
クロイツフェルト・ヤコブ病患者　受入可能病院リスト（2021（令和３）年4月現在）

名称（以下略）

（独立行政法人国立病院機構）

北海道 北海道医療センター 063-0005 北海道札幌市西区山の手5条7-1-1 011-611-8111 脳神経内科
患者の状態により、受け入れ困難な場合もあり、要相談。受け入れ
可能数は2名まで。

北海道 旭川医療センター 070-8644 北海道旭川市花咲町7-4048 0166-51-3161 脳神経内科 受入可能患者数は原則1名

青森県 青森病院 038-1331
青森県青森市浪岡大字女鹿沢字平野155-
1

0172-62-4055 脳神経内科

岩手県 岩手病院 021-0056 岩手県一関市山目字泥田山下48 0191-25-2221 脳神経内科

宮城県 仙台医療センター 983-8520 宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-12 022-293-1111 脳神経内科

宮城県 仙台西多賀病院 982-8555 宮城県仙台市太白区鈎取本町2-11-11 022-245-2111 脳神経内科 専用病室なし。要相談。

宮城県 宮城病院 989-2202 宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原100 0223-37-1131 神経内科

秋田県 あきた病院 018-1393
秋田県由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢
84-40

0184-73-2002 脳神経内科

山形県 山形病院 990-0876 山形県山形市行才126-2 023-684-5566 脳神経内科

山形県 米沢病院 992-1202 山形県米沢市大字三沢26100-1 0238-22-3210 神経内科
患者の状態により受入困難な場合もあり、要相談（精神症状・徘徊
等がある場合は受入困難）。

福島県 福島病院 962-8507 福島県須賀川市芦田塚13 0248-75-2131 脳神経内科

福島県 いわき病院 971-8126 福島県いわき市小名浜野田字八合88-1 0246-88-7101 脳神経内科 施設設備（個室）が整った病室１室のみで受入可。

茨城県 水戸医療センター 311-3193 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷280 029-240-7711 神経内科

茨城県 霞ヶ浦医療センター 300-8585 茨城県土浦市下高津2-7-14 029-822-5050 脳神経内科 急性期以外の患者は受け入れ困難

栃木県 宇都宮病院 329-1193 栃木県宇都宮市下岡本町2160 028-673-2111 脳神経内科
精神症状のある場合は不可、手術は不可、専用病室なし（重症者
室対応）

群馬県 高崎総合医療センター 370-0829 群馬県高崎市高松町36 027-322-5901 神経内科 患者の状態により受け入れ困難な場合もあり、要相談

埼玉県 東埼玉病院 349-0196 埼玉県蓮田市黒浜4147 048-768-1161 神経内科
常勤医不在の診療科の疾患及び精神疾患は受入困難。
手術は不可。

千葉県 千葉医療センター 260-8606 千葉県千葉市中央区椿森4-1-2 043-251-5311 脳神経内科 診断・検査目的なら可。長期療養、手術の必要な患者は不可。

千葉県 千葉東病院 260-8712 千葉県千葉市中央区仁戸名町673 043-261-5171 脳神経内科 精神症状が強い場合受入困難

千葉県 下総精神医療センター 266-0007 千葉県千葉市緑区辺田町578 043-291-1221 精神科

千葉県 下志津病院 284-0003 千葉県四街道市鹿渡934-5 043-422-2511 神経内科 患者の状況により受入困難の場合もある

東京都 災害医療センター 190-0014 東京都立川市緑町3256 042-526-5511 脳神経内科 短期入院に限る

東京都 東京病院 204-8585 東京都清瀬市竹丘3-1-1 042-491-2111 脳神経内科

神奈川県 横浜医療センター 245-8575 神奈川県横浜市戸塚区原宿3-60-2 045-851-2621 脳神経内科 診断目的によっては、受入れ可能

神奈川県 相模原病院 252-0392 神奈川県相模原市南区桜台18-1 042-742-8311 神経内科 患者の状態により受け入れ困難な場合があるため事前に要相談

