一丁目７０４宏和上社駅
前ビル

465-0025 052-771-1600 〇

藤が丘さくらなみきクリニック
名古屋市名東区藤見が丘２５－２藤が丘メディ
カルステーション２Ｆ

465-0048 052-769-1511

いずメンタルクリニック 名古屋市天白区原五丁目2612番地1 468-0015 052-806-2011 老年心療内科

おときき山泌尿器皮フ科
名古屋市天白区池見二丁目２２９番地近藤店
舗１階

468-0067 052-834-7002

けやき訪問クリニック
名古屋市天白区植田一丁目1707シャトウスサ
キⅡ 105号

468-0051 052-680-7610

ごうホームクリニック
名古屋市天白区原1丁目1410番地サンモール
原 103号

468-0015 052-803-5005

たけうち心療内科
名古屋市天白区植田三丁目1５１８クロックタ
ワー植田１Ｆ

468-0051 052-806-0155

とんぼヶ丘クリニック 名古屋市天白区平針台一丁目409番2 468-0030 052-803-1233

のなみ心療クリニック
名古屋市天白区野並二丁目４４０番地野並ビ
ル４階

468-0045 052-938-5561

ファミリーメンタルクリニック
名古屋市天白区原一丁目２１０番地原コーネル
ビル１階

468-0015 052-803-1515 児童精神科

塩釜口こころクリニック
名古屋市天白区塩釜口一丁目851番地ドミール
八事1階

468-0073 052-831-0011 児童精神科

関谷平針メンタルクリニック
名古屋市天白区平針２－１９０６ＫＭビル３階Ｂ
号室

468-0011 052-806-7910

植田こころのクリニック 名古屋市天白区植田三丁目1704番地 468-0051 052-800-0556

八事の森メンタルクリニック 名古屋市天白区元八事三丁目２７６ 468-0066 052-835-7623

森クリニック 一宮市本町4-21-27 491-0859 0586-24-6531

森中央クリニック 一宮市萩原町西宮重字東光堂18 491-0362 0586-68-5355 心療内科のみ

中村メンタルクリニック 一宮市栄4-1-18 491-0858 0586-23-6856

一宮むすび心療内科 一宮市真清田2-3-20 491-0043 0586-23-1380

セベ心療クリニック 一宮市瀬部字山伏66-1 491-0001 0586-52-0858

嶋田メンタルクリニック
一宮市神山1-10-26
（メゾンイトー１Ｆ）

491-0904 0586-47-7555

桜井クリニック 一宮市大江1-6-10 491-0851 0586-73-3790

とみつかクリニック 一宮市富塚字寸畑4 491-0123 0586-53-3130 ○

たいようクリニック 一宮市開明字新田沼11 494-0001 0586-46-7611

名古屋
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はるかメンタルクリニック 一宮市小赤見字秋吉43-1 491-0012 0586-75-1711
ものわすれ外来
老年精神科
女性精神科

