令和 4 年 4 月現在

都道

名

府県

称

若年性

コーディ

認知症

ネーター

専用

配置

住 所・委託先
電 話
リンク先アドレス
〒060-0002
北海道札幌市中央区北 2 条西 7 丁
目かでる 2.7 4 階
011-204-6006

北海道認知症

○

コールセンター

月曜日～金曜日
（年末年始・祝日除く）

（委託先）
北海道認知症の人を支える
家族の会

10:00～15:00

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/
khf/ninchisyo/jakunen.htm
011-205-0804

NPO 法人北海道若年
認知症の人と家族の会

090-8270-2010

○

火・水・木曜日

（北海道ひまわりの会）

（年末年始・祝日除く）
10:00～15:00
0125-54-2131

砂川市立病院
認知症疾患医療センター

○

月～金曜日
(年末年始・祝日除く)
8：30～17：00
0123-40-7111

医療法人資生会
北海道

千歳病院

○

認知症疾患医療センター

月～金曜日
(年末年始・祝日除く)
9：00～17：30
0157-24-3115

北見赤十字病院
認知症疾患医療センター

○

月～金曜日
(祝祭日は除く)
8：30～17：05
0155-58-2690

医療法人社団博仁会
大江病院

〒060-0003
北海道札幌市中央区北 3 条西 7 丁
目 1-1
緑苑ビル 608

○

認知症疾患医療センター

月～金曜日
(祝祭日は除く)
9：00～17：00
0134-22-4310（代表）
月～金曜日

医療法人たんぽぽ会

http://h-himawari.sakura.ne.jp
〒073-0164
北海道砂川市西４条北３丁目１番１号

http://www.med.sunagawa.hokkaido.j
p/department/dementia.html
〒066-0067
北海道千歳市桂木１丁目５－６
http://www.siseikai.or.jp/chitosehospital/service1.php
〒090-8666
北海道北見市北 6 条東 2 丁目 1 番
地
http://www.ninchisyou.okhotsk.or.jp/
index.html
〒080-2470
北海道帯広市西２０条南２丁目５番３
号
http://www.oe-hospital.or.jp/center/
index.html
〒047-0039
北海道小樽市錦町１－２

(祝祭日［年末年始・

島田脳神経外科

お盆・GW］は除く)

認知症疾患医療センター

10:00～12:00、
15:30～17:15
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https://tanpopo-shimada.sakura.
ne.jp/tanpopo-group/wp-shimadaclinic/

令和 4 年 4 月現在
011-384-2100

医療法人風のすずらん会
江別すずらん病院

月～金曜日

○

認知症疾患医療センター

〒067-0064
北海道江別市上江別４４２－１５

8:45～16:45
土曜日
8:45～11:45

http://www.kaze-suzuran.com/
ebetsu/dementia_center.html

(祝祭日は除く)

医療法人社団倭会
北海道

ミネルバ病院

0142-21-2000

○

認知症疾患医療センター

月～金曜日
(祝祭日は除く)
9：00～15：00
0138-52-1101
月～金曜日

特定医療法人 富田病院
認知症総合医療センター

○

（年末年始・祝日除く）
8：30～17：00

〒052-0012
北海道伊達市松ヶ枝町２４５－１
https://www.minerva.gr.jp/minerva/e
ndeavor/dementia/
〒042-8511
北海道函館市駒場町 9 番 18 号
（委託先）
特定医療法人 富田病院

土曜日
8：30～12：30

青森県
青森県

若年性認知症

0178-38-1360

○ ○

総合支援センター

月曜日～木曜日

http://www.tomita-hospital.or.jp
〒039-1101
青森県八戸市尻内町島田 13-1
（委託先）
公益財団法人
こころすこやか財団

（年末年始・祝日除く）
9：00～16：00

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/
kenko/koreihoken/jyakunen_ninchice
nter_top.html
〒020-8505
岩手県盛岡市内丸 19 番１号
内丸メディカルセンター
（委託先）
学校法人 岩手医科大学

岩手県

岩手医科大学附属
内丸メディカルセンター

○

019-907-2036
月曜日～金曜日
10：00～16：00

（岩手県 HP 若年性認知症支援コーディ
ネーターの配置について）

https://www.pref.iwate.jp/kurashikan
kyou/fukushi/koureisha/ninchishou/
1003654.html
（岩手県 HP 若年性認知症及び若年性
認知症支援コーディネーターリーフレット
について）

https://www.pref.iwate.jp/kurashikan
kyou/fukushi/koureisha/ninchishou/
1018708.html
〒981-3111
宮城県仙台市泉区松森字下町 8-1

RBA 相談室
宮城県

（いずみの杜診療所
/RBA=RightsBasedApproach：権

022-346-7068

○ ○

月曜日～金曜日
（年末年始・祝日除く）

（委託先）
医療法人社団 清山会

9:00～16:00

利に基づくアプローチ）

https://www.izuminomori.jp/facility/f
acility-list/facility-details/?id=63
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〒019-2492
018-892-3751

秋田県
秋田県

若年性認知症支援

○

コーディネーター

月曜日～金曜日

秋田県大仙市協和上淀川字五百刈
田 352 番地
（委託先）

（年末年始・祝日除く）

秋田県立リハビリテーション・

9:00～16:00

精神医療センター
https://yod.akita-rehacen.jp
〒990-0021
山形県山形市小白川町二丁目 3-30

山形県

山形県認知症相談・交流拠点
「さくらんぼカフェ」

○

023-687-0387

（山形県小白川庁舎 2 階）

月曜日～金曜日

（委託先）

（年末年始・祝日を
除く）
12：00～16：00

公益社団法人
認知症の人と家族の会 山形県支部
https://www.pref.yamagata.jp/09000
2/kenfuku/koreisha/ninchi/sakuranb
o-cafe.html
〒963-8501
福島県郡山市向河原町 159-1
（星総合病院内）

