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＜認知症に関する相談先一覧 目次＞ 

 

 

１ 市の相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P１ 

   身近な行政相談窓口として、保健・医療・福祉に関する総合的な相談に応じるほか、各種保健福祉 

サービスを利用するときの申請窓口でもあります。 

 

２ 地域包括支援センター 

   保健・医療・介護・福祉などをはじめ、様々なサービスを必要に応じ総合的に提供する、地域にお 

ける包括的な支援を行う総合機関です。認知症地域支援推進員や認知症初期集中支援チーム等を中心 

とした専門職による認知症への支援も実施していきます。 

 

 

３ オレンジカフェ以和貴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P２ 

   認知症のご本人や介護をしている方、認知症に関心のある方など誰もが気軽に相談できる場所です。 

同じ悩みを持つ方同士の交流の場として、また、地域の方へ認知症の正しい理解の普及啓発と情報発 

信を行っています。市内各地でカフェが開催されています。 

※開催日時や開催場所・費用等は変更になる場合がありますので、詳細について直接各カフェへ 

お問い合わせください。 

 

４ 認知症の人と家族の会 

   認知症本人と介護者や、介護職等の専門職の方が、お互いの悩みを相談し合い、励まし合う会です。 

介護についての情報交換や研修会、会報の発行などを通じて、認知症の人とその家族の福祉の向上を 

目的としています。また、毎月カフェも開催しています。 

※カフェ開催について、都合により日程が変更になる場合がありますので、お問い合わせください。 

 

 

５ 認知症疾患医療センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P３ 

   かかりつけ医や市町村地域包括支援センターと連携して、認知症に関する鑑別診断や専門医相談な 

どを行います。 

 

 



６ 認知症の診療を行っている専門医療機関 

     調査の回答があった医療機関のうち、下記をすべて満たし、公表することを承諾した医療機関を 

掲載しております。 

 

（１）次のいずれかの診療科を標榜する医療機関であること 

精神科、脳神経外科、神経内科、心療内科 

（２）次の①及び②が可能であること 

①院内で知的機能検査等（※１）の問診票を用いた鑑別診断ができる 

※１ 知的機能検査等：長谷川式簡易知能検査スケール、MMSE、PAS 等  

②院内または院外で画像検査（※２）を用いた鑑別診断ができる 

※２ 画像検査：ＣＴ、MRI、SPECT のいずれか一つ以上の画像検査 

（３）認知症の治療（薬物療法等）を行うことが可能であること 

※診療時間・診療方針・診療内容等につきましては、医療機関により異なりますので、詳細について 

は直接医療機関へお問い合わせください。 

 

 

７ 認知症サポート医・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P４ 

   かかりつけ医への助言その他の支援を行い、専門医療機関や地域包括支援センター等との連携を 

推進する役割の医師です。「認知症サポート医養成研修」（国立長寿医療研究センター）修了者のうち、 

公表の同意が得られた医師を掲載しております。 

 

 

８ 認知症対応薬局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P５ 

   処方されたお薬の服薬指導や、日頃の健康相談などの機会を活用して、認知症や軽度認知障害に 

早期に「気づき」、受診を勧めたり、かかりつけ医や地域包括支援センターなどの関係機関に「つなぎ」 

服薬の確認や他職種と連携した対応により患者さんやご家族を「ささえ」ます。 

 

 

９ 認知症コールセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P６ 

認知症介護の経験者が、認知症の症状・行動への対応の仕方や、認知症の介護における悩みなど、 

様々な相談に応じています。 

 

10 若年性認知症の相談先 

   65 才未満に発症する認知症を「若年性認知症」といいます。電話相談窓口や就労支援にかかる各種 

相談窓口を掲載しております。 



１　市の相談窓口

課　　　　　　名
電 話 番 号

（FAX番号）

平地区保健福祉センター
0246-22-7457

(0246-21-0696)

小名浜地区保健福祉センター
0246-54-2111

(0246-92-4531)

勿来・田人地区保健福祉センター
0246-63-2111

(0246-62-2154)

常磐・遠野地区保健福祉センター
0246-43-2111

(0246-43-2205)

