
発達障害医療機関リスト（令和４年９月現在）

障害保健福祉圏域毎　－　市町毎　－　五十音順　　

投薬
治療

相談
・

療育
支援

※
診断
書等

0879-25-3503

http://www.miyoshi-iin.jp

0879-43-2521

https://www.city.sanuki.kagawa.jp/hospital/

087-870-2355

http://www.zushi-mc.jp/

087-894-0011

https://www.kokoro-mc.net

087-898-5111

http://www.med.kagawa-u.ac.jp/hosp/

087-813-7876

https://sukusuku-ck.jp/

087-867-0234高松市多肥下町517-10○ ○ 小児神経内科
０歳～社会人等
（社会人等は継続
のみ）

コ）心理師(士)、社会福祉士
・発達検査(WISC-Ⅳ等）
・脳波検査
・相談･･･特性の理解を促し、子どもの気
持ちを代弁して対応方法を各児毎に検討
・教育相談…教師面談、学校訪問
・療育支援(臨床心理士)…SST、ABA、
カウンセリング、学習支援

○ ○

さぬき市志度1900-7
牟礼ビル2F南

4 大川 こころメンタルクリニック ○ ○

木田郡三木町大字池戸１７５０－１○

０歳～中学生

コ）心理師(士)、ＯＴ、保育士
・発達健診、発達相談、教育相談
・保育園、幼稚園、学校、児童発達支
援、放課後等デイサービスとの連携
・ＯＴ指導（感覚訓練、個別及びグルー
プ指導）
・睡眠障害治療

木田郡三木町大字氷上２０６番地１

高松市常磐町二丁目3-6

5 大川 香川大学医学部附属病院 ○ ○
精神科
子どもと家族・
こころの診療部

8 コ）精神保健福祉士

2 大川 さぬき市民病院 ○ ○

○三好医院1 大川 ○ ○

コ）心理師(士)、精神保健福祉士 さぬき市寒川町石田東甲３８７－１相談 ○
精神科
心療内科

幼児～社会人等
※家族のみの初診
は受けていない

所在地

大川 図子メンタルクリニック ○ ○

○ 小児科

0歳～社会人等
※社会人等は、統
合失調症等の精神
疾患併存有は不可

東かがわ市大谷８１３－１

コ）ＯT、PT、保育士
・ＯＴによる発達相談
・小児神経専門医による発達相談
・ＰＴによる機能トレーニング
・児童発達支援、放課後等デイサービス

さぬき市志度2383番地1

　このリストは、香川県医師会のご協力をいただき、小児科、精神科など発達障害の診療を行っていると考えられる県内の医療機関を対象にアンケート調査を実施し、「発達障害の診断及び
医療的支援を行っている」等の回答があり、かつ「公表の承諾が得られた」医療機関の情報を元に作成しています。
　なお、診療内容等、詳細については、直接、医療機関にお問合せ下さい。

番
号

障害保
健福祉
圏域

医療機関名
診断を
行って
いる

医療的支援を
行っている

診療科名 診療対象年齢

相談・療育等について
その他　備考

※コ）・・・コ・メディカルスタッフ
※心理師(士)･･･公認心理師もしくは臨床心理士

電話番号

ホームページ

087-862-5177

心療内科
精神科

幼児～社会人等 コ）心理師(士)

高松 磯島クリニック ○ ○ 精神科 大学生・社会人等

6 すくすくクリニックこにし ○ ○大川 ○ ○
小児科
小児神経科

7 高松 あんどう発達クリニック

中学生～社会人等

コ）精神保健福祉士
・ケースによりウェイス実施

○ 精神科 中学生～社会人等3
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相談・療育等について
その他　備考

