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索引（病院・診療所）

病 院 ・ 診 療 所

愛誠病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥178

愛の泉　恩多クリニック‥‥‥‥426

あいべ整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥172

愛里病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥231

愛和病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥289

青木病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥406

青戸整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥271

青葉病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 92

青山クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥192

青山整形外科クリニック‥‥‥‥ 20

赤坂見附前田病院‥‥‥‥‥‥‥ 15

赤坂山王メディカルセンター‥‥ 20

赤羽岩渕病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥172

赤羽整形・リウマチクリニック‥173

あかばね整形外科‥‥‥‥‥‥‥173

赤羽中央総合病院‥‥‥‥‥‥‥165

赤羽東口病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥166

赤羽病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥166

赤羽リハビリテーション病院‥‥167

昭島整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥379

あきしま相互病院‥‥‥‥‥‥‥377

昭島病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥377

秋津ほそがい整形外科‥‥‥‥‥426

あきる台病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥331

浅草馬道奥野整形外科医院‥‥‥ 35

浅草病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31

あさの整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥115

アサヒタワークリニック‥‥‥‥283

あさひ病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥232

小豆沢病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥178

あそか病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥289

足立北病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥232

足立共済病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥233

あだち共生病院‥‥‥‥‥‥‥‥233

足立慶友整形外科‥‥‥‥‥‥‥252

足立慶友リハビリテーション病院 234

足立鹿浜病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥234

足立十全病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥235

アットホーム渋谷クリニック‥‥116

あつみ整形外科・眼科クリニック 77

あべ整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥143

阿部整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 92

あべ整形外科クリニック‥‥‥‥390

天本病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥364

あやせ駅前整形外科・内科‥‥‥252

あやせ慶友整形外科‥‥‥‥‥‥253

綾瀬循環器病院‥‥‥‥‥‥‥‥235

あやせ循環器リハビリ病院‥‥‥236

荒川生協診療所‥‥‥‥‥‥‥‥225

荒川病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥220

荒木記念東京リバーサイド病院‥221

有明病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥290

有栖川整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥ 21

AR-Ex 尾山台整形外科 ‥‥‥‥‥ 93

アレックス脊椎クリニック‥‥‥ 93

いかいクリニック‥‥‥‥‥‥‥207

井口病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥237

池内整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥208

池上総合病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48

池田整形外科クリニック‥‥‥‥125

池袋病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥154

石倉整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥417

石倉内科クリニック‥‥‥‥‥‥418

いしばし整形外科給田診療所‥‥ 94

五十畑クリニック‥‥‥‥‥‥‥ 94

いたばし・ハートクリニック‥‥193

板橋区医師会病院‥‥‥‥‥‥‥179

板橋中央総合病院‥‥‥‥‥‥‥179

板橋宮本病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥180

一之江けいゆう整形外科クリニック 312

一盛病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥305

いでの整形外科リウマチ科クリニック 312

伊藤整形外科医院‥‥‥‥‥‥‥296

稲城市立病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥367

稲城台病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥367

稲城やまざき整形外科‥‥‥‥‥368

稲波脊椎・関節病院‥‥‥‥‥‥ 38

いのうえ整形外科‥‥‥‥‥‥‥297

井上整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35

井上整形外科クリニック‥‥‥‥372

井上病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥236

今給黎整形外科クリニック‥‥‥397

イムス板橋リハビリテーション病院 180

イムス葛飾ハートセンター‥‥‥263

イムス記念病院‥‥‥‥‥‥‥‥181

イムス東京葛飾総合病院‥‥‥‥263

イムスリハビリテーションセンター東京葛飾病院 264

医療法人社団　高志会　ほりきり整形外科 271

岩井整形外科内科病院‥‥‥‥‥305

岩崎整形外科医院‥‥‥‥‥‥‥421

上板橋病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥182

上野病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32

うえまつ整形外科クリニック‥‥297

魚住整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥298

うかり整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥ 95

浮間中央病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥167

浮間舟渡病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥181

うさみ整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥408

内田クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥283

内田病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥237

梅田診療所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥253

梅田病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥238

永研会クリニック‥‥‥‥‥‥‥409

永寿総合病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32

永寿総合病院　柳橋分院‥‥‥‥ 33

永生クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥344

永生病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥334

えこだ駅前山田整形外科‥‥‥‥208

江古田内科整形外科‥‥‥‥‥‥209

江戸川共済病院‥‥‥‥‥‥‥‥306

江戸川共済病院付属東瑞江医院‥313

江戸川病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥306

江戸川病院 高砂分院 ‥‥‥‥‥264

江戸川メディケア病院‥‥‥‥‥307

ＮＴＴ東日本関東病院‥‥‥‥‥ 39

荏原病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49

エム・クリニック‥‥‥‥‥‥‥422

苑風会病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥238

扇内整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥314

王子クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥174

王子生協病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥168

青梅三慶病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥323

青梅市立総合病院‥‥‥‥‥‥‥323

青梅東部病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥324

大泉学園整形外科‥‥‥‥‥‥‥209

大泉生協病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥201

大内病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥239

大岡山あおぞら整形外科‥‥‥‥ 59

大川整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥210

大久野病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥333

大崎病院東京ハートセンター‥‥ 39

大島医療センター‥‥‥‥‥‥‥441

太田医院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥313

大高病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥239

太田整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥132

オオタ整形外科クリニック‥‥‥144

大田病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49

おおつき整形外科リウマチ科‥‥174

大橋病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥168

大原クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥ 95

大森山王病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50

大森整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥144

大森町整形外科内科クリニック‥ 60

大谷田整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥254

大山整形外科診療所‥‥‥‥‥‥345

小笠原村診療所‥‥‥‥‥‥‥‥442

岡田クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥145

岡田整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 96

小方整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥272

岡田病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥221

岡本整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥158

荻窪病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥136

荻原整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥116

奥秋整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43

奥多摩病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥334

奥野整形外科クリニック‥‥‥‥272

おくむら整形外科内科クリニック 21

小倉学園附属四谷整形外科リハビリテーションクリニック 125

おその整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥273

御茶ノ水呼吸ケアクリニック‥‥‥4

お茶の水整形外科機能リハビリテーションクリニック ‥5

おばた整形外科・耳鼻咽喉科クリニック 60

小原病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥129

織本病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥428

恩方病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥335

回心堂第二病院‥‥‥‥‥‥‥‥360

回心堂病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥110

掛川整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28

葛西昌医会病院‥‥‥‥‥‥‥‥307

葛西整形外科内科‥‥‥‥‥‥‥314

葛西中央病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥308

梶原クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥ 96

梶原診療所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥175

梶原病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥278

葛飾リハビリテーション病院‥‥265

【あ行】

【か行】
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香取整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 97