内郷・好間・三和

地区保健福祉センター

0246-27-8691

(0246-27-8640)

四倉・久之浜大久

地区保健福祉センター

0246-32-2114

(0246-32-2258)

小川・川前地区保健福祉センター
0246-83-1329

(0246-83-1329)

２　地域包括支援センター

施　　設　　名 担　当　地　域 所　　在　　地
電　話　番　号

（FAX番号）

平地域包括支援センター
平地区のうち中央台サブセンター

所管区域を除いた区域

〒970-8686

　　平字梅本21番地

0246-22-1174

(0246-22-7505)

中央台サブセンター

中央台、郷ケ丘、自由ケ丘、若葉台、平

沼ノ内、平薄磯、平豊間、平鶴ケ井、平

神谷作、平下山口、平上山口、平下高

久、平山崎、平菅波、平荒田目、平上

大越、平下大越、平藤間

〒970-8047

　　中央台高久二丁目11-2

0246-38-5831

(0246-38-5841)

小名浜地域包括支援センター
小名浜地区のうち泉サブセンター

所管区域を除いた区域

〒971-8162

　　小名浜花畑町34-2

0246-53-4760

(0246-92-5202)

泉サブセンター

泉町本谷、泉町滝尻、泉町下川、泉町

黒須野、泉町、泉町玉露、渡辺町洞、

渡辺町泉田、渡辺町昼野、渡辺町田

部、渡辺町松小屋、渡辺町中釜戸、渡

辺町上釜戸、泉ケ丘、泉玉露、中部工

業団地、葉山、泉もえぎ台

〒971-8185

　　泉町一丁目8-9

0246-84-9460

(0246-84-9461)

勿来・田人地域包括支援センター 勿来・田人地区
〒974-8232

　　錦町大島1

0246-63-2140

(0246-62-2154)

常磐・遠野地域包括支援センター 常磐・遠野地区
〒971-8321

　　常磐湯本町吹谷76-1

0246-43-2151

(0246-43-2205)

内郷・好間・三和

地域包括支援センター
内郷・好間・三和地区

〒973-8408

　　内郷高坂町四方木田191

0246-27-8660

(0246-27-8640)

四倉･久之浜大久

地域包括支援センター
四倉・久之浜大久地区

〒979-0201

　　四倉町字西四丁目11-3

0246-32-2115

(0246-32-2258)

小川・川前地域包括支援センター 小川・川前地区
〒979-3122

　　小川町高萩字下川原15-6

0246-83-1411

(0246-83-1329)

〒979-0201

　　四倉町字西四丁目11-3　(四倉支所内）

〒979-3122

　　小川町高萩字下川原15-6　(小川支所内）

所　　在　　地

〒971-8162

　　小名浜花畑町34-2　(小名浜支所北分庁舎内）

〒974-8232

　　錦町大島1　(勿来支所内）

〒971-8321

　　常磐湯本町吹谷76-1　(常磐支所内）

〒973-8408

　　内郷高坂町四方木田191　(総合保健福祉センター２階）

〒970-8686

　　平字梅本21　(市役所本庁舎内）
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３　オレンジカフェ以和貴

カ フ ェ 名 称 開　催　場　所 開 催 日 時 参　加　費 問 合 せ 先

イトーヨーカドー 平六町目6-2
毎月 第2火曜日

11:00～14:00

無料

(飲み物100円)

デイサービス福老

0246-84-7513

いつだれkitchen 平上荒川字桜町1-1
毎週 水曜日

11:00～14:00

無料

(飲み物100円)

NPO法人　布紗

080-3145-9582

（中崎）

サニーポート小名浜 小名浜字神成塚133-1
毎月 第3金曜日

10:00～12:00

無料

（飲み物200円）

サニーポート小名浜

0246-92-3321

丸ほん 鹿島町久保字梅田1
毎月 第3木曜日

11:00～14:00

無料

(飲み物100円)

小名浜ときわ苑

0246-58-2300

わいの家 植田町小名田13-2
毎月 第３水曜日

14:00～16:00
無料

グループホームわいの家

0246-63-1711

いきがい村 小浜町東ノ作164-2
毎月 第3日曜日

10:00～12:00
無料

いきがい村

0246-62-0030

サンライフゆもと 常磐藤原町大畑13-1
毎月 第4木曜日

13:30～16:00

無料

(飲み物100円)