田中クリニック 一宮市本町4-19-24 491-0859 0586-72-2686

瀬戸こころの診療所
瀬戸市東横山町114-3
（ALL瀬戸ビル2階）

489-0066 0561-85-0236

せとぐち心療内科クリニック
瀬戸市福元町19－4
健康陽だまりビルディング2階

489-0935 0561-89-4800

かすがいメンタルクリニック
春日井市春見町52-9
（シティイトウ2階）

486-0837 0568-84-8600

高蔵寺駅前クリニック
春日井市高蔵寺町北4-1-1
（リベルタ高蔵寺1階）

487-0016 0568-53-6565

村松クリニック 春日井市神領町2-24-1 486-0821 0568-87-4680

かちがわ心と体のクリニック 春日井市柏井町1-101 486-0927 0568-32-3200 ○ うつ病復職支援専門デイ

山口メンタルクリニック 春日井市西山町3-13-1 486-0803 0568-86-7532

まきのファミリークリニック 春日井市岩成台10－2－9 487-0033 0568-93-6080 児童精神科

春日井駅前メンタルクリニック
春日井市中央通1-88
（駅前第３共同ビル２階）

486ｰ0825 0568-85-3705

大手外科クリニック 春日井市大手町2-70 486-0807 0568-81-3033

北町メンタルクリニック 津島市北町143-7 496-0817 0567-22-0234

ＣＯＣＯＲＯ　ＣＬＩＮＩＣ 津島市柳原町1-6 496-0046 0567-22-1007

かとう心療クリニック 津島市埋田町1-18-2 496-0031 0567-22-4560

くりきメンタルクリニック 犬山市大字犬山字富士見町9-19 484-0081 0568-63-3007

ともこころのクリニック 犬山市大字犬山字南古券191-5 484-0081 0568-62-0556 〇

江南こころのクリニック 江南市北野町天神3-2 483-8175 0587-53-0700

すどうストレスケアクリニック 小牧市中央1-349 485-0029 0568-75-0222 〇 リワークプログラム

小牧メンタルクリニック 小牧市中央2-54 485-0029 0568-76-7700

小牧駅西すずきクリニック 小牧市中央1-308 485-0029 0568-73-2510 児童精神科

小牧原クリニック 小牧市東田中2010-1 485-0826 090-2465-3256
電話は折り返し対応
問い合わせは原則LINE

みさわこころのクリニック
小牧市小松寺5-2
（Vトピアキッズスクール1F）

485-0828 0568-75-2288

吉田クリニック 稲沢市大塚南3-68 492-8214 0587-21-0015

癒やしの森メンタルクリニック
稲沢市松下1-7-24
（たかビル1階）

492-8208 0587-33-0841

いなざわこころのクリニック 稲沢市重本4-92-1 492-8261 0587-33-7800 精神科・心療内科

松橋俊夫クリニック 尾張旭市印場元町3-5-1 488-0840 0561-54-3940

あさひ・こころのクリニック 尾張旭市向町2-4-1 488-0818 0561-55-5565

すずきこころのクリニック 尾張旭市東印場町二反田347-1 488-0833 0561-53-8880
児童精神科
新患毎日受付可

岩倉メンタルクリニック
岩倉市栄町2-21
（あすなろビル2階）

482-0022 0587-65-3200

藤田メンタルケアサテライト
豊明市阿野町滑65-2
（都築ビル2階）

470-1148 0562-96-0880 ○

藤田メンタルケアサテライト(こど
も心リハビリセンター)

豊明市阿野町滑65-2
(都築ビル4階)

470-1148 0562-97-4700 ○ 児童精神科デイケア

あいち熊木クリニック 日進市岩崎町竹の山2-1321 470-0136 0561-75-5707

日進メンタルクリニック 日進市蟹甲町池下278-2 470-0122 0561-75-5828

あかいけ好日こころのクリニック 日進市赤池1-3001 第25オーシャンプラザ3階 470-0125 052-808-3800

枇杷島古城こころクリニック 清須市西枇杷島町泉72 452-0015 052-505-8818 ○

はあと在宅クリニック 清須市西田中白山5 452-0933 052-325-8332 訪問診療のみ（応相談）

もりメンタルクリニック
北名古屋市西春駅前1-1
（パティオ西春2階）

481-0040 0568-21-5568

なごみこころのクリニック 弥富市前ヶ須町南本田349 498-0017 0567-65-7530

はあと在宅クリニック弥富 弥富市五明三丁目40番地 498-0014 0567-69-8322

尾張
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ひだまりこころクリニック あま市甚目寺町五位田156 490-1111 052-441-0800

