
児童思春期・精神医療について診療可能な医療機関リスト

就学前 小学生 中学生
高校生
以上

広島市中区

地方独立行政法人広島市立病院機構
広島市立舟入市民病院

黒崎　充勇 小児心療科
〒730-0844
広島市中区舟入幸町14-11

082-232-6195 082-232-6125 月～金
9：00～12：00
13：00～17：00

http://funairi-hospital.jp/ ○ ○ 必ず事前予約が必要です

天野医院 天野　雅夫 精神科・内科
〒730-0005
広島市中区西白島町7-31

082-221-0121 ―
月・木
火・金・土

9：00～18：00
9：00～17：00

http://m-
amano.sakura.ne.jp/

○ ○ ○ ○
治療優先で、確定診断はしていませ
ん

京口門クリニック 田原　一優 心療内科・精神科
〒730-0013
広島市中区八丁堀12-10

082-227-5252 ―
月・火・水・金
土

9：00～13：00，15：00～18：30
9：00～13：00

https://www.kyouguchimo
n-clinic.jp/

○

こうの脳神経外科クリニック 河野　恵理 精神科・心療内科
〒730-0005
広島市中区西白島町16-17

082-502-0036 082-502-0665
月・火・水・金・土
木

9：00～18：00
9：00～13：00

https://www.kouno-
nsc.or.jp/

○ ○ ○
事前に電話にてご予約下さい
年齢に合わせてプレイセラピー等の
専門治療を行います

広島市精神保健福祉センター 皆川　英明 精神科
〒730-0043
広島市中区富士見町11-27

082-245-7746 082-245-9674 月～金 9：00～17：00 ○ 詳細は電話でお問い合わせください

医療法人こころ
本通くらもと心療内科

倉本　恭成 心療内科
〒730-0035
広島市中区本通3-10
本通サザン301号

082‐247‐7373 082‐247‐7373
月・火・水・金・土
木

9:00～17:30
9:00～12:30

http://www2.odn.ne.jp/kok
oro-kuramoto/

○

もりた心療内科クリニック 森田　幸孝 精神科・心療内科
〒730-0051
広島市中区大手町2丁目1-4
広島本通マークビル5Ｆ

082-243-0038 082-248-3145
月・火・木・金
水・土

9：00～18：00
9：00～13：00

https://www.morita-
mental-clinic.com/

○ ○ ○ ○ 詳細は電話でお問い合わせください

広島市東区

広島市こども療育センター
附属診療所

谷山　純子 精神科
〒732-0052
広島市東区光町2丁目15-55

082-263-0683 082-261-0545 月～金 9：00～17：00
http://www.hsfj.city.hiroshi
ma.jp/020201010000kodo
motop.html

