患者相談窓口設置状況一覧（多摩地域）
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

東海大学医学部付属八王子病院

八王子市石川町1838

042-639-1111

○ 患者相談窓口

病院2階4番受付
入退院受付総合相談

平日(9～16時)、第2､4､5土曜日(9～14時)

電話、面接

特定医療法人社団 愛有会 三愛病院

八王子市宮下町377

042-691-4111

○ 社会福祉相談室

1階受付

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人財団 緑雲会 多摩病院

八王子市中野町2082

042-623-5308

○ 医療福祉相談室

緑棟1階医療福祉相談室

平日（9時～17時）

電話・面接

医療法人社団 東光会 八王子山王病院

八王子市中野山王2-15-16

042-626-1144

○ 患者相談窓口

1階受付

医療法人財団 興和会 右田病院

八王子市暁町1-48-18

042-622-5155

○ 医療相談窓口

1階入院・外来受付窓口

一般財団法人 仁和会総合病院

八王子市明神町4-8-1

042-644-3711

○ 患者支援センター

外来棟1階

医療法人財団 仁光会 眞宮病院

八王子市南新町23

042-625-0648

○ 患者様相談窓口

1階事務室

平日（10時～12時、14時～17時）

電話、面接

医療法人社団 光生会 平川病院

八王子市美山町1076

042-651-3131

○ 患者相談窓口

院内

平日（9時～17時）

電話、面接

多摩肛門科病院

八王子市堀之内3-9-14

042-674-1700

○ 相談コーナー

1階

9時～16時

対面

医療法人社団 親和会 野猿峠脳神経外科病院

八王子市下柚木1974-1

042-674-1515

○ 連携室

2階相談室

医療法人財団 中山会 八王子消化器病院

八王子市万町177-3

042-626-5111

○ 医療相談室

2階事務室

医療法人社団 青雲会北野台病院

八王子市打越町1068

042-637-1001

○ 医療相談科

本館1階窓口

平日（9時～16時）

電話、面接

医療法人社団 永生会 みなみ野病院

八王子市みなみ野5-30-3

042-632-8154

○ 患者相談窓口

入退院支援室

平日（9時～17時30分）

電話、面接

医療法人社団 純正会 八王子北部病院

八王子市川口町1540-19

042-659-8811

○ 患者様相談窓口

本館1階受付

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 鵬友会 協和病院

八王子市川口町2758

042-654-4231

○ 医療相談室

１階

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 孝山会 滝山病院

八王子市犬目町641

042-654-6131

○ 相談室

事務所内

月～土（9時30分～17時）

電話・面接

八王子保健生活協同組合 城山病院

八王子市元八王子町3-2872-1

042-665-2611

○ 医療福祉課

病院内

平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）

電話、面接

医療法人社団 永生会 南多摩病院

八王子市散田町3-10-1

042-663-0111

○ 患者相談窓口・医療相談係 新患受付・医療連携室

平日（9時～17時）

医療法人財団 青溪会 駒木野病院

八王子市裏高尾町273

042-663-2222

○ ご利用者相談

外来待合・病棟

9時～16時30分

面談

一般財団法人 高尾保養院 東京高尾病院

八王子市高尾町2187

042-661-6652

○ 医療相談室

事務室

平日（9時～16時30分）

電話、面接

医療法人社団 小松会 聖パウロ病院

八王子市小比企町1710

042-635-5111

○ 相談室

2階

東京医科大学八王子医療センター

八王子市館町1163

042-665-5611

○ 患者サポート相談窓口

総合相談・支援センター

医療法人社団 恵和会 八王子恵愛病院

八王子市館町2232-8

042-661-7821

○ 相談室

医事課

みなみ野循環器病院

八王子市兵衛1-25-1

042-637-8101

○

医療法人 永寿会 恩方病院

八王子市西寺方町105

042-651-3411

○ 医療相談室

本館1階医療相談室

医療法人 永寿会 陵北病院

八王子市西寺方町315

042-651-3231

○ 地域連携室

A館1階地域連携室

月～土（9時～17時）

電話・面接

医療法人社団 明和会 西八王子病院

八王子市上川町2150

042-654-4551

○ 患者相談窓口

新館1階受付

平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）

電話、面接

医療法人社団 KNI 北原国際病院

八王子市大和田町1-7-23

042-645-1110

○ 医療相談窓口

B棟1階

平日、土曜（9時～17時）（日・祝・年末年始を除く）

電話、面接

社会医療法人社団 健生会 立川相互病院

立川市緑町4-1

042-525-2585

○ 患者相談窓口

1階総合案内受付
サポートセンター受付

月～金（9時～12時、13時～17時）
土曜（9時～12時）

電話、面接

地域連携室
（患者相談担当）

3階

平日（9時～17時）
土曜（9時～13時）
月～金（8時30分～16時30分）
土曜（8時30分～12時30分）
平日（9時～16時）
土曜（9時～12時）

平日（9時～16時）
土曜（9時～12時）
平日（9時～17時）
土曜（9時～13時30分）

平日（9時～12時、13時～17時）
土曜（9時～12時）
月～金（9時～17時）
第1・第3・第5土（9時～12時）
平日（10時～16時）
（土曜・日曜・祝日は除く）
平日（9時～17時）
土曜（9時～17時）
平日（9時～16時）
土曜（9時～16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
面接（電話）
電話、面接
電話、面接
電話、面接

患者相談窓口設置状況一覧（多摩地域）
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～金（9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）

