
アルコール専門医療施設リスト

都道府県 病院名 ＵＲＬ 郵便番号 所在地 電話番号

医療法人社団修徳会　林病院 www11.plala.or.jp/Hayashi-HP/ 046-0012 北海道余市郡余市町山田町５０ 0135-22-5188

総合病院浦河赤十字病院 www.urakawa.jrc.or.jp/ 057-0007 北海道浦河郡浦河町東町ちのみ1-2-1 01462-2-5111

医療法人社団博仁会　大江病院 www.oe-hospital.or.jp/ 080-2470 北海道帯広市西二十条南２－５－３ 0155-33-6332

生協さくら病院 www.aomori-h-coop.com/sakura/ 030-0131 青森県青森市問屋町１－１５－１０ 017-738-2101

医療法人芙蓉会　芙蓉会病院 www.fuyoukai.or.jp/ 030-0133 青森県青森市雲谷字山吹９３－１ 017-738-2214

藤代健生病院 036-8373 青森県弘前市大字藤代二丁目12の1 0172-36-5181

医療法人青仁会　青南病院 www.seijin.or.jp/ 039-1104 青森県八戸市大字田面木字赤坂16-3 0178-27-2016

岩手県立南光病院 www.nanko-hp.net/ 021-0901 岩手県一関市真柴字矢ノ目沢59-19 0191-23-3655

国立病院機構　花巻病院 www.nho-hanamaki.jp/ 025-0033 岩手県花巻市諏訪500 0198-24-0511

秋田 杉山病院 www.sugiyama-hp.com/ 018-1401 秋田県潟上市昭和大久保字北野出戸道脇41 018-877-6141

若宮病院 www.koutoku.or.jp/ 990-2454 山形県山形市柳原60 023-643-8222

米沢市立病院　 yonezawa-city-hospital.jp/ 992-8502 山形県米沢市相生町６－３６ 0238-22-2450

社会医療法人公徳会　佐藤病院 www.koutoku.or.jp 999-2221 山形県南陽市椚塚９４８－１ 0238-40-3170

上山病院 www.nihonmatsukai.or.jp/kaminoyama/index.html 999-3103 山形県上山市金谷字下河原1370 023-672-2551

大島クリニック www6.ocn.ne.jp/~oshima.c/ 963-8014 福島県郡山市虎丸町14－4 丸三ビル2F 024-934-3960

会津西病院 969-6192 福島県会津若松市北会津町東小松２３３５番地 0242-56-2525

茨城 豊後荘病院 www.bungosou.or.jp/ 315-0112 茨城県新治郡八郷町部原760 0299-44-3211

栃木 栃木県立岡本台病院 www.okah.pref.tochigi.lg.jp/ 329-1104 栃木県河内郡河内町下岡本2162 028-673-2211

群馬 赤城高原ホスピタル www2.gunmanet.or.jp/Akagi-kohgen-HP/ 379-1111 群馬県勢多郡赤城村北赤城山南平1051 0279-56-8148

医療法人藍生会　不動ヶ丘病院 www.fudou-hp.jp/ 347-0058 埼玉県加須市岡古井107 0480-62-3005

埼玉県立精神医療センター www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/q05/ 362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室818-2 048-723-1111

秋元病院 www.akimoto-hospital.com/ 273-0121 千葉県鎌ヶ谷市初富808-54 047-445-8321

船橋北病院 www.kanjin.or.jp/funabashikita/ 274-0054 千葉県船橋市金堀町521-36 047-457-7151

京橋メンタルクリニック www2.ocn.ne.jp/^kmc/ 104-0031 東京都中央区京橋1-2-4 YNビル8F 03-5203-1930

さいとうクリニック www.iff-saitoclinic.jp/ 106-0045 東京都港区麻布十番2-14-5 03-5476-6550

東京都立松沢病院 www.byouin.metro.tokyo.jp/matsuzawa/ 156-0057 東京都世田谷区上北沢2-1-1 03-3303-7211

