
  忘 検診 受診      留意点

    市保健福祉局福祉部    長寿推進課
８２９－１２８６ FAX ８２９－１９８１

もの忘れ検診に関するお問合せ先

年齢 対象者 生年月日
６５歳 昭和２６年４月２日生  昭和２７年４月１日生  
７０歳 昭和２１年４月２日生  昭和２２年４月１日生  
７５歳 昭和１６年４月２日生  昭和１７年４月１日生  
８０歳 昭和１１年４月２日生  昭和１２年４月１日生  

＜対象者早見表＞

この検診は、認知症に関する簡単なチェックリストを用いて、認知症の
有無    簡易的 検査        認知症 診断 行   
ではありません。

検診内容

  検診      市内在住  平成28年4月1日  平成29年
3月31日の間に、６５歳、７０歳、７５歳、８０歳になる方で、
     医療機関 認知症 診断 受     方 対象   

対象者

もの忘れ検診の結果、認知機能の低下が疑われる場合は、市が指定
  認知症診断医又   他 専門医療機関    精密検査 
御案内します。

認知症診断医等の
御案内

  忘 検診    費用 無料ですが、認知機能の低下が疑われ、
認知症診断医等 専門医療機関 受診  場合  別途 診療
情報提供書料等及 専門医療機関    医療費 発生します。

費用

もの忘れ検診の結果及び認知症診断医等による精密検査の結果は、
さいたま市及び医師会で情報を集約・共有し、検診を受診した本人が
特定できないように配慮したうえで、統計的な分析や検診の効果検証
 利用          

情報 共有及 利用

検診を受診された方に、さいたま市又はシニアサポートセンター（地域
包括支援    ）   介護予防教室等 御案内  専門医療機
関への受診勧奨のための御連絡をさせていただく場合がございます。

介護予防事業等の
御案内

認知症の早期発見、早期治療のために

受けましょう
認知症は、早期発見が重要です。
もの忘れ検診を受診して、
認知症の適切な治療や、

認知症予防のきっかけとしましょう。

対象者

  忘 検診 流 

受診期間 平成28年8月1日 平成29年3月11日

対象者

次の全てに該当する方
市内に居住している
平成28年4月1日 平成29年3月31日  
65 70 75 80歳      年齢   
医療機関 認知症 診断 受       