新潟県 西新潟中央病院 950-2085 新潟県新潟市西区真砂1-14-1 025-265-3171 脳神経内科

新潟県 新潟病院 945-8585 新潟県柏崎市赤坂町3-52 0257-22-2126 神経内科

新潟県 さいがた医療センター 949-3193 新潟県上越市大潟区犀潟468-1 025-534-3131 神経内科

長野県 東長野病院 381-8567 長野県長野市上野2-477 026-296-1111 内科

長野県 まつもと医療センター 399-8701 長野県松本市村井町南2-20-30 0263-58-4567 脳神経内科

長野県 信州上田医療センター 386-8610 長野県上田市緑が丘1-27-21 0268-22-1890 脳神経内科 診断、評価、次の療養先が決まるまでの入院のみ

富山県 富山病院 939-2692 富山県富山市婦中町新町3145 076-469-2135 内科 侵襲性の治療は行えないが、一般的治療は行える。

富山県 北陸病院 939-1893 富山県南砺市信末5963 0763-62-1340 脳神経内科

石川県 金沢医療センター 920-8650 石川県金沢市下石引町1-1 076-262-4161 脳神経内科 短期入所に限る

石川県 医王病院 920-0192 石川県金沢市岩出町ニ73-1 076-258-1180 神経内科

石川県 七尾病院 926-8531 石川県七尾市松百町八部3-1 0767-53-1890 脳神経内科

石川県 石川病院 922-0405 石川県加賀市手塚町サ150 0761-74-0700 脳神経内科

静岡県
静岡てんかん･神経医療セン
ター

420-8688 静岡県静岡市葵区漆山886 054-245-5446 脳神経内科 静岡県内の方に限る

静岡県 天竜病院 434-8511 静岡県浜松市浜北区於呂4201-2 053-583-3111 脳神経内科

静岡県 静岡医療センター 411-8611 静岡県駿東郡清水町長沢762-1 055-975-2000 脳神経内科 受け入れ可能患者２名程度

愛知県 名古屋医療センター 460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸4-1-1 052-951-1111 脳神経内科 診断目的・急性期に限る

愛知県 東名古屋病院 465-8620 愛知県名古屋市名東区梅森坂5-101 052-801-1151 神経内科

三重県 三重病院 514-0125 三重県津市大里窪田町357 059-232-2531 神経内科

備考
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名
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三重県 鈴鹿病院 513-8501 三重県鈴鹿市加佐登3-2-1 059-378-1321 脳神経内科

三重県 三重中央医療センター 514-1101 三重県津市久居明神町2158-5 059-259-1211 脳神経内科
急性期疾患にかかる治療の受入は可能であるが、精神科医の治
療を要する症状が出ている患者は受入困難

福井県 あわら病院 910-4272 福井県あわら市北潟238-1 0776-79-1211 神経内科 精神症状・徘徊等がある場合は受入困難

滋賀県 紫香楽病院 529-1803 滋賀県甲賀市信楽町牧997 0748-83-0101 神経内科 精神症状・徘徊等がある場合は受入困難

京都府 京都医療センター 612-8555 京都府京都市伏見区深草向畑町1-1 075-641-9161 脳神経内科 診療は可能であるが、療養目的は不可

京都府 宇多野病院 616-8255 京都府京都市右京区鳴滝音戸山町8 075-461-5121 脳神経内科 一定以上の精神症状があれば受入困難

京都府 南京都病院 610-0113 京都府城陽市中芦原11 0774-52-0065
脳神経内科、リハ
ビリテーション科

大阪府 大阪刀根山医療センター 560-8552 大阪府豊中市刀根山5-1-1 06-6853-2001 脳神経内科 最大受入可能人数２名、精神症状が強い場合受入不可

大阪府 大阪南医療センター 586-8521 大阪府河内長野市木戸東町2-1 0721-53-5761 神経内科 受入れ可能患者数は原則１名

兵庫県 神戸医療センター 654-0155 兵庫県神戸市須磨区西落合3-1-1 078-791-0111 内科 当院の神経内科医師の判断により受入を判断する。

兵庫県 兵庫中央病院 669-1592 兵庫県三田市大原1314 079-563-2121 脳神経内科 人工呼吸器を含む観血的処置を望む受入困難

奈良県 奈良医療センター 630-8053 奈良県奈良市七条2-789 0742-45-4591 神経内科

奈良県 やまと精神医療センター 639-1042 奈良県大和郡山市小泉町2815 0743-52-3081 精神科
精神症状（異常行動）が著しく、精神科での治療を要する場合の
み。コロナ患者受入等により、受入不可となる場合あり。

