
東京都立駒込病院 文京区本駒込3-18-22 03-3823-2101
がん研有明病院 江東区有明3-8-31 03-3520-0111
杏雲堂病院 千代田区神田駿河台1-8 03-3292-2051
東京逓信病院 千代田区富士見2-14-23 03-5214-7111
聖路加国際病院 中央区明石町9-1 03-3451-5151
JCHO東京新宿メディカルセンター 新宿区津久戸町5-1 03-3269-8111
東京医科歯科大学医学部附属病院 文京区湯島1-5-45 03-3813-6111
永寿総合病院 台東区東上野2-23-16 03-3833-8381
賛育会病院 墨田区太平3-20-2 03-3622-9191
NTT東日本関東病院 品川区東五反田5-9-22 03-3448-6111
東京ちどり病院（旧称　木村病院） 大田区千鳥2-39-10 03-3758-2671
日本赤十字社医療センター 渋谷区広尾4-1-22 03-3400-1311
佼成病院 杉並区和田2-25-1 03-3383-1281
東京衛生アドベンチスト病院 杉並区天沼3-17-3 03-3392-6151
救世軍ブース記念病院 杉並区和田1-40-5 03-3381-7236
越川病院 杉並区上井草4-4-5 03-3394-1010
王子生協病院 北区豊島3-4-15 03-3912-2201
公益財団法人東京都保健医療公社　豊島病院 板橋区栄町33-1 03-5375-1234
東京都健康長寿医療センター 板橋区栄町35-2 03-3964-1141
東京さくら病院 江戸川区東篠崎1-11-1 03-5664-1701
野村病院 三鷹市下連雀8-3-6 0422-47-4848
町田市民病院 町田市旭町2-15-41 042-722-2230
桜町病院 小金井市桜町1-2-20 042-383-4111
信愛病院 清瀬市梅園2-5-9 042-491-3211
救世軍清瀬病院 清瀬市竹丘1-17-9 042-491-1411
東京病院 清瀬市竹丘3-1-1 042-491-2111
聖ヶ丘病院 多摩市連光寺2-69-6 042-338-8111
多摩南部地域病院 多摩市中沢2-1-2 042-338-5111
公立阿伎留医療センター あきる野市引田78-1 042-558-0321
みなみ野病院 八王子市みなみ野5-30-3 042-632-8118
日の出ヶ丘病院 西多摩郡日の出町大久野310 042-597-0811
埼玉県立がんセンター 北足立郡伊奈町小室780 048-722-1111
彩の国東大宮メディカルセンター さいたま市北区土呂町1522 048-665-6111
埼玉県立循環器・呼吸器病センター 熊谷市板井1696 048-536-9900
埼玉協同病院 川口市木曽呂1317 048-296-4771
シャローム病院 東松山市松山1496 0493-25-2979
埼玉石心会病院 狭山市入間川2-37-20 04-2953-6611
上尾中央第二病院 上尾市地頭方421-1 048-781-1101
上尾中央総合病院 上尾市柏座1-10-10 048-773-1111
戸田中央総合病院 戸田市本町1-19-3 048-442-1111
三浦病院 富士見市下南畑3166 049-254-7111
みさと健和病院 三郷市鷹野4-494-1 048-955-7171
吉川中央総合病院 吉川市平沼111 048-982-8311
丸木記念福祉メディカルセンター 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 049-276-1496
南部厚生病院 春日部市大場20-1 048-736-7511
TMGあさか医療センター 朝霞市溝沼1340-1 048-466-2055
さいたま市立病院 さいたま市緑区三室2460 048-873-4111
八潮中央総合病院 八潮市南川崎845 048-996-1131
草加市立病院 草加市草加2-21-1 048-946-2200
埼玉病院 和光市諏訪2-1 048-462-1101
深谷赤十字病院 深谷市上柴町西5-8-1 048-571-1511

安田病院 板橋区成増1-13-9 03-3939-0101
常盤台外科病院 板橋区常盤台2-25-20 03-3960-7211
舟渡病院 板橋区舟渡2-19-12 03-3968-8851
東京腎泌尿器センター大和病院 板橋区本町36-3 03-5943-2411
小豆沢病院 板橋区小豆沢1-6-8 03-3966-8411
東武練馬中央病院 板橋区徳丸3-19-1 03-3934-1611
田﨑病院 板橋区大山西町5-3 03-3956-0864
板橋区医師会病院 板橋区高島平3-12-6 03-3975-8151
滝野川病院 北区滝野川2-32-12 03-3910-6336
白報会王子病院 北区王子2-14-13 03-3912-6611
王子生協病院 北区豊島3-4-15 03-3912-2201
神谷病院 北区神谷1-27-14 03-3914-5535
赤羽岩渕病院 北区赤羽2-64-13 03-3901-2221
赤羽中央総合病院 北区赤羽南2-5-12 03-3902-0348
浮間中央病院 北区赤羽北2-21-19 03-3907-8711
花と森の東京病院 北区西ケ原2-3-6 03-3910-1151
中野江古田病院 中野区江古田4-19-9 03-3387-7321
西新井病院 足立区西新井本町1-12-12 03-5647-1700