相談方法

健生会ふれあい相互病院

立川市錦町1-16-15

042-512-8720

○ 患者相談窓口

1F受付

医療法人財団 川野病院

立川市錦町1-7-5

042-522-8161

○ 地域医療連携室・相談室

５階

医療法人社団 敏和会 西砂川病院

立川市砂川町8-2-3

042-535-8811

○ 医療連携室

1階

医療法人社団 五葉会 永井産婦人科病院

立川市幸町4-27-1

042-535-3544

○ 相談窓口

1階受付

医療法人 啓仁会 吉祥寺南病院

武蔵野市吉祥寺南町3-14-4

042-245-2161

○ 患者相談窓口

A棟1階

医療法人社団 大隅会 森本病院

武蔵野市吉祥寺本町2-2-5

042-222-5161

○ ご利用者相談窓口

病院受付

武蔵野陽和会病院

武蔵野市緑町2-1-33

042-252-3212

○ 患者さま相談窓口

1階受付カウンター

医療法人社団 成友会 小森病院

武蔵野市関前3-3-15

042-255-8312

○ 医療相談室

1階事務室

8時45分～17時

電話、面接

一般財団法人 天誠会 武蔵境病院

武蔵野市境1-18-6

042-251-0301

○ 地域医療連携室

病院1階

平日（9時～16時）

電話、面接

武蔵野赤十字病院

武蔵野市境南町1-26-1

0422-32-3111

○ 患者相談室

５番館１階

平日（9時～17時）

電話、面接

杏林大学医学部付属病院

三鷹市新川6-20-2

042-247-5511

○ 利用者相談窓口

外来棟1階15番窓口

月～金（9時～16時）
土曜（9時～12時）

面接

公益財団法人 井之頭病院

三鷹市上連雀4-14-1

042-244-5331

○ 患者様の声相談窓口

2号館1階受付

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 碧水会 長谷川病院

三鷹市大沢2-20-36

042-231-8600

○ 患者様相談窓口

総合受付

月～金（9時～17時）

電話、面接

医療法人財団 良心会 青梅成木台病院

青梅市成木1-447

042-874-4111

○ 地域医療連携部

1階医療相談室
医療相談室

9時～16時30分
（土日祝を除く）

電話、面接、
文書、ご意見箱

医療法人財団 岩尾会 東京青梅病院

青梅市富岡3-1254

042-874-7111

○ 患者相談窓口

相談室/医事課

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 仁成会 高木病院

青梅市今寺5-18-19

042-831-5255

○ 患者相談窓口

1階受付窓口

月～金（9時～17時）
土曜（9時～13時）

電話、面接

医療法人社団 倭林会 武蔵野台病院

青梅市今井1-2586

042-831-6632

○ 医療相談室

1階医療相談室

月～土（9時～17時）

面接、電話、
メール、FAX、意見箱

医療法人社団 向日葵清心会 青梅今井病院

青梅市今井1-2609-2

042-831-8821

○ 患者相談窓口

1Ｆ 医療相談室

医療法人財団 岩尾会 東京海道病院

青梅市末広町1-4-5

042-832-0111

○ 患者相談窓口

医療福祉相談室

青梅市立総合病院

青梅市東青梅4-16-5

042-822-3191

○ 地域医療連携室

１階

医療法人社団 幸悠会 鈴木慈光病院

青梅市長淵5-1086

0428-22-3126

○ 総合支援室

本館受付

医療法人社団 和風会 多摩リハビリテーション病院 青梅市長淵9-1412-4

042-824-3798

○ 医療相談室

病院窓口

医療法人社団 三秀会 青梅三慶病院

青梅市大柳町1412番地

0428-24-7501

○ 患者相談窓口

１階事務所

平日（9時～17時）

電話、面接

青梅慶友病院

青梅市大門1-681

0428-24-3020

○ 医療相談室

1号棟事務室内

毎日（9時～17時30分）

電話、面接

医療法人社団 新愛会 東府中病院

府中市若松町2-7-20

042-364-0151

○ 患者相談窓口

病院窓口

医療法人社団 恵仁会 366リハビリテーション病院 府中市住吉町1-34-6

042-366-0366

○ 患者の声相談窓口

1階 受付

東京都立 多摩総合医療センター

府中市武蔵台2-8-29

042-323-5111

○ 患者の声相談窓口

医事課

月～土（9時～17時）

電話、面接

東京都立 小児総合医療センター

府中市武蔵台2-8-29

042-300-5111

○ 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

平日（8時30分～17時）
平日（9時～12時､13時～16時）
（日祝除く）
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30分）

平日（9時～17時）
土曜月2日（9時～17時）
月～土（9時～17時）
（日・祝日・年末年始除く）
平日（8時30分～17時）
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）
（祝祭日を除く）
平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）

電話、面接
電話、面接
電話・面接
電話、面接
面接
電話、面接
面接

電話、面接
電話、面談、
その他（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（多摩地域）
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

