
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

富山県 みさきクリニック 富山市梅沢町二丁目７－１３ 076-422-2665
富山県 独立行政法人国立病院機構北陸病院 南砺市信末５９６３ 0763-62-1340
富山県 佐々木病院 富山市大町１番地 076-425-2111
富山県 国立大学法人富山大学附属病院 富山市杉谷２６３０ 076-434-2281
富山県 医療法人社団　和敬会　谷野呉山病院 富山市北代５２００番地 076-436-5800
富山県 医療法人社団和敬会谷野医院 富山市総曲輪２丁目８番２号 076-421-3648
富山県 竹内スリープメンタルクリニック 富山市弥生町２丁目４－２２ 076-444-1311
富山県 星井町こころのクリニック 富山市星井町２－７－３９泉ビル２Ｆ 076-481-6607
石川県 社会医療法人財団松原愛育会　松原病院 金沢市石引４丁目３番５号 076-231-4138
石川県 石川県立こころの病院 かほく市内高松ヤ３６ 076-281-1125
石川県 医療法人社団十全会　十全病院 金沢市田上本町カ４５番地１ 076-231-5477
石川県 ゆあさメンタルクリニック 金沢市長坂３丁目１３番１０号 076-245-1333
石川県 金沢医科大学病院 河北郡内灘町大学１丁目１番地 076-286-3511
石川県 独立行政法人国立病院機構　金沢医療センター 金沢市下石引町１番１号 076-262-4161
岐阜県 クリニック足立 岐阜市大池町６２ 058(251)7200
岐阜県 ナチュラルクリニック２１ 高山市下林町５１７－６ 0577(37)7064
岐阜県 公立学校共済組合　東海中央病院 各務原市蘇原東島町４－６－２ 058-382-3101
岐阜県 岐阜メイツ睡眠クリニック 岐阜市薮田南４－１５－２０ 058(272)9300
岐阜県 ＭＩＳＴクリニック 中津川市えびす町７－３０ＩＳＨＩＸ駅前ビル５Ｆ 0573-67-9730
岐阜県 笠松クリニック 羽島郡笠松町東陽町３４ 058-216-7830
岐阜県 大湫病院 瑞浪市大湫町１２１ 0572(63)2231
岐阜県 おざわクリニック 岐阜市茜部新所３－５４－２ 058(274)6681
岐阜県 おくむらこどもクリニック 岐阜市宇佐南２丁目９番１９号 058-275-2580
岐阜県 さくらこどもリハビリクリニック 可児市川合２７４９番地５６ 0574-66-1217
岐阜県 ふくだ　こどものこころのクリニック 岐阜市日野南７－１－１７ 058-214-9140
岐阜県 医療法人　杏野会　各務原病院 各務原市東山１－６０ 0583(89)2228
岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　中濃厚生病院 関市若草通５－１ 0575(22)2211
岐阜県 そはら赤座医院 各務原市蘇原旭町１－９６－３ 058-382-5822
静岡県 森町家庭医療クリニック 周智郡森町草ケ谷３８７－１ 0538-85-1340
静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 浜松市東区半田山一丁目２０番１号 053-435-2604
静岡県 永野医院 沼津市大岡１４０１番地１ 0559(62)4450
静岡県 独立行政法人国立病院機構　天竜病院 浜松市浜北区於呂４２０１－２ 053(583)3111
静岡県 菊川市家庭医療センター 菊川市赤土１０５５－１ 0537(73)2267
静岡県 熱海よしやまクリニック 熱海市田原本町９－１　第一ビル６Ｆ 0557-85-7300
静岡県 浜松入野アイクリニック 浜松市西区入野町字八反田６１０９ 053-440-3382
静岡県 榛原総合病院 牧之原市細江２８８７－１ 0548-22-1131
静岡県 みしま岡クリニック 三島市一番町１３－１１ヒルトップ壱番町２階 055-983-6111
静岡県 メンタルクリニッククラルス 浜松市中区田町３１５－３４ウインズ笠井屋ビル５Ｆ 053-413-4177
静岡県 公立森町病院 周智郡森町草ケ谷３９１－１ 0538(85)2181
静岡県 医療法人社団真養会　田沢医院 沼津市大手町３－７－１ 055-962-1205