上板橋病院 板橋区常盤台4-36-9 03-3933-7191
リハビリテーションエーデルワイス病院 板橋区四葉2-21-10 03-3979-7311
竹川病院 板橋区桜川2-19-1 03-6413-1300
常盤台病院 板橋区前野町6-58-1 03-3968-3431
慈誠会記念病院 板橋区西台3-11-3 03-5920-1801
慈誠会成増病院 板橋区成増3-39-5 03-3977-9901
赤羽東口病院 北区赤羽1-38-5 03-3902-2131
赤羽病院 北区赤羽2-2-1 03-3902-3261
大橋病院 北区桐ケ丘1-22-1 03-3907-1222
八木病院 北区東十条4-14-8 03-3912-3121
桜台病院 練馬区豊玉南1-20-15 03-3993-7631
東京足立病院 足立区保木間5-23-20 03-3883-6331
桜会病院 足立区千住桜木2-13-1 03-3881-9211

緩和ケア病棟

在宅調整可能な病院
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はちすクリニック 板橋区上板橋1-26-13 03-5922-5055
中台医院 板橋区中台1-4-7 03-3935-0195
いわた医院 板橋区坂下1-35-17 03-3965-5070
大山東方クリニック 板橋区大山東町60-9 03-3964-1830
つくしんぼ診療所 板橋区大山西町70-10　1階 03-3972-1165
小豆沢病院附属本蓮沼診療所 板橋区小豆沢1-7-7 03-3960-4837
北角医院 板橋区常盤台3-3-1 03-3960-3617
新河岸クリニック 板橋区新河岸1-3-2-101 03-5921-1805
新板橋クリニック 板橋区板橋4-4　セレブ新板橋ビル1階 03-5248-5715
板橋区役所前診療所 板橋区氷川町1-12　コスモ・ディエース3階 03-5375-9031
蓮根メディカルクリニック 板橋区蓮根2-10-1 03-3966-0341
下赤塚診療所 板橋区赤塚2-9-4-1F 03-3979-6361
野村医院 板橋区板橋2-65-10　恵和会サービスセンタービル201号 03-3964-8544
吉野内科クリニック 板橋区小茂根4-8-22 03-3530-3885
藤田医院 板橋区泉町23-8　1階 03-3960-2822
堀井医院 板橋区双葉町40-13 03-3961-2610
高島平診療所 板橋区高島平8-1-1 03-3932-3394
佐藤クリニック 板橋区高島平6-1-1 03-5997-9828
坂下診療所 板橋区坂下1-12-20 03-3966-3349
中小路整形リハビリクリニック 板橋区坂下2-11-11　蓮根マンション102号 03-5918-9951
上板橋松山内科クリニック 板橋区常盤台4-30-9　宝田ビル 03-5922-1271
大久保医院 板橋区常盤台4-10-5 03-6906-6811
やまと診療所 板橋区東新町1-26-14　 03-5917-8061
幸南クリニック 板橋区幸町23-7　コモディイイダ幸町店別館1階 03-5917-3900
中島クリニック 北区東十条3-1-14 1階 03-6915-4700
いとう王子神谷内科外科クリニック 北区王子5-5-3　シーメゾン王子神谷3階 03-5959-7705
梶原診療所 北区堀船3-29-9 03-3911-5171
中田医院 北区中里2-20-15-202 03-3940-0504
たかねクリニック 北区中里3-17-1 03-3949-0442
田中医院 北区上中里3-6-16 03-3913-6627
みやけクリニック 北区滝野川4-16-2 03-3906-5561
横山医院 北区中十条2-22-16 03-3908-3452
あすかホームケアクリニック 北区上十条4-15-1 03-5963-5980
木村クリニック 北区神谷1-15-9 03-3911-1220
京北診療所 北区志茂2-16-14 03-3903-0118
赤羽牧洋記念クリニック 北区赤羽1-11-2 03-3598-6697
すずきクリニック 北区赤羽2-69-4　クリニックプラザ21　1階 03-3598-3310
桐ヶ丘団地診療所 北区赤羽台3-17 03-3907-2029
まえのホームケアクリニック 北区赤羽西1-2-12 03-3900-6532
塩谷医院 北区西が丘1-14-5 03-3900-2561
岩江クリニック 北区西が丘1-5-9 03-3905-1161
城北さくらクリニック 練馬区練馬1-1-12　下島ビル3階 03-5912-0203
武蔵野総合クリニック練馬 練馬区練馬1-26-1 03-3993-7015
さくらクリニック練馬 練馬区豊玉北5-7-4　鈴木ビル1階 03-6914-6551