○ ○ ○
完全予約制、診療は高校３年３月ま
でです
詳細は電話でお問い合わせください

横田メンタルクリニック 横田　則夫 精神科・心療内科
〒732-0053
広島市東区若草町11-2
グランアークテラス3Ｆ

082-568-8338 082-568-8339
月・火・水・金
土

9：00～18：00
9：00～17：00

http://www.yokotamental.j
p/

○

ライフサポートクリニック広島 新宅　恵子
児童・思春期精神
科，内科

〒732-0055
広島市東区東蟹屋町7-34
重見ビル3階

082-259-3345 082-259-3346

月・火・木
月
水
火・木・金

10：00～12：00
14：00～18：30
14：00～18：00
13：00～18：00

http://www.lifesch.jp ○ ○ ○ 予約制

広島市南区

医療法人翠星会　松田病院 松田　文雄 精神科・児童精神科
〒734-0005
広島市南区翠4-13-7

082-253-1245 082-253-1225
月・木・金
火・水・土

8：30～12：00，13：00～17：00
8：30～12：00

https://matsuda4137.or.j
p/

○ ○ ○ ○
初診予約制
詳細は電話でお問い合わせください

そごう心療内科クリニック 十河　正信 精神科・心療内科
〒732-0824
広島市南区的場町1-7-20

082-261-0280 082-261-0676
火・水・金
木
土

9：30～17：30
9：30～13：00
9：30～12：30

https://www.sogo-
clinic.jp/

○
初診は予約必要
詳細は電話でお問い合わせください

宇品メンタルクリニック 山本　修 精神科・心療内科
〒734-0014
広島市南区宇品西3-1-45-4

082-250-2230 082-250-2231
月・火・木・金
水・土

9：00～12：30，15：00～18：00
9：00～12：30

http://www.ujina-
mental.jp/

○ ○ ○

医療法人あさだ会
第2心療クリニック　コモリエ

土岐　茂 児童精神科
〒732-0825
広島市南区金屋町2-15
KDX広島ビル7F

082-261-0700 082-261-0701
月・水・木・金
土

10：00～13：00
15：00～19：00

https://asadakai2019.stars
.ne.jp/

○ ○ ○ ○

広島大学病院 岡本　泰昌 精神科
〒734-8551
広島市南区霞1丁目2-3

082-257-5479 082-257-5209 月～金
8：30～11：00
13：00～15：00

https://www.hiroshima-
u.ac.jp/hosp/sinryoka/shin
ryo_ika/seishinka

○ 詳細は電話でお問い合わせください

友和クリニック 宇土　博 精神科・神経内科
〒732-0827
広島市南区稲荷町5-4山田ビル2F

082-263-0850 082-262-6810 初診：月・課・木・金 ○ ○ 電話でお問い合わせください

診療曜日 診療時間 HP
診療対象

備考FAX医療機関名
診療責任者

氏名
標榜科 住所 TEL
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就学前 小学生 中学生
高校生
以上

