
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

福岡県 まつもと胃腸内科 福岡県福岡市城南区七隈３丁目４－２３ 092-864-1122
福岡県 飯塚病院 福岡県飯塚市芳雄町３番８３号 0948-22-3800
福岡県 医療法人　井上会　篠栗病院 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲９４番地 092-947-0711
福岡県 九州大学病院 福岡県福岡市東区馬出３丁目１－１ 092-641-1151
福岡県 独立行政法人国立病院機構　大牟田病院 福岡県大牟田市大字橘１０４４の１ 0944-58-1122
福岡県 かなめクリニック 福岡県北九州市小倉南区北方二丁目８番４号 093-931-4100
福岡県 福岡県済生会福岡総合病院 福岡県福岡市中央区天神１丁目３－４６ 092-771-8151
福岡県 産業医科大学病院 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘１－１ 093-603-1611
福岡県 葉子クリニック 福岡県北九州市八幡東区高見３丁目３－１３ 093-651-0880
福岡県 伊都の丘病院 福岡県福岡市西区徳永北１８番５号 092-806-1172
福岡県 医療法人　福原医院 福岡県直方市大字感田２２２６ 09492-6-5100
福岡県 医療法人ふくろう　ちひろ心クリニック 福岡県福岡市中央区天神２丁目８番３８号 092-736-1611
福岡県 アルカディアクリニック 福岡県久留米市宮ノ陣４丁目２８－１０ 0942-33-8877
福岡県 若久病院 福岡県福岡市南区若久５丁目３－１ 092-551-2231
福岡県 三善病院 福岡県福岡市東区唐原４丁目１８番１５号 092-661-1611
福岡県 池田功産婦人科医院 福岡県福岡市西区野方１丁目２－２５ 092-811-7778
福岡県 筑後吉井こころホスピタル 福岡県うきは市吉井町２１６－２ 0943-75-3165
福岡県 医療法人ストレスケア義村クリニック 福岡市中央区大名二丁目４番３０号西鉄赤坂ビル８Ｆ 092-738-8651
福岡県 社会医療法人聖ルチア会　聖ルチア病院 福岡県久留米市津福本町１０１２ 0942-33-1581
福岡県 福岡大学病院 福岡市城南区七隈７丁目４５番１号 092-801-1011
福岡県 福岡県障がい者リハビリテーションセンター 福岡県古賀市千鳥３丁目１－１ 092-944-1041
福岡県 医療法人　徳洲会　福岡徳洲会病院 福岡県春日市須玖北４丁目５ 092-573-6622
福岡県 医療法人　おりお心和クリニック 福岡県北九州市八幡西区光明２丁目１０－２０ 093-603-3280
福岡県 久留米大学病院 福岡県久留米市旭町６７番地 0942-35-3311
福岡県 北九州市立医療センター 北九州市小倉北区馬借２－１－１ 093-541-1831
福岡県 たかぎクリニック 福岡県北九州市戸畑区浅生２丁目７－２－１０３ 093-881-9668
福岡県 医療法人信和会　大牟田保養院 福岡県大牟田市黄金町１丁目１７８ 0944-52-3012
福岡県 はたえなごやか内科クリニック 糸島市波多江駅北４丁目１－１４ 092-332-8200
福岡県 油山病院 福岡県福岡市早良区野芥五丁目６－３７ 092-871-2261
福岡県 医療法人　加藤神経科クリニック 福岡県福岡市博多区千代４－２１－１８ 092-651-2610
佐賀県 独立行政法人国立病院機構　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
佐賀県 虹と海のホスピタル 唐津市原８４２番地１ 0955-77-0711
佐賀県 山のサナーレ・クリニック 伊万里市立花町３２３番地２ 0955-22-2128
佐賀県 ライフスタイル医科学研究所内診療所 佐賀市天神２丁目５番２５号２Ｆ 0952-22-0929
佐賀県 わたなべ女性内科 佐賀市鍋島町大字森田５９４－１ 0952-31-6550
佐賀県 清友病院 佐賀市久保泉町大字川久保５４５７番地 0952-98-3355
佐賀県 森本病院 唐津市坊主町４４１番地 0955-72-5176
佐賀県 医療法人　千葉内科循環器科 佐賀市天神二丁目３番３８号 0952-22-7531
佐賀県 のぐちクリニック 佐賀市駅前中央一丁目４番１７号　２階 0952-20-0404
佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 佐賀市鍋島５丁目１番１号 0952-31-6511
長崎県 医療法人愛恵会　平戸愛恵病院 平戸市田平町野田免２０２ 0950-57-1150