※コ）・・・コ・メディカルスタッフ
※心理師(士)･･･公認心理師もしくは臨床心理士

電話番号

ホームページ

087-879-3533

http://www.iwaki-hospital.or.jp/

087-813-1613

http://www.enai-mental-clinic.jp/

087-866-1792

http://ohnishi-hp.or.jp

087-867-6008

http://www.kagawa-reha.net/

087-822-2311

http://goshikidai.or.jp/clinic/

087-816-3192

https://3ai-c.jp

087-845-3301

http://www.sanko-hp.com

087-867-1717

http://www.zenjin.jp

087-845-6111

https://www.shibuyaclinic.jp

087-831-7101

https://www.takamatsu.jrc.or.jp/department/s_pediatri
cs/

087-833-8113

t-heiwa.com

○
精神科
心療内科

1歳半～社会人等

○
精神科
児童精神科

○ 小児科

高松

高松平和病院 療育

いわき病院 ○

相談

○ 相談

高松

10 高松 えないメンタルクリニック ○ ○ 相談 ○
精神科
心療内科

２歳～社会人等

高松市上天神町336番地

高松市田村町1114番地

大西病院 ○ ○

かがわ総合リハビリテー
ション病院

○ ○ ○

コ）心理師(士)
・療育相談、教育相談
・対応のあり方と具体的方策の助言・指
導
・進路等の相談助言。

高松市観光町649-8

12

11 高松

高松

13 高松 ○五色台クリニック ○

14 高松 さんあいクリニック ○ ○

○
精神科
児童・思春期精
神科

15

16 高松 全人クリニック ○

○三光病院

○

○

17 高松 しぶやこどもクリニック ○

高松赤十字病院高松18

高松19

9 高松市香南町由佐１１３－１○ ○ ○
心療内科
精神科

中学生～社会人等 コ）心理師(士)、ＯT、精神保健福祉士

○

○ 相談

相談○

〇 小学生～社会人等

○ 子ども外来

コ）ST、OT、ＰＴ
・へいわこどもクリニックと連携。診
断、相談はへいわこどもクリニック、リ
ハビリは当院OT、ST、ＰＴが行ってい
る。・療育教室「おひさま教室」、小学
生のＳＳＴを行っている。

高松市栗林町一丁目4-1

小児科 高松市番町四丁目１－３コ）心理師(士)

小児科
リハビリテー
ション科

１歳～小学校（低
学年）

０歳～中学生

高松市寿町一丁目4-3

コ）精神保健福祉士
・家族相談も可能

高松市松縄町1005-3

高松市勅使町62-4

高松市牟礼町牟礼2094-1０歳児～中学生

コ）ST、OT
・相談…必要に応じてリハセンター内に
ある発達障害者支援センターにつなぐ
・療育…言語訓練、ＳＳＴ等

コ）心理師(士)、精神保健福祉士

1歳半～小学生小児科

・小児神経専門医による発達相談
・電話にて事前に要予約

コ）心理師(士)、ＯＴ、精神保健福祉士
・学校や行政機関などの他機関との連携
・必要に応じて臨床心理士によるカウン
セリング
・精神保健福祉士によるソーシャルワー
クなどの相談に応じている。

精神科 小学生～社会人等

２歳～社会人等

コ）心理師(士)

○

高松市牟礼町原８８３－１

０歳～社会人等
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※コ）・・・コ・メディカルスタッフ
※心理師(士)･･･公認心理師もしくは臨床心理士

電話番号

ホームページ

087-865-3111

http://www.tobiume-shounika.com

087-885-2021

http://www.jinsenkai.jp/

087-867-7070

http://www.nishikasuga.com

087-802-2205

http://furujinmachi.byoinnavi.jp/

087-835-2026

https://heiwakodomo.com/

087-863-1155

https://itp.ne.jp/info/378075735178820010/

087-823-2525

https://murakawa-clinic.com

087-844-3933

https://yashima-michi.com/

087-832-5611

https://www.yamaguchi-cli.com

087-897-7277

https://www.yui-mental-cl.com

コ）心理師(士)、ＳＴ、OT、保育士
・年中～小学校低学年に対するグループ
療育、リトミック
・OT、STによる療育
・発達相談、教育相談
・各種心理発達検査実施（心理師(士)）
・脳波検査実施（臨床検査技師）

