
認知療法・認知行動療法の届出医療機関一覧 令和４年３月時点

都道府県名 医療機関名称 医療機関所在地（住所） 電話番号

鳥取県 とよだクリニック 米子市立町１丁目４９番地 0859-33-1712
鳥取県 かたやま心の健康クリニック 米子市長砂町５４－１３ 0859-32-9555
鳥取県 虹の森クリニック 倉吉市八屋２０３－７ 090-4248-3995
島根県 福田内科クリニック 松江市上乃木９－４－２５ 0852-27-1200
島根県 島根大学医学部附属病院 出雲市塩冶町８９番１ 0853-23-2111
島根県 社会医療法人清和会西川病院 浜田市港町２９３－２ 0855-22-2390
島根県 心療内科漢方内科全人統合医療日本ホリスティッククリニックインターナショナルディビジョン 松江市学園１－７－３０ 0852-31-1301
島根県 心療内科　漢方松江クリニック 松江市学園１丁目７－３５　アパルトマンのつ３０６号室 0852-27-1311
島根県 心身一如医食同源心療漢方内科日本ホリスティッククリニック 松江市学園１丁目７番３０号 0852-28-3131
島根県 心療内科ビタミンミネラル自然治癒力活性松江ホリスティッククリニック 松江市東朝日町１３６番地２ 0852-28-3131
島根県 自然治癒力活性全人介護医療心療漢方内科横田スサノオクリニック 仁多郡奥出雲町横田１００９－６ 0854-52-1311
島根県 漢方女性クリニック・ｍｉｏ 松江市朝日町４９８松江センタービル２Ｆ 0852-28-0211
島根県 日本ホリスティッククリニック佐々木医院 出雲市塩冶善行町１４－１ 0853-25-1311
島根県 心療内科医食同源松江ホリスティッククリニック 松江市東朝日町１３６番地２ 0852-28-3131
島根県 心療内科心身一如松江ホリスティッククリニック 松江市東朝日町１３６番地２ 0852-28-3113
島根県 こなんホスピタル 松江市宍道町白石１２９－１ 0852-66-0712
島根県 さとうクリニック 出雲市平田町９８９－１ 0853-62-4311
岡山県 公益財団法人慈圭会　慈圭病院 岡山市南区浦安本町１００番２地 086-262-1191
岡山県 公益財団法人林精神医学研究所　附属　林道倫精神科神経科病院 岡山市中区浜４７２ 086-272-8811
岡山県 医療法人　福嶋医院 浅口市寄島町３０７２ 0865-54-3177
岡山県 原尾島クリニック 岡山市中区原尾島３丁目８番１６号 086-271-3777
岡山県 医療法人福寿会　藤戸クリニック 倉敷市藤戸町藤戸１５７３－１ 086-428-8572
岡山県 医療法人知誠会　岩藤胃腸科外科歯科クリニック 岡山市東区瀬戸町沖３４３ 0869-52-1166
岡山県 医療法人春洋会　青井医院 玉野市宇野２丁目３２－７ 0863-21-4370
岡山県 川崎医科大学附属病院 倉敷市松島５７７番地 086-462-1111
岡山県 岡山県精神科医療センター 岡山市北区鹿田本町３－１６ 086-225-3821
岡山県 奈義ファミリークリニック 勝田郡奈義町豊沢２９２－１ 0868-36-3012
岡山県 こころの医療　たいようの丘ホスピタル 高梁市落合町阿部２２００番地 0866-22-2217
岡山県 社会医療法人清風会　津山ファミリークリニック 津山市高野本郷１２７９番地２８ 0868-26-2221
岡山県 医療法人　啓光会　ＨＩＫＡＲＩ　ＣＬＩＮＩＣ 岡山市北区下石井二丁目１番１８号ＯＲＩＸ岡山下石井ビル２Ｆ 086-222-5200
広島県 独立行政法人国立病院機構　呉医療センター 呉市青山町３－１ 0823-22-3111
広島県 マツダ株式会社　マツダ病院 安芸郡府中町青崎南２－１５ 082-565-5000
広島県 広島大学病院 広島市南区霞１丁目２－３ 082-257-5555
広島県 府中みくまり病院 安芸郡府中町みくまり３－１－１１ 082-281-2281
広島県 松田病院 広島市南区翠４丁目１３－７ 082-253-1245
広島県 医療法人社団　吉田会　吉田病院 江田島市江田島町津久茂２丁目６－２ 0823-42-1100
広島県 神原病院 福山市赤坂町赤坂１３１３ 084-951-1007
広島県 中村内科医院 広島市佐伯区美鈴が丘西１－１－１ 082-928-2864
広島県 あまのクリニック 廿日市市串戸５丁目１－３７ 0829-31-5151
広島県 吉實クリニック 神石郡神石高原町油木乙６６７６－１５ 0847-82-0005
