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認知症の方とその介護者を支援する
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認知症の相談は、ご自身のかかりつけ医や、もの忘れ相談医、認知症疾患医療セ

ンターなどがあります。早めに相談しましょう。 

１ ご自身のかかりつけ医に相談しましょう。 

 高血圧や糖尿病などで普段通っている医療機関（医師）へ、 

まず、相談してみましょう。 

＊かかりつけ医を持つメリット 

「かかりつけ医」は、日常的な診療や健康管理などを行ってくれる身近で信頼

できるお医者さんです。かかりつけ医は、患者さんの生活習慣や病歴などを把

握しています。そのため、精密検査や高度な治療が必要になった場合は、適切

な医療機関や専門医を紹介することができます。かかりつけ医は患者さんの病

状にもよりますが、病気を見るよりもその人を見ています。

定期的にかかりつけ医に通院している方が、ほかの医療機関を受診する場合

は、いつどういう医療機関にかかって、どんな薬をもらったなどを伝えておく

ことで、薬の重複も防ぐことができます。 

健康な方が医療機関にかかることは少ないと思いますが、各種検診の機会を

利用して、健康面の不安なことについて、医師に相談してはいかがでしょうか。 

健康なうちから、かかりつけ医をもち、日頃からの健康管理を行いましょう。 

認知症の相談ができる医療機関等のご案内 

認知症は、早期受診・早期治療が重要！！ 

受診時や相談時にメモを持参しましょう。 

○本人の経過（どんな症状が、どれくらい続いているのか） 

○本人や家族が心配になった出来事 

○本人がこれまでにかかった病名、飲んでいる薬 

○症状変化のスピード（急激に悪化、ゆるやかに悪化なのか） 



2 

２ 認知症疾患医療センター一覧（県内） 

認知症疾患医療センターは、都道府県（埼玉県）が指定する認知症専門の医

療機関です。認知症に関する専門医療相談や診断などを行い、地域の保健医療・

介護機関と連携を図る、地域の認知症疾患対策拠点です。 

＊認知症初期集中支援チーム  

病院名 住所 電話 

秩父中央病院 秩父市寺尾1404 0494-22-9366

武里病院 春日部市下大増新田9-3 048-738-8831

西熊谷病院 熊谷市石原572 048-599-0930

丸木記念福祉メディカル

センター 

毛呂山町毛呂本郷38番地 049-276-1486

戸田病院 戸田市新曽南３丁目4-25 048-433-0090

済生会鴻巣病院 鴻巣市八幡田849 048-501-7191

菅野病院 和光市本町28番３号 048-464-6655

あさひ病院 狭山市大字水野592番地 04-2957-1202

久喜すずのき病院 久喜市北青柳1366-1 0480-23-3300

埼玉精神神経センター 

（さいたま市指定） 

さいたま市中央区本町東6-11-1 048-857-6811

越谷市では、認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活していける 

よう、認知症の早期発見、早期支援を目的に新たな取り組みを始めました。 

＊認知症初期集中支援チームとは？ 

医療、福祉・介護の専門職員が、認知機能の低下によってご本人やご

家族が困っていることなどを家庭訪問により確認し、最長６か月を目安

に集中的な支援をします。症状に合った対応のアドバイスも行います。

＊対象になる方 

40 歳以上で自宅で生活している認知症の方や認知症が疑われる方

で、次のいずれかに該当する方です。 

・認知症の診断を受けていない、または治療を中断している 

・医療サービスや介護サービスなどを利用していない 

・何らかのサービスを利用しているが、認知症による症状が強く、 

どのように対応してよいか悩み困っている 

ご相談は越谷市地域包括支援センターでお受けします（裏表紙参照）。

【平成３１年４月現在】  
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地区 番号 医療機関名 休診日
もの忘れ
相談

専門外来 住所 電話(048)

