
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

茨城県 医療法人慈政会　小栁病院 古河市稲宮１００１ 0280-97-1110
茨城県 医療法人盡誠会　宮本病院 稲敷市幸田１２４７ 0299-79-2114
茨城県 佐竹南台菜のはなクリニック 常陸太田市天神林町８７０－２４５ 0294-80-2250
茨城県 水戸メンタル駅前分院 水戸市宮町１－３－３８中村ビル７Ｆ 029-239-5075
茨城県 水戸メンタルクリニック 水戸市梅香１－２－５０ 029-303-1155
茨城県 桜井病院 石岡市半田１８８６ 0299-42-3922
茨城県 医療法人社団つくば健仁会　とよさと病院 つくば市田倉４７２５ 029-847-2631
茨城県 おのぼりクリニック つくば市手代木１９２７－１ 029-828-6171
栃木県 大久保クリニック 下都賀郡壬生町落合３－４－７ 0282-81-0880
栃木県 自治医科大学附属病院 下野市薬師寺３３１１－１ 0285-44-2111
栃木県 川上内科クリニック 真岡市下高間木一丁目１３番地６ 0285-80-2022
栃木県 岡田こどもクリニック 佐野市植上町１４０８－２ 0283-20-5552
栃木県 芳賀赤十字病院 真岡市中郷２７１ 0285-82-2195
栃木県 さくら・ら心療内科 宇都宮市桜３丁目１番３６号 028-615-7520
栃木県 獨協医科大学病院 下都賀郡壬生町大字北小林８８０ 0282-86-1111
栃木県 宇都宮西ケ丘病院 宇都宮市長岡町８４２番地 028-621-3171
栃木県 医療法人緑枝会にしやま内科クリニック 下都賀郡壬生町大字安塚７６５番地１５ 0282-86-6000
群馬県 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 前橋市昭和町３－３９－１５ 027-220-7111
群馬県 堤ヶ岡メンタルクリニック 高崎市中泉町６０１－６ 027-386-8638
群馬県 田島病院 吾妻郡中之条町中之条町１７８２番地 0279-75-3350
群馬県 クリニック樹 みどり市笠懸町阿左美１４４９番地５ 0277-30-8808
群馬県 あいメンタルクリニック 太田市龍舞町５６８８－２ 0276-50-1007
群馬県 医療法人藤彩會斎藤医院 藤岡市藤岡１５４５－１７ 0274-22-0765
群馬県 前橋赤十字病院 前橋市朝倉町３８９－１ 027-265-3333
群馬県 医療法人　中沢会　上毛病院 前橋市下大島町５９６－１ 027-266-1482
群馬県 赤城病院 前橋市江木町１０７２ 027-269-5111
群馬県 群馬整肢療護園 高崎市足門町１４６－１ 027-373-2277
群馬県 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 高崎市高松町３６ 027-322-5901
埼玉県 医療法人　髙仁会　川口病院 川口市西川口６－１７－３４ 048-252-4120
埼玉県 医療法人社団　峯和会　鳩ヶ谷第一クリニック 川口市三ツ和１－９－２７ 048-281-5210
埼玉県 医療法人社団　清心会　清水クリニック 本庄市前原１丁目１番１３号 0495-22-3358
埼玉県 医療法人　髙仁会　戸田病院 戸田市新曽南３－４－２５ 048-442-3824
埼玉県 医療法人　親和会　鳳永病院 草加市谷塚二丁目１２番１５号 048-924-2631
埼玉県 医療法人　関越病院 鶴ケ島市大字脚折１４５－１ 049-285-3161
埼玉県 医療法人社団　波多野医院 所沢市小手指町１－４３－５ 04-2924-7885
埼玉県 みなみ草加クリニック 草加市新里町１０７番地１ 048-924-0600
埼玉県 医療法人社団　智心会　渡辺メンタルクリニック さいたま市大宮区高鼻町一丁目３１番１号　ＴＯＰＳ大宮６Ｆ 048-647-2372
埼玉県 蓮田・東診療所 蓮田市東６ー２ー９ 048-769-4776
埼玉県 医療法人　至信会　池沢神経科病院 羽生市下新郷５５１ 048-561-2721
埼玉県 医療法人髙仁会　川口クリニック 川口市西川口６丁目１７番３号 048-430-7100