費用 無料 ※専門医療機関 受診  場合、
医療費       

持ち物

次のいずれかをお持ちください。
健康保険の被保険者証等
生活保護受給者証
中国残留邦人等支援給付受
給者本人確認証

検診を
受ける場所

市 指定  医療機関
※医療機関 一覧    パンフ
レットの中面を御覧ください。

※電話で予約のうえ、受診してく
ださい。



※受診前  必 医療機関 実施日 時間等 確認     出       ※ 住   区外 医療機関  受診     
区 医療機関名 住所 電話番号 区 医療機関名 住所 電話番号
さいたま新開橋クリニック 宮前町408‐1 795‐4760 みよしクリニック 大成町3‐248‐1 653‐7000
みはし医院 三橋6‐53 624‐2545 中山クリニック 上小町625‐4 657‐3500
すずき内科消化器科 三橋6‐1091‐1 620‐4303 加藤医院 櫛引町1‐515 663‐6226
    診療所 指扇1100‐2 624‐0238 河野外科胃腸科 三橋1‐891‐2 665‐2111
湯澤医院 西遊馬1260‐1 624‐3974 有馬内科 三橋1‐1504‐2 650‐8018
永田医院 土屋5 624‐4026 新藤医院 三橋4‐890‐1 624‐6233
須賀医院 島根484‐2 623‐7311 小野田クリニック 大和田町1‐937 812‐7071
橋本内科     中野林字袋262‐2 622‐8321          内科     大和田町1‐1275 684‐8822
   医院 中野林643 620‐1222 堀崎弘恵診療所 堀崎町564‐3 683‐1114
二ツ宮内科クリニック 二ツ宮3‐9 621‐0012 ハートの森クリニック 東大宮2‐35‐3 664‐8828
こみねクリニック 二ツ宮397‐1 782‐4799 さくらクリニック 東大宮2‐58‐10 668‐1222
むらのひがしクリニック 大成町4‐318‐3 788‐1781 桃木内科クリニック 東大宮4‐47‐8 661‐1032
大宮中央総合病院 東大成町1‐227 663‐2501 葉山眼科     東大宮5‐1‐2 扶桑ﾋﾞﾙ2F 687‐1081
大宮クリニック 東大成町1‐497 MJ赤柴ビル6F 664‐4701 ひろクリニック 東大宮5‐39‐3 英和ﾋﾞﾙ5階 812‐5961
シマヅ内科医院 東大成町2‐79‐2 663‐2944 東大宮内科クリニック 東大宮5‐53‐3 681‐7788
七夕通りクリニック 日進町2‐853‐2 669‐8877 とよだ医院 東大宮6‐36‐1 MGﾌﾟﾗｻﾞ1階 682‐7670
三好医院 日進町2‐1083 663‐1829 中村医院 東大宮7‐73‐2 687‐2455
       菅又     日進町3‐430‐1 669‐1155 大宮厚生病院 片柳1 683‐1861
冨安医院 日進町3‐760‐1 662‐6100 大宮共立病院 片柳1550 686‐7151
小野整形外科皮膚科 吉野町1‐340‐3 665‐2900 高島医院 東新井866‐7 685‐3431
石塚内科クリニック 吉野町1‐377‐4 661‐0888 南斗クリニック 南中野860‐1 884‐9919
さいとう医院 宮原町1‐213‐1 662‐0533 冨田クリニック 中川1023 680‐2311
高橋クリニック 宮原町2‐22‐12 662‐2777 大谷クリニック 大谷14‐1 682‐3333
健英会 鈴木医院（宮原） 宮原町2‐24‐1 664‐5256 小越医院 大谷1684 684‐7167
有隣医院 宮原町3‐229 664‐5625         東門前43‐1 682‐2839
谷医院 宮原町3‐577 651‐7338 森本医院 深作3‐25‐16 685‐5922
