※本一覧は、令和元年10月1日時点のものです。変更がある場合に、赤字にて訂正してください。
※修正が不要な場合は、様式２にて変更ない旨をお答えの上そのまま御提出ください。

在宅医療・介護連携に関する相談支援窓口一覧

区市町村名

1 千代田区

2 中央区

3

5

3
港区

4 新宿区

5

文京区

連絡先

設置
箇所数

窓口名称

設置場所

電話番号

5

FAX

相談センター

千代田区立高齢者総合サポートセンター内

委託

社会福祉法人 東京栄和会
社会福祉法人 多摩同胞会

03-3265-1165

03-3265-1163

24時間365日

高齢者あんしんセンター麹町

高齢者あんしんセンター麹町

委託 社会福祉法人 東京栄和会

03-3265-6141

03-3265-6138

月～土（1月1日～3日を除く）
午前9時～午後6時

高齢者あんしんセンター神田

高齢者あんしんセンター神田

委託 社会福祉法人 多摩同胞会

03-5297-2255

03-5297-2256

月～土（1月1日～3日を除く）
午前9時～午後6時

京橋おとしより相談センター

京橋おとしより相談センター

委託 公益社団法人 中央区医師会

03-3545-1107

03-3545-1108

月～土（日曜・祝日・休日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

日本橋おとしより相談センター

日本橋おとしより相談センター

委託 公益社団法人 日本橋医師会

03-3665-3547

03-3665-3548

月～土（日曜・祝日・休日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

人形町おとしより相談センター

人形町おとしより相談センター

委託 公益社団法人 日本橋医師会

03-5847-5580

03-3665-6666

月～土（日曜・祝日・休日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

月島おとしより相談センター

月島おとしより相談センター

委託 社会福祉法人 賛育会

03-3531-1005

03-3531-9198

月～土（日曜・祝日・休日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

勝どきおとしより相談センター

勝どきおとしより相談センター

委託 社会福祉法人 賛育会

03-6228-2205

03-5548-1771

月～土（日曜・祝日・休日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

東部在宅療養相談窓口

みなとパーク芝浦内

委託

社会福祉法人 恩賜財団済生会支部東京都
03-6435-0758
済生会

03-5476-0208

西部在宅療養相談窓口

赤坂コミュニティーぷらざ内

社会福祉法人 恩賜財団済生会支部東京都
委託
03-6434-7653
済生会

03-6434-7654

在宅医療相談窓口

新宿区健康部健康づくり課在宅医療支援係
（新宿区訪問看護ステーション）

直営 -

03-5312-9925

03-3226-2237

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

かかりつけ医・在宅療養相談窓口

小石川医師会館内

委託 一般社団法人 小石川医師会

03-6912-0810

03-3947-0916

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

高齢者あんしん相談センター富坂

特別養護老人ホーム「文京白山の郷」内

委託 社会福祉法人 福音会

03-3942-8128

03-3942-1877

月～金：午前9時～午後7時
土・日・祝日及び年末年始：午前9時～午後5時30分

高齢者あんしん相談センター大塚

特別養護老人ホーム「文京大塚みどりの郷」内

委託 社会福祉法人 洛和福祉会

03-3941-9678

03-3941-9716

月～金：午前9時～午後7時
土・日・祝日及び年末年始：午前9時～午後5時30分

高齢者あんしん相談センター本富士

「龍岡介護老人保健施設」内

委託 医療法人社団 龍岡会

03-3811-8088

03-3811-2886

月～金：午前9時～午後7時
土・日・祝日及び年末年始：午前9時～午後5時30分

高齢者あんしん相談センター駒込

特別養護老人ホーム「文京千駄木の郷」内

委託 社会福祉法人 桜栄会

03-3827-5422

03-5832-6173

月～金：午前9時～午後7時
土・日・祝日及び年末年始：午前9時～午後5時30分

2

1

開設日時
（※年末年始：12月29日～1月3日）

窓口の運営形態

月～金（土・日・祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

6 台東区

1

在宅療養支援窓口

区立台東病院内

委託 公益社団法人 地域医療振興協会

03-5603-0235

03-5603-0236

月～金：午前9時～午後5時
土：午前9時～正午
(祝日及び年末年始を除く）

7 墨田区

1

在宅療養支援窓口

墨田区役所高齢者福祉課（区庁舎内）

直営 -

03-5608-6502

03-5608-6404

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

8 江東区

1

在宅医療相談窓口

江東区医師会訪問看護ステーション内

委託 公益社団法人 江東区医師会

03-3646-5500

03-3646-6050

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

月～金(祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

高齢者福祉課

区庁舎内

直営 -

高齢者支援第一
係
：03-5742-6729
03-5742-6881
高齢者支援第二
係
：03-5742-6730

台場在宅介護支援センター

台場在宅介護支援センター

委託 SOMPOケア 株式会社

03-5479-8593

03-5479-8294

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

東品川在宅介護支援センター

東品川在宅介護センター

委託 社会福祉法人 福栄会

03-5479-2793

03-5479-2614

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

東品川第二在宅介護支援センター

東品川第二在宅介護センター

委託 株式会社 大崎ホームヘルプサービス

03-5783-2656

03-5783-2658

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

上大崎在宅介護支援センター

上大崎在宅介護支援センター

委託 株式会社 ニチイ学館

03-3473-1831

03-3473-1554

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

1

※本一覧は、令和元年10月1日時点のものです。変更がある場合に、赤字にて訂正してください。
※修正が不要な場合は、様式２にて変更ない旨をお答えの上そのまま御提出ください。

