


は じ め に

心 の悩みや不調を感じたことはありませんか？

　本ガイドは、『気軽に心の悩みを相談できる
よう、相談窓口や医療機関の情報をお知らせし
たい』という考えから作成いたしました。
　ご自身や周囲の方々の心の健康状態に目を向
け、不調に気づいたら、早めに相談窓口に相談
したり、医療機関を受診したりすることが大切
です。
　本ガイドをご活用いただき、皆さまの心の健
康の維持・増進にお役立てください。
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さいたま市には、心の悩みや不安を相談できる窓口があり、心の悩

みを抱えている方やご家族の方などからのご相談をお受けしています。

まずはお近くの相談窓口へ電話でご相談ください。

相談には電話相談のほか、面接相談、訪問相談などがあります。

相談内容に応じて、よりふさわしい相談ができる機関を紹介する場

合もありますが、責任を持って紹介しておりますのでご安心ください。

相談は無料で、秘密は厳守されます。

この情報は、令和4年9月1日現在のものです。

1 相 談 窓 口

市民が気軽に心の健康についての不安や悩みを相談できる「こころ
の電話」を開設しています。
あなたのこころの悩みを専門相談員がお聴きします。
匿名でも構いません。

午前9時00分から午後5時00分まで
　土、日、祝日及び12月29日～1月3日を除く。
　また、そのほか不定期に月1回休止日があります。

心の病気に関する不安、苦しみ、家庭での悩み、職場での悩み、学校
での悩み、情報がほしい、など

1 こころの電話

相談受付時間

受付電話番号

相 談 内 容

048ｰ762ｰ8554
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さいたま市には各区に「保健センター」があります。

保健センターでは、保健師が身体に関する相談と共に、心の健康に

関する相談等をお受けしています。

＊心と身体の健康相談

例えば…

詳しくは、お住まいの区の保健センターへお問い合わせください。

〒337-8586
見沼区堀崎町12-36 見沼区役所1F
TEL 048-681-6100
FAX 048-681-6169

見
沼
区
役
所
保
健
セ
ン
タ
ー

〒330-8501
大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所4F
TEL 048-646-3100
FAX 048-646-3169

大
宮
区
役
所
保
健
セ
ン
タ
ー

〒331-8586
北区宮原町1-852-1 北区役所3F
TEL 048-669-6100
FAX 048-669-6169

北
区
役
所
保
健
セ
ン
タ
ー

〒331-8587
西区西大宮3ｰ4ｰ2 西区役所1F
TEL 048-620-2700
FAX 048-620-2769

西
区
役
所
保
健
セ
ン
タ
ー

2 保健センター

・高校

大
宮
駅

大
宮
駅
支
所

東
口

旧
中
山
道

大宮小

市民会館
おおみや

消
防
署

氷
川
参
道

さいたま市には、心の悩みや不安を相談できる窓口があり、心の悩

みを抱えている方やご家族の方などからのご相談をお受けしています。

まずはお近くの相談窓口へ電話でご相談ください。

相談には電話相談のほか、面接相談、訪問相談などがあります。

相談内容に応じて、よりふさわしい相談ができる機関を紹介する場

合もありますが、責任を持って紹介しておりますのでご安心ください。

相談は無料で、秘密は厳守されます。

この情報は、令和4年9月1日現在のものです。

1 相 談 窓 口

市民が気軽に心の健康についての不安や悩みを相談できる「こころ
の電話」を開設しています。
あなたのこころの悩みを専門相談員がお聴きします。
匿名でも構いません。

午前9時00分から午後5時00分まで
　土、日、祝日及び12月29日～1月3日を除く。
　また、そのほか不定期に月1回休止日があります。

心の病気に関する不安、苦しみ、家庭での悩み、職場での悩み、学校
での悩み、情報がほしい、など

1 こころの電話

相談受付時間

受付電話番号

相 談 内 容

048ｰ762ｰ8554
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元
荒
川

至春日部

東武野田線

消防署●
市民会館●
いわつき　 岩槻

城址公園

至
蓮
田 ●久伊豆神社

岩槻駅

至岩槻IC.

〒339-8585
岩槻区本町3-2-5 岩槻区役所4F
TEL 048-790-0222
FAX 048-790-0259

岩
槻
区
役
所
保
健
セ
ン
タ
ー

〒336-8587
緑区大字中尾975-1 緑区役所3F
TEL 048-712-1200
FAX 048-712-1279

緑
区
役
所
保
健
セ
ン
タ
ー

〒336-8586
南区別所7-20-1 サウスピア7F
TEL 048-844-7200
FAX 048-844-7279

南
区
役
所
保
健
セ
ン
タ
ー

〒330-0061
浦和区常盤6-4-18
TEL 048-824-3971
FAX 048-825-7405

浦
和
区
役
所
保
健
セ
ン
タ
ー

P
サウスピア
駐車場

田島通り

武
蔵
浦
和
駅

〒338-8586
桜区道場4-3-1 桜区役所3F
TEL 048-856-6200
FAX 048-856-6279

桜
区
役
所
保
健
セ
ン
タ
ー

〒338-8686
中央区下落合5-7-10 中央区役所別館1F
TEL 048-840-6111
FAX 048-840-6115

中
央
区
役
所
保
健
セ
ン
タ
ー

至南与野駅

至
与野駅

中央区役所

さいたま
地方法務局

与野本町
コミュニティ
センター

与野
本町小

線
京
埼

与
野
本
町
駅

与
野
中
央
通
り

国
道
17
号

鴻
沼
川

至北与野駅
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保健所精神保健課

〒338-0013 中央区鈴谷 7-5-12

TEL 048-840-2223・2234　FAX 048-840-2230

さいたま市には「保健所」が１か所あり、精神保健に関する相談を、各
区役所保健センター・支援課、こころの健康センター等と連携を取りな
がら、「精神保健課」でお受けしています。
相談には、電話相談・面接相談・訪問相談があります。
また、精神保健福祉に関する正しい知識の普及啓発のため、統合失調
症の患者さんのご家族を対象に、病気の理解や対応方法等を学習する
『家族教室』や、市民の方対象の講演会を開催しています。

＊精神科受診に関する相談
＊精神科疾患の治療の継続や生活につい
て知りたい

例えば…

3 保健所

夜間・休日の精神科救急電話について

埼玉県精神科救急情報センターでは、夜間休日において、精神疾患を有
する方やそのご家族などからの緊急的な精神科医療相談を電話にて受け
付けています。相談内容から、適切な助言を行い、必要に応じて医療機関の
紹介を行います。

※平日の日中の時間帯（8:30～17:00）の精神科救急医療に関する相談については、
保健所精神保健課へご相談ください。
※医療機関等の状況により、ご要望にお応えできないことがあります。
※かかりつけの医療機関がある方は、まずはそちらにご相談ください。
※緊急性の高い相談に対応することを業務としておりますので、時間をかけた相談は
ご遠慮ください。
※精神科救急医療以外の精神保健福祉に関する相談については、平日に各区役所保健
センター・保健所・こころの健康センターへご相談ください。

精神科救急相談電話　0 4 8 - 7 2 3 - 8 6 9 9
受付時間　●平日（月～金）　17:00～翌8:30
　　　　　●土、日、祝日及び12月29日～1月3日　8:30～翌8:30

ハ ロー キューキュー

鴻
沼
川

芸術劇場●

元
荒
川

至春日部

東武野田線

消防署●
市民会館●
いわつき　 岩槻

城址公園

至
蓮
田 ●久伊豆神社

岩槻駅

至岩槻IC.

〒339-8585
岩槻区本町3-2-5 岩槻区役所4F
TEL 048-790-0222
FAX 048-790-0259

岩
槻
区
役
所
保
健
セ
ン
タ
ー

〒336-8587
緑区大字中尾975-1 緑区役所3F
TEL 048-712-1200
FAX 048-712-1279

緑
区
役
所
保
健
セ
ン
タ
ー

〒336-8586
南区別所7-20-1 サウスピア7F
TEL 048-844-7200
FAX 048-844-7279

南
区
役
所
保
健
セ
ン
タ
ー

〒330-0061
浦和区常盤6-4-18
TEL 048-824-3971
FAX 048-825-7405

浦
和
区
役
所
保
健
セ
ン
タ
ー

P
サウスピア
駐車場

田島通り

武
蔵
浦
和
駅

〒338-8586
桜区道場4-3-1 桜区役所3F
TEL 048-856-6200
FAX 048-856-6279

桜
区
役
所
保
健
セ
ン
タ
ー

〒338-8686
中央区下落合5-7-10 中央区役所別館1F
TEL 048-840-6111
FAX 048-840-6115

中
央
区
役
所
保
健
セ
ン
タ
ー

至南与野駅

至
与野駅

中央区役所

さいたま
地方法務局

与野本町
コミュニティ
センター

与野
本町小

線
京
埼

与
野
本
町
駅

与
野
中
央
通
り

国
道
17
号

鴻
沼
川

至北与野駅

6



こころの健康センター

〒330-0071 浦和区上木崎 4-4-10
TEL 048-762-8548　FAX 048-711-8907

◇電話開設日　火・金（祝日、12月29日～1月3日を除く）9:00～17:00

◇電 話 番 号　048-762-8534
　　　　　　　※相談は予約制となっておりますので、まずはお電話でご相談ください。

4 こころの健康センター

＊こころの病気でないか心配

＊家族を自死で亡くした など…

＊お酒（又は薬物、ギャンブル等）がやめら
れず、問題を抱えている

例えば…

こころの健康センター
（子ども家庭総合センター内）

●ひきこもり相談センター
こころの健康センターに設置されている「ひきこもり相談セン

ター」では、ひきこもり、不登校のことでお悩みのご本人、ご家
族、関係者からのご相談をお受けしています。ひきこもりの専門
相談だけでなく、ご本人、ご家族向けのグループ活動も行ってい
ます。
相談は予約制となっておりますので、まずはお電話でご相談く

ださい。

＊何かしなければと思うが、一歩が踏み出せない
＊子どもがひきこもっているが、家族としてどのように

関わればよいのか分からない など…

例えば…

さいたま市には精神保健及び精神障害者福祉に関する専門機関とし
て、「こころの健康センター」があります。精神保健福祉相談のほか、思春
期、ひきこもり、依存症に関する専門相談も行っています。
ご本人、ご家族や関係機関からの相談をお受けしています。相談は予
約制のため、まずは、お電話でご相談ください。
※内容に応じて来所相談（予約制）をお受けしています。
　他の相談機関をご案内させていただくこともあります。