高松市高松町2552-2

高松市朝日町二丁目2-7
Ｌ-ビルディング2階

小児科
児童精神科

○ ○

○ 小児神経科

○ ○

○ ○ ○

相談

高松 古新町こころの診療所

○ ○ 相談 ○ 精神科

21

○ ○

高松

22 高松 西春日小児科医院 ○ ○ 相談 ○

○ ○ 相談 ○

20 高松 トビウメ小児科医院

西岡医院

24

へいわこどもクリニック

26

27

23 高松 馬場病院

みのクリニック高松

むらかわクリニック高松

25 高松

屋島みちクリニック

○ ○ ○ ○

中学生～社会人等
心療内科
精神科

相談

相談 〇

087-881-4375

高松市松並町559-3

高松市寺井町1385-10

高松市伏石町1390-1

高松市郷東580番地

コ）心理師(士)１歳～高校生

０歳～中学生
コ）保育士、地域子育てコーディネー
ター、ＯＴ

コ）心理師（士）、ＯT、精神保健福祉
士
・入院治療の可否の相談
・通所、入所施設の相談・紹介

0歳～中学生小児科

小児精神科

小児科

高松市古新町10-3　砂屋ビル6階

０歳～高校生
コ）心理師(士)、ST、OT
・リトミック 高松市栗林町一丁目4-11

高松市瓦町二丁目7-16-4F精神科 中学生～社会人等

中学生～社会人等

コ）心理師(士)
・投薬は必要に応じ最小限に
・発達障害にかかわる診断、生活支援

中学生～社会人等 コ）心理師(士)、精神保健福祉士

○ ○

０歳～中学生

28

○○○ゆいメンタルクリニック高松30

29 高松

高松

やまぐちクリニック ○ ○ ○ ○
心療内科
精神科

幼児～社会人等 ・SST、保護者などに対するガイダンス
高松市天神前5番6号
高松メディカルモール５Ｆ

コ）心理師(士)、ＳＴ、ＯＴ、精神保健
福祉士、保育士

中学生～社会人等 高松市伏石町2150-5
心療内科
精神科
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診断を
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診療科名 診療対象年齢

相談・療育等について
その他　備考

※コ）・・・コ・メディカルスタッフ
※心理師(士)･･･公認心理師もしくは臨床心理士

電話番号

ホームページ

087-862-3171

http://ritsurin.jcho.go.jp

0879-75-1121

https://scha.jp/

0879-75-0570

https://www.syodoshima-hp.jp/

0877-22-2131

https://www.pref.kagawa.lg.jp/marugamebyoin/maruga
mebyoin/index.html

0877-23-8700

https://santepeare.com

0877-43-2225

https://www.nagai-kodomo.com

0877-22-5205

http://www.nishimon-hp.jp/

0877-58-0123

https://www.marugamemental.com/

丸亀市大手町3丁目３－２１

コ）心理師(士)、ＯＴ、精神保健福祉士
上記資格者による個別の面接を実施。

小児科
０歳～高校生（※
高校生は継続の子
のみ）

丸亀市土器町東9丁目２９１
コ）心理師(士)、OＴ、精神保健福祉士
・こころの相談窓口（月曜日：要予約）

幼児～社会人等
心療内科
思春期心療内科
精神科

・相談：心理教育、家族教育、家族合同
面接、家庭訪問、ケア会議
・療育：セラプレイ、認知行動療法
・学校等への意見書の提出

コ）心理師(士)、ST、OT、保育士
・相談(子育て、発達、早期対応、園や学
校及び児童発達支援等との連携、助言）
・ＳＴ、ＯＴによる個別療育、言語訓練
・公認心理師によるカウンセリング、心
理相談、ＳＳＴ
・発達検査　・学習支援　等