金町整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥273

金町中央病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥265

要町病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥155

かなや整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥145

金谷整形外科せぼね・骨粗しょう症クリニック 193

金子病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥182

蒲田リハビリテーション病院‥‥ 50

かみじょう整形外科‥‥‥‥‥‥210

上高田ちば整形外科・小児科‥‥133

神谷整形外科・眼科‥‥‥‥‥‥ 97

上代継診療所‥‥‥‥‥‥‥‥‥332

亀有中央病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥266

カラムンの森こどもクリニック‥422

かわかみ整形外科クリニック‥‥146

河北透析クリニック‥‥‥‥‥‥146

河北前田病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥137

河北リハビリテーション病院‥‥137

かわさきクリニック‥‥‥‥‥‥345

かわにし整形外科クリニック‥‥ 98

川野病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥370

河原クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥390

かんざわ整形外科クリニック‥‥147

関東中央病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85

紀尾井町メディカルクリニック‥‥5

きくち整形外‥‥‥‥‥‥‥‥‥409

菊地整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61

菊地脳神経外科・整形外科‥‥‥414

義肢装具サポートセンター付属診療所 225

嬉泉病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥266

北小岩整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥315

北砂２丁目だい整形外科‥‥‥‥298

北千束整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥ 61

北多摩クリニック‥‥‥‥‥‥‥433

北多摩病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥406

北野台整形外科クリニック‥‥‥346

北野台病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥335

北原リハビリテーション病院‥‥336

北町整形外科医院‥‥‥‥‥‥‥211

吉祥寺あさひ病院‥‥‥‥‥‥‥386

吉祥寺千賀整形外科‥‥‥‥‥‥391

木下整形・形成外科‥‥‥‥‥‥194

ぎぼ整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥254

木村耳鼻咽喉科医院‥‥‥‥‥‥211

木村整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥159

きむら整形外科・手のクリニック 212

きむらてつや整形外科内科‥‥‥ 77

木村病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥222

救世軍　清瀬病院‥‥‥‥‥‥‥429

救世軍ブース記念病院‥‥‥‥‥138

杏雲堂病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1

共済会櫻井病院‥‥‥‥‥‥‥‥400

共助会医院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥194

京橋整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11

共立整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥415

杏林大学医学部付属病院‥‥‥‥395

清川病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥138

清瀬リハビリテーション病院‥‥429

銀座リハビリ整形外科‥‥‥‥‥ 11

久が原整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥ 62

久我山整形外科ペインクリニック 147

久我山病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85

くじらの森整形外科・皮膚科‥‥380

くじらホスピタル‥‥‥‥‥‥‥291

国立整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥382

九段坂病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1

熊谷整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥284

熊川病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥326

くまくぼ整形外科‥‥‥‥‥‥‥133

久米川整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥427

久米川病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥424

グレイス病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥360

黒木整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥354

黒木整形外科内科クリニック‥‥274

クロス病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥111

ケイ・メディカルクリニック‥‥134

慶真整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥397

敬仁病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥240

京浜病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51

慶友若葉台整形外科‥‥‥‥‥‥369

京葉病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥308

けやき並木整形外科‥‥‥‥‥‥404

玄クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥‥255

小池整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62

こういち整形外科‥‥‥‥‥‥‥ 78

高円寺整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥148

甲賀クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥391

麹町リバース今井整形外科クリニック ‥6

糀谷整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63

糀谷病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51

浩生会スズキ病院‥‥‥‥‥‥‥202

厚生荘病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥364

香雪医院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥315

幸田整形外科医院‥‥‥‥‥‥‥195

江東病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥291

江東リハビリテーション病院‥‥292

河野臨牀医学研究所附属第三北品川病院 40

康明会病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥361

康明会ホームケアクリニック‥‥362

公立阿伎留医療センター‥‥‥‥331

公立昭和病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥419

公立福生病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥327

幸和クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥159

古賀整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥226

小金井太陽病院‥‥‥‥‥‥‥‥412

小金井リハビリテーション病院‥413

国際医療福祉大学三田病院‥‥‥ 16

国分寺病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥380

国分寺南町診療所‥‥‥‥‥‥‥381

国立がん研究センター中央病院‥ 12

こころのホスピタル町田‥‥‥‥350

小滝橋整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥126

五反田リハビリテーション病院‥ 40

御殿山整形外科リハビリクリニック 43

木場病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥290

小林整形外科医院‥‥‥‥‥‥‥299

小林病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥183

狛江はく整形外科‥‥‥‥‥‥‥418

駒込かせだクリニック‥‥‥‥‥ 28

駒沢病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 86

こむかい整形外科‥‥‥‥‥‥‥373

小森病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥387

こやま耳鼻咽喉科‥‥‥‥‥‥‥255