慈友クリニック www.jiyu.or.jp/ 169-0075 東京都新宿区高田馬場4- 3-11 03-3360-0031

医療法人社団 榎会　榎本クリニック www.enomoto-clinic.jp/ 171-0021 東京都豊島区西池袋1-2-5 03-3982-5321

医療法人社団翠会　成増厚生病院　東京アルコール医療総合セン  narimasukosei-hospital.jp/ 175-0091 東京都板橋区三園1-19-1 03-5998-0051

井之頭病院 www.inokashira-hp.or.jp/ 181-8531 東京都三鷹市上連雀4-14-1 0422-44-5331

三船クリニック www.tachikawashi-med.or.jp/syoukai/mihunekurinikku.htm 190-0023 東京都立川市柴崎 町3-5-7 安田ビル 4F 042-523-6693

高月病院 www.takatuki.or.jp/ 192-0005 東京都八王子市宮下町178 0426-91-1131

医療法人社団光生会　平川病院 www.hirakawa.or.jp/ 192-0152 東京都八王子市美山町1076 0426-51-3131

駒木野病院 www.komagino.jp 193-8505 東京都八王子市裏高尾町273 0426-63-2222

よしの病院 www.yoshinohp.com/index.html 194-0203 東京都町田市図師町2252 042-791-0734

桜ヶ丘記念病院 206-0021 東京都多摩市連光寺1-1-1 042-375-6311

医療法人利田会　周愛利田クリニック 114-0016 東京都北区上中里3-6-13 03-3911-3050

医療法人利田会　周愛巣鴨クリニック 170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-27-2 03-6902-1451
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国立病院機構　久里浜医療センター www.kurihama-med.jp/ 239-0841 神奈川県横須賀市野比5-3-1

北里大学東病院 www.ehp.kitasato-u.ac.jp/ehp/ 228-8520 神奈川県相模原市麻溝台2丁目1-1 042-748-9111

岩崎メンタルクリニック www.cocokarada.jp/ 251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-16-14-A 0466-25-6363

新潟 新潟県立精神医療センター www.psyche-niigata.jp/ 940-0015 新潟県長岡市寿2-4-1 0258-24-3930

ひろメンタルクリニック www.kma.jp/hiro/ 920-0024 石川県金沢市西念3-1-32西清ビルA-1 076-234-1621

社会医療法人財団松原愛育会　松原病院 www3.ocn.ne.jp/~matsu-hp/ 920-8654 石川県金沢市石引4-3-5 076-231-4138

石川県立高松病院 www.pref.ishikawa.lg.jp/takabyo/ 929-1293 石川県河北郡高松町内高松ヤ36 076-281-1125

福井 福井県立病院 info.pref.fukui.jp/imu/fph/ 910-8526 福井県福井市四ツ井2-8-6 0776-54-5151

住吉病院 www.sumiyoshi-hp.or.jp/ 400-0851 山梨県甲府市住吉4-10-32 055-235-1521

山梨県立病院機構　山梨県立北病院 www.ych.pref.yamanashi.jp/kitabyo/ 407-0046 山梨県韮崎市旭町上條南割3314-13 0551-22-1621

信濃病院 www.shinano-hospital.com/ 389-0512 長野県東御市滋野乙3297 0268-64-3366

長野県立こころの医療センター駒ヶ根 www.pref-nagano-hosp.jp/komahosp/homepage/ 399-4101 長野県駒ヶ根市下平2901 0265-83-3181

長野県厚生農業協同組合連合会　安曇総合病院 www.azumi-ghp.jp/ 399-8695 長野県北安曇郡池田町池田3207-1 0261-62-3166

養南病院 www.younan.or.jp/ 503-0401 岐阜県海津市南濃町津屋１５０８番地 0584-57-2511

各務原病院 www.myclinic.ne.jp/kakamiha/pc/ 504-0861 岐阜県各務原市東山1-60 0583-89-2228

須田病院 www.suda-hos.com/ 509-4124 岐阜県高山市国府町村山235番地5 0577-72-2100

医療法人社団進正会　服部病院 www.myclinic.ne.jp/shinseikai/ 438-0002 静岡県磐田市大久保西貝塚3781-2 0538-32-7121

