患者相談窓口設置状況一覧（区部）
令和2年9月1日現在
病院名

所在地

電話番号

窓口
設置

患者相談窓口の名称

設置場所

対応時間
平日（8時30分～17時）
土曜(第2土曜除く)（8時30分～12時30分）
平日（9時～18時）
土曜（9時～13時）
平日（8時30分～16時）
土曜（8時30分～13時30分）

相談方法

社会福祉法人 三井記念病院

千代田区神田和泉町1

03-3862-9111

○ 患者相談窓口

外来棟1階総合受付

東京歯科大学水道橋病院

千代田区神田三崎町2-9-18

03-3262-3421

○ 患者相談窓口

本館1階

日本大学病院

千代田区神田駿河台1-6

03-3293-1711

○ 患者相談窓口

1階

公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院

千代田区神田駿河台1-8

03-3292-2051

○ 患者相談室

1階受付

平日（9時～17時）

電話、面接

公益社団法人 東京都教職員互助会 三楽病院

千代田区神田駿河台2-5

03-3292-3981

○ 患者サポート相談窓口

本館1階

平日(8時30分～16時30分)

電話・面接

医療法人社団済安堂 井上眼科病院

千代田区神田駿河台4-3

03-3295-0911

○ 目の相談室

1階

月～土（9時～16時）

面接

国家公務員共済組合連合会 九段坂病院

千代田区九段南1-6-12

03-3262-9191

○ 患者相談窓口

１階地域医療連携室

平日（9時～17時）

電話、面接

東京逓信病院

千代田区富士見2-14-23

03-5214-7111

○ 患者さん相談窓口

診療棟1階医療福祉相談室

平日（9時～17時）

面接

聖路加国際病院

中央区明石町9-1

03-3541-5151

○ ご意見・ご要望窓口

本館1階

平日（8時30分～17時）

電話、面接

国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病
中央区築地5-1-1
院

03-3542-2511

○ 相談支援センター

8階患者サポート
研究開発センター内

平日（9時～16時）

電話、相談

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院

港区虎ノ門2-2-2

03-3588-1111

○ 総合相談センター

本館1階

平日（8時30分～17時）

電話、面接

東京慈恵会医科大学附属病院

港区西新橋3-19-18

03-3433-1111

○ 患者相談室

外来棟1階

平日・土曜（8時30分～16時00分）

電話、面接

社会福祉法人 恩賜財団 母子愛育会
総合母子保健センター愛育病院

港区芝浦1-16-10

03-6453-7300

○ 医療相談室

1階

平日（9:時～16時30分）

面接

公益財団 法人 心臓血管研究所付属病院

港区西麻布3-2-19

03-3408-2151

○ 患者相談受付

1階総合案内

平日（9時～17時）

面接（原則）

医療法人財団 順和会 山王病院

港区赤坂8-10-16

03-3402-3151

○ 患者相談窓口

1階

月～土（8時30分～17時30分）

電話、面接

国際医療福祉大学 三田病院

港区三田1-4-3

03-3451-8121

○

東京都済生会 中央病院

港区三田1-4-17

03-3451-8211

○ 患者相談窓口

1階

独立行政法人 地域医療機能推進機構
東京高輪病院

港区高輪3-10-11

03-3443-9191

○ 総合相談窓口

1F

平日（8時30分～17時）

電話、面接

国立国際医療研究センター病院

新宿区戸山1-21-1

03-3202-7181

○ 総合医療相談

中央棟1階

平日（8時30分～17時）

面接

慶應義塾大学病院

新宿区信濃町35

03-3353-1211

○ 総合相談窓口

1階フロアー

東京医科大学病院

新宿区西新宿6-7-1

03-3342-6111

○ 患者相談窓口

1階総合相談・支援センター

社会福祉法人 聖母会 聖母病院

新宿区中落合2-5-1

03-3951-1119

○ 患者相談窓口

本館1階

医療法人社団 悦伝会 目白病院

新宿区下落合3-22-23

03-3953-9909

○ 患者相談窓口

1階

平日（9時～16時）

東京女子医科大学病院

新宿区河田町8-1

03-3353-8111

○ 医療対話推進室

総合外来センター
1階南エントランス

医療法人社団 鉄友会 柳町病院

新宿区市谷柳町25

03-3268-3521

○ 患者相談窓口

1階受付

平日（9時～16時）
土曜（第3除く）（9時～12時）
月～土（9時～17時）
水のみ（9時～12時）

新宿区津久戸町5-1

03-3269-8111

○ 患者サポートセンター

本館1階

平日（8時30分～17時）

電話、面接

新宿区百人町3-22-1

03-3364-0251

○ 総合医療相談室

1階ロビー

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 仁圭会 林外科病院

新宿区大京町27

03-3357-3161

○ 医療相談室

1階

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 大坪会 小石川東京病院

文京区大塚4-45-16

03-6912-2039

○ 患者相談窓口

1F受付窓口

平日（9時～17時）
第1・3土曜（9時～12時）

電話・面接

独立行政法人地域医療機能推進機構
東京新宿メディカルセンター
独立行政法人地域医療機能推進機構
東京山手メディカルセンター

医療相談・緩和ケアセンター
1階受付
がん相談支援センター

平日9時～17時
土曜9時～12時
平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）

平日・土曜（8時40分～16時30分）
土曜（第1・第3土曜は休診）
平日（9時～12時、13時～16時）
土曜（第2・4土曜、4月第3土曜除く）（9時～11時）
平日（8時30分～16時45分）
土曜日（第3除く）（8時30分～12時30分）

電話、面接
電話、面接
電話・面接

電話、面接
電話、面接

電話、面談、ご意見箱
電話、面接
電話、面接
電話、面接
電話、面接
電話、面接

患者相談窓口設置状況一覧（区部）
令和2年9月1日現在
病院名

所在地

電話番号

窓口
設置

患者相談窓口の名称

設置場所

対応時間
平日（9時～17時15分）
土曜（9時～12時）
平日（9時～17時）
土曜（9時～16時）
平日（9時～16時）
土曜（9～12時）※第2土曜を除く
平日（9時～17時）
土曜(9時～12時）
8時30分～17時
(土日祝日及び12/29～1/3を除く)