在宅医療・介護連携に関する相談支援窓口一覧

区市町村名

9 品川区

10 目黒区

設置
箇所数

21

5

連絡先
窓口名称

設置場所

窓口の運営形態
電話番号

FAX

西五反田在宅介護支援センター

西五反田在宅介護支援センター

委託 社会福祉法人 さくら会

03-5740-6115

03-5740-6091

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

大崎在宅介護支援センター

大崎在宅介護支援センター

委託 社会福祉法人 福栄会

03-3779-2981

03-3779-3196

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

南大井在宅介護支援センター

南大井在宅介護支援センター

委託 社会福祉法人 さくら会

03-5753-3902

03-5767-0627

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

南大井第二在宅介護支援センター

南大井第二在宅介護支援センター

委託 社会福祉法人 さくら会

03-5495-7083

03-5495-7085

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

八潮在宅介護支援センター

八潮在宅介護支援センター

委託 社会福祉法人 品川総合福祉センター

03-3790-0470

03-3790-0439

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

大井在宅介護支援センター

大井在宅介護支援センター

委託 社会福祉法人 品川総合福祉センター

03-5742-2723

03-5742-2724

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

大井第二在宅介護支援センター

大井第二在宅介護支援センター

委託 社会福祉法人 品川総合福祉センター

03-5743-2943

03-5743-2942

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

荏原在宅介護支援センター

荏原在宅介護支援センター

委託 社会福祉法人 三徳会

03-5750-3704

03-5750-3695

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

西大井在宅介護支援センター

西大井在宅介護支援センター

委託 社会福祉法人 春光福祉会

03-5743-6120

03-5743-6121

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

小山台在宅介護支援センター

小山台在宅介護支援センター

委託 社会福祉法人 三徳会

03-5794-8511

03-5794-8512

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

小山在宅介護支援センター

小山在宅介護支援センター

委託 社会福祉法人 三徳会

03-5749-7288

03-5498-0646

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

成幸在宅介護支援センター

成幸在宅介護支援センター

委託 社会福祉法人 三徳会

03-3787-7493

03-3787-7494

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

中延在宅介護支援センター

中延在宅介護支援センター

委託 社会福祉法人 品川総合福祉センター

03-3787-2167

03-3787-2236

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

大原在宅介護支援センター

大原在宅介護支援センター

委託 株式会社 仁済

03-5749-2531

03-5749-2533

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

戸越台在宅介護支援センター

戸越台在宅介護支援センター

委託 社会福祉法人 三徳会

03-5750-1053

03-5750-1496

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

杜松在宅介護支援センター

杜松在宅介護支援センター

委託 社会福祉法人 三徳会

03-5750-7707

03-5750-7709

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後7時00分

北部包括支援センター内

委託 株式会社 やさしい手

03-5428-6891

03-3496-5215

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後7時 (土曜日は午後5時まで）

東部包括支援センター内

委託 社会福祉法人 社会福祉事業団

03-5724-8030

03-3715-1076

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後7時 (土曜日は午後5時まで）

中央包括支援センター内

委託 社会福祉法人 社会福祉事業団

03-5724-8066

03-5722-9803

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後7時 (土曜日は午後5時まで）

南部包括支援センター内

委託 社会福祉法人 社会福祉協議会

03-5724-8033

03-3719-2031

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後7時 (土曜日は午後5時まで）

西部包括支援センター内

委託 社会福祉法人 社会福祉事業団

03-5701-7244

03-3723-3432

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後7時 (土曜日は午後5時まで）

03-5744-3670

03-5744-3671

月～金(祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時（正午～午後１時を除く）

在宅療養相談窓口

一般社団法人蒲田医師会内

補助 一般社団法人 蒲田医師会

水曜日、第1・3・5金曜日（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後12時【区民向けの電話番号、輪番制で対応】

03-5744-1632
3
11 大田区

開設日時
（※年末年始：12月29日～1月3日）

03-5718-5933
大田区在宅医療相談窓口

一般社団法人大森医師会内

03-5718-5933

補助 一般社団法人 大森医師会

火曜日、第2・4金曜日（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後12時【区民向けの電話番号、輪番制で対応】

03-5744-1632
03-6425-6228
一般社団法人田園調布医師会内

月～金(祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時（正午～午後１時を除く）

03-6425-6228

補助 一般社団法人 田園調布医師会

月～金(祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時（正午～午後１時を除く）
月曜日、木曜日（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後12時【区民向けの電話番号、輪番制で対応】

03-5744-1632
池尻あんしんすこやかセンター

池尻あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 こうれいきょう

03-5433-2512

03-3418-5261

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

太子堂あんしんすこやかセンター

太子堂あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

03-5486-9726

03-5486-9750

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

2

※本一覧は、令和元年10月1日時点のものです。変更がある場合に、赤字にて訂正してください。
※修正が不要な場合は、様式２にて変更ない旨をお答えの上そのまま御提出ください。