サンライフゆもと

0246-43-6116

ラウンジミュウ
内郷高坂町四方木田191

(市総合保健福祉センター内)

毎月 第4火曜日

11:00～14:00

無料

(飲み物100円)

かいごステーションさざんか

0246-45-2237

よつくら　喫茶レオ 四倉町東四丁目27
毎月 第4木曜日

13:30～15:30

無料

（飲み物200円）

楽寿荘

0246-32-6381

サンシャインよしま 好間町北好間字外川原33-1
毎月 第2火曜日

13:30～15:30
無料

いわきの里

0246-36-6006

４　(公社)認知症の人と家族の会　福島県支部

連　　絡　　先 所　　在　　地 電 話 番 号

いわき地区会

勅使河原　美子

カ フ ェ 名 称 開　催　場　所 開 催 日 時 参　加　費 問 合 せ 先

なんでも話しあえる

カフェ「つどい」

惣菜＆レストラン　吉福

(平字東町5-1)

毎月 第3土曜日

13:30～15:30
無料

024-521-4664

(佐藤方)

0246-25-4042

なんでも話しあえるカフェ　「つどい」

平童子町4-11

-2-



５　認知症疾患医療センター  

所　　在　　地

平藤間字川前63-1

四倉町下仁井田字南追切2-2

６　「認知症」の診療を行っている専門の医療機関

外来

治療

入院

治療

小名浜林城字塚前3番地の1 0246-58-3121 脳神経外科 ○

ケース連絡窓口 医療相談室

2 いずみ心療内科クリニック 泉町滝尻字定ﾉ田252 0246-75-0707
精神科

心療内科

3 泉保養院 泉町玉露1丁目18-10 0246-56-6611 精神科

4 いわき開成病院 鹿島町飯田字八合5 0246-58-7241 精神科

5 いわき草木台総合クリニック 草木台5丁目1-5 0246-28-1145 脳神経外科

6 いわきたいら心療内科 平字研町1 0246-22-5560
精神科

心療内科
○

7 いわき脳神経外科 平字紺屋町5 0246-23-2000 脳神経外科

8 こころのクリニック 平字四町目22-7 0246-25-0707 精神科 ○

9 須田医院 小島町一丁目5-2 0246-27-6060
脳神経外科

神経内科
○

10 そうまクリニック 好間町下好間字鬼越101-1 0246-36-4555 神経内科

11 そのだ内科クリニック 小島町三丁目6-23 0246-45-2345 心療内科

12 長春館病院 平藤間字川前63-2 0246-39-3090
脳神経外科

神経内科

13 中野内科クリニック 平字鍛冶町13 国府田ﾋﾞﾙ3階 0246-22-7200 神経内科 ○

内郷御厩町4丁目100 0246-26-3526 精神科 ○ ○

ケース連絡窓口 ケースワーカー

平上荒川字安草3
0246-28-1222

(0246-28-1224)

精神科

心療内科
○ ○ ○ ○

ケース連絡窓口

平藤間字川前63-1
0246-39-2059

(0246-39-4044)
精神科 ○ ○ ○ ○

ケース連絡窓口

17 松尾病院 平字愛谷町四丁目1-4 0246-22-4421
脳神経外科

神経内科

18 松村総合病院 平字小太郎町1-1 0246-23-2161 精神科

19 本町通りクリニック 平字四町目7 0246-24-7830
精神科

心療内科
○ ○

四倉町下仁井田字南追切2-2 0246-32-5321 精神科 ○ ○ ○ ○

ケース連絡窓口

21 ラルースクリニック 平字三倉65-5三倉サンライフ1F 0246-38-7852
精神科

心療内科

認知症疾患医療センター
20 四倉病院

診療科 専門

外来

石井脳神経外眼科病院 1

舞子浜病院16

14 長橋病院

15 新田目病院

地域連携・医療福祉相談室

認知症疾患医療センター

舞子浜病院

四倉病院

医　療　機　関　名

認知症

治療

病棟の

有無

認知症

に関す

る訪問

診療、

往診

受　付　時　間
月～金曜日

午前８時30分~午後５時

(土日、祝日、年末年始を除く)