埼玉県 だるまさんクリニック さいたま市緑区東浦和５丁目１８番２２号　石﨑ビル２０１ 048-789-6726
埼玉県 順天堂大学医学部　附属順天堂越谷病院 越谷市大字袋山５６０ 048(975)0321
埼玉県 東大宮メンタルクリニック さいたま市見沼区東大宮４－１８－８　新井ビル３Ｆ 048-662-7210
埼玉県 西熊谷病院 熊谷市石原５７２ 048-522-0200
埼玉県 柳瀬川ファミリークリニック 志木市幸町四丁目１番１号 048-485-9561
埼玉県 北戸田駅前まつもとクリニック さいたま市南区辻８－２３－１４　２階 048-839-5005
埼玉県 医療法人　白翔会　浦和神経サナトリウム さいたま市南区広ケ谷戸字稲荷越３０１－１ 048-873-3115
埼玉県 子ども家庭総合センター内診療室 さいたま市浦和区上木崎４丁目４番１０号　４階 048-711-8014
埼玉県 医療法人社団由佑会　さくらクリニック 上尾市大字上尾村５４２番地１ 048-780-2765
埼玉県 久喜すずのき病院 久喜市北青柳１３６６－１ 0480-23-6540
千葉県 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府台病院 市川市国府台１‐７‐１ 047-372-3501
千葉県 医療法人社団翠柏会かしわ沼南みらいクリニック 柏市大津ケ丘１－４５－５ 04-7191-3133
千葉県 医療法人静和会　浅井病院 東金市家徳３８‐１ 0475-58-5000
千葉県 社会医療法人社団同仁会　木更津病院 木更津市岩根２－３－１ 0438-41-1551
千葉県 医療法人鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山 館山市正木４３０４－９ 0470-20-5520
千葉県 医療法人社団洋光会　協和医院 銚子市唐子町８－３３ 0479-30-4855
千葉県 亀田クリニック 鴨川市東町１３４４ 0470-99-2211
千葉県 医療法人社団翠松会　たけだメンタルクリニック 松戸市本町１４－１８松戸トシオビル３階 047-330-2006
千葉県 医療法人静和会　新検見川メンタルクリニック 千葉市花見川区花園１－９－１８クリニックガーデン花園２Ａ号室 043-213-3777
千葉県 国立大学法人　千葉大学医学部附属病院 千葉市中央区亥鼻１－８－１ 043-222-7171
千葉県 医療法人社団愛慈会　西佐倉印西病院 印西市岩戸１８４４‐１０ 0476-99-0261
千葉県 医療法人　式場病院 市川市国府台６－１－１４ 047-372-3567
千葉県 ながうしクリニック 佐倉市上座７９４－２ 043-308-5300
千葉県 千葉県循環器病センター 市原市鶴舞５７５ 0436-88-3111
千葉県 医療法人明柳会　恩田第二病院 松戸市金ケ作３０２ 047-387-3761
千葉県 総合病院国保旭中央病院 旭市イの１３２６ 0479-63-8111
千葉県 八幡メンタルクリニック 市川市南八幡４－４－２６グランデヒロ本八幡３Ｆ・４Ｆ 047-300-9150
千葉県 医療法人社団あさひな会　ひさきファミリークリニック 市川市大野町２－１０７－１アネックス美至第３　００２号室 047-303-8000
千葉県 医療法人社団爽風会　あしたの風クリニック 船橋市金杉町１５９－２ 047-429-3111
千葉県 医療法人社団　爽風会　心の風クリニック 船橋市本町１－２６－２　船橋ＳＦビル３Ｆ 047-422-1750
千葉県 きたなら駅上ほっとクリニック 船橋市習志野台３－１－１北習志野駅ビル　エキタきたなら３－１ 047-401-1707
千葉県 医療法人社団北垣会　たけしファミリークリニック 船橋市習志野台６－３－２５ 047-465-1192
千葉県 医療法人社団聖母会　聖マリア記念病院 成田市取香４４６ 0476-32-0711
千葉県 東京歯科大学市川総合病院 市川市菅野５‐１１‐１３ 0473-22-0151
千葉県 国際医療福祉大学成田病院 成田市畑ケ田８５２ 0476-35-5600
千葉県 関宿メンタル・発達クリニック 野田市木間ケ瀬２４２７－７１ 04-7137-7922
