
認知症は、早期に受診して、適切な治療やケアを

受けることによって、症状を軽減したり、進行を

遅らせることもできます。

同じ話を何度もする

時間や日にちが分からなくなった

だらしなくなった

夜中に急に起き出して騒いだ

置き忘れやしまい忘れが目立つ

慣れた道でもよく迷うようになった

ささいなことで怒りっぽくなった

栃木県　栃木県医師会

チェック項目に該当する項目がある場合や、認知症が疑われる場合

などには、お早めに、お近くの「とちぎオレンジドクター」に

ご相談ください。

チェック項目

ご存知ですか？

とちぎオレンジドクターは、県に登録された

「もの忘れ・認知症相談医」です。
お近くのドクターは裏面参照

オレンジドクター



とちぎオレンジドクターの名簿は、ホームページで検索できます。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/advice/fukushi/koureisha/monowasureninntishousoudan.html

とちぎオレンジドクターが在籍する医療機関

医療機関名

県北医療圏

佐藤クリニック

小林医院

尾形医院

高根沢中央病院

阿久津医院

佐藤病院

上田医院

江部医院

那須赤十字病院

小林内科外科医院

国際医療福祉大学クリニック

三森医院

菅間記念病院

はらクリニック

那須脳神経外科病院

滝田内科医院

那須南病院

佐藤医院

上野医院

飯塚医院

さくら市卯の里1-17-1

さくら市喜連川4347-2

塩谷郡塩谷町玉生570-1

塩谷郡高根沢町光陽台3-16-1

塩谷郡高根沢町大谷176-1

矢板市土屋18

矢板市末広町32-2

大田原市黒羽向町60

大田原市中田原1081-4

大田原市富士見1-1606-265

大田原市北金丸2600-6

那須塩原市宮町1-9

那須塩原市大黒町2-5

那須塩原市東三島4-54-7

那須塩原市野間神沼453-14

那須烏山市金井1-13-5

那須烏山市中央3-2-13

那須郡那珂川町小川2960-1

那須郡那珂川町小川700

那須郡那珂川町馬頭484-3

028-681-7666

028-686-2061

0287-45-2222

028-675-1133

028-675-2511

0287-43-0758

0287-43-7766

0287-54-0013

0287-23-1122

0287-23-8870

0287-24-1001

0287-62-1095

0287-62-0733

0287-39-5232

0287-62-5500

0287-82-2544

0287-84-3911

0287-96-2841

0287-96-5151

0287-92-2034

上都賀総合病院

吉沢眼科医院

御殿山病院

老人保健施設かみつが

鹿沼病院

大澤台病院

小西医院

岡医院

獨協医科大学日光医療センター

新沢外科

多島医院

見龍堂クリニックかわせみ

見龍堂メディケア木和田島

いとうクリニック

鹿沼市下田町1-1033

鹿沼市下田町2-1400-1

鹿沼市今宮町1682-2

鹿沼市上殿町960-2

鹿沼市千渡1585-2

日光市山口867-3

日光市安川町8-25

日光市下鉢石町997-1

日光市高徳632

日光市今市814-1

日光市足尾町赤沢21-28

日光市平ヶ崎609-4

日光市木和田島3008-8

日光市木和田島3043

0289-64-2161

0289-62-3322

0289-64-2131

0289-64-7233

0289-64-2255

0288-26-2828

0288-54-0924

0288-54-0218

0288-76-1515

0288-21-1787

0288-93-2033

0288-22-1221

0288-32-2021

0288-32-2030

県西医療圏

白澤病院

比企病院

松本医院

NHO栃木医療センター

武田内科クリニック

かしわぶち産婦人科

さくらがおかクリニック

ひばりクリニック

てらだファミリークリニック

緑の郷　佐々木クリニック

平尾内科小児科

田中医院

いちはらファミリークリニック

JCHOうつのみや病院

村井クリニック

豊郷台クリニック

宇都宮市白沢町1813-16

宇都宮市一番町2-11

宇都宮市宝木本町2058-5

宇都宮市中戸祭1-10-37

宇都宮市下荒針町3396-1

宇都宮市海道町70-8

宇都宮市桜2-3-34

宇都宮市徳次郎町365-1

宇都宮市雀の宮5-5-1

宇都宮市西刑部町字桑島台2448-4

宇都宮市西原町560

宇都宮市竹下町435-6

宇都宮市中里町322

宇都宮市南高砂町11-17

宇都宮市宝木町1-2589

宇都宮市豊郷台2-21-3

028-673-0011

028-635-4161

028-665-0975

028-622-5241

028-649-3717

028-663-3715

028-622-0476

028-665-8890

028-654-2188

028-666-8668

028-658-1855

028-667-6521

028-612-8350