7



思春期健全育成支援事業「ティーンズ電話相談」

埼玉県看護協会ではティーンズ（19歳以下）を対象に、身体の

こと、こころのこと、そして性のことなどについて、経験豊かな

看護師・助産師が無料で相談をお受けしています。

相談した内容が外部に伝わることはありません。

○受付日　　毎週土曜日（祝祭日・年末年始を除く）

○受付時間　10:00～12:00／13:00～16:00

○専用電話　048-548-8800

○担　当　　公益社団法人　埼玉県看護協会

●子どもの精神保健相談室
こころの健康センター「子どもの精神保健相談室」では、さい

たま市内にお住まいの小学校4年生から中学校3年生のご本人、

ご家族、関係者などを対象に思春期の心の問題に関する様々な

相談をお受けしています。

お電話でご相談の内容をお聞きし、必要に応じて来所相談の

予約をさせていただきます。

◇電話開設日　火・金（祝日、12月29日～1月3日を除く） 9:00～17:00

◇電 話 番 号　048-762-8538
　　　　　　　※相談は予約制となっておりますので、まずはお電話でご相談ください。

＊気持ちがすごく落ち込んだり、イライラしたりする
＊周りの視線がすごく気になる、悪口を言われている気がする
＊自分のことを傷つけてしまう など…

例えば…

こころの健康センター

〒330-0071 浦和区上木崎 4-4-10
TEL 048-762-8548　FAX 048-711-8907

◇電話開設日　火・金（祝日、12月29日～1月3日を除く）9:00～17:00

◇電 話 番 号　048-762-8534
　　　　　　　※相談は予約制となっておりますので、まずはお電話でご相談ください。

4 こころの健康センター

＊こころの病気でないか心配

＊家族を自死で亡くした など…

＊お酒（又は薬物、ギャンブル等）がやめら
れず、問題を抱えている

例えば…

こころの健康センター
（子ども家庭総合センター内）

●ひきこもり相談センター
こころの健康センターに設置されている「ひきこもり相談セン
ター」では、ひきこもり、不登校のことでお悩みのご本人、ご家
族、関係者からのご相談をお受けしています。ひきこもりの専門
相談だけでなく、ご本人、ご家族向けのグループ活動も行ってい
ます。
相談は予約制となっておりますので、まずはお電話でご相談く
ださい。

＊何かしなければと思うが、一歩が踏み出せない
＊子どもがひきこもっているが、家族としてどのように

関わればよいのか分からない など…

例えば…

さいたま市には精神保健及び精神障害者福祉に関する専門機関とし
て、「こころの健康センター」があります。精神保健福祉相談のほか、思春
期、ひきこもり、依存症に関する専門相談も行っています。
ご本人、ご家族や関係機関からの相談をお受けしています。相談は予
約制のため、まずは、お電話でご相談ください。
※内容に応じて来所相談（予約制）をお受けしています。
　他の相談機関をご案内させていただくこともあります。
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9

※１　統合失調症、双極性障害、てんかんなどの病気のある方が、通院して治療を受けるとき、指
定を受けている医療機関において、その自己負担が原則１割になる制度です。負担額は所得
に応じて上限額があります。

※２　精神疾患を有する方の中で、精神障害のために、長期にわたって日常生活または社会生活へ
の制約があると認められた場合に交付されます。手帳を取得すると、各種福祉サービスを受
けることができます。

区

西区役所支援課

北区役所支援課

大宮区役所支援課

見沼区役所支援課

中央区役所支援課

桜区役所支援課

浦和区役所支援課

南区役所支援課

緑区役所支援課

岩槻区役所支援課

〒

331-8587

331-8586

330-8501

337-8586

338-8686

338-8586

330-9586

336-8586

336-8587

339-8585

所在地

西区西大宮3ｰ4ｰ2

北区宮原町1-852-1

大宮区吉敷町1-124-1

見沼区堀崎町12-36

中央区下落合5-7-10

桜区道場4-3-1

浦和区常盤6-4-4

南区別所7-20-1

緑区大字中尾975-1

岩槻区本町3-2-5

電話

048-620-2662

048-669-6062

048-646-3062

048-681-6062

048-840-6062

048-856-6172

048-829-6143

048-844-7172

048-712-1172

048-790-0163

FAX

048-620-2766

048-669-6166

048-646-3166

048-681-6166

048-840-6166

048-856-6276

048-829-6239

048-844-7276

048-712-1276

048-790-0266

①支援課

さいたま市には、障害のある方の相談窓口として、各区役所に

「支援課」があります。

生活に関する各種相談や障害福祉サービスの申請受付などを行って

います。

＊自立支援医療（精神通院医療）（※1）の給付に関すること
＊精神障害者保健福祉手帳（※2）の交付に関すること
＊ホームヘルプサービスの申請に関すること
＊障害者施設の利用に関すること

例えば…

5 その他の相談窓口

詳しくは、各区役所支援課へお問い合わせください。
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施設名 対応障害種別 所在地 電話／FAX
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センター（あみ～ご）

〒336-0022
南区白幡5-11-16

TEL 048-866-5098
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例えば…
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＊自立支援医療（精神通院医療）（※1）の給付に関すること
＊精神障害者保健福祉手帳（※2）の交付に関すること
＊ホームヘルプサービスの申請に関すること
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5 その他の相談窓口

詳しくは、各区役所支援課へお問い合わせください。
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発達障害者支援センター

〒338-0013 中央区鈴谷 7-5-7

TEL 048-859-7422　FAX 048-852-3272

発達障害者支援センター

〒338-0013 中央区鈴谷 7-5-7

TEL 048-859-7422　FAX 048-852-3272

新
大
宮
バ
イ
パ
ス 国

道
17
号

鴻
沼
川

埼大通り

与
野
本
町
駅

南
与
野
駅

埼
京
線

　●
特別支援学校
さいたま桜高校

◎中央区役所

●
与野公園

芸術劇場●

発達障害者支援センター
（障害者総合支援センター内1F）
発達障害者支援センター
（障害者総合支援センター内1F）

③発達障害者支援センター
さいたま市には、障害者総合支援センターの1階に「発達障害者支援

センター」があります。発達障害に関する相談や問い合わせに応じています。

相談は予約制になっておりますので、まずはお電話でご相談ください。

＊相手の意図していることを推察することが苦手
＊一度に複数の指示を出されると、うまく対応できない

例えば…

④高次脳機能障害者支援センター
高次脳機能障害※のある方やその家族、支援に携わる方など、高次脳

機能障害に関する相談をお受けしています。

まずは、お電話・FAX・メールにて、ご相談の内容をお聞きし、必要に

応じて来所相談の予約をさせていただきます。
※高次脳機能障害とは・・・脳血管疾患（脳梗塞・脳出血・くも膜下出血など）や交通事故などによる

頭部外傷、急性脳症や低酸素脳症などによって脳が損傷を受けた後に残る後遺症

＊一度に言われても覚えられない
＊以前のように働けるか心配
＊家族の生活や経済的なことが心配　　など・・・

例えば…

なお、継続的な相談支援については、本人が18歳以上の方を中心に
行っています。

18歳未満の方に関しては、年齢や相談内
容に応じた相談機関について情報提供等を
行います。

◇相談時間　月曜日から金曜日（祝日・休日・年末年始を除く）　9:00～16:00

◇住　　所　〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1（大宮区役所4階）

◇電話番号　048-646-3125　 FAX 048-646-3163

◇Ｅメール　syogaisha-kosei-sodan@city.saitama.lg.jp
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048ｰ645ｰ4343（24時間365日）電話番号

0570ｰ783ｰ556ナビダイヤル

インターネット　メール相談

0120ｰ783ｰ556（毎日16：00～21：00、
 毎月10日8：00～翌日8：00）

自殺予防
いのちの電話

埼玉いのちの電話
○いつでも、どこからでもかけられます
○お名前を伺いません
○年齢・性別を問いません
○秘密は必ず守ります
○宗教や思想は尊重します
○電話相談員は、所定の研修を修了したボランティアです
○一人で悩まないで相談してください

埼玉いのちの電話 検 索

（10：00～22：00）
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〒338-0013 中央区鈴谷 7-5-7

TEL 048-859-7422　FAX 048-852-3272
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③発達障害者支援センター
さいたま市には、障害者総合支援センターの1階に「発達障害者支援

センター」があります。発達障害に関する相談や問い合わせに応じています。

相談は予約制になっておりますので、まずはお電話でご相談ください。

＊相手の意図していることを推察することが苦手
＊一度に複数の指示を出されると、うまく対応できない

例えば…

④高次脳機能障害者支援センター
高次脳機能障害※のある方やその家族、支援に携わる方など、高次脳

機能障害に関する相談をお受けしています。

まずは、お電話・FAX・メールにて、ご相談の内容をお聞きし、必要に

応じて来所相談の予約をさせていただきます。
※高次脳機能障害とは・・・脳血管疾患（脳梗塞・脳出血・くも膜下出血など）や交通事故などによる

頭部外傷、急性脳症や低酸素脳症などによって脳が損傷を受けた後に残る後遺症

＊一度に言われても覚えられない
＊以前のように働けるか心配
＊家族の生活や経済的なことが心配　　など・・・

例えば…

なお、継続的な相談支援については、本人が18歳以上の方を中心に
行っています。

18歳未満の方に関しては、年齢や相談内
容に応じた相談機関について情報提供等を
行います。

◇相談時間　月曜日から金曜日（祝日・休日・年末年始を除く）　9:00～16:00

◇住　　所　〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1（大宮区役所4階）

◇電話番号　048-646-3125　 FAX 048-646-3163

◇Ｅメール　syogaisha-kosei-sodan@city.saitama.lg.jp
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さいたま市精神障がい者家族会連絡会

◇日時：定例会・毎月第 3 日曜日（13 時 30 分～常盤公民館）
　　　　サロンもくせい・毎月第 1 日曜日（13 時 30 分～コムナーレ南ラウンジ）
◇場所：コムナーレ／さいたま市浦和区東高砂町 11－１
　　　　電話 080-9292-6283（家族会携帯）

もくせい家族会

◇日時：定例会・毎月第 1 土曜日（13 時～家族相談）
　　　　元気会・毎月第 3 火曜日（13 時 30 分～家族相談会・勉強会）
◇場所：大宮ふれあい福祉センター / さいたま市大宮区土手町 1-213-1
　　　　電話 090-3233-5067（家族会携帯）

みなわ会

○家族会とは....
　精神疾患を持つ人の家族が、お互いに悩みを分かち合い、共有し、
連携することで、お互いに支え合う会です。支え合いを通じて､地域
で安心して生活できるための活動を行っています。
　詳しい情報をお知りになりたい方は、まずはお電話でお問い合わ
せください。

◇日時：毎月第 4 火曜日　15 時～16 時
◇場所：いちごハウス作業所 / さいたま市緑区中尾 110-19
　　　　電話・FAX 048-875-2699

いちご会

◇日時：定例会・毎月第 2 木曜日（13 時 30 分～）障害者交流センター
　　　　談話会・毎月第 4 土曜日（13 時～）やどかりの里中川別館又は
　　　　大宮中部公民館（大宮駅東口徒歩 10 分）
◇場所：やどかりの里中川別館 / さいたま市見沼区中川 562
　　　　電話 048-686-0494（公益社団法人やどかりの里法人事務局）

浜砂会

◇日時：定例会・毎月第 4 水曜日（11 時 30 分～）
◇場所：喫茶ルポーズ / さいたま市大宮区天沼町 1-136-2
　　　　電話 048-686-0494（公益社団法人やどかりの里法人事務局）