東京都 野の花メンタルクリニック 武蔵野市吉祥寺本町一丁目２１番２号　グローリオ吉祥寺本町２０３ 0422-28-1587
東京都 独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター 目黒区東が丘二丁目５番１号 03-3411-0111
東京都 佐藤診療所 世田谷区用賀二丁目３５番４号　佐藤ビル 03-5491-7745
東京都 医療法人社団　壽仙會　仙石クリニック 豊島区西巣鴨一丁目２１番４号 03-3576-5858
東京都 医療法人社団　鶴亀会　小金井つるかめクリニック 小金井市本町六丁目１４番２８号　３０１　 042-386-3757
東京都 医療法人社団　鶴亀会　新宿つるかめクリニック 渋谷区代々木二丁目１１番１５号　新宿東京海上日動ビルディング３階４階 03-3299-0077
東京都 社会福祉法人　多摩済生医療団　多摩済生病院 小平市美園町三丁目１１番１号 0423-41-1611
東京都 さくまクリニック 新宿区馬場下町６２番地　三朝庵ビル４階 03-5292-0345
東京都 医療法人社団　成仁病院 足立区島根三丁目２番１号 050-3734-5041
東京都 東京都立広尾病院 渋谷区恵比寿二丁目３４番１０号 03-3444-1181
東京都 社会医療法人社団　健友会　中野共立病院 中野区中野五丁目４４番７号 03-3386-3166
東京都 東急　株式会社　東急病院 大田区北千束三丁目２７番２号 03-3718-3331
東京都 南の風メンタル 港区南青山二丁目１２番１５号　南青山２丁目ビル９階 03-6804-2110
東京都 医療法人社団　茂恵会　半蔵門病院 千代田区麹町一丁目１０番地 03-3239-3355
東京都 社会福祉法人　桜ヶ丘社会事業協会　桜ヶ丘記念病院 多摩市連光寺一丁目１番１号 0423-75-6311
東京都 荻窪三丁目クリニック 杉並区荻窪三丁目４７番１２号 03-6676-5798
東京都 荒川メンタルクリニック 八王子市横山町２５番地１６　フロイデンビル３階 0426-45-4710
東京都 医療法人財団　岩尾会　東京海道病院 青梅市末広町一丁目４番地５ 0428-32-0111
東京都 更家内科クリニック 世田谷区等々力八丁目１４番１４号　１階 03-3702-4968
東京都 目黒心療クリニック 品川区上大崎二丁目２４番１３号　目黒西口マンション１号館３０４号 03-3490-3040
東京都 玉川田園調布クリニック 世田谷区玉川田園調布二丁目１２番１０号 03-3721-5917
東京都 飯森クリニック 小金井市本町五丁目１９番３４号　ネオコート小金井１０１ 042-382-3166
東京都 医療法人社団　メンタルブレイン　表参道こころのクリニック 渋谷区神宮前六丁目１３番７号　グランドオム３階 03-5774-9038
東京都 医療法人社団　友徳発心会　ひめのともみクリニック 品川区大崎四丁目１番２号　ウィン第２五反田ビル４階 03-5436-7351
東京都 公益財団法人　井之頭病院 三鷹市上連雀四丁目１４番１号 0422-44-5331
東京都 国際医療福祉大学三田病院 港区三田一丁目４番３号 03-3451-8121
東京都 医療法人社団　心静会　南海クリニック 新宿区下宮比町２番地１　第一勧銀稲垣ビル別館３階 03-5879-7192
東京都 めぐみクリニック 文京区大塚三丁目１番６号　ラ・トゥール小石川３Ａ 03-5981-8990
東京都 つゆくさ医院 調布市布田一丁目１８番地４ 042-426-4838
東京都 医療法人　鉄蕉会　亀田京橋クリニック 中央区京橋三丁目１番１号　東京スクエアガーデン４階・６階 03-3527-9100
東京都 医療法人　親和会　英診療所 江戸川区中央三丁目２０番１０号　１階　 03-5661-5888
東京都 八王子恵愛病院 八王子市館町２２３２番地８ 042-661-7821
東京都 おおくら医院 町田市大蔵町３１６５番地　１０１号室 042-737-8020
東京都 東京大学医学部附属病院 文京区本郷七丁目３番１号 03-3815-5411
東京都 富士見通り診療所 東久留米市本町三丁目３番２３号　エアフォルクレーベン１階 0424-71-2291