小山整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥381

こんどう整形外科‥‥‥‥‥‥‥354

災害医療センター‥‥‥‥‥‥‥370

さい整形外科クリニック‥‥‥‥274

さいとう整形外科‥‥‥‥‥‥‥392

サウスポイント MY クリニック ‥398

さかい整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥212

榊原記念病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥400

さかもと整形外科‥‥‥‥‥‥‥ 44

坂本整形外科クリニック‥‥‥‥213

坂本病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥267

桜井整形外科クリニック‥‥‥‥ 78

桜ヶ丘記念病院‥‥‥‥‥‥‥‥365

さくら整形外科医院‥‥‥‥‥‥195

桜台病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥202

桜町病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥413

佐々総合病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥435

ささもと整形外科形成外科クリニック 328

佐藤整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36

佐藤整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥148

佐藤整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥316

佐藤病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥222

真田整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥275

さわい整形外科クリニック‥‥‥ 36

賛育会病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥278

山王病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16

参宮橋脊椎外科病院‥‥‥‥‥‥111

三軒茶屋整形外科・スポーツクリニック 98

三軒茶屋第一病院‥‥‥‥‥‥‥ 86

山王リハビリ・クリニック‥‥‥ 63

三楽病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2

366 リハビリテーション病院 ‥‥401

ＪＲ東京総合病院‥‥‥‥‥‥‥112

慈英会病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥240

自衛隊中央病院‥‥‥‥‥‥‥‥ 87

汐留整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22

鹿浜診療所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥256

志匠会雪谷クリニック‥‥‥‥‥ 64

慈誠会記念病院‥‥‥‥‥‥‥‥183

至誠会第二病院‥‥‥‥‥‥‥‥ 87

慈誠会徳丸リハビリテーション病院 184

慈誠会成増病院‥‥‥‥‥‥‥‥184

慈誠会若木原病院‥‥‥‥‥‥‥185

至誠クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥149

品川 Vタワー整形外科‥‥‥‥‥ 22

品川リハビリテーション病院‥‥ 41

品沢整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥398

しのだ整形外科皮膚科‥‥‥‥‥213

耳鼻咽喉科クマダ・クリニック‥ 23

しまだ整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥410

島田整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥435

島田療育センター‥‥‥‥‥‥‥365

島田療育センターはちおうじ‥‥346

島村記念病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥203

しみず整形・形成外科‥‥‥‥‥275

清水整形外科医院‥‥‥‥‥‥‥ 99

下井病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥241

下北沢病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 88

自由が丘杉内医院‥‥‥‥‥‥‥ 79

寿康会病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥292

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 293

順天堂大学医学部附属順天堂医院 25

順天堂大学医学部附属練馬病院‥203

松陰神社前クリニック‥‥‥‥‥ 99

【さ行】

512

<524>



索引（病院・診療所）

城西病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥139

上智クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥226

しょうの整形外科クリニック‥‥175

昭和整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥379

昭和大学江東豊洲病院‥‥‥‥‥293

昭和大学歯科病院‥‥‥‥‥‥‥ 52

昭和大学病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41

昭和大学病院附属東病院‥‥‥‥ 42

昭和の杜病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥378

白河整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥299

白報会王子病院‥‥‥‥‥‥‥‥170

信愛病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥430

新葛飾ロイヤルクリニック‥‥‥276

新京浜病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52

進士医院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥160

新宿ヒロクリニック‥‥‥‥‥‥126

新宿南リウマチ膠原病クリニック 117

心身障害児総合医療療育センター 185

腎と水新中野透析クリニック‥‥134

神保町整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥6

しんむら整形外科クリニック‥‥392

新山手病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥424

スガモ駅前整形外科‥‥‥‥‥‥160

すがも北口整形外科クリニック‥161

巣鴨整形外科リハビリテーションクリニック 161

杉並病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥139

杉並堀ノ内クリニック‥‥‥‥‥149

杉並リハビリテーション病院‥‥140

杉原整形外科クリニック‥‥‥‥404

助川クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥127

鈴木慶やすらぎクリニック‥‥‥373

すずき脳神経外科クリニック‥‥355

すずき病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥241

鈴木病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥294

鈴木リハビリテーション病院‥‥294

須田整形外科クリニック‥‥‥‥ 29

スポーツ・栄養クリニック代官山 117

すみ眼科・整形外科‥‥‥‥‥‥ 79

墨田中央クリニック‥‥‥‥‥‥284

墨田中央病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥279

聖カタリナ病院‥‥‥‥‥‥‥‥ 10

整形外科・リハビリテーション科かもめ Clinic 355

整形外科河合クリニック‥‥‥‥ 12

整形メディカルプラザ‥‥‥‥‥316

成城外科整形外科‥‥‥‥‥‥‥100

清泉クリニック整形外科‥‥‥‥ 44

清泉クリニック整形外科‥‥‥‥150

清智会記念病院‥‥‥‥‥‥‥‥336

聖母病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥122

聖路加国際病院‥‥‥‥‥‥‥‥ 10

瀬川記念小児神経学クリニック‥‥7

関川病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥223

せきぐちクリニック‥‥‥‥‥‥ 80

せきぐち整形外科‥‥‥‥‥‥‥300

せきね整形外科　桜丘クリニック 100

関町病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥204

世田谷神経内科病院‥‥‥‥‥‥ 88

世田谷人工関節・脊椎クリニック 101

世田谷脳神経外科クリニック‥‥101

世田谷北部病院‥‥‥‥‥‥‥‥ 89

千賀整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥437

千川篠田整形外科‥‥‥‥‥‥‥162

仙川整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥410

全国療育相談センター‥‥‥‥‥162

ぜんしん整形外科立川スポーツリハビリクリニック 374

浅草寺病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33

洗足整形・形成外科‥‥‥‥‥‥ 80

千駄木整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥ 29

総合クリニック　ドクターランド錦糸町 285

総合東京病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥129

総合病院一心病院‥‥‥‥‥‥‥155

総合病院厚生中央病院‥‥‥‥‥ 72

雑色たなべ整形外科リハビリテーション科 64