在宅医療・介護連携に関する相談支援窓口一覧

区市町村名

12 世田谷区

13 渋谷区

設置
箇所数

連絡先
窓口名称

設置場所

窓口の運営形態
電話番号

FAX

若林あんしんすこやかセンター

若林あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 こうれいきょう

03-5431-3527

03-5431-3528

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

上町あんしんすこやかセンター

上町あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

03-5450-3481

03-5450-8919

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

経堂あんしんすこやかセンター

経堂あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 ふきのとうの会

03-5451-5580

03-5451-5582

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

下馬あんしんすこやかセンター

下馬あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 日本フレンズ奉仕団

03-3422-7218

03-3414-5225

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

上馬あんしんすこやかセンター

上馬あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 日本フレンズ奉仕団

03-5430-8059

03-5430-8085

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

梅丘あんしんすこやかセンター

梅丘あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 古木会

03-5426-1957

03-5426-1959

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

代沢あんしんすこやかセンター

代沢あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 奉優会

03-5432-0533

03-5433-9684

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

新代田あんしんすこやかセンター

新代田あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 正吉福祉会

03-5355-3402

03-3323-3523

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

北沢あんしんすこやかセンター

北沢あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

03-5478-9101

03-5478-8072

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

松原あんしんすこやかセンター

松原あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

03-3323-2511

03-5300-0212

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

松沢あんしんすこやかセンター

松沢あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 ふきのとうの会

03-3325-2352

03-5300-0031

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

奥沢あんしんすこやかセンター

奥沢あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 奉優会

03-5726-3511

03-6808-0211

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

九品仏あんしんすこやかセンター

九品仏あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 老後を幸せにする会

03-6411-6047

03-6411-6048

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

等々力あんしんすこやかセンター

等々力あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 老後を幸せにする会

03-3705-6528

03-3703-5221

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

上野毛あんしんすこやかセンター

上野毛あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 老後を幸せにする会

03-3703-8956

03-3703-5222

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

用賀あんしんすこやかセンター

用賀あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 大三島育徳会

03-3708-4457

03-3700-6511

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

二子玉川あんしんすこやかセンター

二子玉川あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 大三島育徳会

03-5797-5516

03-3700-0677

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

深沢あんしんすこやかセンター

深沢あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 奉優会

03-5779-6670

03-3418-5271

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

祖師谷あんしんすこやかセンター

祖師谷あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 古木会

03-3789-4589

03-3789-4591

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

成城あんしんすこやかセンター

成城あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 古木会

03-3483-8600

03-3483-8731

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

船橋あんしんすこやかセンター

船橋あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 ノテ福祉会

03-3482-3276

03-5490-3288

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

喜多見あんしんすこやかセンター

喜多見あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 古木会

03-3415-2313

03-3415-2314

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

砧あんしんすこやかセンター

砧あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 友愛十字会

03-3416-3217

03-3416-3250

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

上北沢あんしんすこやかセンター

上北沢あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

03-3306-1511

03-3329-1005

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

上祖師谷あんしんすこやかセンター

上祖師谷あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

03-5315-5577

03-3305-6333

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

烏山あんしんすこやかセンター

烏山あんしんすこやかセンター

委託 社会福祉法人 敬心福祉会

03-3307-1198

03-3300-6885

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

在宅医療相談窓口

文化総合センター大和田内

委託 一般社団法人 渋谷区医師会

03-3770-0527

03-3476-7328

月～金〔祝日（敬老の日除く）及び年末年始を除く〕
午前9時～午後7時

28

1

開設日時
（※年末年始：12月29日～1月3日）

3

※本一覧は、令和元年10月1日時点のものです。変更がある場合に、赤字にて訂正してください。
※修正が不要な場合は、様式２にて変更ない旨をお答えの上そのまま御提出ください。

在宅医療・介護連携に関する相談支援窓口一覧

区市町村名

14 中野区

15 杉並区

16 豊島区

設置
箇所数

10

1

連絡先
窓口名称

設置場所

窓口の運営形態
電話番号

FAX

開設日時
（※年末年始：12月29日～1月3日）

在宅療養（摂食・えん下機能）支援セン
ター

スマイル歯科診療所内

委託 一般社団法人 中野区医師会

03-3228-0051

03-3228-0051

火・水・木・土・日（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

中野地域包括支援センター

中野地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 奉優会

03-3367-7802

03-3367-7800

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後7時(土曜日は午後5時まで）

南中野地域包括支援センター

南中野地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 奉優会

03-5340-7885

03-5340-7886

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後7時(土曜日は午後5時まで）

本町地域包括支援センター

本町地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 ケアネット

03-5385-3733

03-5385-3776

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後7時(土曜日は午後5時まで）

東中野地域包括支援センター

東中野地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 中野区福祉サービス事業団 03-3366-3318