東京都 医療法人社団　ソラ　にしむらクリニック 国分寺市本町二丁目１０番９号　島田ビル２－Ａ 042-324-4733
東京都 医療法人社団　清和昌綾会　飯沼病院 板橋区常盤台二丁目３３番１５号 03-3960-0091
東京都 こころとからだ・光の花クリニック 杉並区阿佐谷南一丁目３４番９号　サウスコート阿佐谷２０３号 03-6454-6525
東京都 慶應義塾大学病院 新宿区信濃町３５番地 03-3353-1211
東京都 ポレポレクリニック 武蔵野市境南町二丁目３番４号　五番館ビル４階 0422-39-2266
東京都 寺田クリニック 豊島区長崎二丁目２７番１９号　寺田ビル１階 03-3957-4567
東京都 かわはらメンタルクリニック 練馬区高松五丁目１８番４号　サンフラワー大門光が丘１階 03-6913-1523
東京都 Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｓｗｉｔｃｈ　ｉｎ　ｃｌｉｎｉｃ 渋谷区渋谷一丁目９番５号　高橋ビル３階 03-5778-3600
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東京都 医療法人社団　葵会　西多摩病院 羽村市双葉町二丁目２１番１号 042-554-0838
東京都 心陽クリニック 文京区本郷二丁目２９番３号　ＵＫ’Ｓビル３階 03-6801-6160
東京都 東邦大学医療センター大森病院 大田区大森西六丁目１１番１号 03-3762-4151
東京都 ストレスケア東京上野駅前クリニック 台東区上野七丁目７番７号　早稲田ビルヂング６階 03-3842-7730
東京都 東京都立大塚病院 豊島区南大塚二丁目８番１号 03-3941-8131
東京都 杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川六丁目２０番２号 0422-47-5511
東京都 大家クリニック 江東区深川一丁目１番２号　シャンボール門前仲町１００２ 03-3820-0388
東京都 一般社団法人　ＩＣＲ　附属　クリニカルリサーチ東京病院 新宿区原町三丁目８７番地４　ＮＴビル３階 03-3355-7200
東京都 銀座ストレスクリニック 中央区銀座八丁目１０番８号　銀座８丁目１０番ビル８階 03-6666-7600
東京都 医療法人財団　三友会　深川ギャザリアクリニック 江東区木場一丁目５番２５号　深川ギャザリアタワーＳ棟３階 03-5653-3500
東京都 医療法人社団　晃仁会　内田クリニック 練馬区豊玉北五丁目７番１５号　内田ビル１階 03-3948-7222
東京都 たまきクリニック 新宿区西新宿一丁目１２番１２号　河西ビル２階 03-3348-5888
東京都 一宮メンタルクリニック 台東区上野六丁目１番１号　小西本店ビル４階 03-5817-4824
東京都 アマラクリニック　表参道 港区南青山三丁目１０番３８号　岩田ハウス１０１号室 03-6438-9869
東京都 公立福生病院 福生市加美平一丁目６番地１ 042-551-1111
東京都 日本大学医学部附属板橋病院 板橋区大谷口上町３０番１号 03-3972-8111
東京都 後楽園こころのあかりクリニック 東京都文京区本郷一丁目３５番２６号　ＬＥＲＥＶＥ文京本郷２階 03-3812-5562
東京都 しながわ在宅クリニック 大田区北馬込二丁目９番７号 03-3774-3230
東京都 聖路加国際病院 中央区明石町９番１号 03-3541-5151
東京都 医療法人社団　奏友会　あんずクリニック 杉並区梅里一丁目７番１５号　カーニープレイス杉並３階 03-5305-3358
東京都 医療法人社団　ピクシス　ノリ・メディカルクリニック笹塚南 渋谷区笹塚一丁目３０番３号　ビラージュ笹塚Ⅲ６階 03-5452-0241
東京都 保谷メンタルクリニック 西東京市東町三丁目１４番２４号　保谷駅南口メディカルモール２階診療所３ 042-425-3886
東京都 医療法人社団　青山会　青木病院 調布市上石原三丁目３３番地１７ 0424-83-1355
東京都 はやしメンタルクリニック 北区赤羽南一丁目３番１号　高橋ビル９階 03-5939-6878