相談方法

東京都立 駒込病院

文京区本駒込3-18-22

03-3823-2101

○ 患者の声相談窓口

医事課

日本医科大学付属病院

文京区千駄木1-1-5

03-3822-2131

○ 患者相談窓口

本館1階

順天堂大学医学部附属順天堂医院

文京区本郷3-1-3

03-3813-3111

○ 患者さん相談コーナー

1号館1階総合案内

一般財団法人 慈愛病院

文京区本郷6-12-5

03-3812-7360

○ 医療相談室

1階事務室内

東京大学医学部附属病院

文京区本郷7-3-1

03-3815-5411

○ 総合相談窓口

入院棟B 1階

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

○ 患者相談室

１階

平日（9時～16時）

電話、面接

東京医科歯科大学歯学部附属病院

文京区湯島1-5-45

03-3813-6111

○ 歯科医療相談室

歯科棟南１階相談室

月・火・木・金（9：30～11：30）、水（13：00～15：00）
祝・年末年始を除く

面接

医療法人社団 大坪会 東都文京病院

文京区湯島3-5-7

03-3831-2181

○ 医療福祉相談室

本館地下１階

平日（9時～17時）

電話、面接

社会福祉法人 浅草寺病院

台東区浅草2-30-17

03-3841-3330

○ 患者相談窓口

1階相談室

平日（9時～16時）
土曜（9時～16時）

電話、面接

益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属
永寿総合病院

台東区東上野2-23-16

03-3833-8381

○ 患者相談窓口

１階

平日（8時30分～17時00分）

電話、面接

医療法人財団 神経科土田病院

台東区上野桜木1-12-12

03-3822-2201

○ 医療相談室

１階

月～土（9時～17時）

電話・面接

医療法人社団 哺育会 浅草病院

台東区今戸2-26-15

03-3876-1711

○ 医療相談課地域連携課

2階受付

平日（9時～19時）
土曜（9時～13時）

電話、面接

台東区立台東病院

台東区千束３－２０－５

03-3876-1007

○ 患者相談窓口

地域連携室

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 敬智会 梶原病院

墨田区墨田3-31-12

03-3614-2255

○ 患者相談窓口

1階第3診察室

平日(15時～16時)

面接

医療法人財団 正明会 山田記念病院

墨田区石原2-20-1

03-3624-1151

○ 患者相談窓口

1階

平日（9時～12時30分、13時30分～17時）

電話、面接

同愛記念病院

墨田区横網2-1-11

03-3625-6381

○ 医療・福祉相談室

診療棟2階

平日（9時～15時30分）
土曜（9時～12時）

電話、面接

東京都済生会 向島病院

墨田区八広1-5-10

03-3610-3651

○ なんでも相談室

1階

平日（9時～12時、13時～17時）

電話、面接

医療法人社団 仁寿会 中村病院

墨田区八広2-1-1

03-3612-7131

○ 患者相談窓口

1階受付窓口

月～土（9時～17時）

電話、面接

社会福祉法人 賛育会 賛育会病院

墨田区太平3-20-2

03-3622-9191

○ 地域連携室

外来棟西館１階

平日（9時～16時30分）

電話、面接

東京都立 墨東病院

墨田区江東橋4-23-15

03-3633-6151

○ 患者の声相談窓口

診療棟1階

平日(9時～17時)

電話、面接

東京都リハビリテーション病院

墨田区堤通2-14-1

03-3616-8600

○ 患者相談窓口

2階 医療福祉連携室 相談科

平日（9時～17時）

電話、面接

社会福祉法人 あそか会 あそか病院

江東区住吉1-18-1

03-3632-0290

○ 患者相談窓口

3階医療相談室

平日（8時30分～17時）

電話、面接

医療法人社団 高裕会 深川立川病院

江東区扇橋2-2-3

03-3645-2101

○ 患者相談窓口

4階

月～土 (9時～12時、14時～17時)

