認知行動療法実施医療機関リスト（関東地方）

作成日：2017年３月26日

機関名

住所

電話番号

1

水戸メンタルクリニック

〒310-0022
水戸市梅香１－２－５０

029-303-1155

2

コミュニティクリニック・つくば

〒305-0817
つくば市研究学園Ｄ６街区３号研究学園 029-856-7810
駅前岡田ビル３Ｆ

3

華蔵寺クリニック

〒372-0007
伊勢崎市安堀町１２７－５

0270-40-7211

4

ひがメンタルクリニック

〒330-0803
さいたま市大宮区高鼻町１－３０５

048-641-2133

5

医療法人社団

6

小川クリニック

〒330-0063
さいたま市浦和区高砂１－１３－２ヤマ 048-834-5525
マンビル３階

7

岸澤内科心療科医院

〒355-0016
東松山市材木町１６－１３

8

中村メンタルクリニック

〒351-0034
朝霞市西原１丁目２番２号

9

埼玉県立精神保健福祉センター

〒362-0806
北足立郡伊奈町大字小室８１８番地２

水府会

かわかみ心療クリニック

新都心 048-600-5555

0493-22-0762

048-458-3424

５階

11 医療法人社団

宙麦会

ひだクリニック

医療法人社団
パーク

宙麦会

ひだクリニック

セントラル

〒270-0163
流山市南流山１－１４－７

04-7150-8141

〒270-0152
流山市前平井１２０リュージュ００１

04-7157-2269

13 ベスリクリニック

〒101-0045
千代田区神田鍛冶町三丁目２番地
ミビル８階

14 六番町メンタルクリニック

〒102-0085
千代田区六番町１番地７
Ａ

15 銀座メンタルクリニック

〒104-0061
中央区銀座一丁目７番６号
ル８階

16 人形町メンタルクリニック

〒103-0013
中央区日本橋人形町一丁目１番２１号
人形町ビル３階

17

医療法人社団
ＸＴ―

雄仁会

メディカルケア虎ノ門―ＮＥ

Ｋ－ＰＬＡＺ 03-3239-0027

タニザワビ 03-5250-4810

〒105-0001
港区虎ノ門一丁目１６番１６号
一丁目ＭＧビル４階

虎ノ門 03-6658-5035

岩田ハ 03-6438-9869

〒160-0023
新宿区西新宿一丁目１２番１２号
ビル２階

コスモス会

紫藤クリニック

03-5614-7087

03-5447-1236

〒107-0062
港区南青山三丁目１０番３８号
ウス１０１号室

表参道

20 たまきクリニック

21 医療法人社団

サン 03-5295-7555

〒108-0074
港区高輪四丁目２１番１６号

18 みゆきクリニック

19 アマラクリニック

048-723-1111

〒260-0028
千葉市中央区新町１－１７ＪＰＲ千葉ビ 043-301-7007
ル４Ｆ

10 千葉駅前心療内科

12

〒338-0081
さいたま市中央区新都心４番８
ファーストビル３階

河西 03-3348-5888

〒169-0075
新宿区高田馬場一丁目２９番２１号
かどビル２階

み 03-3232-1622

22 さくまクリニック

〒162-0045
新宿区馬場下町６２番地
階

23 セレーナメンタルクリニック

〒111-0053
台東区浅草橋一丁目９番１２号
駅前ビル３階

24 一宮メンタルクリニック

〒110-0005
台東区上野六丁目１番１号
ル４階

小西本店ビ 03-5817-4824

〒130-0003
墨田区横川三丁目２番４号

03-3623-2011

25 医療法人社団

草思会

クボタクリニック

備考

三朝庵ビル４ 03-5292-0345

浅草橋 03-5821-8822

但し、デイケア利用者にのみ、プロ
グラムの一部として施行しているこ
とを明記してくださるようお願いい
たします。
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作成日：2017年３月26日

