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横浜市

お知らせ
令和2年度

高齢者の５人に１人は認知症になる時代と言われています。
年に１回は検診を受けることをおすすめします。

横浜市 もの忘れ検診

0円で実施

65歳以上の横浜市民の皆様へ

令和2年度
“もの忘れ検診”が始まります。

「 も の 忘 れ 検 診 」 の 受 診 方 法 は 裏 面



医療機関名 住所
電話番号

(市外局番045)
備考

緑協和病院 青葉区奈良町1802 962-6666 もの忘れ検診の予約とお伝えください。

あい内科クリニック 青葉区奈良1-18-13 960-6240
診療時間内にお電話ください（休診日・時間外
は対応できません）。もの忘れ検診の予約を取
りたい旨をお伝えください。

川瀬医院 青葉区田奈町45-6 981-3111 診療時間内にかけてください。受診者と家族の
受診が望ましいです。(なければ１人）

長浜医院 青葉区あざみ野4-2-4 901-2525
もの忘れ検診の申し込みは予約です。
月、水、金 外来日

あさひの丘病院 旭区川井本町128-1 951-5600
代表番号経由で医療相談室宛てに
お電話ください。

神奈川病院 旭区川井本町122-１ 951-9811
代表電話経由で医療相談室につなげて
予約してください。

横浜ほうゆう病院 旭区金が谷644 360-8787
地域医療連携室あてにもの忘れ検診の予約
とお伝えください。

あさひ本宿クリニック 旭区本宿町90-30-1F 360-8681
予約不可：水曜、金曜
　　　　　第1と第3土曜の午前中
　　　　　第５土曜

きくち医院 旭区上白根1-8-9 954-3234
月・火・木・金 16:00（予約制）
来院して予約してください。

ひかりが丘内科・在宅
クリニック

旭区上白根町891
西ひかりが丘団地18街区７棟101号

489-9696

ばんどうクリニック 泉区和泉町514-８ 800-3934

湘南泉病院 泉区新橋町1784 815-2051
(健診室直通)

もの忘れ検診の予約とお伝えください。

新中川病院 泉区池の谷3901 812-6161

いなほクリニック
磯子区洋光台5-1-35
洋光台鈴木ビル2F

489-4480

平本医院 磯子区久木町17-10 761-1175
もの忘れ検診の予約をしたいと
お申し出ください。

森が丘医院 磯子区森が丘1-13-11 846-1778
診療時間内に予約の電話を
お願いします。

赤尾内科クリニック 神奈川区三ツ沢下町11-22 548-3163

井上医院 神奈川区三ツ沢下町10-10 324-2228

おおぐり医院 神奈川区七島町127-9 430-1105

神奈川診療所 神奈川区新町15-6 441-0225

川久保診療所 神奈川区上反町１-6-3 322-6110

神戸医院 神奈川区六角橋4-1-1 491-0137

もの忘れ検診実施医療機関一覧
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医療機関名 住所
電話番号

(市外局番045)
備考

さかきばらクリニック 神奈川区白幡向町6-29 435-1961
代表電話番号につなげて
予約してください。

薩田内科クリニック
神奈川区菅田町2647
菅田町メディカルビル１Ｆ

477-4022

西神奈川ヘルスケア
クリニック

神奈川区西神奈川2-6-1 430-3530
予約は受付時間内(8:45～11:30、13:45～
15:30)にお問い合わせください。
休診日：水、土曜午後、日曜