1 大越医院 祝・日・木・土（午後） ● 平方1705-1 976-5102

2 大泊クリニック 祝・日 ● 大泊793-5 978-6323

3 遠藤クリニック
金・日（午後）・
月～木（午前）・土（午前）

● 千間台東1-9-1 978-1781

4 関医院 祝・日・木・土（午後） ● 弥十郎95 975-2707

5 新世紀脳神経外科
祝・水・金（午後）・
日（午後）

● 船渡117-1 971-3366

6 工藤脳神経外科クリニック
祝・日・木（午後）・
土（午後）

● 花田2-33-19 966-2500

7 小島医院 祝・日・木・土（午後） ● 東越谷2-6-1 962-8400

8 越谷市立病院 　※１ 祝･日・土 ● 東越谷10-32 965-2221

9 やまぐち内科クリニック
祝・日・土（午後）・
木（午後）

● 東越谷9-130-1 992-7300

10 南埼玉病院 祝・日・火～金（午後） ● ● 増森252 965-1151

11 駅ビル医院「せんげん台」 ※２
第三日・祝（午後）・
日（午後）・土（午後）

● 千間台西1-67 トスカ5階 978-1113

12 慶和病院 　※３ 祝･日・土（午後） ● ● 千間台西2-12-8 978-0033

13 順天堂越谷病院　※４
祝・日・土（第2）・
土（午後）

● 袋山560 975-0321

14 松尾医院 祝・日・木 ● 恩間283-1 977-5963

15 山口整形外科・内科クリニック　※５
祝・水･日（第2・4）・
日（午後）・土（午後）

● 袋山1361-8 977-0123

16 武重医院 祝・日・水・土（午後） ● 袋山1418-2 Nビル2F 975-0405

17 しもかわクリニック 　※６
祝・日（第2・4）・
日（午後）・土（午後）

● 袋山2048-1 970-7770

桜井

大袋

増林

新方

３ 越谷市の認知症・もの忘れ相談医一覧 

越谷市内の認知症の相談ができる「もの忘れ相談」と認知症の検査等ができる

「専門外来」の一覧です。             

【平成３１年１月現在】  

※１ 専門外来 水・金曜日 

※２ もの忘れ外来 火曜日と金曜日（午前） 

※３ もの忘れ外来 金曜日のみ 

※４ もの忘れ外来 水曜日（午前） 

※５ 初診のみ午後の受付 

※６ 木・日曜日は、もの忘れ相談休診 
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地区 番号 医療機関名 休診日
もの忘れ
相談

専門外来 住所 電話(048)

荻島 18 若葉クリニック
祝･日・木
※午後診療なし

● 南荻島4371-2 978-9010

北越谷 19 石川医院（北越谷）
祝・日・水（午後）・
土（午後）

● 北越谷2-20-11 976-4900

20 南越谷健身会クリニック　※７ 祝・日（午後）・土（午後） ● 七左町1-304-1 990-0777

21 北辰病院 　※８ 祝・日 ● ● 七左町4-358 985-3333

22 ハラクリニック 祝・日・木・土（午後） ● 大間野町4-176-1 987-1511

23 清松クリニック 祝・日・木 ● 南越谷1-16-1　布武ビル 986-6105

24 木村クリニック
祝・日・木・水（午後）・
土（午後）

● 登戸町38-3 985-1881

25 こしがや脳神経外科
祝・日・木（午後）・
土（午後）

● 蒲生寿町5-7 988-7892

26 蒲生天神橋クリニック
祝・日・木（午後）・
土（午後）

● 伊原1-4-52 961-7800

27 越谷ハートフルクリニック 祝・日・土（午後） ● 川柳町3-50-1 989-8020

大相模 28 田代クリニック愛 祝･日・水・土（午後） ● 相模町6-484 984-7124

大沢 29 越谷津田医院 祝・日・土（午後） ● 大沢3-21-11　1階 977-1177

30 小泉クリニック 祝・日・水 ● 中町10-22-101 969-0678

31 岡野クリニック
祝・日・木（午後）・
土（午後）

● 赤山本町7-2 969-0223

南越谷 32 獨協医科大学埼玉医療センター
祝・日・土(第3）・
月～土（午後）

● ● 南越谷2-1-50 965-1111

越ケ谷

川柳

蒲生

出羽

照会先：一般社団法人 越谷市医師会 

※７ もの忘れ外来 月曜日（終日受付）、水・木・土曜日（午前のみ受付） 

※８ もの忘れ外来 月・火・水曜日のいずれも午後 
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４ 越谷市まちかど介護相談薬局、かかりつけ薬剤師・薬局 