電話、面接

医療法人 青峰会 くじらホスピタル

江東区枝川3-8-25

03-5634-1123

○ 患者相談窓口

１Ｆ事務室

月～金（9時～17時30分）

電話、面接

昭和大学江東豊洲病院

江東区豊洲5-1-38

03-6204-6000

○ 総合サポートセンター

1階

8時30分～17時
（年末年始、11月15日を除く）

電話、面接

公益財団法人 がん研究会 有明病院

江東区有明3-8-31

03-3520-0111

○ 患者相談室

病院棟1階

平日（9時～17時）

電話、面談

独立行政法人 地域医療機能推進機構
東京城東病院

江東区亀戸9-13-1

03-3685-1431

○ 患者相談窓口

1階医事課総合受付

平日（8時30分～17時15分）

電話、面接

社会医療法人社団 順江会 江東病院

江東区大島6-8-5

03-3685-2166

○ なんでも相談窓口

本館1階

医療法人財団 寿康会 寿康会病院

江東区北砂2-1-22

03-3645-9151

○ 患者相談窓口

1階

一般社団法人 巨樹の会 江東リハビリテーション
病院

江東区北砂2-15-15

03-6880-1555

○ 患者相談窓口

1階総合受付

平日（8時30分～17時）
土曜（8時30分～13時）
平日（9時～13時、14時～17時）
土曜（9時～13時）
平日（8時30分～17時15分）

電話、面接
面接
電話、面接
電話、面接
電話、面接

面談
面談
電話、面接、メール

患者相談窓口設置状況一覧（区部）
令和2年9月1日現在
病院名

所在地

電話番号

窓口
設置

患者相談窓口の名称

設置場所

対応時間

相談方法

医療法人社団 藤﨑病院

江東区南砂1－25－11

03-3648-2111

○ 患者相談窓口

1階総合受付

平日（9時～17時）
土曜（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 愛育会 愛和病院

江東区東砂4-20-2

03-5634-5400

○ 地域医療連携室

新館1階総合受付

平日（9時～17時）

電話、面接

東京都立東部療育センター

江東区新砂3-3-25

03-5632-8070

○ 地域療育支援室

1階外来受付付近

江東区新砂3-3-20

03-5632-3111

○ 患者相談窓口

2階

品川区北品川3-3-7

03-3474-1831

○ 患者相談窓口

第三北品川病院医事課受付

月・火・水・金・土（9～16時）祝・年末年始を除く

電話・面談

いすゞ病院

品川区南大井6-21-10

03-3762-9127

○ 患者相談窓口

1階受付（事務室）

平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）

電話、面接

医療法人社団 仁生堂 大村病院

品川区大井3-27-11

03-3773-0102

○ 患者相談窓口

1階受付

平日（9～17時）

電話、面接

医療法人社団 佐花会 大井中央病院

品川区大井4-11-27

03-3777-0777

○ 医療相談窓口

1階受付（事務室）

月～水・金（9時～18時）
木・土（9時～13時）

電話、面接

医療法人社団 東京巨樹の会 東京品川病院

品川区東大井6-3-22

03-3764-0511

○ 患者相談窓口

1号館1階患者相談窓口

月～土（8時30分～17時）

電話、面接
ご意見箱

品川区北品川 5-2-1

03-5793-3355

○ 患者相談窓口

１階受付

月・火・水・金・土（9～16時）祝・年末年始を除く

電話・面談

品川区北品川5-4-12

03-5789-8108

○ 患者相談室

1階

平日（9時～12時30分、13時30分～17時）

電話、対面

医療法人社団 有仁会 阿部病院

品川区東五反田1-6-8

03-3447-4777

○ 患者相談窓口

1階相談室

平日（10時～13時、14時～17時）

面談 電話

五反田リハビリテーション病院

品川区西五反田8-8-20

03-3779-8820

○ 患者相談窓口

1F受付

平日（9時～12時、14時～17時）

面談

昭和大学病院附属東病院

品川区西中延2-14-19

03-3784-8000

○ 患者相談窓口

1階受付窓口

8時30分～17時
(日・祝日除く）

電話、面接

昭和大学病院

品川区旗の台1-5-8

03-3784-8000

○

中央棟１階

月～土（8時30分～17時）

電話、面接

医療法人社団 おきの会 旗の台病院

品川区旗の台5-17-16

03-3781-1108

○ 地域医療連携患者相談窓口 1階受付

平日（9時～17時）

電話、面接

独立行政法人 国立病院機構
東京医療センター

目黒区東が丘2-5-1

03-3411-0111

○ 医療相談窓口

外来棟1階

平日（9時～12時）

面接

国家公務員共済組合連合会 三宿病院

目黒区上目黒5-33-12

03-3711-5771

○ 患者相談窓口

診療館1階

平日（8時30分～17時）

電話、面接

東京共済病院

目黒区中目黒2-3-8

03-3712-3151

○ 患者相談窓口

南館１階

平日（８時30分～17時15分）

電話、面接

医療法人社団 京浜会 新京浜病院

大田区大森南1-2-19

03-3745-3631

○ 総合支援室

一階事務室

医療法人社団 京浜会 京浜病院

大田区大森南1-14-13

03-3741-6721

○ 総合支援室

一階事務室

独立行政法人 労働者健康安全機構 東京労災病
院

大田区大森南4-13-21

03-3742-7301

○ 医療サポートセンター

外来棟1階

平日（9時～17時）

電話、面接

蒲田リハビリテーション病院

大田区大森西4-14-5

03-5767-7103

○ 総合窓口

1階受付

平日（9時～17時）

来院、電話

東邦大学医療センター大森病院

大田区大森西6-11-1

03-3762-4151

○ 総合相談・がん相談

１号館１階

平日（9時～17時）
土曜（9時～14時）第3土曜休診

電話、面接、メール、ご意
見箱

医療法人財団 安田病院

大田区大森北1-11-18

03-3761-1022

○ 医療相談室

新館2階

平日（9時～12時、13時30分～18時）

電話・面接

医療法人財団 中島記念会 大森山王病院

大田区山王3-9-6

03-3775-7711

○ 患者相談窓口

1Ｆ受付

平日（9時～17時30分）
土曜（9時～12時30分）

電話・面接

大森赤十字病院

大田区中央4-30-1

03-3775-3111

○ 患者さま相談窓口

１階患者情報センター

平日（9時～17時）

電話、面接

髙野病院

大田区東糀谷3-3-24

03-3741-0011

○ 患者相談窓口

1階受付（事務室）

平日（8時30分～18時）
土曜（8時30分～12時）

電話、面接

東京蒲田医療センター

大田区南蒲田2-19-2

03-3738-8221

○ 患者相談窓口

診療棟１Ｆ

平日（9時～16時30分）

面接、電話、
メール、ご意見箱

医療法人社団有仁会 糀谷病院

大田区南蒲田3-3-15

03-3745-2354

○ 患者相談窓口

1階受付

月・火・木・金（9時～12時30分、13時30分～17時）
祝･年末年始を除く

電話、面接

順天堂大学医学部附属
順天堂東京江東高齢者医療センター
公益財団法人 河野臨牀医学研究所附属
第三北品川病院

公益財団法人 河野臨牀医学研究所附属
品川リハビリテーション病院
医療法人社団 冠心会
大崎病院東京ハートセンター

総合サポートセンター
がん相談支援センター

平日（9時～17時45分）
土曜（9時～17時15分）
平日(9時～12時、13時～15時)
土曜(第2除く)(9時～12時)