月～金曜日　午前９時～午後５時

土　 曜　 日　午前９時～正午

(日、祝日、年末年始を除く)

問　合　せ　先

0246-39-2201

0246-32-5321

所　　在　　地
電　話　番　号

（FAX番号）

認知症症状

悪化時の

治療の可否Ｎｏ 医　療　機　関　名
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７　認知症サポート医

Ｎｏ 医　療　機　関　名 氏　　名 所　　在　　地
電　話　番　号

（FAX番号）

1 あべクリニック 阿部　俊文 久之浜町久之浜字九反坪11
0246-79-0030

(0246-79-0035)

2 あんざいクリニック 安齋　光昭 平下荒川字大作133-5
0246-88-6305

(0246-88-6307)

3 石井医院 藤井　宏 小名浜字本町60
0246-54-5330

(0246-52-1160)

4 石井脳神経外科・眼科病院 髙萩　周作 小名浜林城字塚前3-1
0246-58-3121

(0246-58-3020)

5 いずみ心療内科クリニック 神山　峰由 泉町字滝尻字定ﾉ田252 0246-75-0707

6 いわき泌尿器科 常盤　峻士 内郷綴町沼尻62 0246-27-5522

7 木村医院 木村　守和 四倉町西三丁目14-9
0246-32-2995

(0246-32-3005)

8 小松医院 小松　典男 遠野町上遠野字本町84 0246-89-2041

9 中山　大

10 中山　文枝

11 石井　俊一

12 緑川　靖彦

13 齋藤　勝

14 酒井医院 酒井　邦雄 平字南町12
0246-23-1055

(0246-23-1058)

15 中野内科クリニック 中野　庄内 平字鍛治町13 国府田ビル3階 0246-22-7200

16 中村病院 中村　雅英 小名浜大原字下小滝146-2
0246-53-3141

(0246-54-1503)

17 中山医院 佐野　全生 中之作字川岸37
0246-55-8141

(0246-55-8142)

18 箱崎医院 箱崎　秀樹 常磐関船町２丁目2-18 0246-42-3131

19 舞子浜病院 田子　久夫 平藤間字川前63-1
0246-39-2059

(0246-39-4044)

20 松尾病院 松尾　直人 平字愛谷町四丁目1-4 0246-22-4421

21 山内クリニック 山内　俊明 平谷川瀬一丁目16-5 0246-25-8181

22 ゆうクリニック 永井　有 植田町本町2-5-7
0246-63-1611

(0246-63-1615)

23 くさのファミリー内科クリニック 草野　昌男 平上荒川字長尾41-12
0246-28-1600

(0246-28-1605)

24 須田医院 大友　貴史 小島町1-5-2
0246-27-6060

(0246-27-1617)

25 竹林貞吉記念クリニック 松田　徹
平字堂根町2-1

デュオヒルズいわき　ザ・レジデンス２階

0246-80-8222

(0246-80-8223)

26 せいきょうクリニック 加藤　新 小名浜岡小名字山ノ神40
0246-53-4372

(0246-53-4389)

27 舞子浜病院 本田　教一 平藤間川前63-1
0246-39-2059

(0246-39-4044)

28 石井脳神経外科・眼科病院 八木橋　彰憲 小名浜林城字塚前3-1
0246-58-3121

(0246-58-3020)

29 吉成内科 吉成　　毅 常磐上湯長谷町堀ノ内72-5 0246-42-2220

30 新田目病院 菅野　智行 平上荒川字安草3 0246-28-1222

31 常磐病院 江尻　友三 常磐上湯長谷町上ノ台57 0246-81-5522

32 おなはま腎・泌尿器科クリニック 渡邉　良太 小名浜林城字塚前13-3 0246-84-5011

0246-58-8010

(0246-58-8088)

0246-63-2181

(0246-63-0552)