あれ？朝の薬飲んだかな？ 

あれ？薬どこに置いたかな？ 

あれ？たくさん薬があってどうしよう？ 

こんなお悩みありませんか？ 

複数のお医者さんにかかり、薬局もお薬手帳もたくさん！！ 

薬で困った時は、薬剤師にご相談ください。 

＊越谷市まちかど介護相談薬局     ＊かかりつけ薬剤師・薬局 

介護保険制度の仕組みやサービス内

容、介護で困っていることなどを、

越谷市の指定を受けた薬剤師に、無

料で相談できる薬局です。 

 次ページの一覧表をご覧くださ

い。 

飲み残した薬の管理、薬の副作用、 

市販薬と処方せんでもらった薬の飲

み合わせ、複数の医療機関からもら

った薬の飲み合わせなど、薬につい

ての相談ができます。かかりつけ薬

剤師・薬局をもちましょう。 
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地 区 番号 薬　局　名 定休日
在宅
応需

まちかど
相談

住　　所
電　話
(048)

1 ﾚﾓﾝ薬局下間久里店 木・日・祝日 ○ ○ 下間久里998-1 979-9362

2 ａｂｃ薬局せんげん台店 日・祝日 ○ ○ 上間久里1041-1 973-3201

3 レモン薬局せんげん台店 日・祝日・第2土曜日 ○ ○ 上間久里1028-1 978-6002

4 びいく薬局 火・土・祝日 × ○ 平方1975-3 975-1883

5 たから薬局越谷店 日・祝日 ○ ○ 平方1705-5 970-8477

6 くすりやシーエス薬局 日・祝日・第3木曜日 × ○ 平方南町6-2 974-1497

7 東口薬局 祝日 ○ ○ 千間台東1-9-12 978-5352

8 弥十郎薬局 水・日・祝日 × ○ 弥十郎675-1 970-3711

9 Ｒ’センジュドウ薬局 木・日・祝日 ○ ○ 弥栄町1-105-183 979-5559

10 花田薬局 日・祝日 × ○ 花田2-33-22 963-5253

11 サン薬局 日・祝日 ○ ○ 増森247-3 969-3577

12 (有)なかざと薬局 土・日・祝日 × ○ 東越谷9-43 964-8555

13 ふれあい薬局 土・日・祝日 ○ ○ 東越谷9-1-1 962-8911

14 あるも薬局 日・祝日 ○ ○ 東越谷9-128 940-2601

15 訪問薬樹薬局　越谷 土・日・祝日 ○ ○ 東越谷10-36-7 962-0010

16 薬樹薬局越谷 日・祝日・土曜日午後 ○ ○ 東越谷10-36-8 964-9994

17 サンコー薬局 水・祝日・第2、第4日曜日 ○ ○ 袋山1361-8 979-1141

18 クローバ薬局 祝日・第2、第4日曜日 ○ ○ 袋山2047-2 976-7377

19 共創未来大袋薬局 日・祝日 ○ ○ 袋山1557-26　コーポ並木104 979-3061

20 鈴薬局大袋店 なし ○ ○ 袋山1199 山崎ビル1F 940-8273

21 鈴木薬局 第3日曜日 ○ ○ 千間台西1-67　ﾄｽｶ4F 978-3741

22 ひまわり薬局せんげん台 日・祝日 ○ × 千間台西2-6-13 979-0050

23 アクア薬局千間台店 日・祝日 ○ ○ 千間台西4-19-37 970-3630

荻島 24 鈴薬局南荻島店 水・日・祝日 ○ ○ 南荻島4265-1 967-5480

北越谷 25 アサヒ薬局北越谷店 日・祝日 ○ ○ 北越谷2-32-1 ｾﾝﾄﾛｰｽﾞ１F 971-0263

26 越谷クローバ薬局 祝日 ○ ○ 七左町1-307-3 990-7313

27 エコー薬局 日・祝日 × ○ 宮本町5-191-10 964-0011

28 すみれ薬局 日・祝日 ○ ○ 神明町3-3-11 969-7271

出羽

桜井

新方

増林

大袋

越谷市まちかど介護相談薬局一覧 

【平成３１年１月現在】
（桜井～出羽地区）

照会先：一般社団法人 越谷市薬剤師会 
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地 区 番号 薬　局　名 定休日
在宅
応需