相武病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥337

苑田会人工関節センター病院‥‥242

苑田会リハビリテーション病院‥242

苑田第二病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥243

苑田第三病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥243

そわ整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥411

第一病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥267

大聖病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥327

たいとう診療所‥‥‥‥‥‥‥‥ 37

大同病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥156

第二洪誠病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥244

第二わしざわ整形外科‥‥‥‥‥196

たいら整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥227

たいら整形外科クリニック‥‥‥214

たいら手の外科・整形外科‥‥‥363

タウンクリニック‥‥‥‥‥‥‥374

高石整形外科医院‥‥‥‥‥‥‥285

高木病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥324

高砂慶友整形外科‥‥‥‥‥‥‥276

高沢病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥332

高島平中央総合病院‥‥‥‥‥‥186

高島平二丁目整形外科‥‥‥‥‥196

高田整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥102

高月整形外科病院‥‥‥‥‥‥‥337

高輪台整形外科クリニック‥‥‥ 23

たかの整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥102

高野整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65

高橋クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥438

高見澤整形外科クリニック‥‥‥415

高山整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥197

高山整形外科病院‥‥‥‥‥‥‥268

滝野川病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥169

滝山病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥434

たけうち整形外科‥‥‥‥‥‥‥150

竹丘病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥430

竹口病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥378

武田整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥103

竹の塚脳神経リハビリテーション病院 244

武村クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥438

たけむら整形外科‥‥‥‥‥‥‥382

田﨑病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥186

たじま整形外科クリニック‥‥‥347

田尻医院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥118

田尻整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥300

立川新緑クリニック‥‥‥‥‥‥375

立川中央病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥371

立川病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥371

辰尾整形外科クリニック‥‥‥‥214

立石整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥277

田中医院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥317

田中整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65

田中整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥227

田中整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥383

田中整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥416

田中脳神経外科病院‥‥‥‥‥‥204

田中まき整形外科‥‥‥‥‥‥‥ 13

田無病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥436

田辺整形外科医院‥‥‥‥‥‥‥197

田渕整形外科クリニック‥‥‥‥103

玉川病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 89

多摩川病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥407

多摩丘陵病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥350

多摩平の森の病院‥‥‥‥‥‥‥361

多摩南部地域病院‥‥‥‥‥‥‥366

多摩北部医療センター‥‥‥‥‥425

多摩リハビリテーション病院‥‥325

千葉整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥286

長寿リハビリセンター病院‥‥‥245

長生病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥325

調布診療所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥411

調布東山病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥407

調布病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥408

町立八丈病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥442

塚原整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥104

塚本医院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥317

つかもと整形外科醫院‥‥‥‥‥104

辻内科循環器科歯科クリニック‥215

つながわ整形外科・ペインクリニック 439

つるい整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥135

鶴川記念病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥351

鶴川サナトリウム病院‥‥‥‥‥351

鶴川リハビリテーション病院‥‥352

帝京整形外科クリニック‥‥‥‥118

帝京大学医学部附属病院‥‥‥‥187

帝都メディカルクリニック 西新井駅前院 256

寺嶋クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥ 66

寺嶋整形外科医院‥‥‥‥‥‥‥215

寺田クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥228

寺田病院介護医療院‥‥‥‥‥‥223

田園調布中央病院‥‥‥‥‥‥‥ 53

土居整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥151

同愛会病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥309

同愛記念病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥279

東海大学医学部付属東京病院‥‥112

東海大学医学部付属八王子病院‥338

東急病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53

東京明日佳病院‥‥‥‥‥‥‥‥ 90

東京足立病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥245

東京医科歯科大学医学部附属病院 26

東京医科大学八王子医療センター 338

東京医療センター‥‥‥‥‥‥‥ 73

東京衛生アドベンチスト病院‥‥140

東京蒲田医療センター‥‥‥‥‥ 54

東京蒲田病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54

東京北医療センター‥‥‥‥‥‥169

東京共済病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73

東京警察病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥130

東京洪誠病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥246

東京さくら病院‥‥‥‥‥‥‥‥309

東京ＣＲクリニック‥‥‥‥‥‥ 13

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 268

東京慈恵会医科大学附属第三病院 417

東京慈恵会医科大学附属病院‥‥ 17

東京品川病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42

東京小児療育病院‥‥‥‥‥‥‥385

東京女子医科大学東医療センター 224

【た行】
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中井医院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥216