東京都立 府中療育センター

府中市武蔵台2-9-2

042-323-5115

○ 医療福祉相談室

1階

平日（9時～17時）

電話、面接

根岸病院

府中市武蔵台2-12-2

042-572-4121

○ 医療相談・事務

1階

平日（10～15時）

電話・面接

府中医王病院

府中市晴見1-20

042-362-4500

○ 医療連携

医療相談室

平日（9時～16時）
第1・第3・第5土曜（9時～12時）

電話、面接

公益財団法人 日本心臓血圧研究振興会附属榊
原記念病院

府中市朝日町3-16-1

042-314-3111

○ 患者相談窓口

１階

平日（9時～17時）

面接

医療法人社団 喜平会 府中病院

府中市美好町1-22

042-360-0033

○ 医療相談室

3F

月～土（木・日曜・祝日除く）（9:00～17:00）

電話、面接

医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院

昭島市松原町3-1-1

042-500-4433

○ 患者相談窓口

本館1階

平日（9時～18時30分）
土曜（9時～12時）

電話、面接

医療法人社団 潮友会 うしお病院

昭島市武蔵野2-7-12

042-541-5423

○ 医事課（相談窓口）

1階受付

平日（9時～17時）

電話、面接

社会福祉法人 恩賜財団 東京都同胞援護会
昭島病院

昭島市中神町1260

042-546-3111

○ ソーシャルワーカー室

1階エレベータ横

平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）

電話、面接

医療法人社団 野村会 昭和の杜病院

昭島市宮沢町522-2

042-500-2611

○ 患者相談窓口

医療相談室

平日（9時～17時）

電話相談

医療法人社団 竹口病院

昭島市玉川町4-6-32

042-541-0176

○ 医療連携室

１階医療連携室

平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）

電話、面接

特定医療法人 社団研精会 山田病院

調布市東つつじヶ丘2-36-1

03-3308-8281

○ 医療相談室

1階医療相談室

月～土（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 欣助会 吉祥寺病院

調布市深大寺北町4-17-1

042-482-9151

○ 患者相談窓口

医療相談室、医事窓口、
各病棟ナースステーション

月～土（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 大坪会 北多摩病院

調布市調布ヶ丘4-1-1

042-486-8111

○ 医療相談室

1階

月～土（9時～17時）

電話、メール

医療法人社団 東山会 調布東山病院

調布市小島町2-32-17

042-481-5511

○ 患者さま相談窓口

1階総合受付

医療法人社団 桐光会 調布病院

調布市下石原3-45-1

042-484-2626

○ 患者・家族相談窓口

医療連携室

医療法人社団 青山会 青木病院

調布市上石原3-33-17

042-483-1355

○ 患者相談窓口

1階外来窓口

医療法人社団 大和会 多摩川病院

調布市国領町5-31-1

042-499-3256

○ 患者サポート相談窓口

地域連携室

医療法人社団正志会
南町田病院

町田市鶴間4-4-1

042-799-6161

○ 患者相談窓口

本館1階

医療法人社団 芙蓉会 ふよう病院

町田市南町田3-43-1

042-795-2631

○ 相談室

B棟1階

医療法人社団 慶泉会 町田慶泉病院

町田市南町田2-1-47

042-799-4639

○ 患者相談窓口

1階受付

あけぼの病院

町田市中町1-23-3

042-728-1111

○ 患者相談窓口

1階総合受付

町田市民病院

町田市旭町2-15-41

042-722-2230

○ 患者サポートセンター

南棟1階18番窓口

平日（8時30分～17時）

電話、面接

医療法人社団 史世会 町田胃腸病院

町田市旭町1-17-21

042-726-6511

○ 患者相談窓口

新館2階

平日(8時30分～11時30分、15時00分～17時30分)
(木、日、祭日休み)

電話、面接

医療法人社団 創生会 町田病院

町田市木曽東4-21-43

042-789-0502

○ 患者相談窓口

在宅ケア室

月～金（9時～17時）

電話、面接

こころのホスピタル町田

町田市上小山田町2140

042-860-1570

○ 地域連携室

地域連携室

平日（9時～16時）

電話、面接

医療法人社団 幸隆会 多摩丘陵病院

町田市下小山田町1491

042-797-1511

○ 相談窓口

1階医事課6番窓口

月～金（9時～16時30分）
土曜（9時～12時）

電話、面接

医療法人社団 松友会 上相原病院

町田市相原町5098

042-782-9311

○ 医療相談室

事務部

9時～17時

面談、電話

ふれあい町田ホスピタル

町田市小山ヶ丘1-3-8

042-798-1121

○ 相談窓口

1階医療社会ｻｰﾋﾞｽ部

月～土（10時～16時）
（祝日を除く）

電話、面接

月～土（9時～16時30分）
（※祝日除く）
平日（9時～17時）
土曜（9時～13時）
平日（10時～16時）
月～土（9時～17時）
※祝日除く
平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）
平日（9時～17時）
平日（9時～17時）
（外来休診日を除く）
月～土（9時～17時）
（日・祝日を除く）