おやじの会

さいたま兄弟姉妹の会
私たちは、コミュニケーションが取りにくい、社会に馴染みにくい
等、様々な症状をもった精神障がい者の兄弟姉妹の集まり（自助グルー
プ）です。普段抱えている悩みを気兼ねなく話したり、相談したりする
ことで「仲間がいる」という安心感が生まれ、自分らしく生きられるよ
う活動しています。
※ご参加の方は、必ずメールにて事前に日程、会場をご確認ください。
◇日　時：基本的に奇数月の第3日曜日（14時～17時）
◇場　所：浦和コミュニティセンター等の市内コミュニティセンター
◇連絡先：E-mail：saitamakyoudaikai@yahoo.co.jp
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◇連絡先：E-mail：saitamakyoudaikai@yahoo.co.jp
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主な心の病気

○どんな病気？
精神的ストレスや身体的ストレスが重なることなど、様々な理由から脳の機能
障害が起きている状態です。脳の働きが低下しているため、ものの見方が否定的
になり、自分を価値のない人間だと感じてしまいます。そのため普段であれば乗
り越えられるストレスも、よりつらく感じられるという悪循環が起きてきます。
特に注意したいのは、正しい判断ができなくなることで、自責的になり、自殺の
危険性が出てくることです。
○対応
休養と医療機関での治療が必要です。環境を調整し、ストレスの軽減を図るこ
とが有効とされています。
○ポイント
努力や無理を促すような声かけは避けましょう。

うつ病

○どんな病気？
気持ちや考えがまとまりづらくなる病気です。脳の構造や働きに原因があると
考えられています。
健康なときにはなかった状態が表れる陽性症状と、健康なときにあったものが
失われる陰性症状が特徴です。このため、気分や行動、人間関係などに影響が生
じることがあります。
陽性症状の典型は、幻覚と妄想です。幻覚の中でも、周りの人には聞こえない声
が聞こえる幻聴が多くみられます。陰性症状には、意欲の低下、感情表現が少な
くなることなどがあります。
○対応
高血圧や糖尿病などの生活習慣病と同じように、早期発見や早期治療、薬物療
法、再発予防のための治療の継続、リハビリテーションが有効とされています。
○ポイント
周囲から見ると、独り言を言っている、実際はないのに悪口を言われたなどの
被害を訴える、話がまとまらず支離滅裂になる、人と関わらず一人でいることが
多いなどがサインとして表れます。
本人には病気という自覚がないことが多いため、非難は避け、理解を示すこと
が大切です。

統合失調症
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出産後、周囲から祝福されて幸せいっぱいなはずなのに、なぜかう
れしく思えない・赤ちゃんがかわいいと感じられない、また「疲れを感
じているのに眠れない」、「いつまでも疲れがとれない」と感じる…2週
間以上このような症状が続いている方は「産後うつ病」の可能性があ
ります。
マタニティブルーズは、出産した女性に多く見られる「涙もろさ」や

「情緒不安定」のこと。一時的なもので、治療の必要もなく自然に回復
します。産後うつ病は出産後数週間～数ヶ月で生じることが多く、症
状は2週間以上続きます。気になる症状があれば、早めに医療機関の受
診を検討してみましょう。

ご 家 族 や 周 囲 の 皆 様 へ

「産後うつ病」って？

マタニティブルーズとは違います!

まずは育児の大変さや本人のつらさを受けとめながら、話を

聞くことが大切です。また、休養を進めるとともに、可能な範囲

で育児にも協力しましょう。

母親自身、気分の変調に気が付かず、「頑張りが足りない」と

思ったり、周囲が「怠けている」と考えたりしがちです。

産後うつ病の回復には、周囲の支援が大切です。

「様子がいつもと違う」「笑顔が減った」

「つらそうだ」と感じたら、ぜひ専門家に

相談してください。もし、「死にたい」とい

う言葉がきかれたり、心配な行動がみら

れたりしたら、早急に専門の医療機関へ

一緒に受診することも必要です。
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○どんな病気？
大量のお酒を長期にわたって飲み続けることで、飲酒習慣を断ち切れず、飲酒の
コントロールが効かなくなる状態です。その影響が精神面にも、身体面にも表
れ、仕事ができなくなるなど生活面にも支障が出てきます。
アルコールが抜けると、イライラや神経過敏、不眠、頭痛、吐き気、下痢、手の震
え、発汗、頻脈、動悸などの離脱症状が出てくるので、それを抑えるために、また
飲んでしまうといったことが起こります。
○対応
薬物療法、精神療法、行動療法、自助グループへの参加が有効です。
○ポイント
アルコール依存症は「否認の病」とも言われるように、本人は病気を認めたがら
ない傾向にあります。しかし、本人にも良くないことは分かっているため、非難
ではなく、現実的な支援が重要です。

アルコール依存症

□あなたは今までに、自分の酒量を減らさなければいけない
と感じたことはありますか？

□あなたは今までに、周囲の人に自分の飲酒について批判され
て困ったことがありますか？

□あなたは今までに、自分の飲酒について良くないと感じたり、
罪悪感を持ったことがありますか？

□あなたは今までに、朝酒や迎え酒を飲んだことはありますか？

上記の2項目以上にあてはまる場合は、アルコール依存症を疑ってみてく
ださい。（CAGEテスト）

飲酒習慣を自己チェック

【Ewing,J.A.:Detecting Alcoholism JAMA252:1905ー1907,1984】
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● 依存症専門医療機関・治療拠点機関

依存症等についての専門的な医療の提供を行う機関です。
さいたま市では医療機関からの申請に基づき、選定を随時行っています。
★選定された医療機関は、さいたま市ホームページをご覧ください。

※さいたま市内の医療機関を選定しています。
　その他、埼玉県で選定された医療機関もご相談が可能です。

● 依存症相談拠点機関

依存症関連問題でお困りの方やそのご家族等からの相談をお受けします。
必要に応じ、医療機関、民間団体などの関係機関と相互に連携し、支援し
ていきます。

★さいたま市では、「さいたま市こころの
健康センター」に設置しています（P7
参照）。

● さいたま市依存症専門医療機関・治療拠点機関
　　　さいたま市依存症相談拠点機関について

　依存症とは、アルコール、薬物、ギャンブル等、依存対象となる
物質の使用や行動のコントロールが効かなくなってしまう病気です。
　さいたま市では、依存症についての依存症専門医療機関・治療拠
点機関の選定、依存症相談拠点機関の設置など、依存症に関する支
援体制の整備を推進しています。

選定された医療機関、相談拠点機関についての詳細情報は、

さいたま市　依存症　   検索　
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かけがえのない命を守るために
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（15～24歳）
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その他 肺炎
6.2%

自殺は身近な問題です

さいたま市　ライフステージ別死因順位　令和2年

さいたま市「さいたま市保健統計」を基に作成

自殺者数の推移（さいたま市）　過去10年間

全国では毎年2万人近く、さいたま市においても毎年200人近くの方が自殺に
よりなくなっています。令和2年は、これまで減少傾向にあった自殺者数が増加し
ており、新型コロナウイルス感染症の影響による雇用、暮らし、人間関係などの
悪化を起因とした社会全体の自殺リスクの高まりが今後も懸念されています。
また、自殺は15歳から44歳までの世代における死因の第1位となっており、重
要な社会問題であると言えます。
1人が自殺や自殺未遂をすると、それによって影響を受ける人が少なくとも5人
はいると言われています。自殺や自殺未遂は、本人だけの問題ではなく、家族や
知人や友人など、周囲の人にも影響を及ぼします。
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さいたま市では、平成21年3月に策定した「さいたま市自殺

対策推進計画」の計画期間の終了に伴い、平成29年3月に

「第2次さいたま市自殺対策推進計画」を策定しました。

さいたま市第2次自殺対策推進計画についてさいたま市第2次自殺対策推進計画について

市民一人ひとりがかけがえのない個人として尊重されるとともに、生き
る力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことのできる地域社
会の実現を目指していきます。

●基本理念

総合的な対策の推進
自殺にいたる要因は様々で、それぞれが複雑に関係しているため、社
会的な取組を含めた総合的な対策を推進します。

●基本的視点

きめ細やかで具体的な対策の推進
自殺の事前対応、危機対応、事後対応などの各段階に応じた対策や
ライフステージ別の対策などを実施します。

関係機関関係団体などの緊密な連携のもとに実施
保健・医療・福祉・教育・労働・警察・民間団体など様々な分野の機関
や団体と連携を図っていきます。

さいたま市　自殺対策詳しくは 検索

20



身近な人の変化に気づいて、声をかける
○家族や仲間の変化に「気づく」こと。食欲がない、口数が減ったな
ど、大切な人が「いつもと違うな」と思ったら要注意です。変化に気
づいたら自分にできる声かけをしていきましょう。

気づき

相手の気持ちに寄り添い、耳を傾ける
○悩みを話してくれたら、まずはこれまで重ねてきた苦労をねぎらい、安
心して話せる雰囲気をつくりましょう。もし「死にたい」と打ち明けら
れても話題をそらさず、相手の気持ちに寄り添う姿勢が大切です。

傾聴

早めに専門家に相談するよう促す
○傾聴することで悩みを抱えた人の気持ちを軽くすることはできますが、
問題を解決するためには専門家の力が必要なこともあります。本人の意
志を尊重しながら、適切な支援につなぐためのサポートをしましょう。

つなぎ

あたたかく寄り添いながら、じっくりと見守る
○専門家につないだあとも、いつでも相談にのれることを伝えてください。

見守り

心の不調や病気は、自分では症状に気づきにくいのが大きな特徴です。しかし、
がんや心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病と同じように、早めに気づき、対
応する（適切な支援や治療を受ける）ことで回復しやすいことが分かっています。
大切な人の様子がいつもと違う、眠れていないなど、小さなサインに気づき、声

をかけ、適切な相談や治療につながるようサポートしていくことが大切です。

心のサインに気づいたら

あなたにも出来る自殺予防のための行動あなたにも出来る自殺予防のための行動

ずっと見守っていくために、あなた自身もしっかりと
休養をとり、ストレスを溜めないこと、信頼できる相談
相手を持っておくことも大切です。

心の不調には、早めの対処を
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がんや心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病と同じように、早めに気づき、対
応する（適切な支援や治療を受ける）ことで回復しやすいことが分かっています。
大切な人の様子がいつもと違う、眠れていないなど、小さなサインに気づき、声