中川整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥106

中小路整形リハビリクリニック‥199

なかざわ整形外科‥‥‥‥‥‥‥369

なかじま整形外科・小児科クリニック 258

中島整形外科医院‥‥‥‥‥‥‥135

中野江古田病院‥‥‥‥‥‥‥‥130

中野共立病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥131

なかむら整形外科‥‥‥‥‥‥‥302

中村病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥282

名倉整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14

那須整形外科医院‥‥‥‥‥‥‥ 24

なります駅前・整形外科リハビリクリニック 199

にしあらい整形外科‥‥‥‥‥‥258

西葛西南口整形外科・リウマチ科 318

西蒲田整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥ 67

錦クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥‥216

西国立整形外科クリニック‥‥‥‥ 375

西島整形外科・リウマチクリニック 151

西新宿整形外科クリニック‥‥‥127

西砂川病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥372

西多摩病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥328

西調布整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥412

西東京中央総合病院‥‥‥‥‥‥436

西野整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥423

西八王子病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥339

にしむら整形外科クリニック‥‥128

西早稲田整形外科‥‥‥‥‥‥‥128

日扇会　第一病院‥‥‥‥‥‥‥ 74

新田クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥383

新渡戸記念中野総合病院‥‥‥‥131

日本医科大学付属病院‥‥‥‥‥ 27

日本歯科大学附属病院‥‥‥‥‥‥3

日本赤十字社　東京都支部大森赤十字病院 56

日本赤十字社医療センター‥‥‥113

日本大学医学部附属板橋病院‥‥189

日本大学病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3

ニューハート・ワタナベ国際病院 141

沼口整形外科・小児科‥‥‥‥‥217

ねぎし整形外科クリニック‥‥‥200

練馬駅リハビリテーション病院‥205

ねりま健育会病院‥‥‥‥‥‥‥205

練馬総合病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥206

ねりま西クリニック‥‥‥‥‥‥217

練馬光が丘病院‥‥‥‥‥‥‥‥206

野口整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥356

野村病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥395

博慈会記念総合病院‥‥‥‥‥‥247

橋本整形外科クリニック‥‥‥‥259

はせがわ病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥224

幡ケ谷さかえ整形外科クリニック 119

羽田整形・形成外科‥‥‥‥‥‥ 68

八王子山王病院‥‥‥‥‥‥‥‥340

八王子スポーツ整形外科‥‥‥‥347

八王子北部病院‥‥‥‥‥‥‥‥340

八王子みなみ野心臓リハビリテーションクリニック 348

初海整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥200

初台整形外科クリニック‥‥‥‥120

初台リハビリテーション病院‥‥114

索引（病院・診療所）

東京城東病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥295

東京新宿メディカルセンター‥‥123

東京神田整形外科クリニック‥‥‥7

東京脊椎クリニック‥‥‥‥‥‥176

東京大学医科学研究所附属病院‥ 17

東京大学医学部附属病院‥‥‥‥ 26

東京高輪病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18

東京ちどり病院‥‥‥‥‥‥‥‥ 55

東京逓信病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2

東京天使病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥339

東京都健康長寿医療センター‥‥187

東京都済生会中央病院‥‥‥‥‥ 18

東京都済生会向島病院‥‥‥‥‥280

東京都台東区立 台東病院 ‥‥‥ 34

東京都立大塚病院‥‥‥‥‥‥‥156

東京都立北療育医療センター‥‥170

東京都立北療育医療センター城南分園 66

東京都立北療育医療センター城北分園 257

東京都立駒込病院‥‥‥‥‥‥‥ 27

東京都立小児総合医療センター‥401

東京都立東部療育センター‥‥‥295

東京都立東大和療育センター‥‥384

東京都立広尾病院‥‥‥‥‥‥‥113

東京都立府中療育センター‥‥‥402

東京都立墨東病院‥‥‥‥‥‥‥280

東京都立松沢病院‥‥‥‥‥‥‥ 90

東京都リハビリテーション病院‥281

東京西徳洲会病院‥‥‥‥‥‥‥379

東京曳舟病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥281

東京ヒップジョイントクリニック‥8

東京病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥431

東京ボイスクリニック品川耳鼻咽喉科 24

東京北部病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥246

東京山手メディカルセンター‥‥123

東京リハビリ整形外科クリニック　おおた 67

東京臨海病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥310

東京労災病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55

等潤病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥247

同善会クリニック‥‥‥‥‥‥‥ 37

同善病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34

東都三軒茶屋リハビリテーション病院 91

東部地域病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥269

東武練馬中央病院‥‥‥‥‥‥‥188

東邦大学医療センター大橋病院‥ 74

東邦大学医療センター大森病院‥ 56

東立病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥269

常盤台外科病院‥‥‥‥‥‥‥‥188

常盤台らいおん整形外科‥‥‥‥198

Ｄｒ．ＫＡＫＵKＯスポーツクリニック 119

徳永整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥105