対面・電話
電話、面接
電話、面接
電話、面接

電話、面接
電話、面接、メール
電話、面接

患者相談窓口設置状況一覧（多摩地域）
令和2年9月1日現在
病院名
医療法人社団 三医会 鶴川記念病院

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

町田市三輪町1159-1

044-987-1311

○ ひまわり総合支援室

1階受付窓口

9時～17時

電話、面接

町田市三輪町1129

044-988-2322

○ 相談窓口

1階受付横

月～土（9時～17時）

電話、窓口

町田市三輪緑山2-2133-1

044-988-3121

○ 相談室

A棟3階相談室

平日（9時～16時30分）
土曜（9時～16時30分）

電話、面接

医療法人社団 鶴川さくら会 鶴川さくら病院

町田市小野路町1632

042-735-2621

○ 相談室

受付

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 大日会 小金井太陽病院

小金井市本町1-9-17

042-383-5511

○ 患者相談窓口

A棟1階医療相談室

平日（9時～17時）

電話、面談

社会福祉法人 聖ヨハネ会 桜町病院

小金井市桜町1-2-20

042-383-4111

○ 患者相談窓口

1階医事課受付

月～土（9時～17時）

電話・面接

医療法人社団 総合会 武蔵野中央病院

小金井市東町1丁目44-26

042-231-1231

○ 相談室

本館2階

平日(9時～17時)

電話・面接

医療法人財団 美生会 小金井病院

小金井市前原町4-4-47

042-381-1658

○ 医療相談室

医療相談室

平日（9時～12時､13時～17時）

電話、面接

042-341-7619

○ 医療福祉科

医療相談室

9時～12時30分、13時30分～17時30分

電話、面接

042-341-2711

○

外来ホール

平日(8時30分～17時15分）

面接、電話、
投書箱など

平日、土曜(9時～16時30分)

電話、面接

医療法人社団 三医会
鶴川リハビリテーション病院
医療法人社団 鶴永会 鶴が丘ガーデンホスピタ
ル

医療法人社団 青葉会 小平中央リハビリテーション
小平市鈴木町1-146
病院
国立研究開発法人
小平市小川東町4-1-1
国立精神・神経医療研究センター病院

医療連携福祉相談室、
医事室、総務係

一般財団法人 多摩緑成会 緑成会病院

小平市小川西町2-5-1

042-341-3011

○ 地域連携室

一階

社会福祉法人 多摩済生医療団 多摩済生病院

小平市美園町3-11-1

042-341-1611

○ 医療相談室

1階

医療法人社団 青葉会 一橋病院

小平市学園西町1-2-25

042-343-1311

○ 総合案内患者相談窓口

本館1階総合受付

医療法人社団 康明会 康明会病院

日野市豊田2-32-1

042-584-5269

○ 地域医療推進部

1階

月～土（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 清愛会 七生病院

日野市西平山1-24-1

042-584-0623

○ 相談室

地域医療連携室

平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）

電話、面接

医療法人社団会 グレイス病院

日野市大字宮248

042-584-5119

○ 地域連携医療相談部

1階

月～土（9時～12時､13時～17時）

電話、面接

医療法人社団 回心会 回心堂第二病院

日野市万願寺2-34-3

042-584-0099

○ 地域連携医療相談部

本館１階

平日・土曜（(9時～17時)