まちかど
相談

住　　所
電　話
(048)

29 そね薬局 日・祝日・土曜日午後 ○ × 瓦曽根1-20-35 951-4191

30 メープル薬局越谷店 日・祝日 ○ ○ 瓦曽根1-6-14 940-0966

31 コスモ薬局越谷東 日・祝日 ○ ○ 瓦曽根2-1-27 960-3810

32 コスモ薬局在宅療養支援センター 水・日・祝日 ○ ○ 瓦曽根2-9-20 971-5550

33 永井薬局 日・祝日 × ○ 蒲生寿町14-16 986-3028

34 えびす薬局  日・祝日 ○ ○ 蒲生寿町14-35 本中ｺｰﾎﾟ１F南 972-5031

35 ウエルシア越谷蒲生薬局 なし ○ ○ 南町1-15-27 990-8260

36 藤助薬局 日・祝日 ○ ○ 蒲生1-5-45 986-3023

37 (有)ひかり薬局 日・祝日 ○ ○ 南越谷1-6-62 ｺｰﾎﾟ南越谷 989-6555

38 マツモトキヨシ新越谷駅ﾌﾟﾗｻﾞ館店 日・祝日 × ○ 南越谷1-11-4 新越谷ｳﾞｧﾘｴﾌﾟﾗｻﾞ１F 988-8021

39 昭和中央薬局 日・祝日 ○ ○ 南越谷1-17-8 985-9098

川柳 40 つばさ薬局南越谷店 日・祝日 ○ ○ 川柳町3-53-3 940-8044

41 オリーブ薬局 日・祝日 × ○ 大成町6-401-1 990-4101

42 まごころ薬局 日・祝日 ○ ○ 東町2-120-60 989-1919

43 イオン薬局レイクタウン店 なし ○ ○ レイクタウン3-1-1 930-7150

44 共創未来レイクタウン薬局 日・祝日 ○ ○ レイクタウン6-1-8 972-5121

45 コスモ薬局レイクタウンDMビル なし ○ × レイクタウン8-10-6 973-7490

46 けんゆう薬局 日・祝日 × ○ 大沢3-10-10 978-5376

47 ハート薬局北越谷店 日・祝日 ○ ○ 大沢3190-2 966-7806

48 みんなの薬局越谷駅前店 水・日・祝日 ○ ○ 越ヶ谷1-3-8 ﾒﾃﾞｨﾆﾃｨﾋﾙｽﾞ越谷１F 967-1193

49 昭和堂薬局  日・祝日 ○ ○ 中町10-26 969-1611

50 弥生薬局 祝日 ○ ○ 弥生町1-9 965-3386

51 安心堂薬局 土・日・祝日 × ○ 赤山町1-163 962-4349

52 ニコニコ薬局 日・祝日 × ○ 赤山町1-198-1 940-3715

53 コスモ薬局 越谷 祝日 ○ × 赤山本町14-7 964-3802

54 ゆうあい薬局 日・祝日 ○ × 赤山本町8-2 964-2400

55 宮前薬局 木・日・祝日 × ○ 宮前1-5-1 965-8998

56 プラザ薬局 日・祝日・第3土曜日 ○ ○ 南越谷2-2-12 969-2766

57 薬局アポック南越谷店 祝日・第3土曜日 ○ ○ 南越谷2-2-12 ｺｱｰｽﾞﾋﾞﾙ１Ｆ 963-8751

58 ハート薬局南越谷店 火・日・祝日 ○ ○ 南越谷2-14-41 993-4907

59 サイトウ薬局 日・祝日 ○ ○ 南越谷3-19-10 966-3954

60 薬局エムズ 日・祝日 ○ ○ 南越谷4-5-2-102 989-5700

61 中島博心堂薬局 日・祝日 × ○ 蒲生茜町21-12 988-4193

62 コスモ薬局七左 日・祝日 ○ × 新越谷1-26-2 940-3241

63 ゆみ薬局越谷店 日・祝日 × × 元柳田町3-13 969-5300

南越谷

蒲生

大相模

大沢

越ヶ谷

越谷市まちかど介護相談薬局一覧 

【平成３１年１月現在】
（蒲生～南越谷地区）

照会先：一般社団法人 越谷市薬剤師会 
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５ 認知症と口腔ケア、かかりつけ歯科医師 