平日（9時～17時）
土曜（9時～13時）
平日（9時～17時）
土曜（9時～13時）

電話、面接
電話・面接

電話・面接
電話・面接

患者相談窓口設置状況一覧（区部）
令和2年9月1日現在
病院名

所在地

電話番号

窓口
設置

患者相談窓口の名称

設置場所

対応時間

相談方法

医療法人社団 渡辺病院

大田区羽田1-5-16

03-3741-0223

○ 医事課

1階受付

平日（9時～17時）

面接

医療法人社団 幸栄会 幸和病院

大田区萩中3-29-5

03-3745-3800

○ 相談窓口

受付

月水木金9時～17時、
火土9時～12時30分

電話、面談

社会医療法人財団 仁医会
牧田総合病院 蒲田分院

大田区西蒲田4-22-1

03-5748-5020

○ 医療相談窓口

1階受付

9時～17時

電話、面接

昭和大学歯科病院

大田区北千束2-1-1

03-3787-1151

○ 患者相談窓口

1号棟1F医事係内

月～金（10時～16時）

電話、面接

東京都保健医療公社 荏原病院

大田区東雪谷4-5-10

03-5734-8000

○ 患者の声相談窓口

１階 会計横
（診断書窓口横）

平日（9時～17時）

窓口にて声掛け

医療法人社団 七仁会 田園調布中央病院

大田区田園調布2-43-1

03-3721-7121

○ 患者相談窓口

1階受付

医療法人社団 静恒会 本多病院

大田区東矢口1-17-15

03-3732-2331

○ 医療相談室

1階

古畑病院

世田谷区池尻2-33-10

03-3424-0705

○ 患者相談窓口

１階受付

平日（9時～17時）

電話、面接

一般財団法人 平和協会 駒沢病院

世田谷区駒沢2-2-15

03-3424-2515

○ 患者相談窓口

1階医事課

平日（8時30分～17時）
土曜（8時30分～12時30分）

電話、面接

医療法人社団 さくら会 世田谷中央病院

世田谷区世田谷1-32-18

03-3420-7111

○ 地域連携室

１階外来受付け横

月～土（9時～16時30分）

電話・面接

医療法人社団 大坪会 三軒茶屋病院

世田谷区三軒茶屋1-21-5

03-3410-7321

○ 医療相談室

A館１階

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 大坪会 三軒茶屋第一病院

世田谷区三軒茶屋1-22-8

03-5787-2211

○ 患者相談窓口

2階受付

9時～17時30分（土日除く）

電話、面接

社会福祉法人 東京有隣会 有隣病院

世田谷区船橋2-15-38

03-3482-3667

○ 地域連携医療相談室

A棟1階外来フロア

平日（9時～17時）

電話、面接

社会福祉法人 康和会 久我山病院

世田谷区北烏山2-14-20

03-3309-1111

○ 医療介護相談センター

久我山病院１階

平日（9時～17時）

電話、面接

世田谷神経内科病院

世田谷区等々力6-37-12

03-3705-1199

○ 患者相談窓口

1階医療相談室

医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 奥沢病院 世田谷区奥沢2-11-11

03-5701-7788

○ 患者相談窓口

１階総合受付

特定医療法人社団 東京明日佳会 東京明日佳病
院

世田谷区奥沢3-33-13

03-3720-2154

○ 患者相談窓口

地域連携

平日（9時～17時）

電話、面接

公益財団法人 日産厚生会 玉川病院

世田谷区瀬田4-8-1

03-3700-1151

○ 患者相談窓口

1階事務所

平日（9時～12時、13時～16時30分）
土曜（9時～12時）

電話・面接

公立学校共済組合 関東中央病院

世田谷区上用賀6-25-1

03-3429-1171

○ 総合案内

外来

平日(9時～12時,13時～17時)

電話、面接

東京都立松沢病院

世田谷区上北沢2-1-1

03-3303-7211

○ 患者の声相談窓口

医事課

平日（9時～17時）

電話、面接

伊藤病院

渋谷区神宮前4-3-6

03-3402-7411

○ 医療相談室

1階医療相談室

月～土（9時～17時）

電話、面接

一般社団法人 巨樹の会 原宿リハビリテーション病
渋谷区神宮前6-26-1
院

03-3486-8333

○ 患者相談窓口

1階ロビー

月～土（8時30分～17時00分）

電話、面接、メール

日本赤十字社医療センター

渋谷区広尾4-1-22

03-3400-1311

○ 患者支援センター窓口

１階患者支援センター

平日（9時～16時30分）

面接、電話

東京都立 広尾病院

渋谷区恵比寿2-34-10

03-3444-1181

○ 患者の声相談窓口

医事課

平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）

電話、面接

セントラル病院分院

渋谷区神泉町25-1

03-3465-5131

○ 苦情・相談窓口

1階事務所内

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 明生会 セントラル病院松濤

渋谷区松濤2－11－12

03-3485-5131

○ 医療相談室

事務所

月～土（9時～17時）

電話・面談

医療法人社団 明生会 セントラル病院

渋谷区松濤2-18-1

03-3467-5131

○ 医療相談室

事務所内

9時～17時（日・祝日の除く）

電話・面接

東海大学医学部付属東京病院

渋谷区代々木1-2-5

03-3370-2321

○ 相談窓口

本館1階④入院受付

平日（8時30分～16時30分）、第1・3・5土曜（8時30分～14時30分）
（日曜日、第2・4土曜日、年末年始、国民の祝日、11月1日建学記念日を除く）

電話・面接

ＪＲ東京総合病院

渋谷区代々木2-1-3

03-3320-2210

○ 患者さま相談窓口

外来棟１階

診療日の9時～17時

電話・面談

平日（9時～16時30分）
土曜（9時～12時30）
平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）

平日（9時～16時30分）
土曜（9時～12時30分）
平日（9時～16時30分）
土曜（9時～12時30分）

窓口直接
電話、面接

電話、面接
電話、メール、面談

患者相談窓口設置状況一覧（区部）
令和2年9月1日現在
病院名

所在地

電話番号

窓口
設置

患者相談窓口の名称

設置場所

対応時間

相談方法

医療法人 内藤病院

渋谷区初台1-35-10

03-3370-2351

○ 医療連携・相談室

3階

月～土（9時～17時）

電話・面接

医療法人社団 輝生会
初台リハビリテーション病院

渋谷区本町3-53-3

03-5365-8500

○ 総合相談窓口

1階会計横

月～土（8時30分～17時30分）

電話、面接

医療法人社団 回心会 回心堂病院

渋谷区幡ケ谷2-14-12

03-3377-5141

○ 患者様相談室

本館1階

月～土（9時～17時）

電話、面接

クロス病院

渋谷区幡ヶ谷2-18-20

03-3376-2361

○ 相談窓口

医事課

平日(9時～17時)
土曜(9時～12時30分)