をかけ、適切な相談や治療につながるようサポートしていくことが大切です。

心のサインに気づいたら

あなたにも出来る自殺予防のための行動あなたにも出来る自殺予防のための行動

ずっと見守っていくために、あなた自身もしっかりと
休養をとり、ストレスを溜めないこと、信頼できる相談
相手を持っておくことも大切です。

心の不調には、早めの対処を

● 睡眠とストレスの関係　

● 心と体の休養に質の良い睡眠を
　　　　　　～良い睡眠をとるためのポイント～

　「睡眠」は脳が休息するための大切な時間です。
　また、日中の活動で疲れた体を修復する役割もあります。

2,345人

593人

1,138人

443人

154人

全　体

（ストレスを）感じる

ときどき感じる

あまり感じない

ほとんど感じない

0％ 25％ 50％ 75％ 100％

【睡眠時間（ストレスの状況別）】（15歳以上調査）

６時間未満　　　６時間以上８時間未満　　　８時間以上　　　無回答

出典：令和3年度さいたま市健康づくり及び食育についての調査 結果報告書

★ストレスを「感じる」人ほど「６時間未満」の割合が高くなっています。

32.3

44.5

30.5

26.9

15.6

61.561.5

51.351.3

64.764.7

65.065.0

68.868.8

5.25.2

3.73.7

7.07.0

14.314.3

1.0

0.5

1.0

1.1

1.3

3.93.9

① 睡眠時間にこだわりすぎない！

　理想の睡眠時間は 8時間と思われがちですが、睡眠の長い人、短い人、季節でも変化
します。日中の眠気で困らなければ、それがあなたの適正な睡眠時間です。

② 刺激物は避け、寝る前にはリラックスを！

　夕食は就寝３～４時間前までに済ませ、１～２時間前は心身をリラックスさせましょう。
（カフェインを含む飲み物や喫煙を控え、音楽や読書、ぬるめのお湯での入浴が効果的と
言われています。）

③ 毎日同じ時間に起床しましょう！

　心地よく眠りにつくには、朝きちんと起
きる習慣をつけることが大切です。早起き
が早寝に通じます。休日もなるべく普段と
同じ時間に起床し、日光を取り入れ、体内
時計をリセットしましょう。

睡眠薬代わりの寝酒は、
深い睡眠を妨げ夜中に目
覚める原因となります。
不眠を感じたら専門機関
に相談しましょう。
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2 医 療 機 関 に つ い て

●デイケア等…医療機関で行われるグループ活動です。デイケアは一日、

ショートケアは半日、ナイトケアは夜間に実施します。精神科デイケ

ア、老人デイケア、介護保険デイケアを掲載しています。

●医療機関名の後に、管理者名を記載しています（敬称略）。

このガイドは、さいたま市内の精神科・神経科・心療内科の診察を

行っている医療機関を、区ごとに掲載しています（ただし、掲載の了

解をいただいた医療機関のみ）。

医療機関の受診に関するご相談がある場合は、このガイドに掲載さ

れている相談窓口（保健センター、保健所、こころの健康センター　

4頁～8頁参照）へご相談ください。

なお、診療時間と受付時間が異なる医療機関もございますので、ご

確認の上、受診してください。

医療機関についてご不明な点がございましたら、直接医療機関へお

尋ねください。

用語説明

この情報は、令和4年9月1日現在のものです。
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TEL048-622-1211　FAX048-622-4359
〒331-0052　さいたま市西区三橋6-1587　　http://www.city.saitama.jp/

小児科／児童精神科／整形外科／リハビリテーション科／耳鼻いんこう科／眼科／歯科

●診療時間　月・火・水・木・金　9:00～17:00
●休 診 日　土、日、祝日、12月29日～1月3日
●予約方法　電話予約

大宮駅西口より東武バス（6番・
7番乗場）シティハイツ三橋行き
「大宮西警察署前」下車徒歩7分
駐車場あり(54台)

◆グループ活動　あり（外来療育グループ）
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、ケースワーカー、作業療法士、
　　　　　　　　理学療法士、言語聴覚士、看護師

診療対象：原則として就学までのお子さん（場合により18歳まで）

お子さんの発達の観点から、各種の心配・遅れなどへの対応を行って
います。
令和4年9月1日時点で児童精神科は休診中です。

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし（通訳ボランティ

ア等応相談）

さいたま市総合療育センター　ひまわり学園　（後藤 晴美）

医療機関から

川越
線

TEL048-856-9358　FAX048-788-3518
〒331-0060　さいたま市西区塚本町1ｰ1ｰ1　　https://www.suginoko-g.or.jp/facilities/suginoko-clinic/

精神科

●診療時間　第1火曜日 13:00～17:00
●休 診 日　精神科については上記以外　
●予約方法　電話予約

駐車場あり(8台)

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、医療事務

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　なし
●外国語対応　なし

杉の子くりにっく　（小原 博）社会福祉法人
埼玉福祉事業協会

●

●

病院
びん沼
自然公園

飲食店

大宮けんぽ
グラウンド

254 荒 

川

び

ん沼川
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TEL048-624-3974　FAX048-624-5217
〒331-0061　さいたま市西区西遊馬1260-1　　http://www.hakushinkai.jp/

内科／小児科／精神科／耳鼻咽喉科／皮膚科／心療内科

●診療時間　月・水・金　9:00～12:00、15:00～18:00
　　　　　　火・土　9:00～12:00
　　　　　　※火曜日午後及び木曜日1日は、内科・小児科のみ対応
●休 診 日　日、祝日
●予約方法　電話予約（転医の場合は紹介状が必要）

指扇駅より徒歩5分
駐車場あり(37台)

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　あり（重度認知症デイケア）
　　　　　　　※主治医が他機関の場合の利用：不可
◆訪問看護　あり
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、精神保健福祉士

カウンセリングが必要な方は、医師の指示により、臨床心理士が対応
いたします。
初診は完全予約制で、診察の前に精神保健福祉士との面談になります。

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

湯澤医院　（湯澤 俊）医療法人
博滇会

医療機関から

川越
線

TEL048-782-8814　FAX048-782-8848
〒331ｰ0047　さいたま市西区指扇1570ｰ33　　http://www.yasuraginaika.jp

内科／漢方内科／心療内科

●診療時間　月・火・木・金　9:30～12:30、15:30～18:30
　　　　　　土　9:30～12:30
●休 診 日　水、日、祝日
●予約方法　初診の方は受診前にお電話を下さい。

西武バス「新屋敷」より徒歩7分
駐車場あり(7台)

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、看護師

心と体は切っても切れない関係にあります。
漢方医学はこの心身両面のアプローチを実践する医療ですので、どん
な些細なことでもご相談にのります。

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　なし
●外国語対応　なし

やすらぎ内科　（新谷 卓弘）

医療機関から

新屋敷バス停

新屋敷バス停COｰOP
●

妙光寺● ●緑水苑指扇

●
下郷八幡神社

県道2号線
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TEL048-624-2211　FAX048-624-2212
〒331-0054　さいたま市西区島根65　　http://www.yonochuoh-hosp.or.jp

精神科／神経科

●診療時間　月・木・金　9:45～11:45、13:30～15:30
　　　　　　火・土　9:45～11:45
　　　　　　水（検査）　9:45～11:45（予約制）
●休 診 日　日、祝日
●予約方法　初診のみ電話予約

大宮駅西口より加茂川団地または
大宮南高校行（円阿弥経由）「島根
橋」下車すぐ
駐車場あり(15台)

◆病床数　120床（うち精神病床120床）
◆グループ活動　あり（精神科作業療法）
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　あり
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、ソーシャルワーカー、作業療法士

こころの病気（不眠・不安・神経症・うつ病・パニック・統合失
調症等）を治療いたします。また、アルコール依存症の治療には
専門プログラム（外来・入院）を提供しています。

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

与野中央病院　（関場 秀高）医療法人社団
恵仁会

医療機関から

TEL048-664-4701（代）　FAX048-664-4702
〒331-0814　さいたま市北区東大成町1ｰ555ｰ1

精神科／神経科／心療内科／内科

●診療時間　月・水・木・金　9:00～11:30、14:00～18:00
 第1、3、5土　9:00～13:00
 第2、4 土　9:00～12:00　
●休 診 日　火、日、祝日
●予約方法　初診は電話予約、転医の場合は紹介状が必要

東武バス「赤芝」または「富士フィ
ルム大宮営業所入口」下車旧中山
道沿い／鉄道博物館駅又は北大宮
駅より徒歩10分
駐車場あり(15台)補助券発行
（コインパーキング）

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、看護師、精神保健福祉士

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　あり（英語）

大宮クリニック　（瀧澤 盛和）

さいたま市もの忘れ検診及び精密検査を希望する場合も予約が必要
です。時間に余裕をもって来院して下さい。

医療機関から

大宮中央
総合病院
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TEL048-651-4343　FAX048-651-4343
〒331-0812　さいたま市北区宮原町3-558　第5シマ企画ビル2階C号　　https://itp.ne.jp/info/110095714148631150/

精神科／心療内科

●診療時間　月・火・水・金　9:30～12:00、14:30～17:00
　　　　　　土　9:30～12:00、14:30～16:00
●休 診 日　木、日、祝日
●予約方法　電話予約

宮原駅西口より徒歩１分
駐車場あり(3台)※同ビル内の調
剤薬局の駐車場も利用可

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、看護師、事務

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

さいたまメンタルクリニック　（浦田 昇）

当院では紙のカルテを使用しており、電子カルテには頼らない患者さ
んの顔をみての丁寧な診察を心がけております。

医療機関から

TEL048-661-7885　FAX048-661-7886
〒331-0814　さいたま市北区東大成町2-251　　http://www.omiya-suzunoki.net/

心療内科／精神科

●診療時間　10:00～12:30、15:00～17:30
●休 診 日　日、祝日、年末年始
●予約方法　初診は電話予約

大宮駅東口より東武バス（１番乗
場）「警察学校入口」下車すぐ。
旧中山道沿い
駐車場あり(20台)

◆グループ活動　あり
◆デイケア等　あり（デイケア、重度認知症デイケア、ショートケア）
　　　　　　　※主治医が他機関の場合の利用：可
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（併設機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、ソーシャルワーカー
 作業療法士

医療保険対応の重度認知症患者デイケア・精神科デイケアがあります。
軽度から重度まで認知症のあらゆる症状に対応しています。

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

大宮すずのきクリニック　（野中 和俊）

医療機関から
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TEL048-782-5810　FAX048-782-5827
〒331-0804　さいたま市北区土呂町1-33-6　https://www．toromental.clinic

精神科／心療内科

●診療時間　9:00～12:00、14:00～1８:00
　　　　　　木　9:00～12:00、14:00～20:00
●休 診 日　水、日、祝日
●予約方法　電話（完全予約制）

JR宇都宮線土呂駅西口4分
駐車場あり(5台)

往診・訪問診療を実施しています。御希望の際にはお問い合わせく
ださい。

医療機関から

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、看護師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

ドラッグストア

コンビニ

郵便局 土
呂
駅

東
北
本
線

土呂メンタルクリニック　（竹林 宏）

TEL048-661-9199　FAX048-661-9799
〒331-0812　さいたま市北区宮原町3-373-2-2Ｆ　　http://www.miyahara-mental.com

心療内科／精神科

●診療時間　月・金　9:00～12:00、14:00～17:00、18:00～21:00
　　　　　　火・土 9:00～12:00、14:00～17:00
　　　　　　木　14:00～17:00、18:00～21:00
●休 診 日　水、木午前、日、祝日
●予約方法　電話予約、インターネット予約（パソコン、携帯電話等）