医療法人十全会 聖明病院 http://www.seimei-hp.or.jp/ 417-0801 静岡県富士市大渕888番地 0545-36-0277

医療法人成精会　刈谷病院 www.kariya-hp.or.jp/ 448-0851 愛知県刈谷市神田町2-30 0566-21-3511

医療法人豊和会　南豊田病院 www.minamitoyota-hp.or.jp/ 470-1215 愛知県豊田市広美町郷西80 0565-21-0331

かすみがうらクリニック www4.ocn.ne.jp/~kasumi-c/ 510-0001 三重県四日市市八田１丁目１３－１７ビセンビル１Ｆ 059-332-2277

三重県立こころの医療センター www.pref.mie.lg.jp/KOKOROHP/HP/ 514-0818 三重県津市城山１丁目１２－１ 059-235-2125

滋賀 滋賀県立精神医療センター www.pref.shiga.jp/e/seishin/ 525-0072 滋賀県草津市笠山8-4-25 077-567-5001

大阪精神医学研究所　新阿武山病院 www.shin-abuyama.or.jp/ 569-1041 大阪府高槻市奈佐原4-10-1 072-693-1881

ひがし布施クリニック homepage2.nifty.com/higashifuse-clinic/ 577-0841 大阪府 東 大阪市 足代3-1-7 布施南ビル1F 06-6729-1000

小杉記念病院 www14.ocn.ne.jp/~kosugicl/kosugikinen/index.html 582-0018 大阪府柏原市大県1-5-32 0729-71-7771

新いずみ病院 www.shinizumi-hp.or.jp/ 594-1151 大阪府和泉市唐国町４丁目１５番４8号 0725-53-1555

医療法人和気会　新生会病院 homepage2.nifty.com/shinseikai-hospital/ 594-1154 大阪府和泉市松尾寺町１１３ 0725-53-1222

兵庫 ただしメンタルクリニック 663-8204 兵庫県西宮市高松町４－３７  0798-69-2881

植松クリニック 631-0824 奈良県奈良市西大寺南町2 -6 明光第五ビル1F 0742-45-7501

八木植松クリニック 634-0078 奈良県橿原市八木町1-7-3　橿原ビル5F 0744-25-8620

和歌山 和歌浦病院 www.eonet.ne.jp/~wakaura-hp/ 641-0021 和歌山県和歌山市和歌浦東3-2-38 073-444-0861

鳥取 医療福祉センター渡辺病院 www.mmwc.or.jp/ 680-0011 鳥取県鳥取市東町3-307 0857-24-1151

島根 こなんホスピタル www.doujinkai.jp/ 699-0402 島根県八束郡宍道町白石１２９－１ 0852-66-0712

広島 呉みどりケ丘病院 www.kuremidorigaoka.com/ 737-0001 広島県呉市阿賀北1-15-45 0823-72-6111

山口県立こころの医療センター www.y-kokoro.jp/ 755-0241 山口県宇部市東岐波4004-2 0836-58-2370

三隅病院 759-3802 山口県大津郡三隅町中 0837-43-0711

徳島 藍里病院 www.aizato.or.jp/ 711-1342 徳島県板野郡上板町佐藤塚東２８８－３ 088-694-5151
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香川 医療法人社団光風会　三光病院 www.sanko-hp.com/ 761-0123 香川県木田郡牟礼町883-1 087-845-3301

愛媛 みやもとクリニック www.miya-cli.com 799-2435 愛媛県松山市府中800-1 089-993-1911

高知 下司病院 www.kochi-al.org/ 780-0870 高知県高知市本町3-5-13 088-823-3257

医療法人十全会 おおりん病院 oorin.org/ 816-0942 福岡県大野城市中央1丁目13番8号 092-581-1445

医療法人十全会 回生病院 www.kaisei-hpl.jp/ 811-4161 福岡県宗像市朝町200-1 0940-33-3554

佐賀 国立病院機構　肥前精神医療センター www.hizen-hosp.jp/ 842-0192 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津160番地 0952-52-3231