03-3366-3398

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後7時(土曜日は午後5時まで）

中野北地域包括支援センター

中野北地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 フロンティア

03-5380-6005

03-5380-5762

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後7時(土曜日は午後5時まで）

江古田地域包括支援センター

江古田地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 慈生会

03-3387-5550

03-3387-5955

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後7時(土曜日は午後5時まで）

鷺宮地域包括支援センター

鷺宮地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 フロンティア

03-3310-2553

03-3310-1172

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後7時(土曜日は午後5時まで）

上鷺宮地域包括支援センター

上鷺宮地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 武蔵野療園

03-3577-8123

03-3577-8124

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後7時(土曜日は午後5時まで）

在宅療養相談窓口

中野区地域支えあい推進室 地域包括ケア推進分野
（区庁舎内）

直営

03－3228－5785 03－3228－8716

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

在宅医療相談調整窓口

在宅医療・生活支援センター

直営 -

03-3391-1380

03-5335-7318

月～金(祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

豊島区在宅医療相談窓口

豊島区医師会内

委託 公益社団法人 豊島区医師会

03-5956-8586

03-3971-0810

月～金(祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

豊島区歯科相談窓口

池袋保健所内

委託 公益社団法人 東京都豊島区歯科医師会

03-3987-2370

03-3987-2378

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後4時30分

2

17 北区

1

北区在宅療養相談窓口

北区医師会内（北区医師会訪問看護ステーション内）

委託 一般社団法人 北区医師会

03-5944-6513

03-5944-6517

月～金(祝日及び年末年始を除く）
午前10時～午後4時

18 荒川区

1

高齢者の医療福祉相談

荒川区福祉部高齢者福祉課地域包括支援係（区庁舎
内）

直営 -

03-3802-3111
(内線：2668)

03-3802-3123

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

19 板橋区

1

在宅医療センター療養相談室

板橋区医師会在宅医療センター内

委託 公益社団法人 板橋区医師会

03-5922-4711

03-6912-3111

月～金(祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時30分

第２育秀苑地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 育秀会

03-5912-0523

03-3991-0570

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

桜台地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 育秀会

03-5946-2311

03-6915-8256

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

豊玉地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団

03-3993-1450

03-5946-9181

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

練馬地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団

03-5984-1706

03-5984-1703

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

練馬区役所地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団

03-5946-2544

03-5946-2644

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

中村橋地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 奉優会

03-3577-8815

03-3577-8838

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

北町地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団

03-3937-5577

03-6906-6877

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

練馬キングス・ガーデン地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 キングス・ガーデン東京

03-5399-5347

03-5399-5220

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

田柄地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団

03-3825-2590

03-5971-2201

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

練馬高松園地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 東京福祉会

03-3926-7871

03-3926-7872

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

4

※本一覧は、令和元年10月1日時点のものです。変更がある場合に、赤字にて訂正してください。
※修正が不要な場合は、様式２にて変更ない旨をお答えの上そのまま御提出ください。