福島県
若年性認知症相談窓口

○ ○

（公益財団法人 星総合病院）

024-983-8406

（委託先）

月曜日～金曜日

公益財団法人 星総合病院

(祝日・年末年始を除く)

（星総合病院）

9:00～17:00

http://www.hoshipital.jp/index.html
（福島県）
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/
21025c/jn.html

福島県

〒960-8031
福島県福島市栄町 1 番 28 号 松ヶ

福島県
若年性認知症相談センター

○

024-572-4611

丘ビル 1F

月曜日～金曜日

（医療法人湖山荘あずま通りクリニッ

（祝日・年末年始・

ク内）

夏期休診日除く）
9：00～17：00

（委託先）
（医療法人湖山荘あずま通りクリニック）
（医療法人湖山荘あずま通りクリニック）

http://www.azumastcl.jp/
〒305-8576
筑波大学附属病院
茨城県

若年性認知症

○ ○

支援コーディネーター

029-853-5846

茨城県つくば市天久保 2-1-1

月曜日～金曜日

（委託先）

（年末年始・祝日除く）

筑波大学附属病院

9：00～17：00

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/
chofuku/choju/ninchi/jakunen.html
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〒311-0117
栗田病院
茨城県

若年性認知症

○ ○

支援コーディネーター

029-295-0005

茨城県那珂市豊喰 505

月曜日～土曜日

（委託先）

（年末年始・祝日除く）

医療法人社団有朋会 栗田病院認知

8：45～17：00

症疾患医療センター
http://www.yuhokai-kuritah.com/
〒320-8508
栃木県宇都宮市若草 1-10-6
とちぎ福祉プラザ内

栃木県

栃木県
若年性認知症に関する相談窓口

028-627-1122

○ ○

（委託先）

（毎週土曜日

公益社団法人

13:30～16:00 開設）

認知症の人と家族の会 栃木県支部
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/advice/
fukushi/koureisha/jakunensoudan.html

〒379-2152
群馬県認知症疾患医療センター
上毛病院

027-266-1748

○ ○

若年性認知症支援相談室

月曜日～金曜日
9：00～17:00

前橋市下大島町 596-1
（委託先）
医療法人中沢会 上毛病院
https://ink.jp/
〒371-0847
前橋市大友町三丁目 26-8

群馬県認知症疾患医療センター
老年病研究所附属病院

○

027-252-7811

（委託先）

月曜日～金曜日

公益財団法人 老年病研究所老年

8：30～17:00

病研究所附属病院
https://www.ronenbyo-hospital.jp/

群馬県

〒370-0857

群馬県認知症疾患医療センター

サンピエール病院

027-347-4477

○

月曜日～土曜日
9：00～17:00

高崎市上佐野町 786-7
（委託先）
医療法人山崎会 サンピエール病院
http://www.st-pierre.or.jp/
〒370-3603

群馬県認知症疾患医療センター

田中病院

○

0279-54-5560

北群馬郡吉岡町陣場 98 番地

月曜日～金曜日

（委託先）

（祝祭日を除く）

医療法人群栄会 田中病院

9：00～15:00

http://gunneikai.jp/index.html
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〒375-0017
群馬県認知症疾患医療センター

篠塚病院

○

0274-20-1103

藤岡市篠塚 105-1

月曜日～土曜日

（委託先）

（年末年始・祝日除く）

医療法人育生会 篠塚病院

9：00～15:00

http://www.shinozuka-hp.or.jp/

〒370-2455

群馬県認知症疾患医療センター

西毛病院

○

0274-63-8120

富岡市神農原 559 番地 1

月曜日～土曜日

（委託先）

9：00～17:00

医療法人大和会 西毛病院

（土は 9：00～12:00）

http://www.seimou.org/
〒377-0801

群馬県認知症疾患医療センター

吾妻脳神経外科循環器科

○

0279-68-5211

吾妻郡東吾妻町大字原町 760 番地 1

月曜日～土曜日

（委託先）

（祝祭日・年末年始を

社会医療法人輝城会

除く）

吾妻脳神経外科循環器科

9：00～16：00

https://kijokai.or.jp/agatsumanouge/

群馬県

〒378-0005
群馬県認知症疾患医療センター

内田病院

○

0278-24-5359

沼田市久屋原町 345-1

月曜日～土曜日

（委託先）

9：00～17:30

医療法人大誠会 内田病院

（土は 9：00～12:30）

http://taiseikai-group.com/
〒370-0127
伊勢崎市境上武士 898-1
群馬県認知症疾患医療センター

原病院

0270-74-0633

○

月曜日～金曜日

（委託先）
医療法人原会 原病院

9：00～15:00

http://www.hara-hospital.jp/

〒372-0006
伊勢崎市太田町 366
群馬県認知症疾患医療センター

美原記念病院

○

0270-20-1700

（委託先）

月曜日～金曜日

公益財団法人脳血管研究所

9：00～17:00

美原記念病院
http://mihara-ibbv.jp/
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〒374-0037
館林市小桑原町 1505
群馬県認知症疾患医療センター

つつじメンタルホスピタル

0276-57-6366

○

月曜日～金曜日
9：00～17:00

（委託先）
医療法人康生会（社団）
つつじメンタルホスピタル
https://tsutsujimental.jp/ninchi
〒376-0001

群馬県

群馬県認知症疾患医療センター

日新病院

〇

0277-30-3660

群馬県桐生市菱町３丁目 2069-1

月～金曜日

(委託先)