静岡県 掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 掛川市菖蒲ヶ池１－１ 0537-21-5555
静岡県 伊東市民病院 伊東市岡１９６－１ 0557-37-2626
静岡県 よねのみやクリニック 富士市米之宮町１３８ 0545-30-9029
静岡県 静岡ななつ星メンタルクリニック 静岡市葵区呉服町１丁目３０番地　札の辻クロスビル７階７０６ 054-272-1172
静岡県 谷こころのクリニック 御殿場市新橋１６２６番地１　花霧居ビル１０１号 0550-82-2702
静岡県 伊豆楢の森診療所 伊豆の国市田中山１９６１番地 050-3636-3399
静岡県 一般財団法人芙蓉協会　聖隷沼津病院 沼津市本字松下七反田９０２－６ 055-952-1000
静岡県 ＮＴＴ東日本伊豆病院 田方郡函南町平井７５０番地 0559(78)2320
静岡県 静岡県立総合病院 静岡市葵区北安東四丁目２７番１号 054(247)6111
静岡県 長泉メンタルクリニック 駿東郡長泉町下土狩３３－８スワベビル３０Ａ 055-955-6200
静岡県 木もれび内科クリニック 浜松市中区下池川町２０－１ 053-474-1110
静岡県 御前崎市家庭医療センターしろわクリニック 御前崎市白羽３５２１－１０ 0548-23-3211
静岡県 静岡県立吉原林間学園診療所 富士市厚原１６２８番地の１ 0545-32-8886
愛知県 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１－４９ 052-852-8277
愛知県 医療法人木村神経科 名古屋市中村区名駅３－２３－６第二千福ビル６ 052-561-0666
愛知県 とわたり内科・心療内科 名古屋市中村区名駅４－１－３クリスタルＭＡビル４階 052-587-5666
愛知県 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２－１８－１５５１ＫＴビル４階 052-220-0255
愛知県 メンタルクリニック月下香庵 名古屋市昭和区川名山町１－４８ 052-762-1171
愛知県 西垣医院 名古屋市中川区打中１－１７７ 052-361-1851
愛知県 とんぼヶ丘クリニック 名古屋市天白区平針台１－４０９－２ 052-803-1233
愛知県 三輪医院 清須市須ケ口１９ 052-400-2057
愛知県 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 0568-21-5568
愛知県 桶狭間病院藤田こころケアセンター 豊明市栄町南館３－８７９ 0562-97-1361
愛知県 医療法人一草会一ノ草病院 半田市長根町３－１ 0569-28-1111
愛知県 犬山病院 犬山市塔野地大畔１０ 0568-61-1505
愛知県 名古屋掖済会病院 名古屋市中川区松年町４－６６ 052-652-7711
愛知県 医療法人医峰会山際クリニック 春日井市小野町２－７２ 0568-33-1233
愛知県 ＣＯＣＯＲＯＣＬＩＮＩＣ 津島市柳原町１－６ 0567-22-1007
愛知県 ＤＯＩ　ＣＬＩＮＩＣ 小牧市藤島町鏡池７２ 0568-77-8018
愛知県 医療法人三九会三九朗病院 豊田市小坂町７－８０ 0565-32-0282
愛知県 栄メンタルクリニック 名古屋市中区栄３－４－１５鏡栄ビル２階 052-249-0015
愛知県 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 0561-89-4800
愛知県 さら　クリニック 海部郡蟹江町富吉４－３９ 0567-94-6077
愛知県 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Ⅱ　２階 052-433-3662
愛知県 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Ａ号室 0568-53-6565
愛知県 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１－２０５ 052-879-3310
愛知県 Ｌやすらぎクリニック 豊橋市萱町２０－７高木ビル２階 0532-56-7799
愛知県 大竹内科クリニック 豊川市蔵子６－１４－３ 0533-86-2121