宮原駅東口より徒歩1分
駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、ソーシャルワーカー

ＪＲ宮原駅東口から徒歩1分です。予約制で待ち時間の短縮を目指し
ています。
オンラインカウンセリングを実施しています。

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

宮原メンタルクリニック　（本山 真）

医療機関から
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TEL048-788-3757　FAX048-788-3758
〒330-0854　さいたま市大宮区桜木町1-197　蓜島ビル4Ｆ　　http://www.hiruco.com

精神科／心療内科

●診療時間　月～土　8:30～12:00、14:00～19:00
　　　　　　祝　日　8:30～12:00
●休 診 日　日
●予約方法　電話予約

大宮駅西口より徒歩3分
近隣にコインパーキングあり
（40分無料チケット配布）

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　あり
　　　　　　　※主治医が他機関の場合の利用：不可
◆訪問看護　あり（訪問看護ステーションなし）
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、看護師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

大宮駅前ひるまこころクリニック　（昼間 洋平）

TEL048-641-0533　FAX048-641-0533
〒330-0845　さいたま市大宮区仲町2-24　　http://www.oonoclinic.com/

精神科／心療内科

●診療時間　月・火・水・金　9:15～12:30、15:00～18:30
　　　　　　土　9:15～13:00
●休 診 日　木、日、祝日
●予約方法　初診のみ電話または受付で予約
　　　　　　（転医の場合は紹介状が必要）

大宮駅東口より徒歩5分
駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師

精神科、心療内科の担当医師：大野博司
（精神保健指定医、日本精神神経学会認定精神科専門医）

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

大野クリニック　（大野 博司）

医療機関から
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TEL048-856-9278　FAX048-856-9283
〒330-0854　さいたま市大宮区桜木町2-8-4　山下ビル3Ｆ　　http://www.omiya-sakura-cl.com

心療内科／精神科

●診療時間　月・火・木・金　11:00～13:30、15:30～19:30
　　　　　　土　10:00～13:00、14:30～17:00
●休 診 日　水、日、祝日
●予約方法　電話予約

大宮駅西口より徒歩3分
駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、看護師

JR大宮駅西口から徒歩3分です。
診療にあたっては、電話予約をお願いします。

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

大宮さくらクリニック　（綱島 浩一）

医療機関から

医療機関から

TEL048-641-0222　FAX048-641-0200
〒330-0854　さいたま市大宮区桜木町1-193-1　大宮YOKOビル5Ｆ　　http://www.omiya-kokoro.com

心療内科／精神科

●診療時間　月　10:00～17:00
　　　　　　火　9:00～19:00
　　　　　　水　10:00～19:00　
　　　　　　木　9:00～19:00
　　　　　　金　9：00～19:00
　　　　　　土　9:00～16:00
●休 診 日　日、祝日
●予約方法　電話予約、メール予約

大宮駅西口より徒歩3分
近隣にコインパーキングあり

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、看護師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

大宮こころの診療所　（黒澤 亜希子）

JR大宮駅西口から徒歩3分です。女性医師。
周産期、月経前症状、身体疾患をお持ちの方への対応も積極的に行って
います。お子様づれの受診も可。
月曜は心理カウンセリングと検査のみ。
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TEL048-779-8005　FAX048-650-5717
〒330-0854　さいたま市大宮区桜木町2-194　YSビル2F　　http://www.musashino-cl.com

心療内科／精神科

●診療時間　月～金　10:00～13:00、15:00～19:00
　　　　　　土　9:30～13:00、14:30～17:00
●休 診 日　水、日、祝日
●予約方法　電話予約

大宮駅西口より徒歩3分
駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、看護師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　あり（英語）

大宮むさしのクリニック　（穴見 公隆）

TEL048-631-1060　FAX048-631-1061
〒330-0854　さいたま市大宮区桜木町2-2-13　第2ユニオンビル4Ｆ　　http://www.yonochuoh-hosp.or.jp/clinic/home.html

精神科／神経科／心療内科

●診療時間　9:15～12:00、14:30～16:30（受付時間）
　　　　　　※水は午前のみ
●休 診 日　金、日、祝日
●予約方法　電話又は受付で予約

大宮駅西口より徒歩2分
駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、看護師、検査技師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　あり（英語）

大宮西口メンタルクリニック　（相川 博）
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TEL048-686-2251　FAX048-685-5570
〒330-0804　さいたま市大宮区堀の内町2-564　　https://mumingroup.jp

内科／心療内科／精神科

●診療時間　内　科　月～土　9:00～12:00、14:30～16:30
　　　　　　精神科　月～金　9:00～12:00、14:30～16:30
　　　　　　　　　　土　9:00～12:00
●休 診 日　精神科・内科　日、祝日

大宮駅東口より国際興業バス（6
番乗場・7番乗場）「芝川新橋」下車
徒歩300m
駐車場あり

◆病床数　130床（うち精神病床102床）
◆グループ活動　あり
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　あり
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、ソーシャルワーカー、作業療法士

●予約方法　精神科・心療内科初診は事前の予約連絡が必要

・当院では内科のある病院という特徴を生かし、精神科と内科が連携をしなが
ら身体合併症への治療を積極的に取り組んでおります。
・断酒意欲のある患者様を対象に肝臓専門医による身体面への内科的治療が可
能です（アルコール依存症の治療プログラムは行っておりません）。
・患者様の状態に応じて、臨床心理士によるカウンセリングを実施しており、
患者様の治療や様々な問題解決の援助を行っております。

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

医療機関から

夢眠ホスピタルさいたま　（内藤 嘉彦）医療法人
藤慈会

TEL048-657-2100　FAX048-657-2100
〒330-0846　さいたま市大宮区大門町2-108　永峰ビル4Ｆ　　http://www.kokorotokarada.net

心療内科／内科

●診療時間　10:00～12:00、14:00～18:00
●休 診 日　木、第2・4・5土、日、祝日
●予約方法　電話予約

大宮駅東口より徒歩4分
駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

心と体のクリニック　（大林 正博）
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TEL048-856-9823　FAX048-856-9824
〒330-0846　さいたま市大宮区大門町1-18-2 ライズBLD3階　　https://www.556smile.com

心療内科／精神科／思春期精神科

●診療時間　火・水・金・土　9:00～13:00、15:00～19:00
　　　　　　木　9:00～13:00、15:00～18:00
●休 診 日　月、日、祝日
●予約方法　電話予約

大宮駅東口から徒歩3分
駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、医療事務

●生活保護　不可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

ハレこころのクリニック大宮　（前原 智之）

TEL048-783-5607　FAX048-783-5608
〒330-0846　さいたま市大宮区大門町2-94　福呂屋ビル4階　　https://sunao.clinic

精神科／心療内科／内科

●診療時間　水・木・金　9:00～12:00、15:00～19:00
　　　　　　土　9:00～12:00、13:00～17:00、日　9:00～14:00
●休 診 日　月、火、祝日
●予約方法　電話予約

大宮駅東口から徒歩4分
駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　あり
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、ソーシャルワーカー、
　　　　　　　　臨床検査技師、医療事務、看護師

睡眠障害（不眠・過眠・無呼吸・ねごと・ムズムズ脚など）は特に専門
的に検査、診療を行っています。
日本睡眠学会専門医療機関Ａ型です。

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

すなおクリニック　（内田 直）

医療機関から
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ふせき心療クリニック　（布施木 誠）

「6歳から100歳まで」をモットーに、丁寧で手堅い診察を心がけて
おります。

医療機関から

TEL048-650-1117　FAX048-650-1118
〒330-0843　さいたま市大宮区吉敷町4-262-10　松井ビル5F　　http://www.fuseki-clinic.com/

心療内科／精神科／児童精神科

●診療時間　火　9:00～13:00、15:00～19:00
　　　　　　水、木、土　9:00～13:00、15:00～18:00
　　　　　　金　9:00～14:00
●休 診 日　日、月、祝日
●予約方法　電話予約（完全予約制）初診のみネット予約

さいたま新都心駅 東口より徒歩2分
駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし
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TEL048-641-2133　FAX048-641-6673
〒330-0803　さいたま市大宮区高鼻町1-305　　http://www.higamental-cl.jp/

精神科／神経科／心療内科

●診療時間　月　9:00～17:00　火　9:00～11:30、13:00～17:00
　　　　　　水　9:00～12:00、13:00～16:00
　　　　　　木　9:00～12:00、13:00～17:00
　　　　　　金　9:00～12:00、13:00～18:00　土　9:00～11:30
●休 診 日　日、祝日
●予約方法　電話予約

北大宮駅より徒歩10分、大宮駅
東口より徒歩15分
駐車場あり(7台)

◆グループ活動　あり（通院集団精神療法、外来グループ）
◆デイケア等　あり（デイケア、ショートケア）
　　　　　　　※主治医が他機関の場合の利用：可
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（併設機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、公認心理師、ソーシャルワーカー、

看護師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

ひがメンタルクリニック　（比嘉 千賀）

初診完全予約制。グループ活動、デイケア参加は診察後となります。
心理療法、カウンセリングを併設施設で実施しています。

医療機関から
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TEL0570-050-038　FAX048-687-3310
〒337-0024　さいたま市見沼区片柳1　　http://www.ohmiyakousei.com

精神科／神経科

●診療時間　9:15～11:30、13:00～15:00
　　　　　　第1・3・5土　9:15～12:00　睡眠障害外来　火午後のみ
●休 診 日　第2・4土、日、祝日、年末年始、開院記念日（4月1日）
●予約方法　初診：電話予約　再診：予約優先

大宮駅東口より国際興業バス（7
番乗場）「上山」下車徒歩3分
駐車場あり(20台)

◆病床数　281床（うち精神病床281床）
◆グループ活動　あり（通院集団精神療法、精神科作業療法）
◆デイケア等　あり（デイケア、ショートケア）
　　　　　　　※主治医が他機関の場合の利用：可
◆訪問看護　あり
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、公認心理師、ソーシャルワーカー、
　　　　　　　　作業療法士

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

当院では、急性期対応の充実と、近年増加傾向にある気分障害の患者
さんの入院・通院治療に重点を置いて取り組んでいます。

大宮厚生病院　（渡邊 宏治）医療法人社団
輔仁会

医療機関から

TEL048-647-2372　FAX048-647-7132
〒330-0803　さいたま市大宮区高鼻町1-31-1　TOPS大宮ビル6F　　http://www.nabe-cli.com/

精神科／心療内科

●診療時間　月・火・水・金・土　9:00～12:00、14:00～17:00
●休 診 日　木、日、祝日
●予約方法　電話予約

大宮駅東口より徒歩7分
駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（併設機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、看護師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

心理療法、カウンセリングを大事にしているクリニックです。

渡辺メンタルクリニック　（渡辺 智英夫）医療法人社団
智心会

医療機関から
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TEL048-683-8880　FAX048-683-8881
〒337-0051　さいたま市見沼区東大宮7-51-18　　https://higashioomiya-cl.com/clinic/