診療曜日 診療時間 HP
診療対象

備考FAX医療機関名
診療責任者

氏名
標榜科 住所 TEL

広島市西区

医療法人社団更生会　草津病院 大澤　多美子 精神科
〒733-0864
広島市西区草津梅が台10-1

082-277-1011 082-277-1008 木 13：30～17：00
https://www.kusatsu-
hp.jp/

○ ○ 要予約

よこがわ駅前クリニック 加賀谷　有行 精神科
〒733-0011
広島市西区横川2-7-19

082-294-8811 082-294-8812 要予約
https://senogawa.jp/yok
ogawa/

○ ○ ○ 要予約

広島市安佐南区

医療法人社団恵愛会　安佐病院 箱守　英雄 精神科・心療内科
〒731-0101
広島市安佐南区八木5-15-1

082-873-2022 082-873-4040 土 13：30～17：00 http://keiaikai-asa.com/ ○ ○ ○

いずみ心療内科クリニック 和泉　宏明 精神科・心療内科
〒731-0113
広島市安佐南区西原6-8-4

082-850-3388 ―
火・木
水・金
土

9:00～19:00
9:00～12:30
9:00～17:00

http://izumi-clinic.net/ ○ ○

上安はるのひ心療内科 原　泰志 精神科・心療内科
〒731-0154
広島市安佐南区上安2丁目29-3
2Ｆ

082-962-6000 082-962-6000
月・火・木・金
土

9：00～13：00，14：30～18：00
9：00～13：00，14：30～17：00

http://harunohi6000.sak
ura.ne.jp/

○

つじ心療内科 辻　誠一
心療内科・精神科・
神経内科

〒731-0112
広島市安佐南区東原1-2
シーブリーズ東原七番館2階

082-850-3055 ― 月・水・木・金・土
9：00～13：00，15：00～18：00
（土曜日は17時まで）

http://www.tsuji-
clinic.ecnet.jp/

○ ○ ○ 薬物療法中心

緑井メンタルクリニック 上西　清 精神科・心療内科
〒731-0103
広島市安佐南区緑井5-29-18-401

082-831-5294 082-831-5295
月・火・木・金
土

9：00～13：00，15：00～18：30
9：00～13：00、14：30～17：30

https://www.midorii-
mental.com/

○ ○ ○

広島市安佐北区

広島市北部こども療育センター
附属診療所

夜船　展子 小児科
〒731-0023
広島市安佐北区可部南5-8-70

082-814-5801 082-815-0541 月～金 8：30～17：15 ○ 詳細は電話でお問い合わせください

医療法人
いでした内科・神経内科クリニック

井手下　久登 内科・神経内科
〒739-1734
広島市安佐北区口田3丁目31-11

082-845-0211 082-845-6827
月～金
土
日

8：00～13：00，15：00～18：00
8：00～13：00
9：00～12：00

○ ○ ○ ○

広島市佐伯区

まんたに心療内科クリニック 萬谷　昭夫 心療内科・精神科
〒731-5125
広島市佐伯区五日市駅前1-5-18-302

082-924-0020 082-924-0023
月・火・木・金
水・土

9：00～18：00
9：00～13：00

http://www.mantani-
clinic.jp/

○ ○ 詳細は電話でお問い合わせください

安芸郡

こころのクリニックひまわり 尾崎　京華 心療内科・精神科
〒736‐0046
安芸郡海田町窪町1-23
ＪＲ海田市駅ＮＫビル

082-847-3111 082-847-3233
月・火・木・金
土

9:00～18:30
9:00～14:00

https://www.cocoro-
clinic-himawari.com/

○
紹介状
必須

○ ○ 詳細は電話でお問い合わせ下さい

向洋駅前心療クリニック 西山　聡 精神科・心療内科
〒735-0016
安芸郡府中町青崎中24-26
クリニックモール向洋6F

082-286-2335 082-286-2336
月～金
土

9：00～12：30，14：00～18：00
9：00～14：00

○ ○

大竹市

独立行政法人国立病院機構
広島西医療センター

湊崎　和範 小児専門外来
〒739-0696
大竹市玖波４丁目１－１

0827-57-7151 0827-57-3681
月～水
木・金

9：00～12：00
13：00～17：00

○ ○ ○

○
ただし、
高校生
まで

初診は電話で予約（8：30～8：55）

廿日市市

あまのクリニック 福田　裕恭 心療内科
〒738-0033
廿日市市串戸5丁目1-37

0829-31-5151 0829-31-5115
月・木・土
火・金

9：00～17：00
9：00～12：00

http://www.amano-
reha.com/

○ ○ ○

アマノリハビリテーション病院 河村　理英子 小児科 廿日市市陽光台5-9 0829-37-0800 0829-37-0801
火
木（第2･4）

9：00～12：00
14：00～17：00

http://www.amano-
reha.com/

○ ○ ○ ○
詳細はお電話でお問い合わせくださ
い

廿日市野村病院 野村　陽平 心療内科・精神科
〒738-0034
廿日市市宮内宇佐原田4209-2

0829-38-2111 0829-38-2303
月
木
土

9：00～12：00
14：00～17：00
9：00～12：00 14：00～17：00

○ ○
詳細はお電話でお問い合わせくださ
い
臨床心理検査は外来へ依頼
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就学前 小学生 中学生
高校生
以上

診療曜日 診療時間 HP
診療対象

備考FAX医療機関名
診療責任者

氏名
標榜科 住所 TEL

呉市

独立行政法人国立病院機構
呉医療センター

町野　彰彦 精神科
〒737-0023
呉市青山町3-1

0823-22-3111 0823-21-0478 月～金 8：30～17：00
https://kure.hosp.go.jp/
department/psychiatry/

○ ○ ○ 予約制・紹介状が必要

呉みどりヶ丘病院 田宮　聡 児童精神科
〒737-0001
呉市阿賀北1-15-45

0823-72-6111 0823-72-6125 月・水・木・金・土
9：00～12：00
13：00～16：00

http://kuremidorigaoka.c
om/

○ ○ ○ ○

小早川クリニック 小早川　英夫 心療内科・精神科
〒737-0112
広島県呉市広古新開7丁目24-3　301
号

0823-76-3351 0823-76-3352
月
火～木
金・土

https://www.kobayakaw
a-cl.com/

○ ○ ○

邦友クリニック 長尾　正嗣
精神科・心療内
科・耳鼻咽喉科

〒737-0051
呉市中央1-4-2

0823-23-2111 0823-23-2113

月
火
水
木

15：00～18：00
9：00～12：00
15：00～18：00
9：00～12：00

https://www.hoyu-
clinic.com/

○ ○ ○ 必ず事前予約をお願いします

心療内科　村岡クリニック 村岡　満太郎
心療内科・精神
科・内科

〒737-0051
呉市中央2-6-10村上ビル4F

0823-32-2223 0823-32-2224
月・火・水・金
土

9：00～12：00 14：00～18：00
9：00～12：00 14：00～17：00

http://muraoka-
clinic.net/

○ ○ ○ 電話で問い合わせ・予約

東広島市

独立行政法人国立病院機構
賀茂精神医療センター

松川　桃子 精神科・心療内科
〒739-2693
東広島市黒瀬町南方92番地

0823-82-3000 0823-82-7352 木 午後（完全予約制） https://kamo.hosp.go.jp/ ○ ○ ○ 電話にてご確認下さい（18歳未満）

広島県立障害者リハビリテーションセン
ター医療センター

須藤　哲史 小児科 東広島市西条町田口295-3 082-425-1455 082-425-1094 火～金 9：00～12：00 ○ ○ 初診の電話予約は小学生まで