歯科医院を受診される高齢者の中には、長年通院しているのに最近なんとなく

窓口での対応がうまくいかなかったり、容貌などに変化が見られる患者さんがい

ます。 

窓口対応で気になるのは、受診日(予約日)を忘れて別の日に受診する、他科の

診察券を受付で出す、次の約束の日を何度も聞き返す、保険証をお返ししている

のに返してもらってないと言い張る、細かいお金がないので診察料を1万円で払

うなどの異変が感じられます。 

またそれまできちんとした身なりで来院していたのに頭髪はぼさぼさで服には

食べこぼしがついていたり、眼鏡が真っ白に曇っていたり、履物を取り違えて帰

ってしまうなどもあります。お口に関しては、歯ブラシをしてきたとのことで、

口腔内を拝見すると食べたものがそのまま残っていたり、義歯を外さず入れっぱ

なしにしている、または忘れて入れていないなどの症状が見られます。 

認知症で一番多いのがアルツハイマ－型の認知症です。認知症はそれ自体が病

気ではなく、いろいろな身の回りのことが自分でできなくなって支障をきたすこ

とを称します。歯科関連では、食べたことを忘れていつでも食物などを口に入れ

てしまう、目の前にある食べ物が認識されずに好き嫌いに関係なく口に入れよう

とします。注意をすると怒りだしたり、泣き出したり、暴力や暴言を吐くことが

あります。 

自分で少しずつ口の中の清掃(ブラッシング)ができないので、虫歯や歯周病が

進行しても痛みや腫れを訴えず、最終的には歯が折れたり、義歯が使えなくなっ

たりして、食べ物を口にすることを拒んだりすることもあります。 

口から食べなければ体力は低下し、自力での歩行や摂食行動もできなくなり、

車いすになります。認知症を発症してから車いすになるまでが第1段階とされて

います。その後摂食嚥下障害を繰り返し、誤嚥性肺炎に進むと経口摂取ができず、

体力低下になって、寝たきりの状態へ移行します。ここの時期が第2段階で、そ

の後栄養不良から終末期へと続きます。 

認知症は早期発見ができれば投薬治療により進行度合いを遅らせて、日常生活

をより長く継続することも可能です。特に口から食べられる期間を維持すること

が最重要課題と考えます。 

虫歯や歯周病の治療だけでなく、義歯の調整など早い時期にするとその後の経

過は安定するということも言われています。 

様子が変だと感じた時ぜひ地域での見守りなども活用して、歯科受診をお勧め

します。 

文責：越谷市歯科医師会 中里義博 平成３０年２月 
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【平成３１年１月現在】 

越谷市の歯科医院一覧  

地区 番号 医療機関名 住所
電話
(048)

1 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ天草病院歯科 平方343-1 974-1801

2 野口歯科クリニック 平方1833-6 978-6321

3 鈴木歯科医院 大里288-3 974-2661

4 西脇歯科医院 上間久里1041-1　2F 973-4001

5 山本歯科医院 下間久里397-1 979-2246

6 間久里ふじわら歯科クリニック 下間久里886-69 940-1814

7 たけうち歯科医院 千間台東1-2-2 979-8228

8 本間歯科医院 千間台東1-4-9 976-6781

9 小川歯科医院 千間台東1-9-1　千間台駅前ビル2F 976-2811

10 藤田矯正歯科 千間台東1-10-1　せんげん台ﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｻﾞ3F 970-1184