電話、面接

公益財団法人 東京都保健医療公社 多摩北部医
療センター

東村山市青葉町1-7-1

042-396-3811

○ 患者支援センター

1階

平日（9時～17時）

電話、面接

東村山市青葉町2-27-1

042-393-2881

○ 患者相談窓口

1階受付

医療法人社団 恵友会 三恵病院

東村山市青葉町3-29-1

042-391-3035

○ 医療相談室

1号棟1階

社会医療法人 久米川病院

東村山市萩山町3-3-10

042-393-5511

○ 患者相談窓口

受付窓口

平日・土曜（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 幸悠会 逸見病院

東村山市萩山町3-26-16

042-391-1903

○ 患者相談窓口

事務室

月～土（9時～17時）
（日・祝は除く）

面談、電話

社会福祉法人 白十字会 東京白十字病院

東村山市諏訪町2-26-1

042-391-6111

○ 医療相談室

院内

9時～17時

電話、面談

公益財団法人 結核予防会 新山手病院

東村山市諏訪町3-6-1

042-391-1425

○ 相談窓口

1階、2階

平日（8時30分～17時）

電話、面接

医療法人財団 西武中央病院

東村山市富士見町1-1-43

042-393-1811

○ 患者相談窓口

1階受付窓口

社会福祉法人浴光会 国分寺病院

国分寺市東恋ヶ窪4-2-2

042-322-0123

○ 相談室

本館1階

国立さくら病院

国立市東1-19-10

042-505-8086

○ 医療連携・福祉相談室

相談室

月～金（9時～18時）

電話 面接

医療法人社団 悦伝会 目白第二病院

福生市福生1980

042-553-3511

○ 医療相談室

2階相談室

9時～12時、13時～17時

面談

医療法人社団 新新会 多摩あおば病院

月～金（8時30分～16時30分）
土曜（8時30分～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）
月～土（9時～17時）
（日・祝・年末年始は除く）

月～金(9時～17時)
土曜(9時～13時)
平日(9時～17時30分）
(年末年始除く）

電話、面接
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（多摩地域）
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