AOI広島病院 永山　研 精神科
〒739-2208
東広島市河内町入野7907-2

082-420-7000 082-420-7070 火・木 9：30～12：00 ○ ○

西条心療クリニック 岩本　泰行 精神科・神経科
〒739-0043
東広島市西条西本町28-30

082-421-1480 082-426-6166
月・火・水・金
木
土

9：00～18：00
9：00～12：00
9：00～12：30

○ ○ 初診はお電話必要

四季の心クリニック 佐藤　幸夫 精神科・心療内科
〒739-0024
東広島市西条町御薗宇6035

082-421-8848 082-421-8868
月・火・水・金
土

9：00～18：00
9：00～13：00

https://www.fourseason
s-clinic.com/

○ 詳細は電話でお問い合わせください

わかみやメンタルクリニック 若宮　真也 心療内科・精神科
〒739-0006
東広島市西条上市町5-5
総合不動産ビル3階

082-431-6110 082-431-6810
月・金
火・水・木・土

8：30～12：00，14：30～18：30
8：30～12：00

https://www.wakamiya.o
rg/

○ ○ ○ ○ 初診は予約してください

竹原市

医療法人楽生会　馬場病院 馬場　麻好 心療内科・精神科
〒725-0012
竹原市下野町1744

0846-22-2071 08469-22-4513
月・火・木・金・土
予約制

10：00～14：00 http://www.rakuseikai.jp ○ ○ ○ 詳細は電話でお問い合わせください

尾道市

宮地クリニック 宮地　佐和子 小児科・心療内科
〒722-0022
尾道市栗原町11482

0848-22-8855 ―
月・火・水・金
土

9：00～12：00 15：00～18：00
9：00～12：00

○ ○ ○ ○

三原市

医療法人大慈会　三原病院 林　真紀 精神科・内科
〒723-0003
三原市中之町6丁目31-1

0848-63-8877 0848-62-0056 月～土 9：00～12：00 http://miharahp.com/ ○ ○ ○

港町クリニック 小野　晴久
精神科・神経科・
内科

〒723-0017
三原市港町3丁目19-6

0848-62-1711 0848-62-1712
月～金
土

9：00～17：00
9：00～12：00

http://www.jinkokai.jp/m
inato/

○ ○ 完全予約制です
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就学前 小学生 中学生
高校生
以上

診療曜日 診療時間 HP
診療対象

備考FAX医療機関名
診療責任者
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福山市

光の丘病院 馬屋原　健
精神科・心療内
科・内科

〒720-1147
福山市駅家町向永谷302

084-976-1415 084-976-0954
月～金
土

9：00～12：00 15：00～16：30
9：00～12：00

http://www.hikarihp.com
/

○ ○
中学生は精神科対応が必要な場合
に限ります

広島県立福山若草園 斉藤　俊秀 小児科
〒720-0832
福山市水呑町4357番地
水呑三新田42-1

084-968-0230 084-956-1131 月～金 ○ ○ ○

アクア心のクリニック 古庵　路子 精神科・心療内科
〒721-0942
福山市引野町5丁目21-32

084-941-7875 084-941-7876
月・火・水・金
土

9：00～13：00 15：00～18：30
9：00～13：00

http://aqua-clinic.jp/ ○ ○ 事前予約要

馬野神経クリニック 馬野　育次 精神科
〒720-0815
福山市野上町3丁目1-29

084-928-0088 084-928-9001
月・火・水・金
土・日

8：30～12：30
15：00～19：00

○

広中内科クリニック 廣中　隆樹 心療内科・精神科
〒720-0073
福山市北吉津町1-6-4

084-973-9871 084-973-9871 金 15：00～18：30 http://hi67ka.jp/ ○ ○ 原則12歳以上

福山市こども発達支援センター 荻野　竜也
小児科・小児神経
科

〒720-8512
福山市三吉町南2-11-22

084-928-1351 084-925-6322 月～金 8：30～17：15
https://www.city.fukuya
ma.hiroshima.jp/soshiki/
kodomo

○

松永駅前クリニック 池田　篤司 精神科
〒729-0104
福山市松永町4-9-17

084-934-7003 084-934-7004
月・火・水・金・土
木（不定期）

8：30～12：00 13：00～17：00
13：00～17：00

http://www.eiwa-
kai.or.jp/

○ 詳細は電話でお問い合わせください

府中市

府中市立湯が丘病院 精神科
〒729-3423
府中市上下町矢野100

0847-62-2238 0847-62-8860 月～金 9：00～12：00
https://yugaoka-
byoin.jp/

○ ○ ○

三次市

子鹿医療療育センター 淀川　良夫 精神科
〒728-0025
三次市粟屋町11664

0824-63-1151 0824-62-1933
月・金（初診）
火・土（再診）

9：00～12：00 http://kojika-mrc.net/ ○ ○ ○ ○ 初診のみ要予約
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