もの忘れ検診精密検査実施医療機関一覧（令和3年2月1日現在、50か所）
※ 受診にあたっては、予約制を設けている医療機関もありますので、必ず事前にご確認くださいますようお願いいたします。（予約をしてない場合、受診できないこともあります。）
※ なお、本リストは、名古屋市において確認した医療機関を掲載したものであり、リスト以外の医療機関を受診いただいても構いません。
※検査内容については、記載されたすべての検査を実施するわけではありません。医師等が診断に必要と判断した検査を実施するものです。

医療機関名

診療科名

郵便番号

所在地

電話番号
721-7171

検査内容
血液検査
○

画像検査等

名古屋市立東部医療センター

464-8547 千種区若水1-2-23

ちくさ病院

464-0075 千種区内山2-16-16

741-5331

○

頭部CT、頭部MRI

AOI名古屋病院

461-0001 東区泉2-2-5

932-7152

○

頭部CT、頭部MRI

462-8508 北区平手町1-1-1

991-8121

名古屋市立西部医療センター

頭部CT、頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ

医療法人愛仁会名春中央病院

内科

462-0013 北区東味鋺1-2401

901-6131

〇

頭部CT、頭部MRI

大隈病院

脳神経内科

462-0825 北区大曽根2-9-34

991-2111

○

頭部CT、頭部MRI

名鉄病院

脳神経内科

451-0052 西区栄生2-26-11

551-2802

〇

頭部CT、頭部MRI、胸部レントゲン、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ、心電図、尿検査、

名古屋第一赤十字病院

脳神経内科

453-8511 中村区道下町3-35

481-5111

○

頭部CT、頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ

偕行会城西病院

内科、神経内科（もの忘れ外来）

453-0815 中村区北畑町4-1

485-3777

〇

頭部CT、頭部MRI、［（R3年4月～）SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ］

453-0801 中村区太閤3-7-7

452-3165

名古屋セントラル病院
独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター

脳神経内科

460-0001 中区三の丸4-1-1

951-1111

〇

頭部CT、頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ、脳波検査

ＮＴＴ西日本東海病院

内科

460-0017 中区松原2-17-5

291-6391

〇

頭部CT、頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ

神経内科渡辺クリニック

神経内科

460-0004 中区新栄町1-3

955-5060

〇

頭部CT

○

頭部CT、頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ

名古屋大学医学部附属病院
名古屋第二赤十字病院

日丸名古屋ビル3F

741-2111

466-8560 昭和区鶴舞町65
脳神経内科、リハビリ

医療法人交正会精治寮病院
社会福祉法人聖霊会聖霊病院

466-8650 昭和区妙見町2-9

832-1121

466-0064 昭和区鶴舞4-16-27

741-1231

466-8633 昭和区川名山町56

832-1181

医療法人白水会白水クリニック

脳神経内科

466-0824 昭和区山里町159－1

861-0099

〇

頭部CT、頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ

オレンジクリニック

内科、神経内科

466-0842 昭和区檀溪通1丁目36番地ハピネス川名１F

861-0062

〇

頭部CT、頭部MRI

467-8602 瑞穂区瑞穂町字川澄1

851-5511

名古屋市立大学病院
名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院

脳神経内科

467-8622 瑞穂区弥富町密柑山1-2

835-3811

○

頭部MRI

医療法人充生会野々村クリニック

脳神経外科内科、心療内科

467-0056 瑞穂区白砂町1－19

831-6611

〇

頭部CT、頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ、VSRAD

456-8611 熱田区五番町4-33

654-2211
○

頭部CT、頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ

みなと医療生活協同組合協立総合病院
名古屋掖済会病院

脳神経内科

医療法人親和会富田病院

454-8502 中川区松年町4-66

652-7711

454-0957 中川区かの里一丁目301

302-4976

医療法人生生会まつかげシニアホスピタル

精神科、心療内科、老年内科、神経内科

454-0926 中川区打出2-347

352-3250

〇

頭部CT、頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ

名古屋西病院

内科

454-0869 中川区荒子2-40

361-0878

〇

頭部CT、頭部MRI

藤田医科大学ばんたね病院

454-0012 中川区尾頭橋3-6-10

321-8171

独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院

455-8530 港区港明1-10-6

652-5511

独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院

脳神経内科

457-8510 南区三条1-1-10

691-7151

〇

頭部CT、頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ

あいせい紀年病院

老年化

457-0042 南区曽池町4-28

821-7701

〇

頭部MRI

もりやま総合心療病院

精神科、神経科、心療内科

463-8570 守山区町北11-50

795-3560

〇

頭部CT、頭部MRI、脳波検査［（提携医療機関で実施）：SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ］

医療法人香流会紘仁病院

精神科

463-0034 守山区四軒家1-710

771-2151

〇

頭部CT、頭部MRI

名古屋市立緑市民病院

神経内科

458-0037 緑区潮見が丘1-77

892-1331

〇

頭部CT、頭部MRI

相生山ほのぼのメモリークリニック

老年内科、内科、老年精神科、心療内科

458-0011 緑区相川2丁目105

896-0088

〇

頭部CT、頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ

独立行政法人国立病院機構東名古屋病院

脳神経内科

465-8620 名東区梅森坂5-101

801-1151

〇

頭部CT、頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ

木村病院

内科、神経内科

465-0087 名東区名東本通2-22-1

781-1119

〇

頭部CT、頭部MRI

藤が丘さくらなみきクリニック

心療内科・精神科

465-0048 名東区藤見が丘25-2

八事病院

精神科、内科、リハビリテーション科など

468-0073 天白区塩釜口1-403

医療法人済衆館済衆館病院

脳神経内科

医療法人宝会七宝病院

769-1511

○

頭部CT〔（提携医療機関で実施）頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ〕

832-2111

○

頭部CT〔（提携医療機関で実施）頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ〕

481-0004 北名古屋市鹿田西村前111

0568-21-0811

〇

頭部CT、頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ

497-8505 あま市七宝町下田矢倉下1432

052-443-7800

藤が丘メディカルステーション2F

公立陶生病院

脳神経内科

489-8642 瀬戸市西追分町160

0561-82-5101

○

頭部CT、頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ

医療法人青和会中央病院

神経内科

489-0805 瀬戸市陶原町3-12

0561-82-1200

○

頭部CT、頭部MRI

藤田医科大学病院

認知症・高齢診療科

470-1192 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98

0562-93-2111

○

医療法人橘会東名病院

神経内科

480-1153 長久手市作田1-1110

0561-62-7511

医療法人陽和会春日井リハビリテーション病院附属クリニック 内科

480-0304 春日井市神屋町706

0568-88-0033

〇

頭部CT、頭部MRI

医療法人社団喜峰会東海記念病院

487-0031 春日井市廻間町字大洞681-47

0568-88-0568

〇

頭部CT、頭部MRI

486-0819 春日井市下原町字村東2090

0568-85-0077

脳神経内科

医療法人三仁会あさひ病院

頭部CT、頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ
頭部CT、頭部MRI

特定医療法人晴和会あさひが丘ホスピタル

精神科、心療内科

480-0304 春日井市神屋町字地福1295-31

0568-88-0284

○

頭部CT、〔（提携医療機関で実施）頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ〕

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

もの忘れセンター、もの忘れ外来

474-8511 大府市森岡町7-430

0562-46-2311

〇

頭部CT、頭部MRI、SPECT、DAT、MIBG心筋シンチ