小豆郡小豆島町池田2060-1

コ）心理師(士)、精神保健福祉士
・心理士(師)による面談
・発達検査の実施

小豆郡小豆島町池田２５１９－４

高松市国分寺町国分2090-1

・スクリーニング的な一次相談
・不登校等の際の影響の有無

高松市栗林町3丁目５－９

丸亀市津森町59538 ○

まるがめ医療センター

相談 ○ 精神科 大学生・社会人等

中讃
丸亀メンタルクリニック

ソフィア
○

高松 りつりん病院32

31 高松

乳幼児～中学生

相談○

相談 ○ 精神科 中学生～社会人等

○

小豆

中讃 西紋病院

○
※コン

サータの
処方は不

可

コ）OＴ
・発達検査実施
・就学に関する相談や学校との情報共有
・学力や学習に関する相談

中讃

幼児～社会人等

相談 小児科

35

○○○

相談 ○ 精神科

33

34

36

○香川県立丸亀病院

小豆島病院 ○

小豆 小豆島中央病院

○

中讃 サンテ・ペアーレクリニック ○

087-874-2217ゆりのき診療室 ○ ○ ○ ○ 精神科 幼児～社会人等

療育 ○○

精神科 大学生・社会人等 コ）心理師(士)
丸亀市本町105-1
丸亀フロントビル4階

40

小児科 ０歳～小学生

コ）心理師(士)、ST、OT、PT
・リハビリテーション（ＰＴ、ＯＴ、Ｓ
Ｔ）
・発達検査（臨床心理師）

丸亀市津森町219番地

小児科
小児神経内科

０歳～中学生

0877-23-5555

・14:00～15:30の小児神経専門外来時
間に診療（診断は行っていない。）
・ネットから予約受付
・小児神経専門医による発達相談
・必要に応じて専門医療機関へ紹介

丸亀市金倉町１４４０－８37 中讃 ながいこどもクリニック 相談

39 中讃
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診療科名 診療対象年齢
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※コ）・・・コ・メディカルスタッフ
※心理師(士)･･･公認心理師もしくは臨床心理士

電話番号

ホームページ

0877-98-2010

https://www.mokubo.jp

0877-25-9228
（発達外来　0877-21-5977）

http://morimoto-kodomo-clinic.com/

0877-46-1011

https://www.kaisei.or.jp/

0877-46-5501

https://www.kunishigemakotoclinic.jp/

0877-48-2700

https://goshikidai.or.jp

0877-46-5131

http://www.city.sakaide.lg.jp/site/sakaide-hospital/

0877-62-1000

http://shikoku-mc.hsp.go.jp/

0877-56-7358

https://www.matsuura-kodomo-mental.jp

0877-41-1028

http://www.yamashiroclinic.jp

○ ○ ○43 中讃

中讃
四国こどもとおとなの医療

センター
○ ○ ○ ○

○

回生病院 ○ ○ ○45 中讃

42 杢保小児科医院

コ）心理師(士)、ＳＴ、ＯＴ、保育士
・発達相談、各種検査を実施
・児童発達支援及び放課後等デイサービ
ス及び保育所等訪問支援を併設
・個別及び集団療育（言語訓練、作業療
法、ＳＳＴ、ペアレントトレーニング
等）