在宅医療・介護連携に関する相談支援窓口一覧

区市町村名

20 練馬区

21 足立区

設置
箇所数

25

1

葛飾区
22

連絡先
窓口名称

設置場所

窓口の運営形態
電話番号

医療と介護の相談窓口

在宅療養支援窓口

FAX

光が丘地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団

03-5968-4035

03-3930-1122

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

高松地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団

03-5372-6064

03-3995-4825

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

第３育秀苑地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 育秀会

03-6904-0192

03-6904-0106

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

練馬ゆめの木地域包括支援センター

委託 医療法人社団 翠会

03-3923-0269

03-3923-0275

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

高野台地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団

03-5372-6300

03-3997-6211

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

石神井地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 奉優会

03-5923-1250

03-3996-0088

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

フローラ石神井公園地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 練馬豊成会

03-3996-0330

03-3996-0305

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

第二光陽苑地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 泉陽会

03-5991-9919

03-5991-9973

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

関町地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団

03-3928-5222

03-3928-8411

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

上石神井地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 練馬豊成会

03-3928-8621

03-3928-8622

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

やすらぎミラージュ地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 章佑会

03-5905-1190

03-5947-3238

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

大泉北地域包括支援センター

委託 医療法人社団 翔洋会

03-3924-2006

03-3924-2694

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

大泉学園地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 福音会

03-5933-0156

03-6904-6888

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

南大泉地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 泉陽会

03-3923-5556

03-6686-2175

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

大泉地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 章佑会

03-5387-2751

03-3922-8081

足立区福祉部地域包括ケア推進課（区役所内）

直営

03-3880-5643

03-3880-5614

高齢者総合相談センター堀切

委託 医療法人社団 明芳会

03-3697-7815

03-3697-7862

高齢者総合相談センターお花茶屋

委託 医療法人社団 明芳会

03-5671-2471

03-5671-2472

月～土（祝日及び年末年始を除く）
月～金：午前9時～午後7時
土：午前9時～午後5時30分

高齢者総合相談センター水元

委託 社会福祉法人 仁生社

03-3826-2419

03-3826-2364

月～土（祝日及び年末年始を除く）
月～金：午前9時～午後7時
土：午前9時～午後5時30分

高齢者総合相談センター水元公園

委託 社会福祉法人 仁生社

03-6231-3567

03-6231-3568

月～土（祝日及び年末年始を除く）
月～金：午前9時～午後7時
土：午前9時～午後5時30分

高齢者総合相談センター新宿

委託 医療法人社団 眞仁会

03-3826-8726

03-3826-8725

月～土（祝日及び年末年始を除く）
月～金：午前9時～午後7時
土：午前9時～午後5時30分

高齢者総合相談センター金町

委託 医療法人社団 眞仁会

03-3826-5031

03-3826-5032

月～土（祝日及び年末年始を除く）
月～金：午前9時～午後7時
土：午前9時～午後5時30分

高齢者総合相談センター高砂

委託 社会福祉法人 仁生社

03-5889-8600

03-5889-8601

月～土（祝日及び年末年始を除く）
月～金：午前9時～午後7時
土：午前9時～午後5時30分

高齢者総合相談センター柴又

委託 社会福祉法人 仁生社

03-5876-9531

03-5876-9532

月～土（祝日及び年末年始を除く）
月～金：午前9時～午後7時
土：午前9時～午後5時30分

高齢者総合相談センター青戸

委託 社会福祉法人 すこやか福祉会

03-5629-5719

03-5629-5718

月～土（祝日及び年末年始を除く）
月～金：午前9時～午後7時
土：午前9時～午後5時30分

在宅介護・療養相談窓口
15

開設日時
（※年末年始：12月29日～1月3日）

月～土（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分
月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時00分
月～土（祝日及び年末年始を除く）
月～金：午前9時～午後7時
土：午前9時～午後5時30分

5

※本一覧は、令和元年10月1日時点のものです。変更がある場合に、赤字にて訂正してください。
※修正が不要な場合は、様式２にて変更ない旨をお答えの上そのまま御提出ください。