9:00～17：00

医療法人山育会
―

群馬県認知症疾患医療センター
東毛敬愛病院

〇

0276-26-1794

〒373-0024

月曜日～水曜日、

群馬県太田市上小林町 230-1

金曜日、土曜日

(委託先)

（日曜・祝祭日・

医療法人潁原会

年末年始除く）
９:００～18：00

http://www.keiai-h.com
〒330-0061
埼玉県さいたま市浦和区北浦和

埼玉県

埼玉県・さいたま市若年性
認知症サポートセンター

○ ○

048-814-1212

3-12-17 プリムローズ常盤第 3

（受付時間）

（委託先）

月曜日～金曜日

公益社団法人

（年末年始・祝日除く）

認知症の人と家族の会 埼玉県支部

9:00～16:00

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609
/ninchisyosesaku/jakunen.html
〒260-8677

千葉県若年性認知症専用
相談窓口

○ ○

043-226-2601

千葉県千葉市中央区亥鼻 1-8-1

（受付時間）

（委託先）

月、水、金曜日

国立大学法人千葉大学

（年末年始・祝日除く）
9:00～15:00

千葉県

https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/shie
n/ninchishou/soudan/index02.html

043-245-5267

千葉市若年性認知症専用
相談窓口

○ ○

平日：9 時～16 時
※祝日及び年末年始

〒260-8722
千葉市中央区千葉港 1-1
（本庁舎 1 階）

を除く

〒152-0003
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東京都目黒区碑文谷 5-12-1
03-3713-8205

東京都若年性認知症
総合支援センター

○ ○

月曜日～金曜日
（年末年始・祝日除く）

TS 碑文谷ビル 3 階
（委託先） 特定非営利活動法人
いきいき福祉ネットワークセンター

9:00～17:00

http://www.ikiikifukushi.jp/
〒191-0062
東京都

東京都日野市多摩平 2-2-4
東京都
多摩若年性認知症総合支援

○ ○

センター

042-843-2198

ニコール豊田ビル 4 階

月曜日～金曜日

（委託先）

（年末年始・祝日除く）

社会福祉法人マザアス

9:00～17:00

https://www.fukushihoken.metro.tok
yo.lg.jp/zaishien/ninchishou_navi/sou
dan/jakunen_center/
〒239-0841

046-848-1550

国立病院機構
久里浜医療センター

○

月～金曜
8：30～17：15
（年末年始・祝日除く）

神奈川県横須賀市野比 5-3-1
（委託先）
国立病院機構久里浜医療センター
https://kurihama.hosp.go.jp/hospital/
section/dementia.html

0465-42-1630
（代表）

曽我病院
神奈川県 （福祉医療相談室）

○

（受付時間）
月～金
9：00～17：00
（年末年始・祝日除く）

〒250-0203
神奈川県小田原市曽我岸 148
（委託先）
曽我病院（福祉医療相談室）
http://soga-hp.com/consulting/
index.html
〒253-0083

0467-83-9111

湘南東部総合病院
認知症疾患医療センター

月曜～金曜日

○

神奈川県茅ヶ崎市西久保 500
（委託先）

午前 9 時 00 分～

医療法人社団 康心会

17 時 00 分

湘南東部総合病院

（土日、祝日除く）

https://www.fureaig.or.jp/toubu/department/dementia/
〒222-0035

045-475-0105
（直通）

横浜市

横浜市総合保健医療センター
診療所（総合相談室）

○ ○

（受付時間）

神奈川県横浜市港北区鳥山町 1735
（委託先）
横浜市総合保健医療財団

月曜日～金曜日

横浜市総合保健医療センター

（祝日・年末年始除く）

（総合相談室）

9：00～16：00

https://yccc.jp/about/activities/
coodinator/
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〒212-0016
川崎市幸区南幸町 1-31

よこはま認知症コールセンター

045-662-7833

グレース川崎 203 号

火、木、金曜日

(委託先)

(祝 日含 む・ 年末 年始

公益社団法人 認知症の人と家族の

除く)

会 神奈川県支部

10:00～16：00

http://sites.google.com/site/kazokuk
anagawa/home
横浜市

横浜ほうゆう病院
地域医療連携室

○

若年相談窓口

045-360-8787

〒241-0812

月～金曜日

横浜市旭区金が谷 644-1

(年末年始・祝日除く)

−

9:30～15：30

〒225-0025
横浜総合病院
若年性認知症

○

相談窓口

045-662-7833

横浜市青葉区鉄町 2201 番地 5

火、木、金曜日

(委託先)

(祝 日含 む・ 年末 年始

医療法人社団緑成会

除く)

横浜総合病院

10:00～16：00

https://yokoso.or.jp
〒214-0014
0570-0-40104
月、火、木、
金、（日）曜日

川崎市認知症コールセンター

(祝日・年末年始除く)

サポートほっと

10:00～16：00
第 2、4 木曜日
10:00～20：00
日曜日は第 1、3 のみ

神奈川県川崎市多摩区登戸 1803
たけやビル 2F
（委託先）
ＮＰＯ法人
川崎市認知症ピアサポートセンター
https://www.city.kawasaki.jp/350/pa
ge/0000116704.html
〒216-8511
神奈川県川崎市宮前区菅生 2-16-1