徳丸整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥198

とごし整形外科＆手のクリニック 45

としま昭和病院‥‥‥‥‥‥‥‥157

とねり整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥257

富谷整形外科医院‥‥‥‥‥‥‥405

豊島整形外科・内科‥‥‥‥‥‥163

豊島中央病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥157

豊島病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥189

豊村医院耳鼻咽喉科音声・聴覚メディカルケア 301

虎の門病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19

鳥居整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥176

都立大整形外科クリニック‥‥‥ 81

トレピック山口整形外科クリニック 301

どんぐり発達クリニック‥‥‥‥105

はっとり整形外科リウマチ科クリニック 152

花小金井西野整形外科‥‥‥‥‥423

花と森の東京病院‥‥‥‥‥‥‥171

花はたリハビリテーション病院‥248

花輪病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥362

浜田山病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥141

羽村三慶病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥329

羽村整形外科リウマチ科クリニック 329

羽村透析クリニック‥‥‥‥‥‥330

林整形形成外科‥‥‥‥‥‥‥‥376

林整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥136

原クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥‥177

原宿リハビリテーション病院‥‥114

原整形外科病院‥‥‥‥‥‥‥‥158

はらまち高田整形外科内科医院‥ 81

春山記念病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥124

Ｂ＆Ｊクリニックお茶の水‥‥‥‥8

東伊興クリニック‥‥‥‥‥‥‥259

東大泉病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥207

東栗原整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥260

東小金井さくらクリニック‥‥‥416

東十条整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥177

東日暮里整形外科‥‥‥‥‥‥‥228

東日本橋整形外科手のクリニック 14

東馬込しば整形外科‥‥‥‥‥‥ 68

東大和病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥384

氷川町整形外科・皮ふ科‥‥‥‥201

ひぐらし整形外科内科‥‥‥‥‥229

彦根整形外科クリニック‥‥‥‥356

久富整形外科クリニック‥‥‥‥229

一橋病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥419

日の出ヶ丘病院‥‥‥‥‥‥‥‥333

ひばりクリニック‥‥‥‥‥‥‥439

碑文谷病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75

平川病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥341

ひらの整形外科クリニック‥‥‥152

広尾整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥120

深谷整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥357

福岡クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥260

複十字病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥431

福寿会足立東部病院‥‥‥‥‥‥248

福寿会舎人病院‥‥‥‥‥‥‥‥249

富士見病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥190

藤本クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥ 38

藤原医院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥440

附属新小岩整形外科‥‥‥‥‥‥318

附属船堀整形外科‥‥‥‥‥‥‥319

府中医王病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥402

府中恵仁会病院‥‥‥‥‥‥‥‥403

府中病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥403

舟渡病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥190

船堀橋クリニック‥‥‥‥‥‥‥319

古川橋病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19

古畑病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 91

平成扇病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥249

平成立石病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥270

平和島整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥ 69

ベトレヘムの園病院‥‥‥‥‥‥432

星野医院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45

細田診療所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥277

堀切中央病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥270

堀整形外科医院‥‥‥‥‥‥‥‥230

堀之内整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥348

本郷耳鼻咽喉科クリニック‥‥‥ 30

【な行】
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索引（病院・診療所）

本郷整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30

本多病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57

本田病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75

まえだ整形外科・手のクリニック 153

前田病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥434

牧田総合病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57

牧田総合病院蒲田分院‥‥‥‥‥ 58

