
平成30年6月現在

圏域 施設名

住所（最寄駅） 中央区明石町9番1号（日比谷線　築地駅、有楽町線　新富町駅）

電話番号 03-3541-5151

緩和ケア病棟病床数/形

式
23床/院内病棟型

ホームページ http://hospital.luke.ac.jp/

公益財団法人ライフ・エクステン
ション研究所　付属

住所（最寄駅）
台東区東上野二丁目23番16号（ＪＲ・地下鉄　上野駅、銀座線　稲荷町駅、都営大江戸線

新御徒町駅）

永寿総合病院 電話番号 03-3833-8381

緩和ケア病棟病床数/形

式
16床/院内病棟型

ホームページ http://www.eijuhp.com/

住所（最寄駅）
東京都千代田区神田駿河台1-8（ＪＲ・丸の内線　御茶ノ水駅、千代田線　新御茶ノ水駅、都

営新宿線　小川町駅、　都営三田線・半蔵門線　神保町駅）

電話番号 03-3292-2054

緩和ケア病棟病床数/形

式
20床／院内病棟型

ホームページ https://www.kyoundo-hospital.jp/

住所（最寄駅） 千代田区富士見二丁目14番23号（ＪＲ・地下鉄　飯田橋駅）

電話番号 03－5214－7111

緩和ケア病棟病床数/形

式
18床/院内病棟型

ホームページ http://www.hospital.japanpost.jp/tokyo/

住所（最寄駅） 文京区本駒込三丁目18番22号 （山手線・京浜東北線　田端駅、南北線　本駒込駅）

電話番号 03-3823-2101

緩和ケア病棟病床数/形

式
22床/院内病棟型

ホームページ http://www.cick.jp/

住所（最寄駅）
文京区湯島一丁目5番45号（JR中央総武線・東京メトロ丸の内線　御茶ノ水駅、東京メトロ千

代田線　新御茶ノ水駅）

電話番号 03-3813-6111

緩和ケア病棟病床数/形

式
15床／院内病棟型

ホームページ http://www.tmd.ac.jp/medhospital/

住所（最寄駅） 大田区千鳥二丁目39番10号（東急多摩川線　武蔵新田駅）

電話番号 03-3758-2671

緩和ケア病棟病床数/形

式
14床/院内病棟型

ホームページ http://www.yoshieikai.com/chidori/

住所（最寄駅） 品川区東五反田五丁目9番22号（ＪＲ・地下鉄　五反田駅）

電話番号 03-3448-6111

緩和ケア病棟病床数/形

式
16床/院内病棟型

ホームページ http://www.ntt-east.co.jp/kmc/

住所（最寄駅） 東京都目黒区中目黒2-3-8（東急東横線・地下鉄日比谷線　中目黒駅）

電話番号 03-3712-3151

緩和ケア病棟病床数/形

式
19床／院内病棟型

ホームページ http://www.tkh.meguro.tokyo.jp/

住所（最寄駅）
渋谷区広尾四丁目1番22号（ＪＲ渋谷駅、JＲ・日比谷線　恵比寿駅、日比谷線　広尾駅、銀

座線・千代田線・半蔵門線　表参道駅）

電話番号 03-3400-1311

緩和ケア病棟病床数/形

式
18床/院内病棟型

ホームページ http://www.med.jrc.or.jp/

東京都内における緩和病棟を有する医療機関一覧

本リストは、東京都福祉保健局（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/gan_portal/hospital/class/care_shisetsu/pcu.html）を参考に作成しております。

区南部

医療法人社団メドビュー　東京ち
どり病院（旧　木村病院）

ＮＴＴ東日本関東病院

区西南

部

国家公務員共済組合連合会東
京共済病院

日本赤十字社医療センター

施設概要

区中央

部

学校法人聖路加国際大学　聖路
加国際病院

公益財団法人佐々木研究所附
属杏雲堂病院

東京逓信病院

東京都立駒込病院

東京医科歯科大学医学部附属
病院
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医療法人財団アドベンチスト会 住所（最寄駅）電話 杉並区天沼三丁目17番3号（ＪＲ・地下鉄　荻窪駅）