川崎市

044-977-6467

認知症（老年精神疾患）

（委託先）

月曜日～金曜日

聖マリアンナ医科大学病院

治療研究センター

(年末年始・祝日除く)
9：30～16：30

http://www.mariannau.ac.jp/hospital/kanja/sinryou2/shinr
youshisetsu_09/
〒211-8533
神奈川県川崎市中原区小杉町

044-733-2007

街ぐるみ認知症

1-396

月曜日～金曜日

（委託先）

相談センター

(年末年始・祝日除く)

日本医科大学武蔵小杉病院

9：00～16：00

https://www.nms.ac.jp/sh/ignms/
soudan/hpb/sub3.html
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川崎市若年性認知症
川崎市

サポートデスク

044-400-7060

○ ○

〒213-0033
川崎市高津区下作延 6 丁目 4 番地 3
号 エムズヒル３F

月曜日～金曜日
(年末年始・祝日除く)
9：00～16：00

(委託先)
NPO 法人 マイ Way
http://my-way.jp/

月曜日～金曜日
（祝日除く）

〒959-2805
新潟県胎内市下館字大開 1522 番地

9:00～17:00

黒川病院
認知症疾患医療センター

0254-47-2640

○

来所相談
月曜日～金曜日
（祝日除く）

（委託先）
黒川病院
認知症疾患医療センター

9:00～16:00
*可能な限り事前に

http://www.hakujitsukai.com

連絡をお願いします

〒959-1825
新潟県五泉市太田 489-1
五泉中央病院認知症疾患
医療センター

0250-47-8762

○

月曜日～金曜日
(祝日除く)
9:00～17:00

(委託先)
医療法人社団 真仁会
五泉中央病院
http://www.sinjinkai.or.jp

月曜日～金曜日
（祝日除く）

〒955-0823
新潟県三条市東本成寺 20 番 8 号

9:00～17:00

新潟県

川瀬神経内科クリニック
認知症疾患医療センター

0256-33-9070

○

来所相談
月曜日～金曜日
（祝日除く）
9:00～17:00

（委託先）
川瀬神経内科クリニック
認知症疾患医療センター

お願いします

http://www.kawase-nc.or.jp/
dementia/

月曜日～金曜日

〒940-2302

8:30～17:00

新潟県長岡市藤川 1713-8

*事前にご予約を

土曜日
8:30～12:00
*病院休診日を除く

三島病院
認知症疾患医療センター

○

（委託先）

0258-42-3400

三島病院

来所相談

認知症疾患医療センター

月曜日～金曜日
8:30～17:00
土曜日
8:30～12:00
*病院休診日を除く

*事前にご連絡を
お願いします
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令和 4 年 4 月現在
025-788-1277
火曜日～金曜日

ゆきぐに大和病院
認知症疾患医療センター

○

〒949-7302

（祝日除く）

新潟県南魚沼市浦佐 4115 番地

9：00～17:00

（委託先）

月曜日・土曜日

ゆきぐに大和病院

（祝日除く）

認知症疾患医療センター

9：00～12:00
月曜日～金曜日
8：30～17:00

柏崎厚生病院
認知症疾患医療センター

○

〒945-1392

*病院休診日を除く

新潟県柏崎市大字茨目二ツ池 2071-1

0257-23-1234

（委託先）

来所相談

柏崎厚生病院

月曜日～金曜日
8：30～17:00

認知症疾患医療センター

*病院休診日を除く
*可能な限り事前に

https://www.tatikawa.or.jp/kousei/

ご連絡をお願いします

月曜日～金曜日

新潟県
高田西城病院
認知症疾患医療センター

○

〒943-0834

（祝日除く）

新潟県上越市西城町 2-8-30

8：30～17:00

（委託先）

090-7801-7533

高田西城病院

来所相談

認知症疾患医療センター

月曜日～金曜日
（祝日除く）

http://www.nishishiro-hp.or.jp/

8：30～17:00

n_topics/370/
〒952-0206

佐渡若年性認知症支援センター
(デイサービス なんだい)

○ ○

0259-66-4182

新潟県佐渡市畑野甲 452-6

月曜日～金曜日

(委託先)

(祝日除く)

株式会社 クローバー佐渡

9:00～17：00

minechan21@gmail.com

090-8747-7157
基幹型
若年性認知症支援センター

○ ○

月曜日のみ
（祝日の場合は翌日）

〒953-0015
新潟県新潟市西蒲区松野尾 3365 番地
(委託先)
ライフパートナーかくだ山合同会社

9：00～17:00

k_i_wa_sa_ki@yahoo.co.jp
〒950-0983

新潟市

025-244-5566

総合リハビリテーションセンター
・みどり病院認知症疾患

○

医療センター

月曜日～金曜日
（年末年始・祝日除く）

新潟県新潟市中央区神道寺 2－5－1
（委託先）
総合リハビリテーションセンター・
みどり病院認知症疾患医療センター

8：30～17:30

https://www.midori-gr.jp/ndc
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〒950-1262
新潟県新潟市南区西白根 41 番地
025-372-0934