丸亀市土器町東4丁目713番地5０歳児～中学生発達外来○もりもとこどもクリニック

44

○

46 中讃

綾歌郡宇多津町浜九番丁142‐6
・ASRS、AQは施行可能
・WAIS Ⅳは不可

中学生～社会人等精神科○○○やましろクリニック

49

中讃51

国重まこと医院 ○ 相談

50 中讃
松浦こどもメンタルクリ

ニック
○ ○

神経内科 小学生～社会人等 必要に応じて専門医や病院を紹介 坂出市笠指町4-28

相談

坂出市立病院 ○ 〇 ○ ０歳～中学生

３歳～高校生

コ）心理師(士)、ＳＴ
・言語訓練
・カウンセリング
・愛着障害に対するコミュニケーション
・親プログラム

善通寺市仙遊町2丁目１－１

２歳～社会人等 綾歌郡宇多津町浜六番丁78-12

こころの医療センター
五色台

○ ○ 〇 ○
精神科
児童思春期精神
科

幼児～社会人等

48 中讃 小児科

精神科
（発達障害専門
ではない）

中学生～社会人等

コ）心理師(士)、精神保健福祉士
・初診は予約制ではなく新患受付時間内
で対応
・検査は現在約１～２ヵ月待機必要

坂出市室町3丁目5-28

コ）心理師(士)、OT、精神保健福祉士
・相談は医療相談課にて実施

坂出市加茂町963番地47 中讃

小児科

丸亀市柞原町36641 中讃 三船病院 ○

中讃 相談

・子どもへの対応の仕方など保護者のサ
ポートを実施（診断し治療することは
行っていない）
・発達障害を持つ児の一般診療

丸亀市飯山町川原972番地１

0877-48-3200

コ）心理師(士)、精神保健福祉士

○ 精神科

児童精神科
児童心療内科

コ）心理師(士)
・心理社会的取り組み
・就学、就労相談

精神科 小学生～社会人等
コ）心理師(士)、ＯＴ、精神保健福祉士
・職場との連携

坂出市府中町３２５番地

0877-23-2341

○

コ）ST
・未就学児の言語療法
・母子面談

坂出市寿町３丁目１－２

メンタルヘルス科 高校生～社会人等

０歳児～高校生

中讃 赤沢病院 ○ ○ 相談
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投薬
治療

相談
・

療育
支援

※
診断
書等

所在地
番
号

障害保
健福祉
圏域

医療機関名
診断を
行って
いる

医療的支援を
行っている

診療科名 診療対象年齢

相談・療育等について
その他　備考

※コ）・・・コ・メディカルスタッフ
※心理師(士)･･･公認心理師もしくは臨床心理士

電話番号

ホームページ

0877-33-2545

http://www.shiokaze-hospital.com/

0875-25-3749

http://shimizu-hospital.net/

0875-23-2111

http://www.matsui-hp.com

0875-52-3366

http://mitoyo-hosp.jp

0875-83-3001

https://mitoyo-hosp.sun-age.or.jp/

○
精神科
心療内科

高校生～社会人等

56 西讃

コ）心理師(士)、精神保健福祉士
・カウンセリング、検査、認知行動療
法、SST

観音寺市柞田町甲1425-153 西讃 清水病院 ○ ○ 相談 ○ 精神科 高校生～社会人等

コ）心理師(士)、ＯＴ、精神保健福祉士
・個別相談

三豊市詫間町詫間6784-206

西讃55 ○

コ）心理師(士)、ST、ＯＴ、ＰＴ
・発達検査実施
・言語訓練、ＳＳＴ
・保護者カウンセリング　等

観音寺市豊浜町姫浜708番地０歳児～中学生小児科○○○三豊総合病院

57 西讃 三豊市立みとよ市民病院 ○ 相談

コ）心理師(士)、ＯＴ、精神保健福祉士
・対人関係、就労等の相談に対応

仲多度郡多度津町堀江４丁目３ｰ1952 中讃 しおかぜ病院 ○ ○ 相談 ○
心療内科
精神科

高校生～社会人等

0875-25-7788三野小児科医院 ○ 相談 小児科 幼児～高校生 ・療育、投薬は専門医に紹介している。 観音寺市吉岡町１０－１

54 西讃 ブルースカイ松井病院 ○ 小児科 乳幼児～高校生
・家庭での対応方法
・必要に応じて専門医療機関への紹介

観音寺市村黒町甲739
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