
氏   名  医 療 機 関 名 住    所 電 話(049-) 氏   名  医 療 機 関 名 住    所 電 話(049-)

 神野 雄次 浅羽クリニック 坂戸市浅羽991-1 284-1114  星野 賢二 若葉クリニック 坂戸市紺屋403 283-1611

 田島なつき 伊利医院 坂戸市竹之内199 281-0431  川口 茂 若葉病院 坂戸市戸宮609 283-3633

 小川 一哉 小川医院 坂戸市小沼846 281-0839  佐藤 末隆 アイクリニック佐藤医院 鶴ヶ島市上広谷669-1 279-0888

 小川 勝人 おがわこどもクリニック 坂戸市千代田1-5-7 282-3153  本間 浩彦 一本松クリニック 鶴ヶ島市下新田17-4 287-1220

 菅野 雄介 菅野病院 坂戸市関間1-1-17 284-3025  井上 敏直 井上医院 鶴ヶ島市富士見2-29-1 287-0056

 鈴木 宏彰 北坂戸クリニック 坂戸市溝端町7-1 281-6480  浦田 義孝 浦田クリニック 鶴ヶ島市藤金878-3 279-5880

 木本 賀之 きもと内科･消化器内科クリニック
坂戸市関間4-12-12ﾌｧｰｽﾄﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ若
葉A

288-1280  大西 久仁彦 大西内科 鶴ヶ島市五味ヶ谷305 271-6250

 小林 功幸 小林内科医院 坂戸市山田町9-27 280-5700  大西 和彦 大西内科 鶴ヶ島市五味ヶ谷305 271-6250

 吉松 栄彦 栄クリニック 坂戸市日の出町22-10 227-6501  小野塚　陽春 おのづか在宅クリニック 鶴ヶ島市鶴ヶ丘27-12 ｸﾚｾｰﾙ・ﾌｼﾞ201 298-8031

 関根 勝 坂戸中央クリニック 坂戸市千代田4-13-3 283-2151  金澤 健太 かなざわクリニック 鶴ヶ島市富士見2-1-15 285-0100

 土屋 長二 坂戸中央病院 坂戸市南町30-8 283-0019  川野 太郎 川野医院 鶴ヶ島市上広谷17-14 285-1530

 清水 要 坂戸中央病院 坂戸市南町30-8 283-0019  川野 昇 川野医院 鶴ヶ島市上広谷17-14 285-1530

 髙田 伸樹 坂戸中央病院 坂戸市南町30-8 283-0019  中島 俊之 関越クリニック 鶴ヶ島市松ヶ丘2-2-31 286-7770

 山岡 昭治 坂戸中央病院 坂戸市南町30-8 283-0019  田中 政彦 関越病院 鶴ヶ島市脚折145-1 285-3161

 千田 宣克 坂戸内科医院 坂戸市薬師町15-6 284-6001  勝呂　悦 関越病院 鶴ヶ島市脚折145-1 285-3161

 伊利 元 坂戸西診療所 坂戸市北峰33 289-5111  福神　浩兼 関越病院 鶴ヶ島市脚折145-1 285-3161

 曾束 竜久 坂戸訪問診療所 坂戸市日の出町8-13 298-5466  星原 政吉 厚友クリニック 鶴ヶ島市五味ケ谷230-7 272-3903

 糸川かおり シャロームにっさい医院 坂戸市大字北峰306 280-7373  金指 桂子 しんまちクリニック 鶴ヶ島市新町2-23-23 271-6154

 竹原 陽一 竹原クリニック 坂戸市日の出町6-25 ﾏｽﾔﾋﾞﾙⅢ4F 280-4005  岩井 淳浩 染井クリニック 鶴ヶ島市新町2-23-3 285-8974

 根本 文夫 根本整形外科医院 坂戸市日の出町2-16 281-0018  髙澤 佳江 高沢医院 鶴ヶ島市脚折町6-18-7 286-0358

 伏原 豪司 脳神経外科ブレインピア坂戸西 坂戸市新堀279-1 288-7007  立川 太一 たちかわ脳神経外科クリニック 鶴ヶ島市藤金293-2 279-1515

 原田 守久 原田内科クリニック 坂戸市末広町5-1-105 281-3235  俵　 英之 たわらクリニック 鶴ヶ島市藤金650-1 279-2121

 入野 誠郎 日の出内科クリニック 坂戸市日の出町25-23　 288-3717  石井 俊昭 鶴ヶ島池ノ台病院 鶴ヶ島市脚折1440－2 287-2288

 廣瀬 康二 広瀬内科クリニック 坂戸市塚越1242-2 283-3001  皆川　晃伸 鶴ヶ島池ノ台病院 鶴ヶ島市脚折1440－2 287-2288

 森田 和樹 本町診療所 坂戸市本町2-13 283-0020  上笹　直 鶴ヶ島池ノ台病院 鶴ヶ島市脚折1440－2 287-2288

 丸山 元孝 丸山内科クリニック 坂戸市薬師町11-29 289-2610  新井 尚之 鶴ヶ島在宅医療診療所 鶴ヶ島市大字高倉772-1 287-6519

 松本 隆 松本内科･消化器クリニック 坂戸市溝端町8-1 288-3150  小川 越史 鶴ヶ島在宅医療診療所 鶴ヶ島市大字高倉772-1 287-6519

 宗像　周二 南町クリニック 坂戸市南町13-21 289-3731  小川 郁男 鶴ヶ島耳鼻咽喉科診療所 鶴ヶ島市上広谷8-15 286-3387

 守屋 爽一 守屋医院 坂戸市日の出町7-29 284-8586  野口 雄一 のぐち内科クリニック 鶴ヶ島市脚折町6-28-1 279-6700

 山田 保 やまだクリニック 坂戸市清水町46-46 288-7788  小川 次弘 若葉駅前メンタルクリニック
鶴ヶ島市藤金852-16ｽﾃｰｼｮﾝﾃﾗｽ若
葉101

271-1000

 吉川 克也 吉川クリニック 坂戸市薬師町1 282-5002

もの忘れ相談医リスト
　　　　　　　　　　　～　地域や職域で認知症の人や家族を支援するかかりつけ医（６１名）　～ 坂戸鶴ヶ島医師会　　2022.9

＊医療機関により、担当医の診察日・時間等が異なるため事前にお電話で確認をお勧めします。



          

     坂戸鶴ヶ島医師会 在宅医療等推進委員会作成 2009.8 

もの忘れ相談チェック表 

こんな症状をいくつか感じたり、どれかが半年以上続いた

ら「もの忘れ相談医」にご相談ください。 

□ ①何度も同じ事を言ったり、尋ねたりする。 

□ ②物の名前が思い出せない。 

□ ③しまい忘れや置き忘れがある。 

□ ④時間や場所の感覚が不確かになってきた。 

□ ⑤慣れている場所で道に迷った。 

□ ⑥財布を盗まれたと言う。 

□ ⑦テレビ番組の内容が理解できない。 

□ ⑧だらしなくなった。 

□ ⑨｢頭が変になった｣と本人が言う。 

□ ⑩料理、片付け、計算、薬の管理などのミスが

 多くなった。               

 

                             

  もの忘れ相談医とは    

 もの忘れが心配なご本人や、認知症を       

疑ったご家族の相談を受け、地域や職域

で認知症の人や家族を支援するかかりつ

け医です。  

 また専門医により診断を受け治療方針

が決定された患者に対して、 

かかりつけ医として治療を継続し、 

福祉との連携を図る医師です。 

 お気軽にご相談ください。 
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