愛知県 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 0562-96-0880
愛知県 名古屋大学医学部附属病院 名古屋市昭和区鶴舞町６５ 052-741-2111
愛知県 御器所こころのクリニック 名古屋市昭和区阿由知通４－５シェブランシュ２階 052-859-1600
愛知県 セベ心療クリニック 一宮市瀬部山伏６６－１ 0586-52-0858
愛知県 名古屋市立大学病院 名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄１ 052-851-5511
愛知県 奥田内科クリニック 名古屋市瑞穂区日向町２－９－３ 052-835-1600
愛知県 小牧市民病院 小牧市常普請１－２０ 0568-76-4131
愛知県 加木屋脳神経内科クリニック 東海市加木屋町大堀２０－１ 0562-31-7200
愛知県 医療法人回精会　北津島病院 稲沢市平和町嫁振３０７ 0567-46-3530
愛知県 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２－７０１ 052-626-1026
愛知県 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 0531-27-7100
愛知県 ココカラウィメンズクリニック 名古屋市東区泉１－２３－３６ＮＢＮ泉ビル４階 052-950-5077
愛知県 ココカラハートクリニック 名古屋市東区泉１－２３－３６ＮＢＮ泉ビル４階 052-953-9373
愛知県 かちがわ心と体のクリニック 春日井市柏井町１－１０１ 0568-32-3200
愛知県 南医療生活協同組合　星崎診療所 名古屋市南区星崎１－１２３ 052-821-9201
愛知県 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１－９０８　１階 052-918-2448
愛知県 はたの医院 名古屋市中区栄４－１６－３６久屋中日ビル２階 052-253-7370
愛知県 藤田医科大学病院 豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８ 0562-93-2111
愛知県 医療法人成精会　刈谷病院 刈谷市神田町２－３０ 0566-21-3511
愛知県 里童こころと育ちのクリニック 豊橋市吉川町６１ 0532-34-3313
愛知県 医療法人八誠会　もりやま総合心療病院 名古屋市守山区町北１１－５０ 052-791-2133
愛知県 八事病院 名古屋市天白区塩釜口１－４０３ 052-832-2111
愛知県 医療法人東恵会星ケ丘マタニティ病院 名古屋市千種区井上町２７ 052-782-6211
愛知県 いまいせ心療センター 一宮市今伊勢町宮後郷中茶原３０ 0586-45-2531
愛知県 はしたにクリニック みよし市西一色町東２５ 0561-33-5380
愛知県 ココロとからだのクリニックさくら 名古屋市瑞穂区高田町２－２７－２ 052-852-3682
三重県 国立大学法人三重大学医学部附属病院 津市江戸橋２丁目１７４番地 059-232-1111
三重県 越智ファミリークリニック 度会郡度会町大野木字新田２８０９ー１ 0596-62-2255
三重県 九鬼脳神経クリニック 尾鷲市九鬼町１０８０－１ 0597-29-2037
三重県 山本胃腸科 鈴鹿市岸岡町１６番地の７ 0593-87-2090
三重県 独立行政法人国立病院機構　榊原病院 津市榊原町７７７ 059-252-0211
三重県 津メンタルクリニック 津市久居明神町２０８８－１ 059-273-5563
三重県 ハーモニー津心身クリニック 津市上浜町５丁目１番９３号 059-221-3030
三重県 三重心身クリニック 鈴鹿市道伯町字筧田２０６４番地１ 059-375-1100
三重県 いおうじ応急クリニック 松阪市久保町１９２５ 0598-31-3480
三重県 社会医療法人居仁会総合心療センターひなが 四日市市大字日永５０３９ 0593-45-2356
三重県 もりえい病院 桑名市内堀２８－１ 0594-23-0452
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