公立福生病院

福生市加美平1-6-1

042-551-1111

○ 患者の声相談窓口

患者支援センター
地域医療連携室

平日（8時30分～17時15分）

電話、面接

医療法人社団 豊徳会 東京多摩病院

狛江市岩戸南2-2-3

03-3489-3191

○ 医療相談室

1階

平日(9時～17時）
第2・第4土曜（9時～12時）

電話、面接

東大和病院

東大和市南街1-13-12

042-562-1411

○ 患者支援センター

B棟1階

平日・土曜（8時30分～17時）

電話、面接

東京都立東大和療育センター

東大和市桜が丘3-44-10

042-567-0222

○ 在宅支援室

１階

平日（9時～12時、13時～17時）

電話、面談

医療法人財団 織本病院

清瀬市旭が丘1-261

042-491-2121

○ 地域医療連携室

1階東側

月～土（9時～17時30分）

電話、面接

医療法人社団 雅会 山本病院

清瀬市野塩1-328

042-491-0706

○ 患者の声相談窓口

医療相談室

公益財団法人 結核予防会 複十字病院

清瀬市松山3-1-24

042-491-4111

○ 相談窓口

本館1階地域医療連携室

医療法人財団 保養会 竹丘病院

清瀬市竹丘2-3-7

042-491-6111

○ 医療連携室

1階

独立行政法人 国立病院機構東京病院

清瀬市竹丘3-1-1

042-491-2111

○ 患者相談窓口

1階相談室

平日8時30分～17時

電話・面接

社会福祉法人 上宮会
清瀬リハビリテーション病院

清瀬市竹丘3-3-33

042-493-6111

○ 相談窓口

2階A棟

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 雄心会 山崎病院

清瀬市竹丘3-4-25

042-491-2711

○ 相談窓口

医療相談室

平日（9時～17時）

電話，面接

社会福祉法人 信愛報恩会 信愛病院

清瀬市梅園2-5-9

042-491-3211

○ 患者サポートセンター

1階 患者サポートセンター室

平日・土曜9時～16時（日・祭日除く）

電話・面接

ベトレヘムの園病院

清瀬市梅園3-14-72

042-491-2525

○ 患者サポート相談窓口

外来棟待合ロビー

医療法人社団 好仁会 滝山病院

東久留米市滝山4-1-18

042-473-3311

○ 患者サポート相談窓口

1階医事課窓口

医療法人社団 レニア会 篠宮正明記念
アルテミスウイメンズホスピタル

東久留米市中央町1-1-20

042-472-6111

○ 患者様相談窓口

1階医事課窓口

医療法人社団 山本・前田記念会 前田病院

東久留米市中央町5-13-34

042-473-2133

○ 患者相談窓口

１階外来受付窓口

平日（9時～17時）

面接

医療法人社団 良江会 久留米ヶ丘病院

東久留米市小山5-7-3

042-471-0122

○ 患者相談窓口

地域連携室

平日(9時～17時）

電話、面接

独立行政法人国立病院機構 村山医療センター

武蔵村山市学園2-37-1

042-561-1221

○ 患者相談窓口

地域医療連携室

平日（9時～17時）

電話、面接

社会福祉法人 鶴風会 東京小児療育病院

武蔵村山市学園4-10-1

042-561-2521

○ 地域支援室

本館1階地域支援室

平日（8時30分～17時）

電話、面接

社会医療法人財団 大和会 武蔵村山病院

武蔵村山市榎1-1-5

042-566-3111

○ 患者相談窓口

2F

平日・土曜日（8時30分～17時）

電話、面接

社会福祉法人 桜ヶ丘社会事業協会
桜ヶ丘記念病院

多摩市連光寺1-1-1

042-375-6311

○ 医療相談室