新潟市

白根緑ケ丘病院
認知症疾患医療センター

○

月曜日～金曜日

（委託先）

（年末年始・祝日除く）

白根緑ケ丘

9:00～17:00

病院認知症疾患医療センター
https://kei-seikai.or.jp/
dementia_center/

076-432-7501
月曜日～金曜日

富山県

富山県
若年性認知症相談・支援センター

9：00～16：30

○ ○

〒930-0094
富山県富山市安住町 5-21
（委託先）

土曜日

社会福祉法人

13:00～16:00

富山県社会福祉協議会

（日・祝日・年末年始は
休み）

http://www.toyamashakyo.or.jp/jyakunin/#subtop

石川県

石川県立こころの病院
若年性認知症相談窓口

○

076-281-2600

〒929-1214

（受付時間）

石川県かほく市内高松ヤ 36

月曜日～金曜日

石川県立こころの病院内

(年末年始・祝日除く)

http://www.pref.ishikawa.jp/takabyo/

8：30～17：15

dementia/
〒910-0017
福井県福井市文京 2 丁目 9 番 1 号
（委託先）

0776-63-5488
福井県

福井県
若年性認知症相談窓口

○ ○

月曜日～金曜日
（年末年始・祝日除く）
9：00～17:30

公益財団法人 松原病院
（福井県）
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kour
ei/jakunen.html
（相談窓口）
https://www.j-monowasure.com/
〒400-0005
山梨県甲府市北新一丁目 2-12
福祉プラザ 3 階

055-254-7711
山梨県

（委託先）

山梨県

月曜日～金曜日

認知症コールセンター

（年末年始・祝日除く）

公益社団法人

13：00～17：00

認知症の人と家族の会
山梨県支部
http://www.pref.yamanashi.jp/chouju
/nintisyou-call-center.html
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0553-22-2212

山梨県
山梨県

若年性認知症相談支援センター

○ ○

（日下部記念病院内）

月曜日～金曜日
（年末年始・祝日除く）
10：00～15：00

0268-23-7830
（受付時間）

長野県

若年性認知症コールセンター

○

月曜日～金曜日
（年末年始・祝日除く）

〒405-0018
山梨県山梨市上神内川 1363
（委託先）
社会医療法人加納岩
https://www.pref.yamanashi.jp/
chouju/jakunen.html
〒386-0018
長野県上田市緑ヶ丘 1-17-14
（委託先）
特定非営利活動法人
長野県宅老所・グループホーム連絡
会

13：00～20：00

https://www.nagano-taku-gh.jp/
認知症相談窓口/

0584-78-7182
岐阜県

岐阜県
若年性認知症支援センター

○ ○

月曜日～金曜日
（年末年始・祝日除く）
9：00～15：00

〒503-0022
岐阜県大垣市中野町 1-307
大垣病院内
（委託先）
岐阜県精神科病院協会
―

静岡県

静岡県若年性認知症相談窓口

○ ○

（年末年始・祝日除く）

〒420-0856
静岡県静岡市葵区駿府町 1 番 70 号
静岡県総合社会福祉会館シズウエ
ル4階
（委託先）
一般社団法人
静岡県社会福祉士会

9：00～16：00

http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-

054-252-9881
（受付時間）
週3日
（月・水・金）

210/chouju/kaigoyobou/28jyakunensodan.h
tml

〒474-0037
愛知県大府市半月町三丁目 294 番地

愛知県

愛知県若年性認知症
総合支援センター

○ ○

0562-45-6207
（相談時間）
月～土
10:00～15:00
（年末年始・祝日除く）

（委託先）
社会福祉法人 仁至会
認知症介護研究・研修
大府センター
（県）
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikiho
ukatu/early-onset-dementia.html
（委託先）
http://www.zinshikai.or.jp/aitikenjyakune
ncenter
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〒466-0027
052-734-7079
名古屋市

名古屋市認知症
相談支援センター

○

月曜日～金曜日
（年末年始・祝日除く）
9：00～17：00

愛知県名古屋市昭和区阿由知通 3-19

昭和区役所 6 階
（委託先）
社会福祉法人
名古屋市社会福祉協議会
http://n-renkei.jp/premature.html

三重県
三重県

若年性認知症

○ ○

サポートセンター

059-382-8490

〒513-0818

(相談窓口：

三重県鈴鹿市安塚町 638-16

090-5459-0960)

（委託先）

月曜日～金曜日

有限会社 イトーファーマシー

（年末年始・祝日除く）

http://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/

10：00～17：00

HP/72834022958.htm

077-582-6032

〒524-0037

※090-7347-7853

滋賀県守山市梅田町 2-1-303

(時間外)

(セルバ守山 3 階)

8:30～17:30

（委託先）

(原則)

藤本クリニック認知症疾患医療センター

※不在の場合は、

(医療法人 藤本クリニック)

留守電対応

https://www.fujimoto-clinic.net/
〒520-0113

077-578-2024
9:30～17:00
(月～土)
若年認知症相談窓口

※祝祭日を除く

滋賀県

大津市坂本 1 丁目 8-5
(委託先)
琵琶湖病院認知症疾患医療センター
ビスタリ
(医療法人明和会 琵琶湖病院)

https://biwako.or.jp/index.html
077-543-1441
9:30～17:00

○

(月～金)
※祝日・年末年始等病

〒520-2142
大津市玉野浦 4-21
(委託先)
瀬田川病院認知症疾患医療センター
(医療法人社団 瀬田川病院)

院の定める休日を除く

https://setagawa.com/dementiacenter/
〒528-0031

0748-63-5430
9:30～17:00
(月～土)
※祝日を除く

甲賀市水口町本町 2 丁目 2-43
(委託先)
水口病院認知症疾患医療センター
(一般社団法人 水口病院)
https://www.minakuchi-hp.or.jp/

13

令和 4 年 4 月現在

○

0749-35-3001

〒529-1168

0749-35-5345

犬上郡豊郷町八目 12

9:00～16：30

(委託先)

(月～金)

豊郷病院認知症疾患医療センター

9:00～12：30

オアシス

(土)

(公益財団法人 豊郷病院)