広島県 医療法人社団　小田クリニック 広島市中区鉄砲町６－１１ 082-223-2353
広島県 医療法人社団　更生会　草津病院 広島市西区草津梅が台１０－１ 082-277-1001
広島県 西原セントラルクリニック 広島市安佐南区西原八丁目３３番３号 082-871-1177
広島県 下山記念クリニック 東広島市西条町寺家７４３２－１ 0824-24-1121
広島県 ひろしま脳神経内科クリニック 広島市南区松原町５番１号ビッグフロントひろしま４階 082-568-0241
広島県 みはら内科クリニック 安芸郡府中町大通二丁目８番２１号大興クリニックビル２Ｆ 082-286-1177
広島県 ファミリークリニック森のくまさん 東広島市高屋町大畠４９９番１８号 082-491-1875
広島県 十河クリニック 広島市南区的場町１丁目７－２０ 082-261-0676
広島県 こころのクリニックひまわり 安芸郡海田町窪町１－２３ＪＲ海田市駅ＮＫビル　１Ｆ 082-847-3111
広島県 宇品メンタルクリニック 広島市南区宇品西３丁目１－４５－４クリニックモール宇品 082-250-2230
広島県 白島中央クリニック 広島市中区東白島町１５番８号第三西林ビル２階 082-836-6630
広島県 広島中央医科歯科クリニック 広島市安佐南区長束三丁目４０番４号 082-578-3331
山口県 ふじわら医院 周南市大字大河内２５６の１４ 0833-91-7100
山口県 医療法人和同会　片倉病院 宇部市大字西岐波２２９の３ 0836-51-6222
山口県 波乗りクリニック 宇部市大字東岐波字丸尾４３２７番８ 0836-59-1173
徳島県 徳島大学病院 徳島市蔵本町２丁目５０番地の１ 088-631-3111
徳島県 城南病院 徳島市丈六町行正２７番地の１ 088-645-0157
徳島県 鳴門シーガル病院 鳴門市瀬戸町堂浦字阿波井５７ 088-688-0011
徳島県 たけひさ医院 徳島市安宅一丁目８番３７号 088-678-8751
徳島県 文慶記念内科 徳島市国府町中４９５－１ 088-642-8666
香川県 社会医療法人財団大樹会　総合病院回生病院 坂出市室町三丁目５番２８号 0877-46-1011
香川県 医療法人社団　しらかわ小児科医院 高松市一宮町９７番地７ 087-889-2107
香川県 医療法人社団　光風会　三光病院 高松市牟礼町原８８３番地１ 087-845-3301
香川県 三豊市立永康病院 三豊市詫間町詫間１２９８番地２ 0875-83-3001
香川県 あんどう発達クリニック 高松市多肥下町５１７番地１０ 087-867-0234
香川県 丸亀メンタルクリニック　ソフィア 丸亀市本町１０５番地１丸亀フロントビル４Ｆ 0877-58-0123
香川県 古新町こころの診療所 高松市古新町１０番地３砂屋ビル６階 087-802-2205
香川県 香川大学医学部附属病院 木田郡三木町大字池戸１７５０番地１ 087-898-5111
愛媛県 松風病院 四国中央市土居町入野９７０番地 0896-74-2001
愛媛県 一般財団法人　新居浜精神衛生研究所附属豊岡台病院 四国中央市豊岡町長田６０３番地１ 0896-25-0088
愛媛県 公益財団法人正光会　宇和島病院 宇和島市柿原１２８０番地 0895-22-5622
愛媛県 瀬戸内海病院 今治市北宝来町二丁目４番地９ 0898-23-0655
愛媛県 旭川荘南愛媛病院 北宇和郡鬼北町永野市１６０７番地 0895-45-1101
愛媛県 心療内科まつおかクリニック 松山市湊町五丁目３番地４　ＫＯ第２ビル１階 089-935-8003
愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 東温市志津川 089-964-5111
愛媛県 和ホスピタル 松山市柳原７３９番地 089-992-0700
愛媛県 公益財団法人正光会　今治病院 今治市高市甲７８６番地１３ 0898-48-2560
愛媛県 もりさわメンタルクリニック 松山市花園町４番地１２　和光ビル２階 089-997-7670
愛媛県 公益財団法人正光会　広小路診療所 宇和島市堀端町１の１３ 0895-22-1614
高知県 医療法人　精華園　海辺の杜ホスピタル 高知市長浜２５１ 088-841-2288
高知県 高知大学医学部附属病院 南国市岡豊町小蓮１８５番地１ 088-866-5811
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