電話・面接

東京警察病院

中野区中野4-22-1

03-5343-5611

○ 総合案内（患者様支援室）

1階綜合案内

平日（8時15分～12時、13時～16時30分）

電話、面接

東京医療生活協同組合 新渡戸記念中野総合病
中野区中央4-59-16
院

03-3382-1231

○ 患者相談窓口

平日（9時～16時）
土曜（9時～12時）

電話、面接

総合東京病院

中野区江古田3-15-2

03-3387-5421

○ 患者相談窓口

1階4番総合受付
2階患者支援センター
中央棟1階患者相談窓口カウン
ター

月～土（9時～16時30分）

電話、面接

河北総合病院分院

杉並区阿佐谷北1-6-20

03-3339-0606

○ 患者相談窓口

1階

平日・土曜9:00～17:00

電話、面接

河北総合病院

杉並区阿佐谷北1-7-3

03-3339-2121

○ 健康生活支援室

東館1階

平日・土曜9:00～17:00

電話、面接

医療法人社団 静山会 清川病院

杉並区阿佐谷南2-31-12

03-3312-0151

○ 医療相談室

1階

平日（9時～17時）
土曜（9時～13時）

電話、面接

救世軍ブース記念病院

杉並区和田1-40-5

03-3381-7236

○ 患者様相談窓口

1階北側売店横

平日（9時～16時）

電話、面接

立正佼成会附属佼成病院

杉並区和田2-25-1

03-3383-1281

○ 利用者相談窓口

1階Sブロック

平日（9時～17時）
土曜（9時～14時）

電話・面接

医療法人社団 杏順会 越川病院

杉並区上井草4-4-5

03-3394-1010

○ 地域相談室

1階受付隣

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 三成会 河北前田病院

杉並区本天沼1-2-1

03-3330-0384

○ 患者相談窓口

1階入院会計窓口

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人財団 アドベンチスト会 東京衛生病院

杉並区天沼3-17-3

03-3392-6151

○ 患者さま相談窓口

南棟1階

医療法人財団 荻窪病院

杉並区今川3-1-24

03-3399-1101

○ 総合相談窓口

本館１階

医療法人社団 瑞心会 杉並リハビリテーション病院 杉並区西荻北2-5-5

03-3396-3181

○ ふれあい相談窓口

1階総合受付

平日（9時～17時）

電話、面接

一般社団法人 衛生文化協会 城西病院

杉並区上荻2-42-11

03-3390-4177

○ 医療相談室

1階ロビー

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 山斗会 山中病院

杉並区西荻南2-25-17

03-3335-5611

○ 医療相談室

総合受付

平日（9時～17時30分）

電話、面接

医療法人社団 回心会 ロイヤル病院

杉並区下高井戸4-6-2

03-3302-7331

○ 地域連携医療相談部

1階受付

平日・土曜（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 君真光 寺田病院

杉並区宮前5-18-16

03-3332-1166

○ 患者様相談窓口

受付窓口

平日（9時～12時、13時～17時）

電話、面接

医療法人社団 愛宝会 浜田山病院

杉並区浜田山4-1-8

03-3311-1195

○ 患者様相談窓口

受付窓口

平日、土曜(9時～17時)

電話、窓口直接

医療法人社団 日心会 総合病院一心病院

豊島区北大塚1-18-7

03-3918-1215

○ 相談支援窓口

2階医療連携室

東京都立大塚病院

豊島区南大塚2-8-1

03-3941-3211

○ 患者支援センター

1階

社会医療法人社団 大成会 長汐病院

豊島区池袋1-5-8

03-3984-6161

○ 総合受付

3号館1階

医療法人社団久福会 関野病院

豊島区池袋3-28-3

03-3986-5504

○ 患者相談窓口

1階待合フロア

医療法人社団 卓秀会 平塚胃腸病院

豊島区西池袋3-2-16

03-3982-1161

○ 患者様相談窓口

1階受付

医療法人社団 雙和会 原整形外科病院

豊島区西池袋3-36-23

03-3988-5005

○ 苦情・相談窓口

1階受付

大同病院

豊島区高田3-22-8

03-3981-3213

○ 何でも相談

1階受付カウンター

平日（9時～17時30分）

電話・面接

医療法人社団 中央白報会 白報会王子病院

北区王子2-14-13

03-3912-6611

○ 患者相談窓口

1階総合窓口

平日（9時～12時、13時～17時）
土曜（9時～12時）

電話、面接

月～木（9時～17時）
金（9時～14時）
月～金（8時30分～17時）
土（8時30分～12時）

平日（9時～17時）
土曜（9時～12時30分）
平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）
平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）
月～土(9時～17時)
祝日を除く
平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）
平日（8時30分～17時）
土曜（8時30分～12時）

電話、面接
電話・面接

電話、面接
電話、面接
電話、窓口直接
電話、面接
電話・面接
電話、面接

患者相談窓口設置状況一覧（区部）
令和2年9月1日現在
病院名

所在地

電話番号

窓口
設置

患者相談窓口の名称

設置場所

対応時間

相談方法

東京ほくと医療生活協同組合
王子生協病院

北区豊島3-4-15

03-3912-2201

○ 医療相談室

1階

平日（9時～12時、13～17時）

電話、面談

社会福祉法人 新栄会 滝野川病院

北区滝野川12-32-12

03-3910-6336

○ 患者さま相談窓口

1階

平日（9時～12時、13時～16時）
土曜（9時～12時）

電話、面談

社会医療法人社団 正志会 花と森の東京病院

北区西ヶ原2-3-6

03-3910-1151

○ 患者相談窓口

1階

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 三恵会 西ヶ原病院

北区西ヶ原2-46-9

03-3917-6561

○ 患者相談窓口

受付 1F事務所

月～土（9時～17時）

電話、面接

医療法人財団 富士病院

北区西ケ原3-33-11

03-3910-6661

○ PSW室

１階受付

医療法人社団 博栄会 浮間中央病院

北区赤羽北2-21-19

03-3907-8711

○ 患者様相談窓口

1階事務所、相談室

公益社団法人 地域医療振興協会
東京北医療センター

北区赤羽台4-17-56

03-5963-3311

○ 患者相談窓口

1階

平日(8時30分～17時) 土曜(8時30分～12時)