心療内科／精神科

●診療時間　土　9:00～12:00、14:30～17:00
　　　　　　（婦人科：月・金・土　9:00～12:00、14:30～17:00）
●休 診 日　月、火、水、木、金、日、祝日
●予約方法　電話予約。予約なくても診察可能。

宇都宮線「東大宮駅」より徒歩約10分
駐車場あり(4台)

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、看護師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

東大宮クリニック　婦人科・心療内科・精神科　（高橋 道子）
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TEL048-685-6722　FAX048-688-6705
〒337-0051　さいたま市見沼区東大宮5-6-6　　http://kokoro.saitama.jp

心療内科

●診療時間　10:00～18:30
　　　　　　※土は～17:30
●休 診 日　金、日、祝日
●予約方法　電話予約（完全予約制）

東大宮駅東口より徒歩3分
駐車場あり(3台)

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（併設機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

こころのクリニック　（熊本 勝一郎）

診療では必要な投薬療法を行いつつも、薬だけに頼らない治療を目指
しています。女性医師の外来も行っております。また、臨床心理士（公認
心理師）によるカウンセリングでは、患者さんのさまざまな要望に応じ
られるよう、じっくり話を聞きつつ、治療・問題解決の援助を行ってい
ます。認知行動療法も行っています。
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医療機関から
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TEL048-662-7210　FAX048-662-7212
〒337-0051　さいたま市見沼区東大宮4-18-8　新井ビル3F　　http://www.higashi-omiya-mental.com

心療内科／精神科

●診療時間　10:00～13:00、15:00～19:00
　　　　　　※土は10:00～13:00、14:00～17:00
●休 診 日　日、祝日
●予約方法　電話予約

東大宮駅西口より徒歩1分
駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（併設機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、ソーシャルワーカー、
　　　　　　　　看護師、事務員

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　あり（英語）

東大宮駅徒歩1分。
漢方診療、職場のメンタルヘルスの診察も可能です。

東大宮メンタルクリニック　（谷口 和樹）
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医療機関から

TEL048-812-5961　FAX048-812-5962
〒337-0051　さいたま市見沼区東大宮5-39-3 5階　　https://www.hakkoukai.net/mental/

精神科／心療内科

●診療時間　月・水・木　9:00～16:00
●休 診 日　日、火、金、土
●予約方法　電話予約

駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

精神科外来の他、内科を中心とした訪問診療を行っており、身体治療と
併せた精神科医による訪問診察については電話にて御相談下さい。

医療機関から

ひろクリニック　（野口 賢吾）医療法人社団
博弘会

●

●

●

郵便局

コンビニ

交番

東
口東大宮駅
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TEL048-601-2200　FAX048-601-2201
〒330-8777　さいたま市中央区新都心1番地2　https://www.saitama-pho.jp/scm-c/index.html

精神科／その他

●診療時間　8:45～17:00
●休 診 日　土、日、祝日、年末年始
　　　　　　※診療科によっては診察のない曜日あり
●予約方法　紹介制 ＋ 電話予約（下記参照）

さいたま新都心駅より徒歩約5分、北
与野駅より徒歩約6分
駐車場あり（機械式320台、平置き15台）

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　あり

（電話通訳等を使用。対応言語について
は、医療機関にお問い合わせください）

●診療対象：原則として12歳未満の方
●紹介制 ＋ 予約制
●予約先：保健発達受付　048-601-2165
●心理カウンセリング：精神科初診後、精神科からの依頼で実施。

同日に精神科の診察を受けることが必要。

◆病床数　316床（うち精神病床0床）
◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士（公認心理師）、ソーシャルワーカー、
 作業療法士、言語聴覚士

埼玉県立病院機構　埼玉県立小児医療センター　（岡 明）地方独立行政法人

医療機関から

京
浜
東
北
線

宇
都
宮
線
・
高
崎
線

下落合小 ブリランテ
武蔵野

さいたま
赤十字病院

合同庁舎

国
道
17
号

コ
ク
ー
ン

シ
テ
ィ

TEL048-600-5555　FAX048-600-5556
〒330-0081　さいたま市中央区新都心4-8　新都心ファーストビル3F　　http://www.kawakamiclinic.jp/index.html

精神科／心療内科／児童（思春期）精神科

●診療時間　月・火・金　9:00～13:00、15:00～19:00
　　　　　　水　9:00～12:00、13:00～17:00
　　　　　　土　9:00～12:00、13:00～16:00
●休 診 日　木、日、祝日
●予約方法　電話予約（完全予約制）

北与野駅より徒歩2分、さいたま
新都心駅西口より徒歩5分
駐車場なし

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　あり（英語）

心理療法、カウンセリングを併設施設で実施しています。日本医師会の
感染症対策実施認定を受けています。安心しておいで下さい。

かわかみ心療クリニック　（川上 保之）医療法人社団
水府会

◆グループ活動　あり（通院集団精神療法）
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　あり
◆心理カウンセリング　あり（併設機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、ソーシャルワーカー、看護師

医療機関から

さいたま
赤十字病院

埼玉県立
小児医療センター
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TEL048-856-4108　FAX048-856-4108
〒338-0001　さいたま市中央区上落合9-10-21　OMIビル1Ｆ　　https://sagiya-mc.com

精神科／心療内科

●診療時間　月　9:30～12:30
　　　　　　火・木・金　9:30～12:30、13:30～16:30
　　　　　　土　10:00～12:00、13:00～16:00
●休 診 日　水、日、祝日
●予約方法　電話予約（完全予約制）

大宮駅西口より徒歩8分
駐車場あり(1台)

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、看護師、事務

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

現在、精神分析的精神療法を希望される方のみ、初診をお受けし
ています。

鷺谷メンタルクリニック　（鷺谷 公子）

医療機関から

TEL048-857-6811　FAX048-851-4336
〒338-0003　さいたま市中央区本町東6-11-1　　http://www.saitama-ni.com

精神科／神経内科／歯科・口腔外科／リハビリテーション科／放射線科

●診療時間　9:00～11:00、13:30～15:30
●休 診 日　土午後、日、祝日
　　　　　　※時間外・休日の救急診療外来あり（来院前に電話で確認）
●予約方法　初診のみ電話予約

北与野駅より徒歩15分
駐車場あり（89台）※ただし有料
（外来患者4時間まで無料）

◆病床数　359床（うち精神病床243床）
◆グループ活動　あり（精神科作業療法）
◆デイケア等　あり（デイケア、ナイトケア、ショートケア）
　　　　　　　※主治医が他機関の場合の利用：可
◆訪問看護　あり（訪問看護ステーションなし）
◆心理カウンセリング　あり
◆主なスタッフ　医師、公認心理師、ソーシャルワーカー、作業療法士

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

当院は、精神科救急として24時間、救急患者様の受診相談を受けて
おります。また、認知症疾患医療センターとして、認知症の相談や物
忘れ外来を行っております。
お問い合わせ先は、医療福祉相談室　048-857-6817　までお願
いします。

埼玉精神神経センター　（丸木 雄一）社会福祉法人
シナプス

医療機関から
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TEL048-858-8380　FAX048-858-8381
〒338-0001　さいたま市中央区上落合8ｰ2ｰ12　さいたま新都心ビル3F　　https://touzaiigaku.com

内科／皮膚科／アレルギー科／整形外科／神経科／心療内科

●診療時間　火・金・土　9:30～12:00、14:00～17:30
　　　　　　木　9:30～12:00
　　　　　　第1・3・5日　10:00～12:00、14:00～17:00
●休 診 日　第2・4日曜日、月、祝日、木午後
●予約方法　電話予約

大宮駅西口より徒歩10分
駐車場あり(3台)

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

東西医学ビルクリニック　（齋藤 竜太郎）医療法人社団
東西会

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師

漢方中心のクリニックです。

医療機関から

TEL048-852-2176　FAX048-852-2176
〒338-0822　さいたま市桜区中島4-5-25　http://ikeda-clinic1.sakura.ne.jp

内科／心療内科／精神科

●診療時間　月・火・水　9:00～12:00、15:00～18:00
　　　　　　土　9:00～12:00
●休 診 日　木、金、日、祝日
●予約方法　初診電話予約

駐車場あり(4台)

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、事務

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

イケダ医院　（佐藤 一夫）

精神科薬は最小限を心掛け、漢方治療及び心理療法、生活指導などを
併用しておりますので、ご相談下さい。

医療機関から
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TEL048-845-5566　FAX048-845-5963
〒338-0837　さいたま市桜区田島7-17-21　　http://www.urawa-suzunoki.net/

心療内科／精神科／神経科

●診療時間　10:00～13:00、15:00～18:00
　受付時間　9:30～12:30、14:30～17:30
●休 診 日　日、祝日
●予約方法　電話予約、窓口予約

西浦和駅より徒歩7分
駐車場あり(10台)

◆グループ活動　あり
◆デイケア等　あり（精神科デイケア、重度認知症デイケア）
　　　　　　　※主治医が他機関の場合の利用：可
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（併設機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、ソーシャルワーカー、
　　　　　　　　作業療法士、看護師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　あり（英語）

地域の高齢者医療・福祉に取り組んでいます。

浦和すずのきクリニック　（喜多 映介）

医療機関から

TEL048-711-1334
〒338-0837　さいたま市桜区田島１-7-21-3　　https://hoshina.clinic/

内科、循環器科、糖尿病、呼吸器科、精神科、消化器科

●診療時間　木　14:00～18:00、金　9:00～12:00、14:00～18:00
　（精神科）　土　8:30～14:00
●休 診 日　日、祝日
●予約方法　電話予約、ネット予約

西浦和駅より徒歩10分
駐車場あり（17台）

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、看護師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

保科クリニック　（保科 孝行）

郵便局

コンビニ

コンビニ

田島保育園
新
大
宮
バ
イ
パ
ス

西浦和
駅

武蔵野
線
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TEL048-710-5811　FAX048-839-0352
〒338-0837　さいたま市桜区田島2-16-2　　http://www.city.saitama.jp

小児科／児童精神科／整形外科／リハビリテーション科／耳鼻いんこう科

●診療時間　9:00～17:00
●休 診 日　土、日、祝日、12月29日～1月3日
●予約方法　電話予約

西浦和駅より徒歩7分
駐車場あり(13台)

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし（通訳ボランティ

ア等応相談）

お子さんの発達の観点から、各種の心配・遅れなどへの対応を行っ
ています。

さいたま市総合療育センターひまわり学園　療育センターさくら草　（小峯 真紀）

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、ケースワーカー、
　　　　　　　　理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師

医療機関から

TEL048-834-0177　FAX048-824-9878
〒330-0074　さいたま市浦和区北浦和4-3-10　若松家ビル3Ｆ　https://www.isao-clinic.jp/