11 かげやま歯科クリニック 千間台東1-19-23 978-8241

12 こむろ歯科クリニック 弥十郎427-1 974-2578

13 深代歯科医院 弥十郎634 977-3350

14 ただしファミリー歯科クリニック 弥十郎705-5 971-0007

15 大木歯科医院 弥十郎727-8 974-7971

16 石塚歯科医院 花田1-13-18 966-0066

17 竹村歯科 花田3-6-7 966-4633

18 前田歯科医院 花田7-9-1　メゾンラフォーレⅡ105 964-8742

19 福地歯科医院 東越谷1-6-22 964-5000

20 清水歯科医院 東越谷3-7-7 965-2350

21 いえくに歯科医院 東越谷4-15-7 965-8778

22 きた歯科クリニック 東越谷6-27-13　 963-4618

23 ひらた小児・矯正歯科 東越谷6-28-2　こども薬局2F 969-6480

24 ひろ歯科医院 東越谷9-36-15 966-3744

25 栗田歯科医院 東越谷10-110-14 964-0700

26 藤森歯科医院 大林13 975-5432

27 渋谷歯科医院 千間台西1-67　せんげん台駅ビル4F 978-1182

28 せんげん台くすのき通り歯科 千間台西1-8-9　1F 973-7913

29 三浦歯科医院 千間台西1-9-8 977-1533

30 多田歯科医院 千間台西2-5-1 976-8183

31 アップル歯科 千間台西3-2-12　イオンせんげん台店2F 978-8181

32 斉藤歯科医院 袋山228 978-1659

33 東歯科医院 袋山1141-3 976-8248

34 やまざき歯科 袋山1347－6　シャングリラ2F 971-8884

35 くぼた歯科医院 袋山1380-9 974-6431

36 山本歯科クリニック 袋山1391-1 976-6874

37 大袋歯科医院 袋山1503-30 975-0352

38 日髙歯科医院 北越谷2-42-11　 977-4118

39 笠井歯科医院 北越谷3-1-4 977-2322

40 山下歯科医院 大間野町3-103-2 985-3117

41 川津歯科医院 宮本町3-148-5 965-4368

42 星和歯科 宮本町5-13-5 963-0161

43 パラシオン歯科医院 宮本町5-39-1　102 964-8241

44 浅沼歯科医院 蒲生旭町7-2 988-8241

45 松田歯科医院 蒲生旭町11-1 988-7210

46 中井歯科医院 蒲生寿町14-40 987-3182

47 大野歯科医院 蒲生寿町17-6 988-1388

48 大田歯科医院 蒲生寿町18-43 988-5396

49 浅賀歯科医院 南越谷1-1-57 985-1271

50 坂本歯科医院 南越谷1-6-57 988-8211

51 しのはら矯正歯科 南越谷1-12-10　ｲｰｽﾄｻﾝﾋﾞﾙ1-2F 985-5820

52 市川歯科医院 南越谷1-16-5　 987-2698

大袋

北越谷

出羽

蒲生

桜井

新方

増林
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地区 番号 医療機関名 住所
電話
(048)

川柳 53 歯医者の杜 伊原1-4-1　 988-0866

54 藤原歯科医院 相模町1-155　2F 985-4332

55 岡野歯科医院 相模町2-157-1 989-8777

56 かみむら歯科矯正歯科クリニック 相模町3-246-1 988-1182

57 井上歯科医院 大成町2-32-1 986-1631

58 藤井歯科医院 大成町7-274-4 985-2567

59 西方ファミリー歯科 西方1-3342-2 940-8051

60 岩佐歯科医院 西方2-6-1 969-1388

61 スマイル歯科レイクタウンクリニック レイクタウン9-1-29　ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ内 940-8180