在宅医療・介護連携に関する相談支援窓口一覧
葛飾区
22

在宅介護・療養相談窓口
15

区市町村名

23 江戸川区

設置
箇所数

29

連絡先
窓口名称

設置場所

窓口の運営形態
電話番号

FAX

開設日時
（※年末年始：12月29日～1月3日）

高齢者総合相談センター亀有

委託 社会福祉法人 すこやか福祉会

03-6240-7630

03-6240-7638

月～土（祝日及び年末年始を除く）
月～金：午前9時～午後7時
土：午前9時～午後5時30分

高齢者総合相談センター東四つ木

委託 社会福祉法人 共生会

03-5698-2204

03-5698-2170

月～土（祝日及び年末年始を除く）
月～金：午前9時～午後7時
土：午前9時～午後5時30分

高齢者総合相談センター立石

委託 社会福祉法人 共生会

03-6657-6140

03-6657-6141

月～土（祝日及び年末年始を除く）
月～金：午前9時～午後7時
土：午前9時～午後5時30分

高齢者総合相談センター奥戸

委託 社会福祉法人 仁生社

03-5670-5212

03-5670-1489

月～土（祝日及び年末年始を除く）
月～金：午前9時～午後7時
土：午前9時～午後5時30分

高齢者総合相談センター新小岩

委託 社会福祉法人 仁生社

03-5879-9328

03-5879-9329

月～土（祝日及び年末年始を除く）
月～金：午前9時～午後7時
土：午前9時～午後5時30分

かつシカ連携医相談室

葛飾区医師会内

補助 一般社団法人 葛飾区医師会

03-3691-8536

03-3691-8610

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

中央 熟年相談室 江戸川区医師会

中央 熟年相談室 江戸川区医師会

委託 医療法人社団 江戸川区医師会

03-5607-5591

03-5607-5593

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

一之江 熟年相談室 清心苑

一之江 熟年相談室 清心苑

委託 社会福祉法人 健修会

03-5879-5613

03-3653-7002

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

松江 熟年相談室 清心苑

松江 熟年相談室 清心苑

委託 社会福祉法人 健修会

03-5879-2185

03-5879-2186

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

本一色 熟年相談室 アゼリー江戸川

本一色 熟年相談室 アゼリー江戸川

委託 社会福祉法人 江寿会

03-5607-7600

03-5607-7430

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

平井 熟年相談室 ウエル江戸川

平井 熟年相談室 ウエル江戸川

委託 社会福祉法人 ウエルス東京

03-3618-0324

03-3618-0294

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

平井小松川 熟年相談室 第二ウエル江
平井小松川 熟年相談室 第二ウエル江戸川
戸川

委託 社会福祉法人 ウエルス東京

03-5858-2352

03-5858-2355

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

西瑞江 熟年相談室 江戸川区医師会一
西瑞江 熟年相談室 江戸川区医師会一之江
之江

委託 医療法人社団 江戸川区医師会

03-5667-７676

03-5667-7675

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

北葛西 熟年相談室 暖心苑

北葛西 熟年相談室 暖心苑

委託 社会福祉法人 清音会

03-3877-0181

03-3877-0188

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

船堀 熟年相談室 暖心苑

船堀 熟年相談室 暖心苑

委託 社会福祉法人 清音会

03-5878-1521

03-5878-1524

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

西葛西 熟年相談室 なぎさ和楽苑

西葛西 熟年相談室 なぎさ和楽苑

委託 社会福祉法人 東京栄和会

03-3675-1236

03-3675-1203

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

東葛西 熟年相談室 なぎさ和楽苑

東葛西 熟年相談室 なぎさ和楽苑

委託 社会福祉法人 東京栄和会

03-3877-8690

03-3877-8693

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

南葛西 熟年相談室 みどりの郷福楽園 南葛西 熟年相談室 みどりの郷福楽園

委託 社会福祉法人 江戸川豊生会

03-5659-5353

03-6808-3848

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

東小岩 熟年相談室 泰山

東小岩 熟年相談室 泰山

委託 社会福祉法人 白秋会

03-5889-1165

03-5889-1160

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

南小岩 熟年相談室 小岩ホーム

南小岩 熟年相談室 小岩ホーム

委託 社会福祉法人 厚生会

03-5694-0111

03-6458-0160

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

北小岩 熟年相談室 江戸川光照苑

北小岩 熟年相談室 江戸川光照苑

委託 社会福祉法人 光照園

03-5612-7193

03-5612-7194

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

瑞江 熟年相談室 瑞江ホーム

瑞江 熟年相談室 瑞江ホーム

委託 社会福祉法人 瑞光会

03-3679-4102

03-3679-3769

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

江戸川 熟年相談室 江東園

江戸川 熟年相談室 江東園

委託 社会福祉法人 江東園

03-3677-4631

03-3677-4692

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

鹿骨 熟年相談室 きく

鹿骨 熟年相談室 きく

委託 社会福祉法人 協和会

03-3677-3141

03-3677-3081

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

篠崎 熟年相談室 きく

篠崎 熟年相談室 きく

委託 社会福祉法人 協和会

03-5664-3080

03-3676-8686

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

夜間・休日在宅療養相談窓口

江戸川区医師会施設内

委託 医療法人社団 江戸川区医師会

03-6240-5535

―

夜間対応：月～日 午後9時～午前6時
日中対応：月・祝日・年末年始 午前9時～午後5時

6

23 江戸川区

29

※本一覧は、令和元年10月1日時点のものです。変更がある場合に、赤字にて訂正してください。
※修正が不要な場合は、様式２にて変更ない旨をお答えの上そのまま御提出ください。

在宅医療・介護連携に関する相談支援窓口一覧

区市町村名

設置
箇所数

連絡先
窓口名称

設置場所

窓口の運営形態
電話番号

なごみの家 北小岩
なごみの家 小岩

在宅療養相談窓口

八王子市在宅医療相談窓口

25 立川市

2

在宅医療・介護相談窓口

03-5876-7755

火～日（月曜日祝日の場合は翌日も休館、年末年始）
午前9時～午後5時30分

03-3658-4753

03-3658-4753

火～日（月曜日祝日の場合は翌日も休館、年末年始）
午前9時～午後5時30分

その他 江戸川区社会福祉協議会より委託

03-3670-4753

03-3670-4753

火～日（月曜日祝日の場合は翌日も休館、年末年始）
午前9時～午後5時30分

なごみの家 瑞江

その他 江戸川区社会福祉協議会より委託

03-5636-7753

03-5636-7762

火～日（月曜日祝日の場合は翌日も休館、年末年始）
午前9時～午後5時30分

03-3652-4753

03-3652-4753

火～日（月曜日祝日の場合は翌日も休館、年末年始）
午前9時～午後5時30分

03-5661-6753

03-5661-6754

火～日（月曜日祝日の場合は翌日も休館、年末年始）
午前9時～午後5時30分

03-3680-2753

03-3680-2753

火～日（月曜日祝日の場合は翌日も休館、年末年始）
午前9時～午後5時30分

なごみの家 松江北

なごみの家 長島桑川

1

委託 社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

03-3672-7753

なごみの家 鹿骨

なごみの家 一之江

24 八王子市

その他 江戸川区社会福祉協議会より委託

FAX

開設日時
（※年末年始：12月29日～1月3日）

委託 社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会
その他 江戸川区社会福祉協議会より委託
委託 社会福祉法人 江戸川区社会福祉協議会