愛知淑徳大学クリニック
長久手市片平2-17-18
（愛知淑徳大学長久手キャンパス隣接）

480-1146 0561-62-1222

杁ヶ池メンタルクリニック 長久手市戸田谷1101 480-1124 0561-62-2782

長久手メンタルクリニック 長久手市仲田804 480-1167 0561-56-7855

つくしこころクリニック 丹羽郡大口町竹田2-21-2 480-0147 0587-94-0800 児童精神科

いそべクリニック
海部郡蟹江町蟹江本町チノ割24-3
（第26オーシャンプラザ3階）

497-0033 0567-94-1531 ○

さらクリニック 海部郡蟹江町富吉4-39 497-0058 0567-94-6077

たなかメンタルクリニック 海部郡蟹江町今本町通39　パレスカニエ101 497-0032 0567-96-8010

滝川メンタルクリニック
半田市青山1-12-6
（森ビルⅡ３階）

475-0836 0569-22-7780

こころ音メンタルクリニック
半田市天王町1-5-1
（ジロービル2F）

475-0859 0569-21-0556

やなべ心療内科 半田市岩滑中町1-39-1 475-0961 0569-23-8011

西知多こころのクリニック
常滑市新開町3-137
（ヤマキビル2階）

479-0837 0569-36-1331 認知行動療法

JUNメンタルクリニック 東海市大田町細田123 477-0031 0562-32-1155

大府こころのクリニック
大府市柊山町1-175-1　リソラ大府クリニック
モール2階

474-0053 0562-46-2002

楓の丘こどもと女性のクリニック 大府市半月町3-248-1 474-0037 0562-85-1552 〇

メンタルクリニック　ナイアちた 知多市新知西町9-9 478-0066 0562‐57‐1280

新舞子メンタルクリニック 知多市新舞子字大瀬20-5-2 478-0036 0569-43-1173

伊賀新クリニック 岡崎市伊賀新町13-22 444-0078 0564-23-0090 漢方治療

あおばクリニック 岡崎市上地3-49-3 444-0823 0564-71-6777

ならい心療内科 岡崎市明大寺町字沖折戸1-3 444-0864 0564-71-1515 ○
認知行動療法、リワーク
実施

かごた公園メンタルクリニック 岡崎市籠田町11 444-0041 0564-21-6696

岡崎駅前クリニック 岡崎市羽根町東荒子38-1 f.a.sビル1階 444-0813 0564-83-6667

岡崎駅はるさきクリニック 岡崎市針崎町字東カンジ67-8 444-0827 0564-64-1100
往診(要相談)、訪問看護
可

宮川ホームケアクリニック 岡崎市美合町下長根20-6 444-0802 0564-64-4000 訪問診療のみ

おかざきよろず心のクリニック 岡崎市竜美西2-1-17 444-0875 0564-64-6616 ○ 児童精神科、ナイトケア

クリニック花草 岡崎市中岡崎町6-5 YMOビル4階5階 444-0921 0564-65-3633

堀クリニック
刈谷市若松町1-6
（岡部ビル2階）

448-0858 0566-63-2100

羽根メンタルクリニック
刈谷市新栄町7-73-3
（フラワービル5階）

448-0843 0566-22-5100

酒井内科医院 刈谷市丸田町5-4-4 448-0033 0566-21-2326

医療法人成精会　メンタルクリ
ニック　アンセル

刈谷市昭和町2-20-1 448-0029 0566-21-2020 ○
うつ病・うつ状態の方のリ
ワークデイケア

刈谷こころのクリニック 刈谷市高松町3-7 448-0853 0566-91-7007

とよたメンタルクリニック 豊田市西町4-26-9 471-0025 0565-31-4667 ○

仁大駅前クリニック
豊田市喜多町3-110
（コモ・スクエアE棟1F）

471-0027 0565-34-5252 ○

杉田メンタルクリニック
豊田市若宮町7-5-2
（みそのビル4階）

471-0026 0565-36-5588

豊田浄水こころのクリニック 豊田市浄水町南平86-2 470-0343 0565-42-8607

豊田土橋こころのクリニック 豊田市曙町3-8 471-0835 0565-41-7730

神谷クリニック 安城市朝日町16-18 446-0031 0566-77-8810 ○

いしかわハーブクリニック 安城市南町11-16 446-0034 0566-72-8525

青山メンタルクリニック
安城市三河安城南町1-15-10
（シティタワー3階北）

446-0058 0566-73-6900

美園フォレストクリニック 安城市美園町1-1-3、1-2 446-0076 0566-74-7711 ○

西三河

尾張
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みつわクリニック 安城市今池町1-2-8 446-0071 0566-93-1656

安城真クリニック 安城市安城町荒下5-5 446-0026 0566-91-7399

定塚メンタルクリニック 西尾市高畠町4-38 445-0064 0563-54-6033

こころのクリニック西尾 西尾市錦城町251 445-0864 0563-55-0071 ○

みどりまち心療内科 西尾市緑町3-28 445-0804 0563-54-0010 ○ リワークプログラムも実施

知立メンタルクリニック
知立市新富2-33
（セントラルプラザ3階）

472-0047 0566-83-2677

西中町クリニック 知立市西中町中長1-1 472-0016 0566-84-3304

かすやメンタルクリニック みよし市三好丘2-3-7 470-0202 0561-33-0880

みよしメンタルクリニック
みよし市三好町木之本49-2
（創健ビル2階）

470-0224 0561-33-1780 ○

はしたにクリニック みよし市西一色町東25 470-0226 0561-33-5380 ○

至クリニック 豊橋市駅前大通1-16 440-0888 0532-53-1211

かずおメンタルクリニック 豊橋市西幸町字浜池43-2 441-8113 0532-48-6666 ○ 児童精神科

大島医院
豊橋市大橋通1-68
（静銀ニッセイ豊橋ビル5階）

440-0076 0532-55-3411

かみやメンタルクリニック 豊橋市牟呂町字西明治源助堀6-1 441-8087 0532-34-1411 ○ 児童精神科

公園通りクリニック 豊橋市西小鷹野1-13-9 440-0013 0532-69-2005

中里医院 豊橋市駅前大通1-46-1 440-0888 0532-57-1661

豊橋市こども発達センター 豊橋市中野町中原100(ほいっぷ内） 441-8539 0532-39-9200 児童精神科

Ｌやすらぎクリニック
豊橋市萱町20-7
（高木ビル2階）

440-0896 0532-56-7799

豊橋ニコニコクリニック
豊橋市白河町29-1
 白河ハイツ22B(2F）

441-8021 0532-35-2533 〇

里童こころと育ちのクリニック 豊橋市吉川町61 441-8002 0532-34-3313 児童精神科

おいまつクリニック 豊橋市老松町193-1 440-0053 0532-64-6117
認知症・老年心療内科専
門

内藤メンタルクリニック 豊川市光明町1-34-1 442-0884 0533-82-1556 ○

きくちメンタルクリニック 豊川市牛久保町城跡20-1 442-0826 0533-56-9000 ○

ちかメンタルクリニック 豊川市八幡町鐘鋳場146－１ 442-0857 0533-83-8666

さくらぎ眼科　こころのクリニック 豊川市美幸町2-86 442-0016 0533-86-0081

蒲郡駅前クリニック
蒲郡市神明町2-12
（ウェルファー神明1階）

443-0056 0533-66-1558

おだメンタルクリニック 蒲郡市宝町11番16号 443-0044 0533-95-0570

田原南こころのクリニック
田原市田原町新清谷102－1
（田原プラザ１階）

441-3421 0531-27-7100

國見医院 田原市田原町東大浜57 441-3421 0531-22-0756 金曜のみ　完全予約制

東栄医療センター 北設楽郡東栄町大字三輪字上栗5 449-0216 0536-79-3311 毎月第１・３金曜のみ

西三河


