
鶴岡市

　　　　　制度をご利用ください！

認知症の初期症状である「もの忘れ」を単なる老化と思い込み、
認知症の発症に気付くのが遅れる方がいます。

より早い段階で発見・診断され、認知症の原因となっている疾患が
特定されれば、治療で改善したり、その進行を遅らせることが期待
できるのです。

市では、もの忘れの相談と診療を
受けやすくするために「もの忘れ相談医」
の登録制度を実施しています。

◆もの忘れ相談医とは

まずかかりつけ医に相談してみましょう。診療には時間がかか
る場合があります。医療機関に問い合わせしてから、受診しま
しょう。（医療保険証が必要）

も の 忘 れ 相 医談

◆相談したいときは

もの忘れなどの気になる方の診療を行い、かかりつけの医師
と連絡を取り合ったり、必要に応じて専門医療機関へ紹介したり
します

《藤島地域》

医師名 医療機関名 所　在　地 電話番号

石　橋    学 石橋内科胃腸科医院 　鶴岡市藤島字笹花48-15 64-2000

《羽黒地域》

医師名 医療機関名 所　在　地 電話番号

植 村　哲 也 いでは診療所 　鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰42-4 62-3789

佐 藤　邦 彦 佐藤医院 　鶴岡市羽黒町野荒町字街道上6-2 62-2130

佐　藤    剛 佐藤医院 　鶴岡市羽黒町黒瀬字黒瀬116 62-2755

《櫛引地域》

医師名 医療機関名 所　在　地 電話番号

佐 久 間　正 幸 佐久間医院 　鶴岡市西荒屋字川原田98 57-2123

土 田　兼 史 土田内科医院 　鶴岡市板井川字片茎75 57-5100

真 柄　博 志 丸岡真柄医院 　鶴岡市丸岡字町の内291-40 57-5110

《温海地域》

医師名 医療機関名 所　在　地 電話番号

佐 久 間　文 明 佐久間医院 　鶴岡市湯温海字湯之尻122-21 43-3146

佐 藤　元 昭 佐藤医院 　鶴岡市鼠ヶ関乙49 44-2125

佐 藤　洋 司 佐藤診療所 　鶴岡市湯温海甲127 43-2037

真島　靖子 阿部医院 　鶴岡市湯温海甲122-1 43-2041

《鶴岡地域》

医師名 医療機関名 所　在　地 電話番号

石　黒　　慎 こころの花クリニック 　鶴岡市茅原字西茅原42-1 29-4187

伊　藤　　俊 なごみクリニック 　鶴岡市桜新町13-3 29-3753

犬　塚    博 犬　塚　医　院 　鶴岡市本町二丁目11-15 22-0283

尾 形　直 人 茅原クリニック 　鶴岡市茅原町26-23 22-8777

乙 黒　弘 樹 乙　黒　医　院 　鶴岡市桜新町3-22 26-1011

菊 地　直 人 菊地内科クリニック 　鶴岡市東原町25-51 29-0707

斎 藤　元 護 さいとうクリニック 　鶴岡市辻興屋字三丁場23-4 68-5815

斎　藤    慎 斎　藤　医　院 　鶴岡市加茂字加茂177 33-3030

佐 久 間　豊 明 さくまクリニック 　鶴岡市湯田川字中田8-3 35-4455

佐 藤　満 雄

高 橋　牧 郎

須 田　克 幸 須田内科クリニック 　鶴岡市宝田一丁目9-86 26-7555

田 中　栄 一 協立大山診療所 　鶴岡市大山二丁目26－3 33-1165

中　里    純 中　里　医　院 　鶴岡市大山二丁目23-5 33-2142

中 目　千 之 中目内科胃腸科医院 　鶴岡市昭和町10-5 25-2011

中 村　秀 幸 中村内科胃腸科医院 　鶴岡市新海町14-20 25-7800

堀 内　隆 三 鶴岡協立病院 　鶴岡市文園町9-34 23-6060

渡　辺    清 池田内科医院 　鶴岡市本町三丁目17-17 23-6166

（五十音順：平成29年4月1日現在）

鶴岡協立病院
付属クリニック

　鶴岡市文園町11-3 28-1830



認知症の専門医ではないかもしれませんが、皆さんが気軽に相談でき

るのは、ふだんの「かかりつけ医」でしょう。かかりつけ医が認知症の

専門医を紹介してくれる場合もあります。また、介護保険の要介護認定

に必要な医師の「意見書」も書いてもらえますので、普段から「かかり

つけ医」に相談することをお勧めします。

認知症の診断と治療を専門的に行う医療機関です。（県指定）

認知症等受診・
相談の支援を行います

認知症等の症状を医師に伝えることは難しいものです。市では、

保健師や地域包括支援センター職員が相談を受けた場合、症状

など相談したい内容を医師に伝えることを お手伝いします。お気

軽に相談ください。

どうぞ私たちに
相談してください

◇お問合せ先◇

健康課（市総合保健福祉センターにこ♥ふる） ☎25-2111(内線364)  

藤島庁舎 ☎64－2111(内線112) 羽黒庁舎 ☎62－2111(内線506)

櫛引庁舎 ☎57－2116(直通) 朝日庁舎 ☎53－2111(内線332)

温海庁舎 ☎43－4613(直通)

長寿介護課 高齢者支援担当 ☎29-4180(直通)

64－

◎地域包括支援センター 平成29年4月7日

29－1626 第六学区・京田・大泉地区

25－9275 第二学区・斎・黄金地区

33－0211 上郷・大山地区

38－8150 由良・三瀬・小堅地区

57－5300 櫛引地域

43－2301 温海地域　

29－1256
第三学区
湯田川・田川地区

25－0888 第一学区・第四学区

29-2900 第五学区・栄地区

76－3762 加茂・湯野浜・西郷地区

78－2370 藤島地域

64－8281 羽黒地域

58-1068 朝日地域

しおん荘地域包括支援センター

地域包括支援センターふじしま

地域包括支援センターかみじ荘

地域包括支援センターあさひ

健楽園地域包括支援センター

  　とようら支所

 　 くしびき支所

地域包括支援センターつくし

永寿荘地域包括支援センター

鶴岡市社会福祉協議会地域包括支援センター

  　本センター

  　なえづ支所

 　 おおやま支所

 　 あつみ支所

篠田総合病院 山形市桜町２－６８ 電話（０２３）６２３－１７１１
佐藤病院 南陽市椚塚９４８－１ 　　　（０２３８）４０－３１７０
日本海総合病院 酒田市あきほ町３０ 　　　（０２３４）２６－２００１
新庄明和病院 新庄大字福田８０６ 　　　（０２３３）２２－２１２５