藤井内科医院 宮原町4‐108‐1 667‐4500 ゆり内科クリニック 上落合1‐11‐15 ｱｽｸ新都心ﾋﾞﾙ2F 840‐5222
         宮原町4‐15‐10 664‐5725 新都心          上落合2‐6‐1 858‐6600
松本医院 奈良町162‐8 652‐3587    内科     上落合2‐9‐30 ﾊｰﾓﾆｯｸﾋﾞﾙ1Ｆ 840‐5235
池部医院 奈良町37‐11 663‐3841 濱田診療所 上落合3‐3‐5 852‐1079
里村医院 植竹町1‐157 663‐2158 北与野耳鼻咽喉科 上落合3‐3‐54 857‐0051
箕田医院 盆栽町290 663‐1208 ＫＹ胃腸     上落合4‐2‐3 井山ﾋﾞﾙ1F 852‐0710
    北部医療    ※１ 盆栽町453 663‐1671 新都心        上落合5‐17‐1 S4ﾀﾜｰ１Ｆ 854‐0202
松田内科     土呂町1‐18‐19 662‐3330         上落合5‐17‐1 S4ﾀﾜｰ１Ｆ 851‐6531
田中内科小児科医院 土呂町1‐23‐4 663‐3505 生駒医院 上落合6‐9‐8 852‐3252
    内科     土呂町1‐26‐3 793‐7768          上落合9‐9‐8 ｻﾝﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ2F 858‐2180
小池内科     土呂町2‐23‐6 662‐8600 竹沢     上落合9‐11‐12 767‐3122
細井     本郷町152 663‐7131          下落合2‐16‐9 823‐7555
大島クリニック 本郷町558‐1 654‐0053 ねぎし内科・神経内科クリニック 下落合2‐19‐16 831‐9751
新都心         北袋町2‐389‐1 783‐3183 澁谷診療所 下落合3‐4‐5 831‐7706
飯島医院 吉敷町3‐28 641‐7205 川勝医院 下落合4‐20‐10 852‐9885
大宮          浅間町1‐188 1F 648‐5578 井原医院 下落合6‐12‐25 852‐4569
穂坂医院 天沼町1‐63 641‐2595 臼田外科医院 下落合6‐16‐11 853‐4728
佐藤内科外科医院 天沼町1‐147 641‐5257 林田医院 下落合7‐1‐26 825‐9315
関口医院 天沼町2‐941‐1 641‐2487 安藤     鈴谷2‐717‐1 795‐8908
大宮双愛病院 堀 内町2‐160 643‐1200     内科     鈴谷5‐3‐12 858‐0888
医療法人藤慈会 至誠堂冨田病院 堀 内町2‐564 686‐2251 飯塚医院 鈴谷8‐8‐28 852‐2910
武井医院 堀 内町3‐161‐3 641‐5614     診療所 大戸3‐12‐8 762‐8351
寺師医院 寿能町2‐72 641‐6059 まちの内科クリニック 円阿弥7‐11‐23 859‐8881
本橋医院 高鼻町3‐5‐1 641‐0903 仙波内科医院 桜丘1‐6‐21 854‐2712
        土手町2‐1‐3 ｶｵﾙﾋﾞﾙ1F 648‐6551 石川医院 本町西1‐3‐16 852‐3123
田中内科大宮糖尿病     大門町2‐94 福呂屋ﾋﾞﾙ5階 643‐3333 岩崎医院 本町東1‐13‐10 853‐2121
蓮見医院 大門町3‐108‐8 641‐0365 三村医院 本町東2‐7‐9 852‐8701
   医院 仲町2‐61 641‐1746 岡戸医院 本町東2‐12‐5 840‐1450
長谷川内科 循環器科医院 下町2‐67 643‐2305 しおや消化器内科クリニック 本町東3‐3‐3 840‐4082
小島医院 大成町1‐109 664‐2587 阪医院 本町東4‐27‐8 852‐9949