なごみの家 葛西南部

その他 江戸川区社会福祉協議会より委託

03-5659-0753

03-5659-0755

火～日（月曜日祝日の場合は翌日も休館、年末年始）
午前9時～午後5時30分

なごみの家 小松川平井

その他 江戸川区社会福祉協議会より委託

03-5858-9753

03-5858-9783

火～日（月曜日祝日の場合は翌日も休館、年末年始）
午前9時～午後5時30分

八王子市医師会内

委託 一般社団法人 八王子市医師会

042-622-1239

042-620-7636

月～金（祝日及び年末年始（12月29日～1月4日）を除く
午前10時～午後4時

南部西ふじみ地域包括支援センター内

委託 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

042-540-0311

042-548-1747

北部中さいわい地域包括支援センター内

委託 社会福祉法人 至誠学舎立川

042-538-2339

042-538-1302

武蔵野市医師会館内

委託 一般社団法人 武蔵野市医師会

0422-39-8780

0422-39-8781

月・火・木・金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

26 武蔵野市

1

武蔵野市在宅医療介護連携支援室

27 三鷹市

1

三鷹市在宅医療・介護連携支援窓口「連
三鷹市健康福祉部高齢者支援課内
携窓口みたか」

直営 -

0422-29-9273

0422-48-2813

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

28 青梅市

1

青梅市地域包括支援センター

青梅市健康福祉部高齢者支援課内

直営 -

0428-22-1111

0428-22-3508

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分

地域包括支援センター よつや苑内

委託 社会福祉法人 正吉福祉会

042-334-8133

042-334-8154

月～土（年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時30分まで

地域包括支援センター あさひ苑内

委託 社会福祉法人 多摩同胞会

042-369-0080

042-365-4683

月～日（年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時30分

地域包括支援センター しみずがおか内

委託 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

042-363-1661

042-336-1199

月～土（年始年末を除く）
午前8時30分～午後5時15分

地域包括支援センター 泉苑内

委託 社会福祉法人 多摩同胞会

042-366-0171

042-362-8460

月～日（年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時30分

地域包括支援センター 安立園内

委託 社会福祉法人 安立園

042-367-0550

042-367-0560

月～土（年末年始を除く）
午前8時30分～午後6時

地域包括支援センター かたまち内

委託 医療法人社団 清新会

042-336-5831

042-336-5861

月～日（第1・3・5日曜日及び年末年始を除く）
午前8時45分～午後5時15分

地域包括支援センター しんまち内

委託 社会医療法人社団 健生会

042-340-5060

042-340-5622

月～土（祝日及び年末年始は除く）
午前9時～午後5時

地域包括支援センター 緑苑内

委託 社会福祉法人 多摩同胞会

042-367-6215

042-367-1012

月～日（年始年末を除く）
午前8時30分～午後5時30分

地域包括支援センター にしふ内

委託 社会福祉法人 府中西和会

042-360-1380

042-360-1387

月～金（年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時30分

地域包括支援センター これまさ内

委託 医療法人社団 共済会

042-314-0451

042-314-0452

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

地域包括支援センター みなみ町内

委託 医療法人社団 清新会

042-336-1250

042-336-1259

月～日（第2・4日曜日及び年末年始を除く）
午前8時45分～午後5時15分まで

29 府中市

11

在宅療養相談窓口

7

※本一覧は、令和元年10月1日時点のものです。変更がある場合に、赤字にて訂正してください。
※修正が不要な場合は、様式２にて変更ない旨をお答えの上そのまま御提出ください。

在宅医療・介護連携に関する相談支援窓口一覧

区市町村名

30 昭島市

設置
箇所数

4

連絡先
窓口名称

設置場所

窓口の運営形態
電話番号

FAX

昭島市東部地域包括支援センター

委託 医療法人社団 竹口病院

042-545-9204

042-505-7985

昭島市中部地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 東京都同胞援護会

042-505-7681

042-5057682

昭島市西部地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 同胞互助会

042-513-7651

042-513-7652

昭島市北部地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 ファミリー

042-519-6967

042-519-6968

在宅医療・介護連携相談窓口

開設日時
（※年末年始：12月29日～1月3日）
月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時
月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時
月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時
月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後6時

31 調布市

1

ちょうふ在宅医療相談室

調布市医師会内

委託 公益社団法人 調布市医師会

042-480-2751

042-481-9907

月～金(祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

32 町田市

1

医療と介護の連携センター

町田病院内

委託 一般社団法人 町田市医師会

042-794-6527

-

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時（正午～午後1時を除く）

33 小金井市

1

小金井市医師会在宅医療・介護連携支
援室

小金井市医師会館内

委託 一般社団法人 小金井市医師会

042-316-4630

042-316-4730

月、火、木、金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

34 小平市

1

小平市在宅医療介護連携調整窓口

小平市健康福祉部高齢者支援課内

直営

042-346-9847

042-346-9498

月～金（祝日及び年末年始をを除く）
午前8時30分～午後5時

35 日野市

1

日野市在宅療養高齢者等支援窓口

日野市立病院 地域医療連携室内

委託 日野市立病院

042-581-2677
（内線:2169）

-

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

中部地域包括支援センター内

委託 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

042-394-6662

042-393-0411

東部地域包括支援センター内

委託 社会福祉法人 はるび

042-392-6388

042-392-6387

西部地域包括支援センター内

委託 社会福祉法人 東京蒼生会

042-397-1091

042-392-7755

南部地域包括支援センター内

委託 社会福祉法人 緑風会

042-390-2211

042-390-2212

北部地域包括支援センター内

委託 社会福祉法人 白十字会

042-397-5123

042-397-5131

36

東村山市

5

在宅療養支援窓口

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時
月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時
月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時
月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時
月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

37 国分寺市

1

国分寺市在宅医療・介護連携相談窓口

国分寺市福祉部高齢福祉課内

直営

042-321-1301

042-321-1180

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

38 国立市

1

国立市在宅医療相談窓口

医療法人社団つくし会在宅療養連携室内

委託 医療法人社団 つくし会

042-569-6213

042-580-1066

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

福生市地域包括支援センター福生

福生市役所内

直営

042-551-1537

042-551-2133

月～土（日、祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分（水曜日のみ午後8時まで。土曜日の
正午～午後1時を除く。）