電話、面接

医療法人社団 金地病院

北区中里1-5-6

03-3821-6433

○ 患者相談窓口

1階 事務室

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人財団 逸生会 大橋病院

北区桐ヶ丘1-22-1

03-3907-1222

○ 総合支援室

1階事務所

医療法人社団 杏精会岡田病院

荒川区荒川5-3-1

03-3891-2231

○ 患者相談窓口

1階受付

社会医療法人社団 一成会 木村病院

荒川区町屋2－3－7

03-3892-3161

○ 相談室

外来

医療法人社団 杏和会 寺田病院

荒川区町屋3-23-14

03-3892-5725

○ 医療相談室

3階

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 美誠会 荒川病院

荒川区町屋8-20-3

03-5901-1171

○ 患者相談窓口

１階事務所

平日（9時～17時）

電話・面接・FAX

医療法人社団 愛和会 南千住病院

荒川区南千住5-10-1

03-3806-2232

○ 患者相談窓口

1階受付

平日（9時～17時）

面接

社会医療法人社団 正志会
荒木記念東京リバーサイド病院

荒川区南千住8-4-4

03-5850-0311

○ 医療福祉相談室

1階

東京女子医科大学東医療ｾﾝﾀｰ

荒川区西尾久2-1-10

03-3810-1111

○ 総合患者相談室

外来棟1階

医療法人社団 藤寿会 佐藤病院

荒川区西尾久5-7-1

03-3893-6525

○ 相談室

1階

平日（9時～12時、13時～17時）

電話、面接

医療法人社団 関川会 関川病院

荒川区西日暮里1-4-1

03-3803-5151

○ 地域医療連携室

7階

平日（10時～16時）

電話、面接

社会福祉法人 上宮会 日暮里上宮病院

荒川区東日暮里2-29-8

03-3891-5291

○ 医療相談室

2階

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 成守会 はせがわ病院

荒川区東日暮里5-45-7

03-3807-8866

○ 地域連携室

1階受付（２階相談室）

9時～17時

面接

公益財団法人 愛世会 愛誠病院

板橋区加賀1-3-1

03-3961-5351

○ 患者相談窓口

医療相談室

帝京大学医学部附属病院

板橋区加賀2-11-1

03-3964-1211

○ 患者相談室

病院1階

医療法人財団 同潤会 富士見病院

板橋区大和町14-16

03-3962-2431

○ 医療連携相談室

1階総合受付

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

○ 患者の声相談窓口

2階 医事課

地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 板橋区栄町35-2

03-3964-1141

○ 患者さま相談窓口

1階7番窓口

日本大学医学部附属板橋病院

板橋区大谷口上町30-1

03-3972-8111

○ 患者相談窓口

1階正面入口横カウンター

心身障害児総合医療療育センター

板橋区小茂根1-1-10

03-5965-1127

○ 福祉相談室

本館1階

一般財団法人精神医学研究所附属
東京武蔵野病院

板橋区小茂根4-11-11

03-5986-3111

○

医療法人社団 慈誠会 浮間舟渡病院

板橋区舟渡1-17-1

03-5994-5111

○ 医療相談室

地域医療連携センター/
患者相談窓口

平日9時～17時
第1・3・5土曜日 休診
平日（8時45分～17時）
土曜（8時45分～13時）

平日(9時～17時)
土曜(9時～12時)
平日(水曜除く)（9時～17時）
水・土（9時～12時）
月～土（9時半～16時）
日・祝・12月30日～1月3日休み

平日（9時～16時30分）
土曜（9時～12時）
平日（8時～16時）
土曜（8時～12時）

平日（9時～11時30分、13時30分～16時）
土曜（9時～11時30分）
平日（9時～17時）
土曜（9時～12時30分）
平日（9時～16時）
土曜（9時～11時30分）
平日（9時～17時）
土曜（9時～12時30分）
平日（9時～17時）
平日（8時30分～17時）
土曜（8時30分～12時）
平日（10時～16時）
第2・第4土曜（10時～12時）

電話、面接
電話、面接

電話、面接
電話、面接
電話、面接

電話、面接
電話、面接

電話、面接
電話、面接
電話、面接
電話・面接
電話、面接
電話、面接
電話、面接

A館１階外来棟

8時30分～17時

電話、面接

1階受付

月～土（9時～17時）
（祝日除く）

電話、面接

患者相談窓口設置状況一覧（区部）
令和2年9月1日現在
病院名

所在地

電話番号

窓口
設置

患者相談窓口の名称

設置場所

対応時間

相談方法

医療法人社団 田島厚生会 舟渡病院

板橋区舟渡2-19-12

03-3968-8851

○ 医療相談室

1階受付前

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 誠志会 誠志会病院

板橋区坂下1-40-2

03-3968-2621

○ 患者相談窓口

３階入院事務

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人財団 健康文化会 小豆沢病院

板橋区小豆沢1-6-8

03-3966-8411

○ 医療相談室

１階医療相談室

医療法人 社団明芳会 板橋中央総合病院

板橋区小豆沢2丁目12番7号

03-3967-1181

○ 患者様相談窓口

B館1階

医療法人社団 慈誠会 慈誠会若木原病院

板橋区若木1-24-17

03-3550-2545

○ 医療相談室

事務室内

月～土（9時～17時）

電話、面接

医療法人財団 朔望会 常盤台外科病院

板橋区常盤台2-25-20

03-3960-7211

○ 医療相談室

地下1階相談室

月～土（祝日除く）（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 明芳会 イムス記念病院

板橋区常盤台4-25-5

03-3932-9181

○ 患者様相談窓口

2階入退院受付

平日（8時30分～17時30分）
土曜（8時30分～13時）

電話、面接、
メール、手紙

医療法人社団 慈誠会 上板橋病院

板橋区常盤台4-36-9

03-3933-7191

○ 医療相談室

本館1階

9時～17時（日、休日を除く）

電話、面接

医療法人社団和好会 金子病院

板橋区南常盤台1-15-14

03-3956-0145

○ 相談窓口

2階ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ

月～土（9時～17時）

電話・面談

医療法人社団 慈誠会 慈誠会記念病院

板橋区西台3-11-3

03-5920-1801

○ 患者相談窓口

1階相談室

9時～17時
(日･祝日を除く)

電話、面接

高島平中央総合病院

板橋区高島平1-73-1

03-3936-7451

○ 患者様相談窓口

1階総合受付

平日（9時～18時30分）土曜（9時～13時）

電話・面接

板橋区徳丸2-8-20

03-3934-1661

○ 医療相談室

1階相談室

平日（9時～17時）

電話、面接

板橋区徳丸3-19-1

03-3934-1611

○ 医療相談室

1階受付

9時～17時(日･祝日除く)

電話、面接

医療法人社団 翠会 成増厚生病院

板橋区三園1-19-1

03-3939-1191

○ 総合受付

管理棟１階

平日（9時～17時）

電話・面接

北村整形外科病院

板橋区赤塚新町3-3-4

03-3939-3020

○ 相談窓口

受付窓口

平日（9時～16時）

面接

医療法人社団 叡宥会 安田病院

板橋区成増1-13-9

03-3939-0101

○ 患者相談窓口

病院内

平日（9時～17時）

電話・面接

医療法人社団 正風会 小林病院

板橋区成増3-10-8

03-3930-7077

○ 相談窓口

受付

平日（9時～17時）

電話、面談

練馬区練馬1-17-1

03-3557-2611

○ 医療相談室

5階 事務室内

平日（9時～17時）

電話、面接

練馬区旭丘1-24-1

03-5988-2200

○ 医療福祉相談室

研修棟相談室

平日（8時30分～17時30分）

電話、面接

医療法人社団 さくら景星会 桜台病院

練馬区豊玉南1-20-15

03-3993-7631

○ 患者相談窓口

1階医療相談室

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 秀佑会 東海病院

練馬区中村北2-10-11

03-3999-1131

○ 患者相談窓口

受付

平日（10時～15時)