東京都 早稲田メンタルクリニック 新宿区早稲田町６９番地４　ウエステール早稲田５階 03-6233-9538
東京都 杉並国際クリニック 杉並区高円寺南三丁目４６番５号　後藤ビル１階 03-3318-1822
東京都 医療法人社団　恵心会　ハナクリニック 江東区大島五丁目３６番８号　宍戸第３ビル３階及び４階 03-5858-3711
東京都 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター病院 新宿区戸山一丁目２１番１号 03-3202-7181
東京都 こころとからだ相談クリニック 文京区千駄木二丁目３番１８号　浅野ビル１０１ 03-6323-9408
東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 港区西新橋三丁目１９番１８号 03-3433-1111
東京都 もも　こころの診療所 千代田区神田神保町一丁目１６番地３　ＴＳＩ神保町ビル４階 03-5282-2556
東京都 医療法人社団　啓神会　Ａｉクリニック 杉並区和田一丁目４２番７号 03-5340-7472
東京都 国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター病院 小平市小川東町四丁目１番１号 042-341-2711
東京都 櫻和メンタルクリニック 豊島区巣鴨一丁目１９番１２号　八木下ビル２階・３階 03-5319-1908
東京都 公益財団法人　東京都保健医療公社　荏原病院 大田区東雪谷四丁目５番１０号 03-5734-8000
東京都 医療法人社団　耕和会　五和貴診療所 墨田区堤通一丁目３番１１号 03-3614-5091
東京都 みんなのスマートクリニック 渋谷区恵比寿南一丁目４番１５号　恵比寿銀座クロスビル３階 03-4500-6344
東京都 たまきクリニック 目黒区自由が丘一丁目７番１４号　ドゥーブルビル３階 03-5731-7216
東京都 医療法人財団　厚生協会　東京足立病院 足立区保木間五丁目２３番２０号 03-3883-6331
東京都 新宿東口ハートクリニック 新宿区新宿三丁目２０番５号　新光第２ビル　７階 03-5925-8741
東京都 こころの健康クリニック芝大門 港区芝大門二丁目１番１３号　芝大友ビル６階 03-6435-8046
東京都 東武練馬メンタルクリニック 板橋区徳丸三丁目１７番１号　サークルポーチビル３０２ 03-6281-0745
東京都 寺尾クリニカ 新宿区百人町三丁目２８番５号　グランドヒルズＡ１階 03-5338-9955
東京都 秋葉原内科ｓａｖｅクリニック 千代田区外神田二丁目１０番３号　ソカロアキバ２階 03-6206-0903
東京都 医療法人社団　双愛会　ファミリークリニック品川 品川区大井一丁目５５番６号　牧ビル２０１号室 03-6424-4439
東京都 医療法人社団　双愛会　ファミリークリニック多摩川 大田区田園調布二丁目１番８号　ＮＫビル２階２Ｆ号室 03-6424-4454
東京都 医療法人社団　双愛会　ファミリークリニック蒲田 大田区南蒲田二丁目４番１９号　ＡＮＴビル４階 03-5480-1810
東京都 医療法人社団　紬愛会　新板橋クリニック 板橋区板橋四丁目４番４号　セレブ新板橋ビル１階・地下１階 03-5248-5715
東京都 六番町メンタルクリニック 新宿区左門町２番地６　ワコービル４階 03-5315-0711
東京都 さくらクリニック江戸川橋 新宿区水道町４番１３号　三晃ビル３階 03-6265-3662
東京都 こころと眠りのクリニック　成増 板橋区成増二丁目１７番１３号　ヒューリック成増２階　店舗２ 03-3939-0110
東京都 医療法人社団　正心会　よしの病院 町田市図師町２２５２番地 0427-91-0734
東京都 あおば心療クリニック 目黒区上目黒二丁目１７番５号 03-3713-2387
東京都 浜田山メンタルクリニック 杉並区浜田山三丁目３１番４号　藤ビル２階 03-5316-2501
東京都 医療法人財団　順和会　山王病院 港区赤坂八丁目１０番１６号 03-3402-3151
東京都 こころのホームクリニック世田谷 世田谷区北烏山三丁目５番９号　日栄ビル２階２０１号室 03-6909-1218