西脇病院 www.nishiwaki.or.jp/ 850-0835 長崎県長崎市桜木町3-14 095-827-1187

三和中央病院 www.sanwa.or.jp 851-0494 長崎県西彼杵郡三和町布巻165-1 095-898-7511

医療法人ましき会　益城病院 www.mashiki.jp/ 861-2233 熊本県上益城郡益城町惣領１５３０ 096-286-3611

医療法人精翠会　吉田病院 www.seisui.or.jp 868-0015 熊本県吉田市下城本町1501 0966-22-4051

菊陽病院 www.kikuyou.hp.jp 869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水中野5587 096-232-3171

竹下粧子クリニック 870-0047 大分県大分市中島西１丁目１－２４中島ビル２Ｆ 097-533-2874

医療法人社団淡窓会　大分友愛病院 877-0062 大分県日田市大字上野1-1 0973-23-5151

宮崎 大悟病院 www.fujimoto.or.jp/daigo/ 889-1911 宮崎県北諸県郡三股町長田1270 0986-52-5800

医療法人金隆会　指宿竹元病院 www.synapse.ne.jp/~sein/ 891-0304 鹿児島県指宿市東方7531 0933-23-2311

森口病院 www.kanyoukai.or.jp 892-0873 鹿児島県鹿児島市下田町1763 099-243-6700

沖縄 国立病院機構　琉球病院 www.hosp.go.jp/~ryukyu1/ 904-1201 沖縄県国頭郡金武町字金武7958-1 098-968-2133

政令指定都市 病院名 ＵＲＬ 郵便番号 所在地 電話番号

五稜会病院 www.goryokai.com/ 002-8029 北海道札幌市北区篠路9条６－２－３ 011-771-5660

ときわ病院 www4.ocn.ne.jp/~tokiwahp/ 005-0853 北海道札幌市南区常盤3条１－６－１ 011-591-4711

札幌医科大学医学部附属病院 npsy.sapmed.jp/ 060-8543 北海道札幌市中央区南1条西16丁目 011-611-2111

医療法人北仁会　旭山病院 www.hokujin.or.jp/asahiyama/index.php 064-0946 北海道札幌市中央区双子山4-3-33 011-641-7755

ワナクリニック www.wanaclinic.or.jp/ 981-0915 宮城県仙台市青葉区通町2-9-1 022-275-8186

東北会病院 www.tohokukai.com/ 981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木1-8-7 022-234-0461

宮千代加藤内科医院 www.geocities.jp/m_kato_clinic/index.html 983-0044 宮城県仙台市宮城野区宮千代1-2-9 022-235-8876

白峰クリニック www.hakuhou.or.jp/ 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎4-2-25 048-831-0012

ひがメンタルクリニック www.higamental-cl.jp/ 330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-305 048-641-2133

恵仁会与野中央病院 www.yonochuoh-hosp.or.jp/ 331-0054 埼玉県さいたま市西区島根65 048-624-2211

千葉 大塚クリニック www.otsuka-clinic.org/ 263-0031 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-19-16 043-242-3000

まこと心のクリニック www.makotokokoro-cl.com/ 231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目5－11 045-222-8050

医療法人社団祐和会　大石クリニック www.ohishi-clinic.or.jp 231-0058 神奈川県横浜市中区弥生町4-41大石第一ビル　 045-262-0014

県立精神医療センターせりがや病院 kanagawa-pho.jp/osirase/byouin/seisin/index.html 233-0006 神奈川県横浜市港南区芹が谷2-3-1 045-822-0365

相模原 ゆたかクリニック 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-1-7 042-701-2270

新潟 河渡病院 www.kohdo-hp.or.jp/ 950-0012 新潟県新潟市有楽1-15-1 025-274-8211

医療法人香流会　紘仁病院 koujin-hospital.jp/ 463-8530 愛知県名古屋市守山区四軒家1丁目710番地 052-771-2151

西山クリニック www.newton-doctor.com/doctor/aichi6/nishiyama/s07/ 465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-704 052-771-1600