面接

順天堂大学医学部附属練馬病院

練馬区高野台3-1-10

03-5923-3111

○ 総合案内・受診相談

1号館2階

平日（8時～16時）
土曜（8時～12時）

電話、面接

医療法人社団はなぶさ会 島村記念病院

練馬区関町北2-4-1

03-3928-0071

○ 患者相談窓口

１階相談室

平日（9時～17時）、土曜（9～12時）

電話、面接、メール

田中脳神経外科病院

練馬区関町南3-9-23

03-3920-6263

○ 医療連携室

カンファレンス室

9時～12時、14時～16時
（土日祝を除く）

電話、面接

医療法人社団 じうんどう 慈雲堂病院

練馬区関町南4-14-53

03-3928-6511

○ 患者苦情相談窓口

C棟1階

平日（9時～17時）

面談、電話

医療法人社団 一陽会 陽和病院

練馬区大泉町2-17-1

03-3923-0221

○ 患者さんの声相談窓口

北館ＧＦ総合受付

平日（9時～11時30分、13時30分～17時）

電話、面接

医療法人社団 純正会 東大泉病院

練馬区東大泉7-36-10

03-3924-5820

○ 患者様相談窓口

1階受付

平日（9時～12時）

電話、面接

公益社団法人 地域医療振興協会 練馬光が丘病
院

練馬区光が丘2-11-1

03-3979-3611

○ 患者相談窓口

１階正面玄関横

電話、面接
院内ご意見箱、メール

医療法人社団 綾瀬病院

足立区綾瀬6-3-1

03-3605-3319

○ 患者相談窓口

外来受付

平日(8時45分～17時)
土曜(8時45分～12時30分)
平日（9時～11時30分・13時～16時30分）
土曜（9時～11時30分）

綾瀬循環器病院

足立区谷中2-16-7

03-3605-2811

○ 患者相談窓口

1階受付

平日（8時30分～16時30分）

電話、面接

医療法人社団 慈誠会
慈誠会徳丸リハビリテーション病院
医療法人社団 慈誠会
東武練馬中央病院

医療法人社団 慈誠会
練馬駅リハビリテーション病院
公益財団法人 東京都医療保健協会
練馬総合病院

平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）
平日（8時30分～17時30分）
土曜（8時30分～12時30分）

電話、面接
電話、面接

電話、面接

患者相談窓口設置状況一覧（区部）
令和2年9月1日現在
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あやせ循環器リハビリ病院

足立区谷中3-12-10

03-3605-2831

○ 患者相談窓口

1階受付

平日（8時30分～16時30分）

電話、面接

医療法人社団 苑田会
苑田会リハビリテーション病院

足立区谷中5-9-11

03-3605-1108

○ 医療福祉相談室

1階

平日（9時～12時、13時30分～17時）
（日祝祭日を除く）

電話、面接

医療法人社団 苑風会 苑風会病院

足立区中央本町1-19-5

03-3848-7800

○ 患者相談窓口

１階受付

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人財団 健和会
柳原リハビリテーション病院

足立区柳原1-27-5

03-5813-2121

○ 患者相談窓口

1階受付

平日（9時30分～17時）

電話、面接、FAX

医療法人社団 民政会 愛里病院

足立区千住東1-20-12

03-3888-7721

○ なんでも相談窓口

1階受付

月～土（10時～16時30分）

電話、面接

社会福祉法人 勝楽堂病院

足立区千住柳町5-1

03-3881-0137

○ 医療相談室

1階

医療法人社団 哲仁会 井口病院

足立区千住2-19

03-3881-2221

○ 患者様相談窓口

１F受付

医療法人社団 寿英会 内田病院

足立区千住2-39

03-3888-7321

○ 医療社会相談室

1階

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人財団 桜会 桜会病院

足立区千住桜木2-13-1

03-3881-9211

○ 患者相談窓口

1階

平日（9時～17時） 土曜（9時～12時）

面談

医療法人財団 厚生協会 東京足立病院

足立区保木間5-23-20

03-3883-6331

○ 医療福祉相談室

北棟1階

平日（9時～12時、13時～17時）

電話、面接

医療法人社団 美誠会 足立北病院

足立区保木間5-38-15

03-5851-1601

○ 相談窓口

事務所

9時～17時

電話、直接、FAX

社会医療法人社団 慈生会 等潤病院

足立区一ツ家4-3-4

03-3850-8711

○ 患者サポートセンター

病院1階患者サポートセンター

平日・土曜日（9時～16時45分）

電話、面接

医療法人社団 苑田会 苑田第三病院

足立区伊興本町2-5-10

03-5837-5111

○ 患者相談窓口

受付

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 聖寿会 足立十全病院

足立区西保木間3-20-2

03-3883-4857

○ 患者相談窓口

1階受付（医事課）

平日（9時～17時)