精神科／神経精神科／心療内科

●診療時間　火・水・土　9:00～12:00、15:30～17:30
　　　　　　月　9:00～12:00、15:30～18:00
　　　　　　木　9:00～12:00、14:30～18:00
●休 診 日　金、日、祝日
●予約方法　初診のみ電話予約

北浦和駅西口より徒歩2分
駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　あり（デイケア・ショートケア）
　　　　　　　主治医が他機関の場合の利用：不可
◆訪問看護　あり
◆心理カウンセリング　あり
◆主なスタッフ　医師、看護師、公認心理師（臨床心理士）、
　　　　　　　　作業療法士、ソーシャルワーカー

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

イサオクリニック　（悳 武人）医療法人社団
智生会

埼玉
メディカル
センター

当院では、精神科医3名、精神保健福祉士、看護師、公認心理師（臨床
心理士）、作業療法士がいます。お気軽にご相談ください。

医療機関から
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TEL048-834-5525　FAX048-834-5546
〒330-0063　さいたま市浦和区高砂1-13-2　ヤママンビル3F　　http://ogawaclinic.byoinnavi.jp

心療内科／内科

●診療時間　9:30～12:30、14:30～18:30
　　　　　　※土は9:30～12:30
●休 診 日　第4土、日、祝日
●予約方法　初診のみ電話予約

浦和駅西口より徒歩2分
駐車場あり(1台※1時間まで)

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

心理療法も週3日行っています。
さいたま市の健康診断、ヘルスチェック、インフルエンザワクチンな
ども行っています。

小川クリニック　（小川 志郎）

医療機関から

TEL048-883-5860　FAX048-883-6114
〒330-0055　さいたま市浦和区東高砂町9-1　スミダワン本館3F　　http://www.ohara-clinic.or.jp

心療内科／精神科

●診療時間　月　15:00～19:00
　　　　　　火・木　9:00～13:00、15:00～19:00
　　　　　　水・金・土　9:00～13:00、15:00～18:00
●休 診 日　月午前、日、祝日
●予約方法　初診のみ電話予約

浦和駅東口より徒歩1分
駐車場あり

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

うつ病、パニック・不安障害、認知症などを中心に、豊富な治療
経験を積んだ医師が、最新の治療方法をご提供いたします。大学
病院と連携し、高度な検査などもご提案いたします。病状に応じ
て、臨床心理士によるカウンセリングも行います。休職や社会復
帰について、会社との交渉もご相談ください。詳しくはホーム
ページをご覧願います。

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、ソーシャルワーカー、看護師

小原クリニック　（木納 賢）医療法人社団
明悠会

医療機関から

コムナーレ
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徹底して患者様のプライバシーには配慮しています。予約制のため、
お待たせすることもございません。地域住民の方々のお役に立てるク
リニックを目指しています。

TEL048-813-0707　FAX048-813-0708
〒330-0074　さいたま市浦和区北浦和1-1-7　北原ビル2F　　http://www.kase-cocoro.com

心療内科／精神科

●診療時間　10:00～13:00、15:00～19:00
　　　　　　※土は10:00～15:00
●休 診 日　水、日、祝日
●予約方法　電話予約、ネット予約

北浦和駅東口より徒歩1分
近隣にコインパーキングあり

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、看護師、臨床心理士、ソーシャルワーカー

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　あり（英語）

かせ心のクリニック　（加瀬 裕之）

医療機関から

埼玉
メディカル
センター

投薬治療だけでなく、必要に応じた充分なアドバイスもしています。
投薬はごく少量のみの加療をモットーとしています。

TEL048-811-1220　FAX048-811-1223
〒330-0056　さいたま市浦和区東仲町25-29　太陽堂ビル3F　　http://www.kenai-clinic.com/

精神科／心療内科／内科

●診療時間　9:30～12:30、15:00～18:00
　　　　　　※月は14:00～18:00
●休 診 日　月午前、木、日、祝日
●予約方法　電話予約

（毎週金曜日9:30から、次の週の月・火・水・金
で初診の空きがあれば、予約を受け付けています。）

浦和駅東口より徒歩1分
駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　あり（英語）

謙愛クリニック　（林 謙太郎）

医療機関から

コムナーレ
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TEL048-832-4951　FAX048-833-7527
〒330-0074　さいたま市浦和区北浦和4-9-3　　http://saitama.jcho.jp/

神経精神科／心療内科／内科／外科　等

●診療時間　8:30～11:00
●休 診 日　土、日、祝日
●予約方法　初診のみ電話予約

北浦和駅西口より徒歩3分
駐車場あり（107台）

◆病床数　395床（うち精神病床0床）
◆グループ活動　あり（通院集団精神療法）
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、ソーシャルワーカー

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

必要に応じて身体面の検査や心理検査も併用して、治療方針を立てて
います。総合病院の特徴をいかし、他科とも連携しています。

地域医療機能推進機構　埼玉メディカルセンター　（吉田 武史）独立行政法人

医療機関から

TEL048-824-7302
〒330-0062　さいたま市浦和区仲町1-2-12　関根ビル4F　　http://www.sakaimc.jp

精神科／心療内科／神経科

●診療時間　月・水　9:30～12:30、14:30～17:00
　　　　　　火・金　9:30～12:30、14:30～19:00
　　　　　　土　9:30～15:00
●休 診 日　木、日、祝日
●予約方法　初診のみ診療時間内に電話予約

浦和駅北口より徒歩1分、西口よ
り徒歩2分。
駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、看護師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

JR浦和駅北口から徒歩1分、西口より徒歩2分。アクセスしやすいと
ころにあります。薬物療法は効果を最大限に、副作用を最小にするこ
とをモットーとしています。就労、復職に向けて頑張る方を応援して
います。

坂井メンタルクリニック　（坂井 俊之）

医療機関から
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TEL048-822-3259
〒330-0061　さいたま市浦和区常盤2-9-12　　https://nomuraclinic.net

精神科／心療内科

●診療時間　月・火・金　9:00～11:30、15:00～18:00
　　　　　　水・土　9:00～11:30
●休 診 日　木、第3土、日、祝日
●予約方法　ホームページで「■初診をお考えの方へ」の確認事項を
　　　　　　ご覧の上、電話予約

浦和駅西口より旧中山道を北へ
徒歩15分
駐車場あり(4台)

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、医療事務

●生活保護　不可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

・常勤医師（男性、60代精神科専門医・指導医・精神保健指定医）
が対応しています。
・受付時間（再診）　8:45～11:30、14:40～18:00
・初診は、ホームページ内の「診療案内」から「■初診をお考えの方
へ」をご確認の上、電話で予約をお願いします。月火金の午前10
時から又は午後4時からの診察となります。
・知能検査はできません。

野村クリニック　（野村 和広）

盤
医療機関から

TEL048-831-0012　FAX048-831-1310
〒330-0071　さいたま市浦和区上木崎4-2-25　　http://www.hakuhou.or.jp

精神科／心療内科

●診療時間　月・火・水・木・金・土　9:30～12:00、14:00～18:00
●休 診 日　日、祝日
●予約方法　電話予約

与野駅東口より徒歩8分
駐車場あり(10台)

◆グループ活動　あり（通院集団精神療法など）
◆デイケア等　あり（デイケア、ショートケア）
　　　　　　　※主治医が他機関の場合の利用：可
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（医療機関・併設機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、看護師、精神保健福祉士、作業療法士、

公認心理師／臨床心理士

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

・「アルコールデイケア」「うつと不安のデイケア」の2つの柱
から構成される大規模デイケアがあります。

・アルコール依存症とうつの専門外来を行なっています。
・ギャンブル依存症の治療プログラムあります。
・ゲーム・ネット依存症の治療をしています。（対象は中学生以上）

白峰クリニック　（山﨑 茂樹）医療法人
秀山会

医療機関から
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TEL048-816-5521
〒330-0063　さいたま市浦和区高砂3-2-10　草野高砂ビル6Ｆ　　http://www.taiclinic.com

心療内科／精神科

●診療時間　10:00～13:00、15:00～20:00
●休 診 日　水午後、土午後、日、祝日
●予約方法　電話予約（完全予約制）

浦和駅西口より徒歩5分
駐車場なし

●生活保護　不可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

メンタル不全の就労者の診断・治療・就労継続・休職判定・復職支援・
再発予防を専門とする精神科医療機関です。うつや不安や不眠の就
労者が就労継続するための治療を実施しています。就労困難の場合
のみ休職指導し薬物療法、精神療法、生活リズム療法、医療リハビリ、
産業カウンセリングを実施して復職支援と再発防止を行います。完全
予約制で初診は平日の日中の対応ですが、再診は平日の夜間と土曜
の午前も実施しております。また社会不安障害やパニック障害などの
専門的治療（薬物療法、心理療法、行動療法）も実施しています。

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（医療機関・併設機関で実施）
　　　　　　　　　　　※当院通院中の方で医師が必要と認めた方のみ
◆主なスタッフ　医師、ソーシャルワーカー、公認心理師兼産業カウ

ンセラー

メンタルヘルス田井クリニック　（田井 良輔）

医療機関から

TEL048-823-9331　FAX048-823-9333
〒330-0063　さいたま市浦和区高砂2-12-12　あづまビル3Ｆ　　http://www.matsuda-mental-clinic.com

精神科／心療内科／一般内科

●診療時間　9:00～13:00、15:00～18:00
　　　　　　※土は9:00～14:00
　受付時間　9:00～12:00、14:50～17:30
●休 診 日　月、日、祝日
●予約方法　電話予約

浦和駅西口より徒歩5分
駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、薬剤師、事務

●生活保護　不可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

当院は、心と身体の診療を行っています。

松田メンタルクリニック　（松田 久司）医療法人社団
州豊会

医療機関から
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TEL048-873-3115　FAX048-875-0195
〒336-0041　さいたま市南区広ヶ谷戸301-1　　http://www.sanato.info/

精神科

●診療時間　9:00～11:30、14:30～16:30
●休 診 日　土午後、日、祝日、年末年始
●予約方法　一部診療時に予約（午後及び土曜午前の診療）

浦和駅東口よりバス「稲荷越」下車
徒歩5分
駐車場あり(20台)
浦和駅より送迎バスあり

◆病床数　263床（うち精神病床263床）
◆グループ活動　あり（精神科作業療法）
◆デイケア等　あり（デイケア、ショートケア）
　　　　　　　※主治医が他機関の場合の利用：可
◆訪問看護　あり
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、ソーシャルワーカー、作業療法士

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

社会復帰を目指した診療を幅広く行っています。また、職場復帰のた
めのリワークを行っています。

浦和神経サナトリウム　（菊池 章）医療法人
白翔会

医療機関から

TEL048-836-3333　FAX048-836-3334
〒336-0021　さいたま市南区別所7-19-27　　http://www.urawabessho.com

心療内科／神経精神科

●診療時間　9:00～12:00、14:00～17:00
　　　　　　※午後は月・水・土のみ　
●休 診 日　日、祝日
●予約方法　電話予約

武蔵浦和駅より徒歩5分
駐車場あり(8台)

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　あり（ショートケア）
 ※主治医が他機関の場合の利用：不可
◆訪問看護　あり
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、ソーシャルワーカー、看護師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