長崎県 医療法人　見松会　あきやま病院 諫早市目代町７３７番地１ 0957-22-2370
熊本県 独立行政法人国立病院機構菊池病院 合志市福原２０８ 096-248-2111
熊本県 熊本大学病院 熊本市中央区本荘１－１－１ 096-344-2111
熊本県 ぺえ小児科内科医院 熊本市南区八分字町８９－１ 096-227-3163
熊本県 藤岡医院 上益城郡御船町御船１０６１ 096-282-0405
熊本県 苓北クリニック 天草郡苓北町富岡３２７３番２ 0969-35-1119
熊本県 ニキハーティーホスピタル 熊本市東区月出４－６－１００ 096-384-3111
熊本県 熊本市医師会熊本地域医療センター 熊本市中央区本荘５丁目１６－１０ 096-363-3311
熊本県 在宅とつながるクリニック天草 天草市宮地岳町１７３４番地２ 0969-28-0515
熊本県 大腸肛門病センター高野病院 熊本市中央区大江３丁目２番５５号 096-320-6500
熊本県 熊本市立熊本市民病院 熊本市東区東町４丁目１－６０ 096-365-1711
熊本県 熊本機能病院 熊本市北区山室６－８－１ 096-345-8111
大分県 大分こども療育センター 大分市大字片島字長三郎２９９６番地１ 097-557-0121
大分県 山本病院 別府市光町１４番３号 0977-22-0131
大分県 医療法人百善会　村橋病院 別府市千代町２番５号 0977-23-3231
大分県 鶴見台病院 別府市大字鶴見４０７５番地の４ 0977-22-0336
大分県 帆秋病院 大分市大字大分４７７２番地２ 097-543-2366
大分県 まつざきクリニック 中津市三光臼木１２１８番地 0979-43-5784
大分県 大分こども病院 大分市大字片島８３番地の７ 097-567-0050
宮崎県 早稲田クリニック 宮崎市大坪町西六月２１９７番地１ 0985-53-3030
宮崎県 医療法人聖心会　中村クリニック 宮崎市広島１丁目１７－２１　ポレスターアーバンシティ広島１Ｆ 0985-32-7830
宮崎県 医療法人慈光会宮崎若久病院 宮崎市福島町寺山３１４７番地 0985-51-1548
宮崎県 医療法人向洋会　協和病院 日向市大字財光寺１１９４番地３ 0982-54-2806
宮崎県 山内ファミリークリニック 宮崎市本郷南方３９８８　 0985-55-2288
宮崎県 若草病院 宮崎市宮田町７番３７号 0985-28-2801
宮崎県 ちぐさ東洋クリニック 宮崎市大坪東２丁目１９－１９ 0985-82-8000
宮崎県 小林市立病院 小林市細野２２３５番地３ 0984-23-4711
鹿児島県 医療法人　慈恵会　土橋病院 鹿児島市西田一丁目１６の１ 099-257-5711
鹿児島県 野上病院 鹿児島市小松原１－４－１ 099-268-4185
鹿児島県 鹿児島大学病院 鹿児島市桜ケ丘八丁目３５番１号 099-275-5111
鹿児島県 医療法人　敬愛会　玉里病院 鹿児島市玉里町２６－２０ 099-224-0700
鹿児島県 かごしま高岡病院 鹿児島市西千石町１４番１２ 099-226-1370
鹿児島県 武井内科クリニック 鹿児島市上之園町３４番地２０－２Ｆ 099-285-0051
鹿児島県 社会医療法人　義順顕彰会　種子島医療センター 西之表市西之表７４６３ 0997-22-0960
鹿児島県 エンジェルハートクリニック 鹿児島市東千石町１－１　第８川北ビル３階 099-208-5522
鹿児島県 パールランド病院 鹿児島市犬迫町２２５３番地 099-238-0301
鹿児島県 こだま病院 南九州市川辺町田部田３５２５ 0993(56)4111
鹿児島県 メンタルヘルスかごしま中央クリニック 鹿児島市東千石町１３番１９号２階 099-223-7700
鹿児島県 鹿児島厚生連病院 鹿児島市与次郎一丁目１３番１号 099-252-2228
鹿児島県 大島郡医師会病院 奄美市名瀬小宿字苗代田３４１１ 0997(54)8111
鹿児島県 医療法人　仁心会　福山病院 霧島市福山町福山７７１ 0995(55)2221
沖縄県 みえばしクリニック 那覇市久茂地三丁目８番１５号 098-863-7788
沖縄県 独立行政法人国立病院機構　琉球病院 国頭郡金武町金武７９５８－１ 098-968-2133
沖縄県 久田病院 島尻郡南風原町大名２７５ 098(889)3206
沖縄県 ゆめクリニック 那覇市赤嶺２丁目３番地１　１０１ 098-891-8600
沖縄県 ファミリークリニックきたなかぐすく 中頭郡北中城村字喜舎場３６０番地１ 098-935-5517
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