※祝祭日、年末年
始を除く

http://www.toyosato.or.jp/oashis
〒527-0145

滋賀県

若年認知症相談窓口

0749-46-0010

東近江市北坂町 966

9:00～16：00

(委託先)

(火～土)

近江温泉病院認知症疾患医療センター

※祝祭日を除く

(医療法人恒仁会 近江温泉病院)

https://www.oumi-hp.or.jp/
〒523-0891

0748-33-7106

近江八幡市鷹飼町 744

9:00～16：00

(委託先)

月曜日～金曜日
（祝祭日を除く）

滋賀八幡病院認知症疾患医療センター
おうみ

―
0749-68-5716

〒526-0045

9:00～16：30

長浜市寺田町 257

月曜日～土曜日

(委託先)

（祝祭日、8/15、

セフィロト病院認知症疾患医療センター

年末年始除く）

京都府こころのケアセンター
京都府

若年性認知症支援チーム

○ ○

（おれんじブリッジ）

―

0774-32-5885

〒611-0011

月曜日～金曜日

京都府宇治市五ケ庄広岡谷 2

（年末年始・祝日除く）

京都府立洛南病院内

（相談時間）
9：00～12：00

http://www.kyoto-kokoro-care.com/

13：00～15：00
075−354-8741
月曜日～土曜日：

9：00～21：00
日曜日・祝日：

京都市

〒600-8127
京都市下京区西木屋町通上ノ口上
る梅湊町 83 番地の１
「ひと・まち交流館 京都」4 階

9：00～16：30

京都市長寿すこやかセンター

休所日：
毎月第 3 火曜日（祝日
の場合はその翌日）
および年末年始（12 月
29 日～1 月 4 日）
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〒537-0024
06-6977-2051
毎週月曜日,火曜日,

大阪府

大阪府若年性認知症支援
コーディネーター

○ ○

大阪府大阪市東成区東小橋 1-1833 ぱーくす倶楽部内

木曜日,金曜日
（祝日・12 月 29 日から

（委託先）

1 月 3 日を除く）

ＮＰＯ法人

10:00～16:00

認知症の人とみんなのサポートセンター

https://minnanospc.grupo.jp/

北区オレンジチーム

06-6313-1911

〒530-0026
大阪府大阪市北区神山町 15 番 11
号
（委託先）
社会福祉法人
大阪市北区社会福祉協議会
北区地域包括支援センター
―

都島オレンジチーム

06-6926-3803

〒534-0002
大阪府大阪市都島区大東町 2-2-18
（委託先）
社会福祉法人 隆生福祉会
都島区北部地域包括支援センター
―

大阪市

あいあいオレンジチーム

06-6454-6334

〒553-0001
大阪府大阪市福島区海老江 6-2-22
（委託先）
社会福祉法人
大阪市福島区社会福祉協議会
福島区地域包括支援センター
―

このはなオレンジチーム

06-6462-1087

〒554-0022
大阪府大阪市此花区春日出中 127-13
（委託先）
社会福祉法人 大阪暁明館
此花区南西部地域包括支援センター
―

陽だまり西淀川オレンジチーム

06-6476-3563

〒555-0034
大阪府大阪市西淀川区福町 2-4-16
（委託先）
社会福祉法人 博陽会
西淀川区南西部地域包括支援センター

―
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淀川区オレンジチーム

06-6391-3770

〒532-0004
大阪府大阪市淀川区西宮原 1-6-45
３Ｆ
（委託先）
社会福祉法人
キリスト教ミード社会舘
淀川区東部地域包括支援センター
―

ほほえみオレンジチーム

06-7730-0002

〒533-0022
大阪府大阪市東淀川区菅原４丁目
４番 37 号
（委託先）
社会福祉法人
大阪市東淀川区社会福祉協議会
東淀川区地域包括支援センター
―

大阪市

あさひさんさんオレンジチーム

06-6953-0155

〒535-0022
大阪府大阪市旭区新森 4-27-13
（委託先）
医療法人 清翠会
旭区東部地域包括支援センター

―

〒540-0011
大阪府大阪市中央区農人橋 3-1-3
ドミール堺筋本町１階
中央区オレンジチーム

06-6948-6639

（委託先）
社会福祉法人 亀望会
中央区北部地域包括支援センター

―
〒550-0013
大阪府大阪市西区新町 4-5-14
（西区役所合同庁舎 6 階）
（委託先）
西区オレンジチーム

06-6539-8248

社会福祉法人
大阪市西区社会福祉協議会
西区地域包括支援センター
―
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〒552-0015
大阪府大阪市港区池島 1-1-18

みなとオレンジチーム

06-6536-8198

（委託先）
社会福祉法人 みなと寮
港区南部地域包括支援センター
―
〒551-0032
大阪府大阪市大正区北村 3-5-10
（委託先）

大正区済生会オレンジチーム

06-6552-4954

社会福祉法人
恩賜財団済生会支部大阪府済生会

大正区北部地域包括支援センター
―
〒543-0074
大阪府大阪市天王寺区六万体町
５－２６
大阪市

（委託先）
天王寺区ゆうあいオレンジチーム

06-6774-3350

社会福祉法人
大阪市天王寺区社会福祉協議会
天王寺区地域包括支援センター
―
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中３－８－８

（委託先）
浪速区オレンジチーム

06-6636-6071

社会福祉法人
大阪市浪速区社会福祉協議会
浪速区地域包括支援センター
―

〒537-0025
大阪府大阪市東成区中道 2-7-1
特養ハミングベル中道 1 階
東成区オレンジチーム

06-6747-9811

（委託先）
社会福祉法人 森の宮福祉会
東成区北部地域包括支援センター

―
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〒544-0033
大阪府大阪市生野区勝山北３－13
－20
（委託先）
おかちやまオレンジチーム