本館2階

月～土（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 聖美会 多摩中央病院

多摩市連光寺2-62-2

042-374-2111

○ 医療相談室

本館1階受付

平日（9時～17時）

電話、面接

医療法人社団 珠光会 聖ヶ丘病院

多摩市連光寺2-69-6

042-338-8319
042-338-8111

○ 患者相談窓口

1階地域連携室

月～土(９時～17時)

電話、面接

社会福祉法人 日本心身障害児協会
島田療育センター

多摩市中沢1-31-1

042-374-2071

○ 医療相談科

外来

9時～17時45分

電話、面談、メール

稲城市立病院

稲城市大丸1171

042-377-0931

○ 患者相談窓口

医事課

平日（8時30分～17時）

電話、面接

公立阿伎留医療センター

あきる野市引田78-1

042-558-0321

○ 医療福祉相談室

1階

平日(8時30分～17時)

面談

医療法人社団 秀仁会 櫻井病院

あきる野市原小宮1-14-11

042-558-7007

○ なんでも相談室

正面ロビー右手

平日（9時～17時）

電話・面談

医療法人社団 花みずき会 保谷厚生病院

西東京市栄町1-17-18

042-424-6640

○ 医療相談室兼地域連携室

院内5階

月～金（9時～17時）
土曜（9時～13時）

電話、面接

平日（9時～17時）
土曜（9時～13時）
平日（8時30分～17時）
土曜（8時30分～12時）
月～金（8時30分～16時30分
土曜（8時30分～12時）

月～金（8時30分～17時15分）
（祝日を除く）
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)

電話、面接
電話、面接
電話・面接

電話、面接、ご意見箱
電話、面接
電話、面接、メール

患者相談窓口設置状況一覧（多摩地域）
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
9時～16時30分

相談方法

医療法人財団 緑秀会 田無病院

西東京市緑町3-6-1

042-461-2682

○ 医療福祉連携部

南棟1階

医療法人 沖縄徳洲会 武蔵野徳洲会病院

西東京市向台町3-5-48

042-465-0700

○ 患者相談窓口

地域医療連携室

医療法人社団 時正会 佐々総合病院

西東京市田無町4-24-15

042-461-1535

○ 患者相談室

総合受付

医療法人社団 東光会 西東京中央総合病院

西東京市芝久保町2-4-19

042-464-1511

○ 患者相談窓口

1階受付

医療法人社団 三秀会 羽村三慶病院

羽村市羽4207

042-570-1130

○ 患者さま相談窓口

１階受付

医療法人財団 利定会 大久野病院

西多摩郡日の出町大久野6416

042-597-0873

○ 地域連携課

院内別館1階

平日（9時～17時）

電話、面接、ご意見箱

医療法人社団 崎陽会 日の出ヶ丘病院

西多摩郡日の出町大字大久野310

042-597-1313

○ 医療福祉相談室

院内1階

平日（9時～17時）
土曜（9時～12時）

電話、面接、
メール

医療法人社団 久遠会 高沢病院

西多摩郡瑞穂町大字二本木722-1

042-556-2311

○ 医療福祉相談室

1階相談室

月～土（ 9時～17時）

電話 面接 メール

平日（9時～18時30分）
土曜（9時～12時）
月～金（9時～17時）
土（9時～12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～16時）

電話、面接
電話、面接
電話・面接
電話、面接
電話、面接