機関名

住所

電話番号

26 大家クリニック

〒135-0033
江東区深川一丁目１番２号
ル門前仲町１００２

27 目黒心療クリニック

〒141-0021
品川区上大崎二丁目２４番１３号
西口マンション１号館３０４号

28

医療法人社団
崎

信俊会

心療内科アーツクリニック大

〒141-0032
品川区大崎一丁目６番４号
シティ４号館２階

シャンボー 03-3820-0388

大崎ニュー 03-5745-0668

29 たまきクリニック

〒152-0035
目黒区自由が丘一丁目７番１４号
ドゥーブルビル３階

30 梅屋敷森田クリニック

〒144-0052
大田区蒲田二丁目７番１号
ル１階

31 花クリニック

〒151-0053
渋谷区代々木一丁目３８番１１号

32 大見山クリニック

〒150-0013
渋谷区恵比寿一丁目９番７号
ビル６階

33 睡眠総合ケアクリニック代々木

〒151-0053
渋谷区代々木一丁目２４番１０号
ビル１階

34 Ｍｅｄｉｃａｌ

Ｓｗｉｔｃｈ

ｉｎ

ｃｌｉｎｉｃ

35 菖医院

36 医療法人社団

慶竹会

ホヅミクリニック

37 大塚・栄一クリニック

目黒 03-3490-3040

03-5731-7216

第五山田ビ 03-5714-0788

03-3375-1161

ＩＴＯＸ 03-5798-3458

ＴＳ 03-3374-9112

〒150-0002
渋谷区渋谷一丁目１４番１１号
ル６階

小林ビ 03-5778-3600

〒164-0003
中野区東中野一丁目２５番９号

03-6846-1222

〒171-0022
豊島区南池袋一丁目２６番４号
ル６階

藤和ビ 03-3989-4953

〒170-0005
豊島区南大塚三丁目４５番５号
松仲ビル１階

第１４ 03-3987-8110

38 医療法人社団

讃友会

あべクリニック

〒116-0014
荒川区東日暮里六丁目６０番１０号
暮里駅前中央ビル５階

日 03-5810-7808

39 医療法人社団

二誠会

メンタルクリニック葛西

〒134-0083
江戸川区中葛西五丁目４１番１２号
Ｔ２１ビル２階

Ａ 03-3877-5771

40 医療法人社団

天佑会

三船クリニック

〒190-0023
立川市柴崎町三丁目５番７号
４階

安田ビル 042-523-6693

41 やまでらクリニック

〒180-0006
武蔵野市中町一丁目２２番２号
ビル５階

42 小金井メンタルクリニック

〒184-0004
小金井市本町一丁目９番７号
４階

43 あおば心療内科国分寺南クリニック

〒185-0021
国分寺市南町三丁目２２番３１号
寺南町ビル３階

44 心陽クリニック

〒113-0033
文京区本郷二丁目２９番３号
ビル３階

ＵＫ’Ｓ 050-3692-2107

45 足立医療生活協同組合綾瀬駅前診療所

〒120-0005
足立区綾瀬四丁目９番２４号
３階－３０１

大室ビル 03-3629-5841

46 医療法人

〒220-0004
横浜市西区北幸１－２－１０アスカ第２ 045-317-5953
ビル７Ｆ

和楽会

横浜クリニック

ナッツ 0422-55-1556

大嶋ビル 042-316-7356

国分 042-328-5680

47 ハートクリニック横浜

〒220-0005横浜市西区南幸２－１１－１横045-311-0818

48 青山会

〒231-0048
横浜市中区蓬莱町１－１－３関内パーク 045-260-6331
ビル５Ｆ

関内クリニック

49 三原クリニック

〒225-0001
横浜市青葉区美しが丘西３－６５－６美 045-904-4800
しが丘西クリニックプラザ３Ｆ

50 メンタルクリニック響

〒225-0011
横浜市青葉区あざみ野２－２－８プロス 045-905-5122
パあざみ野２０１

備考

認知行動療法実施医療機関リスト（関東地方）

機関名

作成日：2017年３月26日

住所

電話番号

51 あおば半沢クリニック

〒227-0062
横浜市青葉区青葉台２－２－１８青葉台 045-988-5560
コーポ２０３

52 花と緑のこころのクリニック

〒225-0003
横浜市青葉区新石川２－４－１６

045-482-7681

53 小泉クリニック

〒212-0022
川崎市幸区神明町２－９－５

044-533-3138

54 きしろメンタルクリニック

〒214-0014
川崎市多摩区登戸２７１０－６
スト向ヶ丘１０２号

55 フィールファインクリニック

〒215-0004
川崎市麻生区万福寺６－７－２メディカ 044-967-1105
ルモリノビル５Ｆ

56 新百合ヶ丘こころのクリニック

〒215-0021
川崎市麻生区上麻生１－６－３マプレ
ショッピングセンタービル２Ｆ４号

57 汐入メンタルクリニック

〒238-0042
横須賀市汐入町２－７－１山下ビル２・ 046-823-3001
３Ｆ

58 メンタルクリニック日日草

〒242-0004
大和市鶴間２－１１－２９

046-219-9029

59 林間メンタルクリニック

〒242-0003
大和市林間２－１－２４青木ビル３Ｆ

046-272-1560

60 座間ガーデンクリニック

〒252-0024
座間市入谷５－１６８５－１パーク
フィーネ座間

046-210-4186

備考

第２ネ 044-930-1231

044-281-3543

＊調査実施期間：2016年9月1日～2017年2月28日
＊調査方法
：郵送調査
＊調査対象機関：精神科、心療内科、およびそれに類する診療科を標ぼうする有床診療所および無床診療所。
＊有効回答率 ：16.5%（6,187件中1,019件）
＊掲載基準
：①「どのような精神療法を実施していますか？」という質問への回答に認知行動療法が含まれており、かつ、②「認知行動療法を
実施している旨を掲載してもよろしいですか？」という質問に「はい」と回答していること。
＊本調査は、科学研究費補助金挑戦的萌芽研究「日本の精神医療における認知行動療法提供の実態調査」の補助を受けて、信州大学行動臨床心理学
研究室（高橋史研究室）によって実施された調査です。