62 藤田歯科医院 大沢3-6-1　パルテきたこし1F 970-8000

63 山﨑歯科医院 大沢3-10-1 977-8846

64 永石歯科医院 大沢3-18-12 975-5811

65 たざき歯科医院 東大沢1-11-16 975-7733

66 中井歯科クリニック 東大沢3-1-20 975-8228

67 上川歯科医院 東大沢5-16-1 960-2092

68 坂下歯科 赤山町1-53 969-3030

69 匠歯科クリニック 赤山町1-114-1　KIフラット1F 964-8818

70 いわもと歯科医院 赤山町2-136-1 962-6480

71 やまざき矯正歯科クリニック 赤山本町8-5　山六ビル1F 967-4618

72 アインス歯科 越ヶ谷1-1-1　柳沼ビル1F 971-6416

73 ハスミ歯科クリニック 越ヶ谷1-9-22 963-6482

74 コシガヤデンタルクリニック 越ヶ谷1-12-26-102 962-9141

75 小野歯科クリニック 越ヶ谷1-14-13 966-7222

76 池松歯科医院 越ヶ谷1-15-1 962-2229

77 オギハラ歯科医院 越ヶ谷2-2-34 967-0648

78 糸川歯科医院 越ヶ谷2-4-21 962-2762

79 あらかき歯科医院 越ヶ谷5-2-2　Ｋ'レセンテＡ 966-2322

80 河野歯科医院 越ヶ谷本町1-30 962-2355

81 安井歯科医院 越ヶ谷本町2-2 962-2894

82 大沢歯科医院 越ヶ谷本町8-1 962-3456

83 髙橋歯科医院 弥生町3-25 965-4184

84 たかとう歯科医院 弥生町17-1　越谷ﾂｲﾝｼﾃｨAｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ3F 966-8050

85 アップル歯科クリニック 中町8-17　ウィンハイム会田１階 940-2192

86 中里歯科医院 赤山町4-13-23 964-4268

87 寺内歯科医院 赤山町5-5-16 966-2225

88 マツナガ歯科医院 蒲生茜町2-14　グローリー茜1F 989-0008

89 タカハシ歯科医院 蒲生茜町12-7　アカネプラザ201 989-1817

90 浅香歯科口腔外科医院 蒲生茜町14-11 985-5819

91 成田歯科医院 東柳田町9-17 964-0102

92 中川歯科医院 東柳田町13-20 965-2121

93 平井歯科クリニック 南越谷3-16-2 964-8081

94 歯科クリニック三好 南越谷4-5-2　文化ｴｽﾃｰﾄﾋﾞﾙ201 987-8588

95 Ayaデンタルオフィス 南越谷4-9-5　ｸﾘﾆｯｸｽﾃｰｼｮﾝ新越谷2F 973-7582

96 グレース歯科クリニック 南越谷4-13-3　誠友第1ビル1F 985-7380

97 ふるさわ歯科医院 南越谷4-16-7　南越谷秋元ビル1F 985-7777

98 前原歯科医院 南越谷4-16-9 990-6088

99 ふじた歯科医院 南越谷4-21-13　新越谷メディカルセンター1F 986-6480

南越谷

大相模

越ヶ谷

大沢

照会先：一般社団法人 越谷市歯科医師会 



地域包括支援センターは、高齢者の総合的な支援を行う機関で、市から委託を受けている

下記１１か所があります。地域包括支援センターには、保健師または看護師・主任ケアマネ

ジャー・社会福祉士がおり、様々な相談を受けています。 

ご相談は、お住まいの担当地区の地域包括支援センターへ。 

・認知症の疑いがあるが、どこに受診すればいいのか。 

・介護サービスを受けたいが、どこに相談すればいいのか。 

・認知症になった場合、利用できるサービスなどはあるのか。 

・近所に認知症らしい方がいるが、家族以外でも相談できるのか。 

NO 地域包括支援センター

名称 
住所 

電話 

（048） 

１ 桜井 下間久里792-1（桜井地区センター内） 970-2015

２ 新方 大吉 470-1（新方地区センター内） 977-3310

３ 増林 増林 3-4-1（増林地区センター内） 963-3331

４ 大袋 大竹 831-1 971-1077

５ 荻島・北越谷 南荻島190-1（荻島地区センター内） 978-6500

６ 出羽 七左町4-248-1（出羽地区センター内） 985-3303

７ 蒲生 登戸町33-16（蒲生地区センター内） 985-4700

８ 川柳・大相模 川柳町2-507-1（ひのき荘内） 990-0753

９ 大沢 東大沢1-11-13 972-4185

10 越ヶ谷 越ヶ谷4-1-1（中央市民会館 2 階） 966-1851

11 南越谷 南越谷4-21-1（南越谷地区センター内） 999-6651

このような相談を受けています。 

【平成３１年４月現在】 

越谷市地域包括支援センターには、認知症地域支援推進員を配置しています。

認知症地域支援推進員の役割は、 

① 認知症の方やその家族の相談支援を行います。 

② 市民の方に身近な病気として認知症を理解していただく活動を行います。

（認知症サポーター養成講座など） 

③ 認知症の方やその家族が状況に応じて必要な医療や介護等のサービスが

受けられるよう、医療機関等関係機関へのつなぎや連携調整を行います。

越谷市地域包括支援センターのご案内 