当日「受診してみようか。」に対応しております。
まずは、お電話にてご相談下さいませ。

浦和別所メンタルクリニック　（野守 泰代）

医療機関から
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TEL048-845-9155　FAX048-845-9156
〒336-0025　さいたま市南区文蔵2-1-2　コルティーレⅠ-2Ｆ　　http://www.mentalc.com/

精神科／心療内科

●診療時間　月　9:00～13:00
　　　　　　火・木　9:00～13:00、15:00～18:30
　　　　　　金　9:00～13:00、15:00～17:30
　　　　　　土　9:00～12:30、13:30～15:30　
●休 診 日　水、日、祝日
●予約方法　電話予約または診察時に予約

南浦和駅西口より徒歩5分
駐車場あり(2台)

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師

小山メンタルクリニック　（小山 秀樹）

TEL048-839-5005
〒336-0026　さいたま市南区辻8ｰ23ｰ14　2階　　https://kitatoda-matsumoto.com/

精神科／心療内科

●診療時間　月・火・金　9:30～13:00、15:00～18:30
　　　　　　水・土　9:30～13:00、14:30～17:00
●休 診 日　木、日、祝日
●予約方法　電話予約

北戸田駅より徒歩2分
駐車場あり(3台)

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、看護師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり　
●外国語対応　なし

気軽に相談できるよう、リラックスできる雰囲気で、コミュニケー
ションを大切にした診療を心がけています。

北戸田駅前まつもとクリニック　（松本 健二）

医療機関から
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TEL048-837-0855　FAX048-837-0818
〒336-0022　さいたま市南区白幡5-19-25　　https://shomidori-hospital.com

精神科／神経内科／心療内科

●診療時間　月～土　9:00～11:30、13:00～15:00
●休 診 日　日、祝日
●予約方法　初診予約要　電話にて予約
　　　　　　9:30～11:30、13:30～15:30

武蔵浦和駅前徒歩1分
駐車場あり(5台)

◆病床数　120床（うち精神病床120床）
◆グループ活動　あり（精神科作業療法）
◆デイケア等　あり（デイケア、ショートケア）
　　　　　　　※主治医が他機関の場合の利用：可
◆訪問看護　あり
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、看護師、臨床心理士、ソーシャルワーカー、

作業療法士

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

臨床心理士による心理相談も実施しています。心理カウンセリングは
医師による診察の一部（要予約）となります。
デイケアの利用は、体験参加後、デイケア利用の可否を検討した上
で、正式利用となります。

聖みどり病院　（喜多 みどり）医療法人
徳洋会

医療機関から

TEL048-710-8008　FAX048-710-8009
〒336-0021　さいたま市南区別所7ｰ6ｰ8　ライブタワー303　　https://jm-smile.jp/

心療内科／精神科

●診療時間　水　10:00～15:00
　　　　　　木・金　10:00～18:30
　　　　　　土・日　10:00～17:30
●休 診 日　月・火
●予約方法　ウエブ、電話

駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　なし
●外国語対応　なし

JMスマイルクリニック　（土井 まゆみ）
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TEL048-862-3830　FAX048-762-6910
〒336-0026　さいたま市南区辻3-12-30　　http://www.saitama-tsuji-clinic.com/

精神科／神経内科

●診療時間　8:45～12:30、16:00～18:30
　　　　　　※水・土は午前のみ
●休 診 日　木、日、祝日、水午後、土午後
●予約方法　初診のみ電話予約

南浦和駅西口よりバス（2番乗り
場）「六辻」下車徒歩3分
駐車場あり(4台)

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　あり
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、看護師、臨床心理士

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

認知症の診断、周辺症状等に対応し、関連病院での検査や入院を案内
します。

辻医院　（辻 俊一）

医療機関から

TEL048-844-0047　FAX048-844-0527
〒336-0031　さいたま市南区鹿手袋3-7-28　ロータスコート1F　　https://nakaurawamental.com

心療内科／精神科

●診療時間　8:30～11:30、15:00～19:30
　　　　　　※月は午前のみ、土午後は14:00～17:00
●休 診 日　月午後、水、日、祝日
●予約方法　初診のみ電話予約

中浦和駅より徒歩3分
駐車場あり(5台)

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、事務

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

中浦和メンタルクリニック　（石田 浩純）
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TEL048-764-9797　FAX048-764-9939
〒336-0018　さいたま市南区南本町2-1-2　プラザマツヤビル3F　　http://www.machida-cl.net/

心療内科／精神科

●診療時間　9:30～13:00、14:00～18:00
　　　　　　土　9:00～15:00のみ
●休 診 日　日、祝日
●予約方法　電話予約、ネット予約

南浦和駅西口より徒歩1分
駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　あり（デイケア（リワーク））
　　　　　　　※主治医が他機関の場合の利用：可
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、臨床心理士、精神保健福祉士、看護師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

南浦和駅前　町田クリニック　（町田 なな子）

女性スタッフの多いあたたかい雰囲気のクリニックです。

医療機関から

TEL048-710-5050　FAX048-710-5054
〒336-0021　さいたま市南区別所7-6-8　ライブタワー武蔵浦和201　　http://www.m-mental-clinic.com/

心療内科／精神科

●診療時間　月・火・木・金　10:00～13:00、15:00～18:30
　　　　　　土　10:00～14:00、15:00～17:00
●休 診 日　水、日、祝日
●予約方法　初診：電話予約
　　　　　　再診：ネット予約、窓口予約

武蔵浦和駅改札より直結、徒歩
30秒
駐車場あり(地下1階の駐車場1時
間まで無料）

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

駅直結の交通の便のよい場所にある、静かなクリニックです。予約制
を導入し、待ち時間も少なくなりました。
薬物療法のみに頼らず、患者様のＱＯＬを第一に考え、診療にあたっ
ております。
復職支援にも積極的に取り組んでおります。

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、医療事務

武蔵浦和メンタルクリニック　（新井 貴久）

医療機関から
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TEL048-711-1671　FAX048-711-1672
〒336-0967　さいたま市緑区美園5ｰ43ｰ15　　https://urawamisono-katayamaclinic.jp

心療内科／精神科

●診療時間　9:00～12:30、14:00～18:00
●休 診 日　日、祝日
●予約方法　予約優先（緩やかな予約制、当日の受診も受けつけます）

浦和美園駅東口より徒歩7分
駐車場あり(17台）

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

埼玉スタジアムのある浦和美園地区に位置するクリニックです。デイ
ケア（高齢者・復職支援・カウンセリング室）を併設し、他職種と連
携した治療を実践していきます。なにか心配なこと、気になることが
ありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　あり（デイケア、ショートケア）
◆訪問看護　あり
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、作業療法士、看護師、臨床心理士

公認心理師、精神保健福祉士

かたやまクリニック　（片山 保行）

医療機関から

浦
和
美
園
駅

国道
46
3号

TEL048-789-6726　FAX048-789-6713
〒336-0926　さいたま市緑区東浦和5-18-22 石﨑ビル2F　　http://kuksa.main.jp/dharmasan/

精神科

●診療時間　外来診療　月・水・金　9:00～12:00
　　　　　　訪問診療　月～金　9:00～18:00
●休 診 日　土、日、祝日
●予約方法　電話予約

東浦和駅より徒歩9分
駐車場なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　あり（医療機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、公認心理師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　あり（英語）

だるまさんクリニック　（西村 秋生）

国
道
235号

銀行
駐車場

郵便局

東浦
和駅

武蔵
野線

旧跡見
性院墓所

大間木
氷川神社
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TEL048-758-1547　FAX048-758-7176
〒339-0052　さいたま市岩槻区太田1-1-18　　http://kana-cli.com/index.html

内科／歯科／精神科

●診療時間　9:00～12:30、15:00～17:30
　　　　　　※土は午前のみ
●休 診 日　木、土午後、日、祝日
●予約方法　電話予約

岩槻駅東口より徒歩15分
駐車場あり(10台)

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、看護師

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

物忘れ外来、禁煙外来・一部漢方薬での治療を行っております。
精神保健指定医：金沢ひづる

金沢クリニック　（金沢 和俊）

医療機関から

TEL048-767-6427　FAX048-767-6472
〒336-0964 さいたま市緑区東大門3ｰ19ｰ1 BaumRoomけやき102号　　http://sky-familyclinic.com

内科／精神科

●診療時間　9:00～12:30、14:30～18:00
●休 診 日　木、日
●予約方法　電話、ホームページ予約

JR武蔵野線「東川口駅」徒歩12分
駐車場あり(1台）

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　なし
◆訪問看護　なし
◆心理カウンセリング　なし
◆主なスタッフ　医師、ソーシャルワーカー

ＳＫＹファミリークリニック　（杉山 昂）

医療機関から

東川口駅

武蔵野線

東川口4

榎戸公園

大門小学校入口

大門小
文

コンビニ

コンビニ

122

463

け
や
き
通
り

大門坂下
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プライバシーを大切にし、来院しやすい雰囲気をこころがけています。
関連施設として障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型、グルー
プホーム・ケアホームを運営しています。
詳細についてはホームページをご覧ください。

TEL048-749-8373　FAX048-749-8374
〒339-0057　さいたま市岩槻区本町4-3-2　セントラルヒルズ1F　　http://www.mc-minami.jp

心療内科／精神科

●診療時間　10:00～12:00、14:30～18:30（受付18:15まで）
　　　　　　※第2、4土の外来診察は午前中のみ
●休 診 日　水、日、祝日
●予約方法　初診のみ電話予約

岩槻駅東口より徒歩6分
駐車場あり(5台)

◆グループ活動　なし
◆デイケア等　あり（デイケア、ショートケア）
　　　　　　　※主治医が他機関の場合の利用：可
◆訪問看護　あり
◆心理カウンセリング　あり（併設機関で実施）
◆主なスタッフ　医師、看護師、精神保健福祉士、作業療法士、

臨床心理士

●生活保護　可
●自立支援医療機関の指定　あり
●外国語対応　なし

メンタルクリニック美波　（七条 敏明）

医療機関から

治療を受けたいとき

一般的には、精神科（精神神経科）、心療内科を標榜している医療機関

で専門治療を受けられます。

「精神科（精神神経科）」は、心の病気（精神疾患）全般を対象としてい

ます。

「心療内科」は、心理的な要因で身体の症状が表れる疾患（心身症）を

主な対象としていますが、心の病気（精神疾患）も対象としているところ

もあります。

精 神 科

精神神経科

心 療 内 科
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治療を受けたいとき

一般的には、精神科（精神神経科）、心療内科を標榜している医療機関

で専門治療を受けられます。

「精神科（精神神経科）」は、心の病気（精神疾患）全般を対象としてい

ます。

「心療内科」は、心理的な要因で身体の症状が表れる疾患（心身症）を

主な対象としていますが、心の病気（精神疾患）も対象としているところ

もあります。

精 神 科

精神神経科

心 療 内 科
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MEMO

57



MEMOMEMO
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