東京都 大森駅前メンタルクリニック 品川区南大井６丁目２８番１２号　ヒューリック大森ビル３階　Ａ区画 03-6410-8233
東京都 東京女子医科大学附属足立医療センター 足立区江北四丁目３３番１号 03-3857-0111
神奈川県 野村医院 横浜市緑区いぶき野８－１５ 045-981-2568
神奈川県 ことぶき共同診療所 横浜市中区松影町２－７－１７リバーハイツ石川町２Ｆ 045-651-2305
神奈川県 三浦内科クリニック 藤沢市片瀬３－１－３９片瀬クリニックプラザ３Ｆ－３０２ 0466-29-0120
神奈川県 神奈川県立足柄上病院 足柄上郡松田町松田惣領８６６－１ 0465-83-0351
神奈川県 独立行政法人国立病院機構　相模原病院 相模原市南区桜台１８－１ 042-742-8311
神奈川県 医療法人社団柏信会　青木病院 逗子市桜山６－１３３６ 0468-73-6555
神奈川県 医療法人社団　成仁会　長田病院 横浜市港南区丸山台２－２－１０ 045-842-1121
神奈川県 辻堂心とからだのクリニック 藤沢市辻堂新町１－１－２柿崎ビル４Ｆ 0466-33-5339
神奈川県 医療法人社団　ＭＭ会　みなとみらい内科クリニック 横浜市西区みなとみらい４－７－１－２階Ｇ 045-641-0550
神奈川県 ホリスティックメディカルクリニック 三浦郡葉山町堀内８９５－６－１ 046-877-5020
神奈川県 福井記念病院 三浦市初声町高円坊１０４０－２ 046-888-2145
神奈川県 東川島診療所 横浜市保土ケ谷区東川島町１５－６ 045-373-9899
神奈川県 かえるメンタルクリニック 横浜市港北区新横浜２－３－９新横浜金子ビル１Ｆ 045-470-2252
神奈川県 武蔵小杉Ｊこころのクリニック 川崎市中原区新丸子東２－９２４－２Ｆ 044-430-0310
神奈川県 医療法人社団朋友会　けやきの森病院 高座郡寒川町宮山３５０５ 0467-74-5331
神奈川県 平本医院 横浜市磯子区久木町１７－１０ 045-761-1175
神奈川県 日本大通満岡クリニック 横浜市中区日本大通５２ロイヤーズビル５Ｆ 045-222-3557
神奈川県 三原クリニック 横浜市青葉区美しが丘西３－６５－６美しが丘西クリニックプラザ３Ｆ 045-904-4800
神奈川県 小田原市立病院 小田原市久野４６ 0465-34-3175
神奈川県 よこやまメンタルクリニック鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央４－１－３矢上屋ビル　３Ｆ 045-717-5168
神奈川県 医療法人社団慶神会　武田病院 川崎市多摩区登戸３１９３ 044-911-4050
神奈川県 鎌倉メンタルクリニック 鎌倉市雪ノ下１－９－２１トウセン鎌倉ビル３Ｆ 050-37343855
神奈川県 雪ノ下診療所 鎌倉市小町１－６－５ 0467-22-1778
神奈川県 ヒルサイドクリニック 横浜市港南区上大岡西１－１６－１９　　上大岡エントランスビル３Ｆ 045-849-2550
神奈川県 カミオクリニック 横浜市港南区上大岡西１－１５－１　Ｃａｍｉｏ４０２ 045-374-5030
神奈川県 公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター 横浜市南区浦舟町４－５７ 045-261-5656
神奈川県 そらうみクリニック 逗子市逗子５－６－７　興和第二ビル３Ｆ 046-887-0268
神奈川県 ハートクリニック 横浜市鶴見区豊岡町１１－１５　ＰＡＴＩＯ７－Ａ１０１ 045-580-1021
神奈川県 こもれび診療所 藤沢市鵠沼花沢町１－１６　千代田ビル３Ｆ 0466-25-8562
神奈川県 医療法人社団　ビバリータ　ポートサイド女性総合クリニック 横浜市神奈川区大野町１－２５　横浜ポートサイドプレイス３Ｆ 045-440-5567
神奈川県 おおた心療内科醫院 横須賀市若松町１－１　野上屋ビル５Ｆ 046-823-3700
神奈川県 公立大学法人　横浜市立大学附属病院 横浜市金沢区福浦３－９ 045-787-2800
神奈川県 神奈川県立精神医療センター 横浜市港南区芹が谷２－５－１ 045-822-0241