和歌山県 南和歌山医療センター 646-8558 和歌山県田辺市たきない町27-1 0739-26-7050 神経内科 短期入院のみ可

鳥取県 鳥取医療センター 689-0203 鳥取県鳥取市三津876 0857-59-1111 脳神経内科

島根県 松江医療センター 690-8556 島根県松江市上乃木5-8-31 0852-21-6131 脳神経内科 精神症状・徘徊等がある場合は受入困難

岡山県 岡山医療センター 701-1192 岡山県岡山市北区田益1711-1 086-294-9911 脳神経内科
精神症状・徘徊等がある場合は受入困難。
長期入院不可。

岡山県 南岡山医療センター 701-0304 岡山県都窪郡早島町早島4066 086-482-1121 脳神経内科

広島県 広島西医療センター 739-0696 広島県大竹市玖波4-1-1 0827-57-7151 神経内科
初期の精神症状（特に痴呆による徘徊）が出ている期間は、患者
の安全確保が図れないため受入困難であるが、問題行動なけれ
ば受入可能

広島県 東広島医療センター 739-0041 広島県東広島市西条町寺家513 082-423-2176 脳神経内科 長期入院不可

山口県 関門医療センター 752-8510 山口県下関市長府外浦町1-1 083-241-1199 脳神経内科 長期入院不可

山口県 柳井医療センター 742-1352 山口県柳井市伊保庄95 0820-27-0211 脳神経内科 精神症状（問題行動）がある場合は受入困難

徳島県 徳島病院 776-8585 徳島県吉野川市鴨島町敷地1354 0883-24-2161 脳神経内科
精神症状がある場合、人工呼吸器接続者は受入困難。手術は不
可。

香川県 高松医療センター 761-0193 香川県高松市新田町乙8 087-841-2146 神経内科
・標榜診療科で対応できない疾患がある場合は受入困難
・患者の状態により受入困難な場合もある

香川県
四国こどもとおとなの医療セ
ンター

765-8507 香川県善通寺市仙遊町2-1-1 0877-62-1000 神経内科
・小児患者に限る。
・徘徊は受入困難。

福岡県 九州医療センター 810-8563 福岡県福岡市中央区地行浜1-8-1 092-852-0700 脳・神経内科 長期入院は困難

福岡県 大牟田病院 837-0911 福岡県大牟田市大字橘1044-1 0944-58-1122 脳神経内科

福岡県 福岡東医療センター 811-3195 福岡県古賀市千鳥1-1-1 092-943-2331 脳神経内科
多大な不穏、攻撃的患者については受入困難、長期入院不
可

佐賀県 嬉野医療センター 843-0393 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲4279-3 0954-43-1120 神経内科 急性期病院として必要な医療に限る。

長崎県 長崎病院 850-8523 長崎県長崎市桜木町6-41 095-823-2261
神経内科
脳神経内科

長崎県 長崎川棚医療センター 859-3615 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2005-1 0956-82-3121 脳神経内科

熊本県 熊本医療センター 860-0008 熊本県熊本市中央区二の丸1-5 096-353-6501 神経内科 短期入所のみ可

熊本県 熊本南病院 869-0593 熊本県宇城市松橋町豊福2338 0964-32-0826 脳神経内科

熊本県 熊本再春医療センター 861-1196 熊本県合志市須屋2659 096-242-1000 脳神経内科 精神症状（特に徘徊）がある場合は受入困難。

大分県 別府医療センター 874-0011 大分県別府市大字内竃1473 0977-67-1111 脳神経内科

大分県 西別府病院 874-0840 大分県別府市大字鶴見4548 0977-24-1221 神経内科

宮崎県 宮崎東病院 880-0911 宮崎県宮崎市大字田吉4374-1 0985-56-2311 神経内科

鹿児島県 南九州病院 899-5293 鹿児島県姶良市加治木町木田1882 0995-62-2121 脳神経内科

沖縄県 沖縄病院 901-2214 沖縄県宜野湾市我如古3-20-14 098-898-2121 脳神経内科 精神症状の程度によっては受入れ困難なこともある

計82病院