野村皮膚科医院
神奈川区反町4-27-14
チャリオタワー2階

328-1377 もの忘れ検診の予約とお伝えください。

長谷川医院 神奈川区神之木町9-6 431-1020

石丸医院 金沢区富岡西4-6-6 772-3267

樹診療所かまりや 金沢区釜利谷西1-2-25 353-5015

上岡医院 金沢区富岡西6-16-11 775-3737

秋山脳神経外科クリニック 港南区港南中央通1-1 842-1838 もの忘れ検診の予約とお伝えください。

神奈川県立
精神医療センター

港南区芹が谷2-5-1 822-0241
代表番号経由で福祉医療相談科に
つないで予約してください。

湘寿クリニック 港南区下永谷4-2-30 825-5861

善利クリニック 港南区野庭町146-1 849-1080

つながるクリニック
港南区野庭町665
野庭団地サブセンター１F

848-2700

豊福医院 港南区上永谷3-18-16 844-2255

ヒルサイドクリニック
港南区上大岡西1-16-19
上大岡エントランスビル3F

849-2550
もの忘れ検診の予約であることを
お申し出ください。

荻原医院 港北区大倉山3-7-17 531-3195
①14:00～②14:30～
月・火・木・金の4日間　受付予定

新横浜フォレスト
クリニック

港北区篠原町3014-2
加祥ビル4階A号室

438-3720
もの忘れ検診の予約とお伝えください。
ご家族または受診者の生活を知る方との
来院が望ましいです。

たかみざわ医院 港北区日吉本町1-23-5 561-8641

西川クリニック
港北区新横浜2-12-8
扶桑ビル６階

534-8538
平日診療時間内の予約を電話でお取りしま
す。何日か希望日を伺います。

日横クリニック
港北区日吉本町1-20-16
日吉教養センタービル２Ｆ

563-4115
電話予約時にもの忘れ検診を予約希望と伝
えてください。

木村内科・胃腸内科 栄区小菅ケ谷1-23-1 894-1281

小山台クリニック 栄区小山台2-41-17 893-8736
事前にお渡しする書類があるため、来院に
て予約します。

なかのクリニック 栄区鍛冶ヶ谷2-53-10-2 890-6226
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医療機関名 住所
電話番号

(市外局番045)
備考

瀬谷メンタルクリニック
瀬谷区瀬谷3-1-30
ファーマシー平本ビル２階

442-7166

横浜甦生病院 瀬谷区瀬谷4-30-30 302-5001
もの忘れ検診の予約と
お伝えください。

松浦内科
都筑区北山田1-7-1
ソニックス171-101

593-1166
予約の電話は17:30までに
お願いします。

水野クリニック 都筑区南山田町4258 593-4040
ご家族と一緒に来院されることを
お勧めします。

汐田総合病院 鶴見区矢向1-6-20 574-1369

うしおだ診療所 鶴見区本町通1-16-１ 521-5147
代表番号経由で検診担当につなげて
予約してください。

つるみクローバー
クリニック

鶴見区下末吉6-3-25
クリニックセンター三ツ池公園102

572-1900
月~金 15:00~18:30、土 9:00~12:30 こちらの
時間で診察致します。予約は取っておりません
ので､そのままお越しください。

橋爪医院 鶴見区寺谷2-13-7 581-3064

戸塚病院 戸塚区汲沢町1025-6 864-1241
①代表番号経由で予約センターにつなげて
予約してください。
②予約受付は平日13:00～16:30となります。