増子クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥357

増本整形外科クリニック‥‥‥‥153

町田慶泉病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥352

町田市民病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥353

町田整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69

町田整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥358

町田病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥353

町屋整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥230

松井病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58

まつうら整形外科‥‥‥‥‥‥‥ 46

松江病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥310

松岡整形外科クリニック‥‥‥‥349

松崎整形外科医院‥‥‥‥‥‥‥399

まつだ整形外科・リウマチ科‥‥218

松原整形外科内科‥‥‥‥‥‥‥106

松本整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 82

眞宮病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥341

みうら健内科クリニック‥‥‥‥ 70

三尾整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥440

みくりキッズくりにっく‥‥‥‥107

三宿病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 76

みずい整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥ 82

瑞江整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥320

瑞江脳神経外科医院‥‥‥‥‥‥320

瑞江ひだまり整形外科‥‥‥‥‥321

水野記念病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥250

水野記念リハビリテーション病院 250

水野リハビリテーション科医院‥261

みたかクリニック‥‥‥‥‥‥‥399

三鷹中央病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥396

三鷹病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥396

みたに整形外科クリニック‥‥‥ 70

三井記念病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4

三井整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥358

みどり整形外科クリニック‥‥‥286

南大沢メディカルプラザ 2 ‥‥‥349

南砂町リウマチ科整形外科‥‥‥302

南台病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥420

南長崎整形リハビリクリニック‥163

みなみ野循環器病院‥‥‥‥‥‥342

みなみ野病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥342

南八王子病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥343

みやき整形外科・脊椎クリニック 110

宮崎整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥108

みやしたクリニック‥‥‥‥‥‥218

みやはら整形外科‥‥‥‥‥‥‥427

箕山クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥107

宮本整形外科医院‥‥‥‥‥‥‥376

ムサコ整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥ 46

武蔵境千賀整形外科‥‥‥‥‥‥393

武蔵境病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥387

武蔵境病院付属あんずクリニック 393

むさし整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥287

武蔵野赤十字病院‥‥‥‥‥‥‥388

武蔵野総合クリニック‥‥‥‥‥433

武蔵野台病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥326

武蔵野中央病院‥‥‥‥‥‥‥‥414

武蔵野徳洲会病院‥‥‥‥‥‥‥437

武蔵野ファミリークリニック‥‥441

武蔵野陽和会病院‥‥‥‥‥‥‥388

武蔵村山病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥385

村木整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥405

むらき整形外科クリニック‥‥‥219

村山医療センター‥‥‥‥‥‥‥386

明理会中央総合病院‥‥‥‥‥‥171

目蒲病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59

めぐみクリニック‥‥‥‥‥‥‥366

目黒さこだ整形外科‥‥‥‥‥‥ 83

目黒整形外科内科‥‥‥‥‥‥‥ 83

目黒病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 76

目黒ゆうあいクリニック‥‥‥‥ 84

目白駅前クリニック‥‥‥‥‥‥164

目白整形外科内科‥‥‥‥‥‥‥164

茂澤メディカルクリニック‥‥‥231

もちづき整形外科　内科・リハビリクリニック 359

森井整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥303

守島医院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥321

森整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥108

森本病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥389

もりもとリハビリ整形外科‥‥‥303

森山記念病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥311

森山脳神経センター病院‥‥‥‥311

森山リハビリテーションクリニック 47

門前仲町クリニック‥‥‥‥‥‥304

野猿峠脳神経外科病院‥‥‥‥‥343

八木整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥394

矢口二丁目整形外科‥‥‥‥‥‥ 71

安岡整形外科脳外科クリニック‥394

安田整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71

安田病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥191

柳原リハビリテーション病院‥‥251

柳町病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥124