電話、面接

医療法人社団 苑田会 苑田第一病院

足立区竹の塚4-1-12

03-3850-8366

○ 医療連携室

１階

月～土（9時～17時）

電話・面接

医療法人社団 三奉会 井上病院

足立区竹の塚5-12-11

03-3884-5221

○ 患者相談窓口

１階事務室

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 厚友会 足立東部病院

足立区梅島2-35-16

03-3880-1221

○ 医療相談窓口

1階入退院窓口

9時～17時
（土・日・祝祭日を除く）

電話、面接

医療法人社団 大和会 大内病院

足立区西新井5-41-1

03-3890-1306

○ 「患者さんの声」相談窓口

１階受付

9時～17時

面接・電話・メール

社会医療法人社団 昭愛会 水野記念病院

足立区西新井6-32-10

03-3898-9377

○ 医療相談室

オバマ棟3階

平日（8時30分～17時）
土曜（8時30分～12時30分）

電話、面接

医療法人社団 慈英会病院

足立区西新井栄町2-8-6

03-3889-1111

○ 患者相談窓口

受付（医事課）

平日（9時～17時）

電話、面接

西新井病院

足立区西新井本町1-12-12

03-5647-1700

○ 患者サポート相談窓口

地域連携室

月～金（9時～17時）
土（9時～12時30分）

来院・電話・郵送

医療法人社団 八葉会 大石記念病院

足立区西新井本町2-23-1

03-3898-7471

○ 患者相談窓口

1階受付

平日（9時～17時）

電話、面接

社会医療法人社団 医善会 いずみ記念病院

足立区本木1-3-7

03-5888-2111

○ 医療介護相談室

1階

平日（9時～17時）
土曜（9時～12時30分）

電話、面接

医療法人社団 仁幸会 扇大橋病院

足立区扇1-55-28

03-3890-1171

○ 医療連携室

1階医療連携室

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 大和会 平成扇病院

足立区扇3-26-5

03-3855-5500

○ 地域連携室

1階 地域連携室

月～土（9時～17時）（祝祭日は除く）

電話・面談

花はたリハビリテーション病院

足立区花畑5-12-29

03-5242-1108

○ 患者相談窓口

１階受付

9時～17時（日曜・祭日を除く）

電話、面談

医療法人社団 忠医会 大高病院

足立区島根3-17-8

03-5856-5970

○ 患者相談窓口

2階 地域医療連携室

平日・土曜（9時～17時30分）

電話、面接

医療法人社団 直和会 平成立石病院

葛飾区立石5-1-9

03-3692-2121

○ 患者様相談窓口

1階外来受付

平日（9時～17時）

電話、窓口

日本赤十字社東京都支部 葛飾赤十字産院

葛飾区立石5-11-12

03-3693-5211

○ 患者さん相談窓口

1階相談室（医療社会事業部）

月～土（9時～17時）
（日・祝・年末年始除く）

電話、面接

平日（8時30分～17時）
土曜（8時30分～13時）
月～土（9時～17時)
(日・祝日を除く）

電話、面接
電話、面接、メール

患者相談窓口設置状況一覧（区部）
令和2年9月1日現在
病院名

所在地

電話番号

窓口
設置

患者相談窓口の名称

設置場所

対応時間
月火水金9時～17時
木土9時～13時
月～土（8時30分～17時30分）
（祝祭日を除く）

相談方法

小澤病院

葛飾区奥戸2-31-3

03-3692-7610

○ 医療相談窓口

1階医療相談室

医療法人社団 明芳会 イムス東京葛飾総合病院

葛飾区西新小岩4-18-1

03-5670-9901

○ 患者様サポート相談窓口

1階総合受付

医療法人社団 五十鈴会 坂本病院

葛飾区西新小岩4-39-20

03-3691-2518

○ 医療福祉相談室

1階

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 嬉泉会 嬉泉病院

葛飾区東金町1-35-8

03-3600-9001

○ 患者相談窓口

本館1階ロビー

平日、土曜（8時30分～17時15分）

電話、面接

社会医療法人社団 光仁会 第一病院

葛飾区東金町4-2-10

03-3607-0007

○ 患者相談窓口

１階受付

平日（9時～16時）
土曜（9時～12時）

電話、面接、
ご意見箱

医療法人社団 一秀会 葛飾橋病院

葛飾区東金町7-33-1

03-3607-0891

○ 患者相談窓口

第3診察室

月～土（9時～16時30分）

電話、面接

医療法人社団 玲瓏会 金町中央病院

葛飾区金町1-9-1

03-3607-2001

○ 医療相談室

1階窓口

月～土（9時～17時）

電話、窓口

社会福祉法人 仁生社 かつしか江戸川病院

葛飾区高砂3-27-13

03-3672-1046

○ 地域連携室

1F

葛飾区亀有2-18-27

03-6231-2020

○ 患者支援・相談窓口

1階相談室

葛飾区亀有5-14-1

03-5682-5111

○ 患者支援センター

１階総合相談窓口

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター

葛飾区青戸6-41-2

03-3603-2111

○ 医療相談窓口

1階 入退院医療連携センター

イムスリハビリテーションセンター東京葛飾病院

葛飾区堀切3-26-5

03-3697-8331

○ 患者相談窓口

1階患者相談窓口

医療法人社団 晃山会 松江病院

江戸川区松江2-6-15

03-3652-3121

○ 医療相談室

本館１階

医療法人社団 同愛会病院

江戸川区松島1-42-21

03-3654-3311

○ 各病棟相談室

1階

社会福祉法人 仁生社 江戸川病院

江戸川区東小岩2-24-18

03-3673-1221

○ 医療福祉相談室

1階

医療法人社団 理弘会 岩倉病院

江戸川区南小岩7-28-4

03-3659-3215

○ 相談窓口

受付

月～土（9時～17時）

面談、電話

社会福祉法人 仁生社 江戸川メディケア病院

江戸川区東松本2-14-12

03-3657-1181

○ 医療福祉相談室

1階医事課受付

平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）

電話・面談

日本私立学校振興･共済事業団 東京臨海病院

江戸川区臨海町1-4-2

03-5605-8811

○ 医療福祉相談室

1階

平日（9時～17時）

面談、電話

医療法人社団 三和会 東京東病院

江戸川区鹿骨3-20-3

03-5636-3030

○ 医療相談室

1階受付

平日（8時30分～17時30分）

電話、面接

医療法人社団 津端会 京葉病院

江戸川区松江2-43-12

03-3654-8211

○ 医療福祉相談室

5階医療福祉相談室

月～土（10時～16時30分）

電話、面接

医療法人社団 済安堂 西葛西・井上眼科病院

江戸川区西葛西3-12-14

03-5605-2100

○ 医療相談室

1階

社会医療法人社団 森山医会
森山脳神経センター病院

江戸川区西葛西7-12-7

03-3675-1211

○ 医療福祉相談室

1階

社会医療法人社団 正志会
葛飾リハビリテーション病院
公益財団法人 東京都保健医療公社
東部地域病院

平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）
平日（9時～12時、14～17時）
土曜（9～12時）
平日（8時30分～17時）
土曜（8時30分～12時）
月～土(9時～17時）
平日（9時～17時30分）
土曜（9～13時）
平日（9時～12時、14時～17時）
土曜（9時～12時）
平日（9時～17時）
土曜（9時～13時）
平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）

平日（8時30分～18時30分)
土曜（8時30分～18時30分）
平日（9時～17時）
土曜（9時～13時）

電話、面接
電話、面接

電話、面接
電話、面接
電話、面接
電話 面接
電話、面接
電話、面接
電話、面接
電話、面接

電話、面接
電話、面接