06-6712-3113

社会福祉法人
大阪市生野区社会福祉協議会
生野区地域包括支援センター
―
〒536-0005
大阪府大阪市城東区中央 2-11-16
（委託先）

城東区ゆうゆうオレンジチーム

06-6936-1101

社会福祉法人
大阪市城東区社会福祉協議会
城東区地域包括支援センター
―
〒538-0051
大阪府大阪市鶴見区諸口 5-浜 6-12
（委託先）

大阪市

つるりっぷオレンジチーム

06-6913-9595

社会福祉法人
大阪市鶴見区社会福祉協議会
鶴見区地域包括支援センター

―
〒545-0037
大阪府大阪市阿倍野区帝塚山 1-38
（委託先）
あべのオレンジチーム

06-6628-1300

社会福祉法人
大阪市阿倍野区社会福祉協議会
阿倍野区地域包括支援センター
―

さざんかオレンジチーム

06-6686-0431

〒559-0033
大阪府大阪市住之江区南港 2-1109
（委託先）
社会福祉法人 健成会
さきしま地域包括支援センター
―
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住吉るるるオレンジチーム

06-6115-8605

〒558-0021
大阪府大阪市住吉区浅香 1-8-47
（委託先）
社会福祉法人
大阪市住吉区社会福祉協議会
住吉区地域包括支援センター
―

東住吉オレンジチーム

06-6760-7578

〒546-0013
大阪府大阪市東住吉区湯里 1-1-30
（委託先）
社会福祉法人 隆生福祉会
中野地域包括支援センター
―

大阪市

ひらのオレンジチーム

06-6777-9030

〒547-0027
大阪府大阪市平野区喜連 4-6-19
（委託先）
社会福祉法人 永寿福祉会
長吉地域包括支援センター
―

にしなりオレンジチーム

06-6651-6000

〒557-0063
大阪府大阪市西成区南津守 7-1232
（委託先）
社会福祉法人 白寿苑
玉出地域包括支援センター
―

072-238-3636

堺市社会福祉協議会
堺市

包括支援センター

○

月曜日～金曜日
（年末年始・祝日除く）

9：00～17：30

統括課

堺市堺区南瓦町 2 番 1 号
堺市総合福祉会館内
（委託先）
社会福祉法人
堺市社会福祉協議会
（担当:包括支援センター統括課）
http://www.sakaisyakyo.net/contents/houkatsu_shien
/index.html#support

078-242-0601
月曜日～金曜日

兵庫県

ひょうご
若年性認知症支援センター

○ ○

（年末年始・土・日・
祝日を除く）

9：00～12：00
13：00～16:00
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〒651-0062
兵庫県神戸市坂口通 2-1-1
兵庫県福祉センター内
（委託先）
社会福祉法人
兵庫県社会福祉協議会
https://www.hyogowel.or.jp/public/jakunen.php

令和 4 年 4 月現在

（委託先）
神戸市

こうべオレンジダイヤル

078-262-1717

神戸市在宅医療・介護推進財団
―

奈良県
若年性認知症サポートセンター

○ ○

0742-81-3857

〒631-0055

月・水・木・金曜日

奈良県奈良市大和田町 1914-1

9:00～17：00

（委託先）

毎月第 2 土曜日

9:00～17：00
(年末年始、祝・祭
日除く)

奈良県

一般社団法人 SPS ラボ
若年認知症サポートセンターきずな
や
http://www.pref.nara.jp/16739.htm
〒631-0045

0742-41-1026

奈良県奈良市千代ケ丘 2-3-1

火・金曜日

（委託先）

家族の会

10:00～15：00

電話相談

土曜日

公益社団法人 認知症の人と家族の
会 奈良県支部

12：00～15：00
(祝日除く)

http://www.pref.nara.jp/16739.htm

〒641-0042
和歌山市新堀東 2-2-2
ほっと生活館しんぼり内
0120-783-007
和歌山県 認知症コールセンター

○

月曜日～土曜日

（委託先）

（年末年始・祝日除く）

公益社団法人

10：00～15：00

認知症の人と家族の会
和歌山県支部
http://www.alzheimer.or.jp/?page_id=

409
〒683-0054 鳥取県米子市糀町

1-10
0859-37-6611

鳥取県
鳥取県

若年認知症サポート

○

センター

月曜日～金曜日
（年末年始・祝日除く）

わだや小路内

（委託先）
公益社団法人 認知症の人と家族の会

鳥取県支部

9：00～18：00

http://www.pref.tottori.lg.jp/
33673.htm#itemid855464
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〒693-0001
島根県出雲市今市町 1213
出雲市保健センター内

0853-25-7033
しまね若年性認知症相談
島根県

支援センター

月曜日～金曜日

○ ○

（平成 30 年 4 月 1 日開設）

（年末年始・祝日、
お盆を除く）

（委託先）
公益社団法人 認知症の人と家族の会

島根県支部

10：00～16：00

http://www.pref.shimane.lg.jp/medica
l/fukushi/kourei/kourei_sien/
ninchishou/jakunen.html
〒710-0002
086-436-7830
（受付時間）