おおくぼ総合内科
クリニック

戸塚区川上町91-1
モレラ東戸塚3階

383-9805

菅野内科クリニック
戸塚区平戸5-1-8
いずみプラザ東戸塚２Ｆ

390-0776
予約は平日の9:00～11:30の間に
お願いします。

東戸塚脳神経外科
クリニック

戸塚区品濃町548-2
東戸塚ＮＳビル１階

829-0330

横浜南まほろば診療所
戸塚区下倉田町1883
サミット戸塚下倉田店２階

866-1551 事前にお渡しする書類がありますので、来院にて予約を
承ります。電話での予約はできません。

大石クリニック 中区弥生町４-41 262-0014
予約時に「もの忘れ検診」と
お申し出ください。

臼井医院
中区千歳町1-2
横浜ＴＨビル２階

263-1315

大通り公園クリニック 中区蓬莱町3-113 251-7961

関内医院
中区尾上町5-76
明治屋尾上町ビルディング３F

663-7161

関内仲通りクリニック
中区相生町2-42-3
横浜エクセレントⅩⅦビル３階

662-5766 家族との同伴も勧めています。

内科渡部医院 中区麦田町2-52 641-2788

山手の森こころの
クリニック

中区大和町2-60-1 263-8474
電話受付時間は火曜14:00～17:00、
水曜10:00～13:00、
金曜10:00～17:00となります。

諸星クリニック 西区中央1-4-9 321-0261

よこはま高島町クリニック
西区高島2-10-32
岡村ビル２階

444-1117
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医療機関名 住所
電話番号

(市外局番045)
備考

港北病院 保土ケ谷区新井町486 381-0180
医療相談室宛てにお電話いただき、
予約してください。

川村クリニック 保土ケ谷区権太坂1-52-14 742-1010

はせがわ内科クリニック
保土ケ谷区新井町454-1
花田ビル１階

372-3131

東川島診療所 保土ケ谷区東川島町15-6 373-9899 なるべく予約は電話でお願い致します。

古川医院 保土ケ谷区東川島町20-19 381-0604

ほどがや脳神経外科
クリニック

保土ケ谷区帷子町1-17-3
YGYビル202

459-9588
横浜市もの忘れ検診の予約希望と
お伝えください。

横山医院 保土ケ谷区峰岡町2-118 331-3296

芦野内科クリニック
緑区白山2-3-11
カサベルテ横濱１Ｆ

937-2722

岩波胃腸科外科医院 緑区青砥町1122 932-3806

ししど内科クリニック 緑区鴨居4-2-31 929-4114
事前にお電話での予約を
お願いします。

ながつた脳神経外科
緑区長津田5-5-13
長津田メディカルスクエア６階

988-1855

佐藤病院 南区南太田1-10-3 731-1515
代表番号へ電話時にもの忘れ検診予約と
必ずお伝えください。
もの忘れ外来とは別になります。

あずま医院 南区清水ケ丘１-21 231-7026 診療時間内に電話予約してください。

北浜医院
南区別所3-8-3
クリニックビル１Ｆ

712-1700

せきど脳神経外科
クリニック

南区通町４-82-１
サンブルグ通町１Ｆ

712-0702

村山クリニック 南区真金町1-7 251-2500
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横浜市もの忘れ検診の申し込みの流れ
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このチラシの中面にある一覧から
受診する医療機関を選びます。

選んだ医療機関に直接電話で予約します。
※医療機関によって、曜日や時間帯を限定して実施していることがあります。

問診を行い認知症の疑いを確認します。鑑別診断ではありません。
※もの忘れ検診で収集した情報は、横浜市と医療機関で共有します。

横浜市健康福祉局高齢在宅支援課
電話 ０４５－６７１－４１２９ FAX ０４５－５５０－３６１２

認知症の疑いがあった場合、専門医療機関を紹介します。紹介料は有料です。

予約した医療機関・日時

受診期間は令和3年３月31日（水）まで
ステップ１ 医療機関を選ぶ

ステップ2 医療機関へ電話（予約）をする

ステップ3 医療機関へ受診する

区 電話 FAX
青葉 978-2449 978-2427
旭 954-6125 955-2675
泉 800-2434 800-2513
磯子 750-2417 750-2540
神奈川 411-7110 324-3702
金沢 788-7777 786-8872
港南 847-8418 845-9809
港北 540-2327 540-2396
栄 894-8415 893-3083

区 電話 FAX
瀬谷 367-5718 364-2346
都筑 948-2306 948-2490
鶴見 510-1775 510-1897
戸塚 866-8439 881-1755
中 224-8167 224-8159
西 320-8410 290-3422

保土ケ谷 334-6328 331-6550
緑 930-2311 930-2310
南 341-1139 341-1144

もの忘れ検診に関するお問い合わせ先（各区高齢・障害支援課）

持ち物
・各種医療保険証 ・生活保護受給者証

・中国在留邦人等支援給付受給者本人確認証 など身分証明ができるもの
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