神奈川県 湘南台スマイルクリニック 藤沢市湘南台２－１０－５－１Ｆ　 0466-53-8590
神奈川県 ふくろうメンタルクリニック 横浜市港北区新横浜３－９－５　新横浜第３東昇ビル２階 045-594-6905
神奈川県 横浜市立市民病院 横浜市神奈川区三ツ沢西町１－１ 045-316-4580
神奈川県 南藤沢クリニック 藤沢市南藤沢２１－８　大安興業ビル５Ｆ 0466-26-3300
神奈川県 ゆかりクリニック湘南台 藤沢市湘南台２－５－４　ハークビル３階 0466-53-7882
神奈川県 しんゆりメンタルヘルスクリニック 川崎市麻生区白鳥２－７－３６　ＳＭＨＣビル３階 044-969-5380
神奈川県 医療法人社団　増田厚生会　清川遠寿病院 愛甲郡清川村煤ケ谷３４１４ 046-288-1511
神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院 横浜市中区新山下３－１２－１ 045-628-6100
神奈川県 大石クリニック 横浜市中区弥生町４－４１　２Ｆ 045-262-0014
新潟県 古町心療クリニック 新潟市中央区西堀前通六番町９０９番地 025-224-7771
新潟県 燕こころのクリニック 燕市杣木８１４ 0256-55-4432
新潟県 新潟大学医歯学総合病院 新潟市中央区旭町通一番町７５４番地 025-223-6161
新潟県 独立行政法人国立病院機構　新潟病院 柏崎市赤坂町３番５２号 0257-22-2126
新潟県 アイ内科クリニック 長岡市城内町一丁目６１１－１ＣｏＣｏＬｏ長岡２階 0258-33-8833
山梨県 東甲府医院 甲府市桜井町２９９ 055-222-2000
山梨県 笹本クリニック 南アルプス市下宮地４３３－１ 055-282-4114
山梨県 甲府共立病院 甲府市宝一丁目９－１ 055-226-3131
山梨県 日下部記念病院 山梨市上神内川１３６３ 0553-22-0536
長野県 医療法人　福嶋メンタルクリニック 長野市若里６－１－６ベルウィング２Ｆ 026-268-1840
長野県 諏訪赤十字病院 諏訪市湖岸通り５丁目１１ー５０ 0266-52-6111
長野県 長野県厚生農業協同組合連合会　北アルプス医療センターあづみ病院 北安曇郡池田町大字池田３２０７－１ 0261-62-3166
長野県 社会医療法人栗山会　飯田病院 飯田市大通１－１５ 0265-22-5150
長野県 スザカ心療内科クリニック 須坂市大字須坂字宗石１２９４番地１ 026-248-8528
長野県 松本協立病院 松本市巾上９番２６号 0263-35-5300
長野県 独立行政法人国立病院機構　小諸高原病院 小諸市甲４５９８ 0267-22-0870
長野県 メンタルクリニックおかや 岡谷市加茂町一丁目１番２号 0266-78-6300
長野県 医療法人　東口メンタルクリニック 長野市栗田２４０－３ 026-267-7708
長野県 みらい・そだちクリニック 佐久市中込３２３２－１ 0267-77-7660

2 / 3 ページ



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

長野県 安曇野内科ストレスケアクリニック 安曇野市穂高有明９９８２－７ 0263-31-3107
長野県 栗が丘クリニック 上高井郡小布施町大字福原字久保１３４－６ 026-247-2252
長野県 岡谷市民病院 岡谷市本町四丁目１１番３３号 0266-23-8000
長野県 長野赤十字病院 長野市若里五丁目２２番１号 026-226-4131
長野県 健明会　やざき診療所 安曇野市明科中川手４０８５ 0263-62-2360
長野県 医療法人友愛会　千曲荘病院 上田市中央東４番６１号 0268-22-6611
長野県 医療法人　和心会　松南病院 松本市笹部３丁目１３－２９ 0263-25-2303
長野県 栗田病院 長野市大字栗田６９５ 026-226-1311
長野県 長野県立こころの医療センター駒ヶ根 駒ケ根市下平２９０１ 0265-83-3181
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