東京衛生病院 電話番号 03-3392-6151

緩和ケア病棟病床数/形

式
20床/院内病棟型

ホームページ http://www.tokyoeisei.com/

住所（最寄駅）電話 杉並区上井草四丁目4番5号（ＪＲ中央線　荻窪駅、西荻窪駅）

電話番号 03-3394-1010

緩和ケア病棟病床数/形

式
34床/院内病棟型

ホームページ http://www.koshikawa-hosp.or.jp/

宗教法人救世軍 住所（最寄駅）電話 杉並区和田一丁目40番5号（丸ノ内線　東高円寺駅、中野富士見町駅）

救世軍ブース記念病院 電話番号 03-3381-7236

緩和ケア病棟病床数/形

式
20床/院内病棟型

ホームページ http://boothhp.salvationarmy.or.jp/

住所（最寄駅）電話 新宿区津久戸町5番1号（JR・地下鉄　飯田橋駅）

電話番号 03-3269-8111

緩和ケア病棟病床数/形

式
19床/院内病棟型

ホームページ http://shinjuku.jcho.go.jp/

住所（最寄駅） 杉並区和田二丁目25番1号（丸ノ内線　東高円寺、方南町駅）

電話番号 03-3383-1281

緩和ケア病棟病床数/形

式
20床/院内病棟型

ホームページ http://www.kosei-hp.or.jp/

住所（最寄駅） 板橋区栄町33番1号（東武東上線　大山駅、中板橋駅、三田線　板橋区役所前駅）

電話番号 03-5375-1234

緩和ケア病棟病床数/形

式
20床/院内病棟型

ホームページ http://www.toshima-hp.jp/

住所（最寄駅） 板橋区栄町35番2号（東武東上線・大山駅、都営三田線・板橋区役所前駅）

電話番号 03－3964－1141

緩和ケア病棟病床数/形

式
20床/院内病棟型

ホームページ http://www.tmghig.jp/

住所（最寄駅） 北区豊島三丁目4番15号（京浜東北線　王子駅、南北線　王子駅）

電話番号 03-3912-2201

緩和ケア病棟病床数/形

式
25床/院内病棟型

ホームページ http://t-hokuto.coop/oujiseikyo-hp/index.htm

住所（最寄駅） 江戸川区東篠崎一丁目11番1号（都営新宿線　篠崎駅）

電話番号 03-5664-1701

緩和ケア病棟病床数/形

式
38床/院内病棟型

ホームページ http://sakurahp.jp/index.php

公益財団法人がん研究会 住所（最寄駅） 江東区有明三丁目8番31号（りんかい線　国際展示場駅、ゆりかもめ　有明駅）

有明病院 電話番号 03-3520-0111

緩和ケア病棟病床数/形

式
25床/院内病棟型

ホームページ http://www.jfcr.or.jp/hospital/index.html

社会福祉法人賛育会 住所（最寄駅）
墨田区太平三丁目20番2号（ＪＲ総武線・半蔵門線　錦糸町駅、都営浅草線・京成線・半蔵門

線・東武線　押上駅、東武線　東京スカイツリー駅）

賛育会病院 電話番号 03-3622-9191

緩和ケア病棟病床数/形

式
20床/院内病棟型

ホームページ http://www.san-ikukai.or.jp/sumida/hospital/index.html

区東部

医療法人社団城東桐和会　東京
さくら病院

区西部

医療法人社団杏順会　越川病院

独立行政法人地域医療機能推
進機構　JCHO東京新宿メディカ
ルセンター

立正佼成会付属佼成病院

区西北

部

公益財団法人東京都保健医療
公社　豊島病院

東京都健康長寿医療センター

王子生協病院
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医療法人社団崎陽会 住所（最寄駅） 西多摩郡日の出町大久野310（ＪＲ五日市線　武蔵増戸駅、武蔵五日市駅）

日の出ヶ丘病院 電話番号 042-597-0811

緩和ケア病棟病床数/形

式
20床/院内病棟型

ホームページ http://www.hinodehp.com/

住所（最寄駅）電話 あきる野市引田78番地1（JR武蔵五日市線　武蔵引田駅）

電話番号 042-558-0321

緩和ケア病棟病床数/形

式
16床/院内病棟型

ホームページ http://www.akiru-med.jp/

医療法人珠光会 住所（最寄駅） 多摩市連光寺二丁目69番6号（京王線　聖蹟桜ヶ丘駅、京王線・小田急線　永山駅）

聖ヶ丘病院 電話番号 042-338-8111

緩和ケア病棟病床数/形

式
11床/院内病棟型

ホームページ http://www.hijirigaoka.or.jp/

公益財団法人 住所（最寄駅）
多摩市中沢二丁目1番2号（京王相模原線・小田急多摩線・多摩都市モノレール　多摩セン

ター駅）

東京都保健医療公社 電話番号 042－338-5111

多摩南部地域病院
緩和ケア病棟病床数/形

式
16床/院内病棟型

ホームページ http://www.tamanan-hp.com/

住所（最寄駅） 町田市旭町二丁目15番41号（小田急線・JR横浜線　町田駅）

電話番号 042-722-2230

緩和ケア病棟病床数/形

式
18床/院内病棟型

ホームページ http://machida-city-hospital-tokyo.jp/

医療法人財団　慈生会 住所（最寄駅） 三鷹市下連雀八丁目3番6号（ＪＲ中央線・京王井の頭線吉祥寺駅）

野村病院 電話番号 0422-47-4848

緩和ケア病棟病床数/形

式
12床/院内病棟型

ホームページ http://www.nomura.or.jp/

住所（最寄駅） 小金井市桜町一丁目2番20号(ＪＲ中央線　武蔵小金井駅、西武新宿線　花小金井駅）

電話番号 042-383-4111

緩和ケア病棟病床数/形

式
20床/院内独立型

ホームページ http://www.seiyohanekai.or.jp/sakuramachi-hp/

社会福祉法人信愛報恩会 住所（最寄駅） 清瀬市梅園二丁目5番9号（西武池袋線　秋津駅、清瀬駅、ＪＲ武蔵野線　新秋津駅）

信愛病院 電話番号 042-491-3211

緩和ケア病棟病床数/形

式
20床/院内病棟型

ホームページ http://www.shin-ai.or.jp/

住所（最寄駅） 清瀬市竹丘一丁目17番9号（西武池袋線　清瀬駅）

電話番号 042-491-1411

緩和ケア病棟病床数/形

式
25床/院内独立型

ホームページ http://kiyosehp.salvationarmy.or.jp/

独立行政法人 住所（最寄駅）
清瀬市竹丘三丁目1番1号（西武池袋線　清瀬駅、武蔵野線　新秋津駅、西武新宿線　久米川

駅）

国立病院機構 電話番号 042-491-2111

東京病院
緩和ケア病棟病床数/形

式
20床/院内独立型

ホームページ http://www.hosp.go.jp/~tokyo/

北多摩

南部

社会福祉法人聖ヨハネ会　桜町
病院

北多摩

北部
宗教法人救世軍　救世軍清瀬病
院

西多摩

公立阿伎留医療センター

南多摩

町田市民病院
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