福生市地域包括支援センター熊川

福生市役所内

委託 福生市社会福祉協議会

042-510-2945

042-510-7397

月～土（日、祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分（土曜日の正午～午後2時を除く。）

狛江市在宅医療・介護連携相談支援相
談室

社会福祉法人狛江福祉会こまえ苑内

委託 社会福祉法人狛江福祉会こまえ苑

03-3489-2404

03-3489-2587

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時から午後5時まで

東大和市在宅医療・介護連携支援セン
ターいもくぼ

高齢者ほっと支援センターいもくぼ（地域包括支援セン
ター）内

委託 社会福祉法人 向会

042-516-9481

042-516-9482

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

東大和市在宅医療・介護連携支援セン
ターなんがい

高齢者ほっと支援センターなんがい（地域包括支援セ
ンター）内

委託 社会医療法人財団 大和会

042-566-8136

042-566-8134

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

複十字病院内

委託 公益財団法人 結核予防会 複十字病院

070-5581-8066 -

月・火・木（祝日及び年末年始を除く）
午前9時30分～午後4時30分

信愛病院内

委託 社会福祉法人 信愛報恩会 信愛病院

070-5079-8664 -

水・金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時30分～午後4時30分

39 福生市

40 狛江市

41 東大和市

2

1

2

42
清瀬市

2

清瀬市在宅医療相談窓口

8

※本一覧は、令和元年10月1日時点のものです。変更がある場合に、赤字にて訂正してください。
※修正が不要な場合は、様式２にて変更ない旨をお答えの上そのまま御提出ください。

在宅医療・介護連携に関する相談支援窓口一覧

区市町村名

連絡先

設置
箇所数

窓口名称

設置場所

窓口の運営形態
電話番号

FAX

開設日時
（※年末年始：12月29日～1月3日）

委託

株式会社ケアーズ
東久留米白十字訪問看護ステーション

042-420-5521

042-470-7478

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

武蔵村山市在宅医療・介護連携支援セン
社会医療法人財団大和会武蔵村山病院別館２階
ター

委託

社会福祉法人財団 大和会
武蔵村山病院

042-569-8896

042-566-3547

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

1

多摩市高齢者在宅療養支援窓口

多摩市医師会内

委託 一般社団法人 多摩市医師会

042-357-1677

042-372-8788

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前10時～正午、午後1時～午後4時

46 稲城市

1

いなぎ在宅医療・介護相談室

稲城市医師会事務局内

委託 一般社団法人 稲城市医師会

042-377-4964

042-377-9099

月・水・金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後4時

47 羽村市

1

羽村市在宅医療・介護連携支援センター 羽村市地域包括支援センターあゆみ内

委託 社会福祉法人 徳心会

042-570-1200

042-570-5560

月～土（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

48 あきる野市

1

あきる野市医療・介護地域連携支援セン
公立阿伎留医療センター内
ター

委託 あきる野市医師会

042-558-0556

042-558-0556

月・火・水・金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後4時

49 西東京市

1

在宅療養連携支援センター「にしのわ」

市庁舎内

委託 医療法人財団 緑秀会 田無病院

042-420-4860

042-420-2895

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時

瑞穂町東部高齢者支援センター

ふれあいセンター内

委託 瑞穂町社会福祉協議会

042-557-3852

042-557-6159

瑞穂町西部高齢者支援センター

長岡コミュニティセンター内

委託 社会福祉法人 常盤会

042-557-0609

042-557-8788

43 東久留米市

1

在宅療養相談窓口

44 武蔵村山市

1

45 多摩市

50
瑞穂町

東久留米白十字訪問看護ステーション内

2

51 日の出町

1

日の出町在宅医療介護連携支援セン
ター

日の出町包括支援センター内

委託 医療法人財団 崎陽会

042-597-2200

042-588-0180

52 檜原村

1

檜原村 福祉けんこう課

やすらぎの里

直営 檜原村

042-598-3121

042-598-1263

53 奥多摩町

2

奥多摩町地域包括支援センター
奥多摩病院

奥多摩町保健福祉センター内
奥多摩病院内

直営 直営 -

0428-83-8555
0428-83-2145

0428-83-2833
0428-83-8318

54 大島町

1

大島町地域包括支援センター

大島町地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 椿の里

04992-2-0068

04992-2-4735

55 利島村
56 新島村

1

村役場住民課

村役場住民課

直営 -

04992-9-0011

04992-9-0190

57 神津島村

1

神津島村役場 福祉課

神津島村役場 福祉課

直営 -

04992-8-0011

04992-8-1242

58 三宅村

1

三宅村地域包括支援センター

三宅村地域包括支援センター

委託 社会福祉法人 三宅島あじさいの会

04994-5-0248

04994-5-0884

60 八丈町

1

八丈町役場地域包括支援センター

八丈町役場

直営 八丈町

04996-9-5670

04996-2-7923

61 青ヶ島村

1

青ヶ島村総務課

青ヶ島村役場

直営 青ヶ島村

04996-9-0111

62 小笠原村

1

小笠原村地域包括支援センター

小笠原村地域包括支援センター

直営 -

04998-2-3939

月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分
月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分
月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前9時～午後5時
月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分
月～金（祝日及び年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時15分
月～土
午前8時30分～午後5時30分

月～金
午前8時30分～午後5時15分 （午後12時から13時までを除く）
月～土（年末年始除く）
午前8時30分～午後5時15分

59 御蔵島村
月曜～金曜（祝日及び年末年始除く）
午前8時30分～午後5時15分
月曜～金曜（祝日及び年末年始除く）
049996-9-0001
午前9時～午後5時
月～金（祝日及び年末年始除く）
04998-2-3223
午前8時15分～午後5時15分(正午～午後１時30分を除く）
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