※１ 独立行政法人地域医療機能推進機構     北部医療    
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もの忘れ検診 実施医療機関一覧
※受診前  必 医療機関 実施日 時間等 確認     出       ※ 住   区外 医療機関  受診     
区 医療機関名 住所 電話番号 区 医療機関名 住所 電話番号

もの忘れ検診 実施医療機関一覧

久米井医院 本町東5‐6‐8 853‐6314 阿部内科クリニック 太田窪2‐10‐26 885‐8731
あきもと内科クリニック 新中里1‐3‐3 埼大通 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2F 816‐6122 石井内科医院 太田窪2‐17‐12 882‐9501
駒橋内科医院 新中里5‐2‐5 834‐5151     病院 太田窪1973‐5 885‐5307
    心療     新都心4‐8 新都心ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ3F 600‐5555 田中医院 太田窪2923‐2 882‐5689
松谷内科医院 西堀3‐1‐17 862‐4003 虹     大谷口2494‐1 711‐7075
林病院 西堀8‐4‐1 855‐5511 山﨑     白幡6‐18‐18 865‐2525
木村医院 田島5‐24‐1 862‐5500 長澤内科医院 辻4‐7‐5 863‐1211
おちあい脳クリニック 田島5‐25‐3 710‐7575 高野医院 辻7‐6‐12 861‐2712
三宅耳鼻咽喉科医院 田島6‐2‐13‐2 839‐4711 北原     文蔵1ｰ16ｰ8 865‐8622
すずのきクリニック 田島7‐17‐21 845‐5566 池田医院 文蔵1‐20‐17 861‐6126
伴医院 田島9‐12‐12 862‐5917 大石医院 文蔵2‐30‐14 872‐0014
西部総合病院 上大久保884 854‐1111 宮田     別所3‐13‐20 863‐8888
川村医院 白鍬325‐2 855‐2279 清水医院 別所3‐38‐9 861‐1638
鎌田医院 岸町4‐23‐8 829‐2077 デュエット内科クリニック 別所6‐18‐8 866‐7350
石川内科 岸町4‐24‐12 822‐4080 まつもと内科・神経内科クリニック 別所7‐2‐1‐312 844‐8377
水谷医院 岸町6‐3‐15 822‐3035 ライブクリニック 別所7‐6‐8‐302 872‐0671
岩崎内科診療所 岸町7‐1‐2 822‐8557 中村     根岸3‐3‐10 836‐2888
九里医院 東岸町2‐15 882‐9503 秋葉病院 根岸5‐13‐10 864‐0066
高梨医院 高砂1‐8‐10 822‐2220 塩沢     沼影1‐22‐6 862‐6532
吉野医院 東高砂町27‐6 882‐2598    内科 鹿手袋2‐5‐1 845‐2002
菊池医院 仲町2‐6‐14 833‐3510 北濱        四谷2‐1‐3 838‐5666
石田医院 仲町4‐16‐1 861‐2186 常徳医院 曲本3‐6‐2 844‐6655
楢原医院 東仲町4‐17 882‐3779 原医院 曲本4‐10‐11 864‐6662
大谷内科胃腸科 東仲町30‐20 883‐1177 川田クリニック 南本町2‐22‐2 833‐8822
康成     常盤9‐4‐8 835‐3321 岸林     太田窪1‐23‐10 886‐3662
大島内科クリニック 常盤9‐31‐8 831‐4868 関根内科医院 原山1‐12‐16 882‐2925
松田クリニック 常盤9‐32‐15  3F 823‐4651 原田医院 原山1‐20‐5 882‐8597
馬場内科消化器科クリニック 常盤10‐10‐18  2F 831‐9938 ふたばクリニック 原山4‐33‐24 883‐2812
登坂医院 北浦和1‐1‐11  3F 886‐2325 田嶋内科 中尾971‐2 873‐6067
  心      北浦和1‐1‐7 2F 813‐0707   内科     三室950‐1 876‐0360
   内科 北浦和1‐16‐7 753‐9510 関山医院 上野田71 878‐0041
阿部     北浦和3‐7‐3 833‐3633 青空    内科     下野田658 812‐0220
           北浦和3‐11‐1 1F 793‐5766                  大門3710 ｲｵﾝﾓｰﾙ浦和美園1階 812‐1888
大原医院 北浦和3‐19‐17 831‐3880           大門4430 799‐2320
星内科     北浦和4‐1‐11 831‐5750          大門4443‐1 711‐1671
浦和民主診療所 北浦和5‐10‐7 832‐6172    内科     芝原3‐35‐1 810‐5335
   医院 針 谷2‐14‐3 833‐6226     診療所 東大門2‐22‐2 878‐6509
阪医院 針ヶ谷3‐11‐13 825‐1951 ハーモニークリニック 松木3‐16‐6 875‐7888
塩野胃腸科 上木崎2‐14‐2 833‐8513 高橋内科クリニック 東浦和4‐5‐7 875‐8611
やまうちクリニック 上木崎2‐7‐13 823‐7800 しもむら内科クリニック 東浦和4‐8‐2 876‐0111
恵生医院 上木崎4‐8‐15 824‐7121 舟田クリニック 東浦和5‐13‐5 875‐2211
わかば医院 上木崎4‐11‐20 831‐9204 末次医院 岩槻5166 757‐0211
木崎診療所 木崎1‐2‐11 886‐3546 金沢     太田1‐1‐18 758‐1547
和田記念医院 領家2‐2‐2 886‐8508 丸山記念総合病院 本町2‐10‐5 757‐3511
青木内科     領家2‐9‐17 886‐5014 岩槻内科胃腸科 本町3‐4‐18 790‐1188
石川医院 前地3‐11‐18 882‐9739 メンタルクリニック美波 本町4‐3‐2  ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾙｽﾞ1Ｆ 749‐8373
志村医院 本太1‐19‐5 882‐7919 永島医院 仲町2‐8‐31 756‐0607
早川内科小児科医院 本太5‐29‐15 882‐6025 眞弓循環器科クリニック 西町1‐1‐26          202 790‐1611
古藤内科医院 元町1‐22‐6 886‐6753 滝本眼科 西町1‐5‐31 758‐1679
岩﨑内科     元町2‐1‐16 886‐2869 牛山内科外科胃腸科医院 西町4‐2‐4 756‐1219
佐藤クリニック 元町2‐8‐12 886‐9240 南平野クリニック 南平野3‐32‐5 756‐7281
石井医院 神明1‐22‐6 822‐3491 岩槻南病院 黒谷2256 798‐2001
           南浦和1‐33‐15 811‐2211 田中          鹿室987‐1 794‐0606
松永内科クリニック 南浦和2‐31‐19 871‐2500 いしまるクリニック 諏訪2‐2‐15 793‐1409
しのざき脳神経外科・産婦人科クリニック 南浦和3‐28‐7 887‐1881
南浦和高崎医院 南浦和3‐42‐54 882‐1828
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