岡山県

おかやま
若年性認知症支援センター

○ ○

月曜日～金曜日
(年末年始・祝日・お盆

倉敷市生坂 132-3
（ひかり社会福祉士事務所内）
（委託先）
公益社団法人
認知症の人と家族の会岡山県支部

を除く)
10：00～16：00

https://www.pref.okayama.jp/page/6
15109.html
〒732-0816
広島市南区比治山本町 12-2

広島県

広島県
若年性認知症サポートルーム

○ ○

082-298-1034

広島県社会福祉会館 4 階

月曜日～金曜日

（委託先）

9：00～17：00

公益社団法人広島県社会福祉士会
http://hacsw.jp/jakunensei.html
〒755-0241

0836-58-2212
山口県

山口県若年性認知症
支援相談窓口

○ ○

月曜日～金曜日
（年末年始・祝日除く）

9:00～17：00

山口県宇部市大字東岐波 4004-2
（委託先）
山口県立こころの医療センター
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki
/49/18524.html

〒770-0943
088-678-4707
（受付時間）

徳島県

徳島県認知症コールセンター

○

月曜日～金曜日

徳島県徳島市中昭和町 1 丁目 2 番
地
徳島県立総合福祉センター1 階

（年末年始・

（委託先）

祝日除く）

公益社団法人 認知症の人と家族の会

10：00～16：00

徳島県支部
http://alz-tokushima.com
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香川県

香川県
若年性認知症支援相談窓口

○ ○

080-4719-5073

〒761-1402

（受付時間）

香川県高松市香南町由佐 113-1

月曜日～金曜日

（委託先）

9：00～16：00

医療法人社団以和貴会いわき病院

（土・日、祝日、
年末年始を除く）

―
〒791-0244

070-3791-0342
愛媛県

愛媛県若年性
認知症支援コーディネーター

（受付時間）

○ ○

松山市水泥町 405 番地１
高齢者総合福祉施設ていれぎ荘内

月曜日～金曜日

（委託先）

10：00～15：00

社会福祉法人 慈光会

（年末年始・祝日除く）

https://www.pref.ehime.jp/h20400/ni
nchishoshien/jyakunensei.html
〒783-8505
高知県

高知県
若年性認知症相談窓口

○ ○

080-2986-8505

高知県南国市岡豊町小蓮 185-1

月曜日～金曜日

（委託先）

（年末年始・祝日除く）

高知大学医学部附属病院

9：00～17：00

―
〒824-0004
0930-26-2370

福岡県行橋市大字金屋 649-1

（受付時間）

福岡県

福岡県若年性認知症
サポートセンター

○ ○

月曜日～金曜日

（委託先）

（お盆、年末年始を

特定非営利活動法人たすけ愛京築

除く）
10：00～16：00

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/conten
ts/jyakunensei.html
〒802-8560

093-522-8765
北九州市

北九州市認知症
支援・介護予防センター

○

月曜日～金曜日

福岡県北九州市小倉北区馬借 1-71 総合保健福祉センター5 階

（年末年始・祝日除く）
9：00～17：00

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/page
/ninkai-center/index.html
〒840-0804
佐賀県佐賀市神野東 2 丁目 6-1
佐賀県在宅生活サポートセンター内

0952-37-8545
佐賀県

佐賀県若年性認知症
支援センター

○

月曜日～金曜日

（委託先）

（年末年始・祝日除く）

公益社団法人

10：00～16：00

認知症の人と家族の会
佐賀県支部
－

22

令和 4 年 4 月現在

〒852-8104
095-847-0473
長崎県

長崎県
認知症サポートセンター

長崎県長崎市茂里町 3 番 24 号

（受付時間）

○

月曜日～金曜日
（年末年始・祝日除く）
10：00～15：00

（委託先）
公益社団法人
長崎県すこやか長寿財団
https://sukoyaka-nagasaki.or.jp/
〒860-0845
熊本県熊本市中央区上通町 3-15

096-355-1755

ステラ上通ビル 3 階

（受付時間）

熊本県

熊本県認知症コールセンター
※熊本市と共同設置

○

水曜日を除く
週6日
年末年始を除く
9：00～18：00

（委託先）
公益社団法人
認知症の人と家族の会
熊本県支部
https://kazokunokaikumamoto.jimdo.
com/
〒870-0161
大分県大分市明野東 3 丁目 4 番 1
号

097-552-6897
大分県

若年性認知症の相談

○

火曜日～金曜日

（委託先）

（年末年始・

公益社団法人 認知症の人と

祝日除く）

家族の会 大分県支部

10：00～15：00

https://orangeoita.jp/consultations/detail/06639c4
2-a69e-411f-b09b-b932a062f9bf
〒880-0014
宮崎県宮崎市鶴島 2 丁目 9-6
みやざき NPO ハウス 203 号室
0985-22-3803
宮崎県
宮崎県

若年性認知症コーディネーター

○

による電話相談窓口

月曜日～金曜日

（委託先）

（年末年始・

公益社団法人

祝日除く）

認知症の人と家族の会

9：00～16：00

宮崎県支部
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/iryok
aigo/kenko/koresha/jakunenseinintis
you.html
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〒890-8517
鹿児島市鴨池新町 1-7
099-251-4010

鹿児島県 若年性認知症支援相談窓口

○ ○

鹿児島県社会福祉センター2 階

月曜日～金曜日

（委託先）

（年末年始・

公益社団法人

祝日除く）

認知症の人と家族の会

10：00～16：00

鹿児島県支部

https://www.pref.kagoshima.jp/ab1
3/jakunenn.html
〒901-2202
沖縄県宜野湾市普天間 1-9-3
098-943-4085
沖縄県

沖縄県
若年性認知症相談窓口

○ ○

（委託先）

月曜日～金曜日

特定医療法人アガペ会

（土日祝祭日除く）

新オレンジサポート室

10：00～15：00

https://www.agapewakamatsu.or.jp/jakunen_dementia/
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