028-653-1001

028-621-1541

028-643-8998

宇都宮医療圏

住所 電話番号

小林診療所

いとう医院

真岡中央クリニック

高橋内科クリニック

柴小児科

二宮中央クリニック

岡田内科クリニック

鈴木医院

松谷内科胃腸科クリニック

真岡市熊倉3-10-7

真岡市高田1577-4

真岡市上高間木2-24-4

真岡市西郷119-1

真岡市台町4192

真岡市久下田712-2

芳賀郡市貝町赤羽2658-11

芳賀郡益子町益子1747-2

芳賀郡芳賀町祖母井1708-17

0285-82-3873

0285-75-0100

0285-82-2245

0285-84-7580

0285-82-2764

0285-74-5511

0285-68-3332

0285-72-2032

028-677-1631

県東医療圏

松永医院

河口医院

中元内科医院

介護老人保健施設にしかた

うづまクリニック

田村医院

藤沼医院

大平下病院

とちぎ診療所

獨協医科大学病院　神経内科

前原医院

松本内科医院

いなば内科クリニック

野木病院在宅診療部　希望

自治医大ステーション・

ブレインクリニック

山本整形外科医院

佐藤内科

しもつけクリニック

自治医科大学附属病院

総合診療内科

つるかめ診療所

小口内科小児科医院

やまだ脳神経外科クリニック

関医院

星野病院

藤原クリニック

友井内科クリニック

高岩内科医院

いしい整形外科

杉村病院

ハンディクリニック

近藤クリニック

栃木市岩舟町古江98

栃木市錦町6-12

栃木市今泉町2-10-18

栃木市西方町金崎273

栃木市川原田町1608-1

栃木市大平町西水代1835-1

栃木市大平町富田592-1

栃木市大平町富田1665

栃木市片柳町5-11-9

下都賀郡壬生町北小林880

下都賀郡壬生町中央町3-21

下都賀郡壬生町中央町6-37

下都賀郡野木町丸林583-3

下都賀郡野木町友沼5320-2

下野市医大前3-2-2小泉ビル3階

下野市駅東6-1-22

下野市石橋839-14

下野市薬師寺3171-4

下野市薬師寺3311-1

下野市緑3-18-16

河内郡上三川町上三川3358

河内郡上三川町西汗1701-47

小山市中久喜5-2-1

小山市粟宮1-7-8

小山市雨ヶ谷新田71-1

小山市駅東通り1-3-3

小山市駅東通り2-38-13

小山市犬塚1-21-8

小山市城山町2-7-18

小山市西城南6-3-9

小山市天神町1-9-22

0282-55-8869

0282-22-5752

0282-27-2325

0282-92-2324

0282-24-4821

0282-43-3368

0282-43-2233

0282-43-2222

0282-25-3225

0282-86-1111

0282-82-0141

0282-82-2002

0280-57-0770

0280-56-1199

0285-37-8721

0285-44-6820

0285-53-1305

0285-32-6331

0285-44-2111

0285-32-6011

0285-56-2109

0285-55-1340

0285-22-0285

0285-23-7227

0285-27-2421

0285-30-1111

0285-22-0170

0285-20-3588

0285-25-5533

0285-28-6777

0285-23-2825

県南医療圏

長島医院

板橋医院

志賀クリニック

亀田医院

くまいクリニック　

綿引クリニック

おぬき内科クリニック

あしかがメンタルクリニック

青木病院

筑波医院

山浦内科医院　

足利赤十字病院

うるしばら内科クリニック

西田医院　

福地医院

足利第一病院

亀田医院ペインクリニック

中谷医院

関内科医院

佐野市葛生東1-10-27

佐野市犬伏新町1308-2

佐野市赤見町3152

佐野市村上町111-1

佐野市田沼町732-2

佐野市奈良渕町325-15

佐野市並木町1441-4

足利市田中町826-2

足利市本城1-1560

足利市羽刈町57

足利市五十部町1256-5

足利市五十部町284-1

足利市借宿町610-7

足利市小俣町1789-1

足利市西新井町3178

足利市大月町1031

足利市朝倉町3-16-5

足利市通2-2646-1

足利市利保町3-7-1

0283-84-1108

0283-21-5335

0283-25-3222

0283-22-6045

0283-62-0014

0283-24-5511

0283-20-5080

0284-70-5577

0284-41-2213

0284-71-1633

0284-21-6653

0284-21-0121

0284-70-7177

0284-65-0088

0284-71-2161

0284-44-1212

0284-72-2233

0284-41-3591

0284-44-0880

両毛医療圏

検 索とちぎオレンジドクター

医療機関名 住所 電話番号

（H30.３現在）