あらたまこころのクリニック www.mentalclinic.com/ 467-0066 愛知県名古屋市瑞穂区洲山町1-49 052-852-8177

京都 岩倉病院 www.toumonkai.net/ 606-0017 京都府京都市左京区岩倉上蔵町101　 075-711-2171

仙台

さいたま

横浜

名古屋

札幌

福岡

長崎

熊本

大分

鹿児島

http://www.miya-cli.com/#
http://www.kochi-al.org/#
http://oorin.org/#
http://www.kaisei-hpl.jp/#
http://www.sanwa.or.jp/#
http://www.mashiki.jp/#
http://www.seisui.or.jp/#
http://www.kikuyou.hp.jp/#
http://www.kanyoukai.or.jp/#
http://www.hosp.go.jp/%7Eryukyu1/#
http://www.hokujin.or.jp/asahiyama/index.php#
http://www.geocities.jp/m_kato_clinic/index.html#
http://www.higamental-cl.jp/#
http://www.yonochuoh-hosp.or.jp/#
http://www.ohishi-clinic.or.jp/#
http://www.kohdo-hp.or.jp/#
http://www.newton-doctor.com/doctor/aichi6/nishiyama/s07/#
http://www.mentalclinic.com/#
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都道府県 病院名 ＵＲＬ 郵便番号 所在地 電話番号

新阿武山クリニック www.shin-abuyama.or.jp/index.html 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 4－5－22第3新大阪ビル 06-6390-6772

医療法人小谷会　小谷クリニック kotani-kc.com/ 545-0051 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-1-27　三洋ビル２Ｆ 06-6556-9960

（医）藤井クリニック www.fujii-clinic.jp/ 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町1-21-7　YTビル２F 06-6352-5100

小杉クリニック本院 www14.ocn.ne.jp/~kosugicl/index.html 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町5－13 06-6773-2971

堺 金岡中央病院 www7.ocn.ne.jp/~kanachu2/index.html 591-8012 大阪府堺市中村町４５０番地 072-252-9000

兵庫県立光風病院 www.kofu-hosp.jp/ 651-1242 兵庫県神戸市北区山田町上谷上登り尾３番地 078-581-1013

垂水病院 www.tarumi-hospital.jp/ 651-2202 兵庫県神戸市西区押部谷町西盛５６６ 078-994-1151

ゆうクリニック 700-0903 岡山県岡山市北区幸町1-7　大田ビル3F 086-225-0375

岡山県精神医療センター www.popmc.jp/ 700-0915 岡山県岡山市鹿田本町３－１６ 086-225-3821

財団法人慈圭会　慈圭病院 www.zikei.or.jp/ 702-8508 岡山県岡山市浦安本町100-2 086-262-1191

林道倫精神科神経科病院 hospital.hayashi-dorin.or.jp/ 703-8520 岡山県岡山市浜４７２ 086-272-8811

広島 医療法人せのがわ　瀬野川病院 www.senogawa.com/ 739-0323 広島県広島市安芸区中野東4-11-13 082-892-1055

北九州 やはた心身医療センター（八幡厚生病） www.yahata-hp.com/ 807-0846 福岡県北九州市八幡西区里中3-12-12 093-691-3344

医療法人優なぎ会　雁の巣病院 www.gannosu.org/ 811-0206 福岡県福岡市東区雁ノ巣1-26-1 092-606-2861

医療法人社団飯盛会　倉光病院 www.kuramitsu-hp.or.jp/ 819-0162 福岡県福岡市西区大字飯盛664-1 092-811-1821

岡山

福岡

大阪

神戸

http://www.shin-abuyama.or.jp/index.html#
http://www.fujii-clinic.jp/#
http://www.tarumi-hospital.jp/#
http://www.popmc.jp/#
http://www.senogawa.com/#
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