鹿島町下蔵持字中沢目22-1

錦町落合1-1呉羽総合病院

かしま病院

-4-



８ 認知症対応薬局

No 薬　　局　　名 所　　在　　地
電　話　番　号

（FAX番号）

1 薬局タローファーマシー 平谷川瀬一丁目17-6
0246-25-3600

(0246-25-3655)

2 (株)くすりのマルト調剤薬局　谷川瀬店 平谷川瀬二丁目11-10
0246-22-1150

（0246-22-1151）

3 アイル薬局　平店 平字月見町13-1
0246-21-1060

（0246-84-8864）

4 光栄薬局　上荒川店 平上荒川字長尾28
0246-28-3061

（0246-28-3071）

5 小太郎調剤薬局 平字小太郎町1-18
0246-35-0855

（0246-22-0785）

6 のばら薬局 中央台飯野三丁目33-3
0246-38-8871

（0246-38-8871）

7 たいほー堂薬局 泉町3-1-1
0246-56-3933

（0246-56-3960）

8 (株)めぐみ薬局 泉町滝尻字定ノ田221-2
0246-75-0806

（0246-75-0807）

9 加藤薬局 泉玉露五丁目6-12
0246-56-8288

（0246-56-8388）

10 (有)みどり薬局 泉玉露5-17-13
0246-96-6040

（0246-96-6040）

11 アイル薬局　住吉店 小名浜住吉字冠木1-2
0246-76-0898

（0246-76-0899）

12 (株)くすりのマルト調剤薬局　君ヶ塚店 小名浜大原字下小滝158-2
0246-92-4678

（0246-92-4666）

13 薬局タローファーマシー　高専前店 平上荒川字長尾40-2 0246-28-2112

14 グレイス薬局　東店 平字紺屋町8-1 0246-21-8999

15 (有)厚生堂薬局　立町店 久之浜町久之浜立町12 0246-82-2902

16 コスモ調剤薬局　内郷店 内郷御厩町4-58 0246-45-1766

17 オレンジ薬局　湯本南店 常磐西郷町字岩崎28-10 0246-72-1050
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９　認知症コールセンター
相談電話番号：０２４－５２２－１１２２

相　談　区　分 受　付　時　間

電　話　相　談 １０時～１６時

面　接　相　談 １３時～１６時

※相談は無料ですが、通話料は利用者負担となります。

※設置場所：社会福祉法人福島県社会福祉協議会　内（福島市渡利七社宮１１１）

10　若年性認知症の相談先

(１)　福島県若年性認知症相談窓口

相談電話番号：０２４－９８３－８４０６

相　談　時　間

設　置　場　所

※電話・来所相談に対応します。（来所の場合は事前に御連絡ください。）

(２)　若年性認知症コールセンター

相談電話番号：０８００－１００－２７０７（通話料無料）

相　談　時　間

設　置　場　所

(３)　雇用支援関係　(障害者就業・生活支援センター)

セ　ン　タ　ー　名 電　話　番　号

（４）　雇用支援関係　(障害者職業センター)

セ　ン　タ　ー　名 電　話　番　号

(福島市三河北町7-14)

いわき障害者就業・生活支援センター 0246-24-1588

福島障害者職業センター 024-526-1005

運　営　法　人（所　在　地)

（社福）いわき福音協会　(いわき市平字堂ノ前2)

運　営　法　人　(所　在　地)

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構福島支部

開　　設　　日

月曜日～金曜日　(土日祝日　及び12/29～1/3を除く)

(面談)毎月第２木曜日　第４金曜日　※事前予約要

月～土曜日（年末年始祝日除く）午前10時～午後3時

社会福祉法人　仁至会　認知症介護研究・研修大府センター　（愛知県大府市）

午前９時～午後５時

(木曜午後、第３木曜日全日、日祝、年末年始を除く)

公益財団法人　星総合病院　(福島県委託事業)　　(郡山市向河原町１５９－１）

※若年性認知症支援コーディネーター(若年性認知症の方やその家族等からの相談や、支援に携わる方の連携ネットワークを調整する者)

　 が相談に応じています。
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〒973-8408 

いわき市内郷高坂町四方木田 191 

総合保健福祉センター １階 

電  話 0246-27-8575(直通) 

ＦＡＸ  0246-27-8576 

 