よしだ内科クリニック 練馬区貫井1-12-5 03-3577-3252
つちやハートクリニック 練馬区中村3-17-6　内田ビル1階 03-5933-9914
すみれホームケアクリニック 練馬区三原台3-26-14　ポレール石神井403号 03-6904-5828
田中医院 練馬区谷原6-9-8 03-3996-5700
ホームクリニックえにし 練馬区石神井町2-15-1　NMSビル2階 03-6913-2080
メディケアクリニック石神井公園 練馬区石神井町2-8-21　MYJビル2階・3階 03-6913-3681
栗林医院 練馬区石神井町7-14-5 03-3904-3215
結城クリニック 練馬区石神井町2-32-8 03-3995-8701
シルバーケア　クリニック 練馬区上石神井2-37-5 03-5903-9091
岡田医院 練馬区関町北1-8-9 03-3920-1232
立野町蘭松医院 練馬区立野町25-5 03-5991-6258
ねりま西クリニック 練馬区大泉町3-2-9 03-5933-3077
山川クリニック 練馬区東大泉7-38-5 03-3867-1885
間遠医院 練馬区田柄4-27-23 03-3975-1550
鈴木医院 練馬区北町7-20-33 03-5921-0322
祐ホームクリニック平和台 練馬区平和台4-25-12　七海ビル2階 050-3684-9127
じんの内科医院 練馬区氷川台3-24-21 03-5922-6171
薬師堂診療所 練馬区南田中3-26-3 03-3997-2657
安井医院 豊島区駒込1-44-1 03-3941-5677
駒込北口クリニック 豊島区駒込2-3-6 03-3949-2177
野田さくらハートクリニック 豊島区駒込4-15-19 03-3915-5500
幸和クリニック 豊島区駒込6-33-17 03-3917-8105
巣鴨ホームクリニック 豊島区巣鴨1-12-1　冠城園ビル6階 03-6912-2995
及川醫院 豊島区巣鴨1-40-5　SHIROビルヂング2階 03-3945-9270
小林内科クリニック 豊島区巣鴨1-4-1 03-5977-8070
山口医院 豊島区西巣鴨1-19-17 03-3915-5885
一心病院 豊島区北大塚1-18-7 03-3918-1215
こがクリニック 豊島区北大塚1-20-9　OSKビル401号 03-5972-1465
ひいらぎクリニック 豊島区南大塚2-35-8　NYビル6階 03-6902-0809
くにやクリニック 豊島区南大塚2-37-11-101 03-5319-0873
田村医院 豊島区池袋本町1-45-16 03-3971-4922
関野臨床薬理クリニック 豊島区池袋3-28-3 03-5396-4530
土屋医院 豊島区池袋4-17-10 03-3971-1848
藤田クリニック 豊島区西池袋1-2-2　ウエストワンビル3階 03-3981-7728
池袋大久保医院 豊島区西池袋1-43-5 03-3987-3785
西池袋醫院 豊島区西池袋4-32-8 03-6909-3303
池袋ドルフィンクリニック 豊島区南池袋2-45-3　としまエコミューゼタウン2階 03-5904-8177
あずま通りクリニック 豊島区南池袋3-18-34-101 03-3982-7203
豊島長崎クリニック 豊島区長崎4-25-15 03-6905-8682
井口クリニック 豊島区南長崎2-5-12 03-5988-7595
としま昭和病院 豊島区南長崎5-17-9 03-3953-5555

在宅診療



城田医院 豊島区南長崎5-5-2 03-3950-0776
柳沢医院 豊島区南長崎6-21-21 03-3951-5107
祐ホームクリニック豊島 豊島区千早2-40-1　1階 050-3358-2776
要町ホームケアクリニック 豊島区要町1-11-10　セピアネクスト1階 03-3957-7501
副都心病院 豊島区要町1-18-5 03-3957-2928
わかしま内科・消化器科 豊島区要町3-14-5 03-5964-8100
くじら在宅クリニック 豊島区高田1-37-10　ツーウッズ目白ビル201号 03-6915-2011
ゆみのハートクリニック 豊島区高田3-14-29　KDX高田馬場ビル1階 03-5956-8010
高田馬場病院 豊島区高田3-8-9 03-3971-5114
平井医院 豊島区雑司が谷1-26-10 03-3971-8064
川口クリニック 豊島区雑司が谷1-9-7 03-5396-8036
鶉山医院 豊島区雑司が谷3-8-10　セレナ目白雑司が谷101号 03-3982-1331
目白整形外科内科 豊島区目白2-38-2 03-5960-7800
目白医院 豊島区目白3-5-13　フジヤビル7階 03-3954-0062
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