山口医院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72

やまざき整形外科・外科‥‥‥‥359

山下整形外科クリニック‥‥‥‥165

山田記念病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥282

やまだこどもクリニック‥‥‥‥428

山田整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47

山手クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥109

やまと整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥322

山中整形外科内科クリニック‥‥154

山中病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥142

山本病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥432

友仁病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥296

ユウ整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥219

祐天寺整形外科クリニック‥‥‥ 84

湯沢整形外科医院‥‥‥‥‥‥‥287

用賀リッキー整形外科‥‥‥‥‥109

横畠病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥132

吉方病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥389

四谷メディカルキューブ‥‥‥‥‥9

米倉整形外科クリニック‥‥‥‥261

米倉脊椎・関節病院‥‥‥‥‥‥251

読売クリニック‥‥‥‥‥‥‥‥‥9

よみうりランド慶友病院‥‥‥‥368

代々木上原整形外科‥‥‥‥‥‥121

代々木八幡クリニック‥‥‥‥‥121

代々木病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥115

らいおんハートクリニック‥‥‥322

ライフ大崎まるま整形外科‥‥‥ 48

立正佼成会附属佼成病院‥‥‥‥142

リバーシティすずき整形外科‥‥ 15

リハビリテーションエーデルワイス病院 191

リハビリパーク板橋病院‥‥‥‥192

両国東口クリニック‥‥‥‥‥‥288

両国みどりクリニック‥‥‥‥‥288

陵北病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥344

緑成会整育園‥‥‥‥‥‥‥‥‥420

緑成会病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥421

緑風荘病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥425

ロイヤル病院‥‥‥‥‥‥‥‥‥143

ろくごう整形外科‥‥‥‥‥‥‥262

六本木整形外科・内科クリニック 25

わかたけクリニック‥‥‥‥‥‥304

若山整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥220

わしざわ整形外科‥‥‥‥‥‥‥262

和田整形外科クリニック‥‥‥‥122

ワタナベ整形外科‥‥‥‥‥‥‥330

わたなべ整形外科‥‥‥‥‥‥‥ 31

渡辺整形外科‥‥‥‥‥‥‥‥‥363

【や行】

【わ行】

【ら行】【ま行】
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索引（介護老人保健施設）

あい介護老人保健施設‥‥‥‥‥459

葵の園・江東区‥‥‥‥‥‥‥‥453

葵の園・椿‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥450

葵の園・羽村‥‥‥‥‥‥‥‥‥455

葵の園・ひばりが丘‥‥‥‥‥‥463

葵の園練馬‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥449

葵の園向島‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥452

赤塚園‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥448

アクア東糀谷‥‥‥‥‥‥‥‥‥444

あさひ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥450

足立老人ケアセンター‥‥‥‥‥450

アメイズ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥457

アルカディア‥‥‥‥‥‥‥‥‥460

アルターかつしかばし‥‥‥‥‥452

あるふぁ国立‥‥‥‥‥‥‥‥‥460

安寿‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥447

あんず苑‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥460

あんず苑アネックス‥‥‥‥‥‥460

いずみ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥450

板橋ロイヤルケアセンター‥‥‥448

いちいの杜‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥459

イマジン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥456

イルアカーサ‥‥‥‥‥‥‥‥‥451

ヴィット‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥454

ウイング‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥461

ウエストケアセンター‥‥‥‥‥456

ウェルピア白寿‥‥‥‥‥‥‥‥456

ウェルファー‥‥‥‥‥‥‥‥‥446

浮間舟渡園‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥448

うなね杏霞苑‥‥‥‥‥‥‥‥‥444

梅ヶ丘‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥445

梅の木‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥451

エスポワール練馬‥‥‥‥‥‥‥449

エバグリーン田無‥‥‥‥‥‥‥463

エンジェルコート‥‥‥‥‥‥‥457

青梅すえひろ苑‥‥‥‥‥‥‥‥455

大田ナーシングホーム翔裕園‥‥444

大森平和の里‥‥‥‥‥‥‥‥‥444

オキドキ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥455

オネスティ南町田‥‥‥‥‥‥‥457

お花茶屋ロイヤルケアセンター‥452

かがやきライフ江東‥‥‥‥‥‥453

カタクリの花‥‥‥‥‥‥‥‥‥449

葛飾ロイヤルケアセンター‥‥‥452

カトレア‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥458

キーストーン‥‥‥‥‥‥‥‥‥453

聖の郷‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥459

清らかの里‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥453

国立あおやぎ苑‥‥‥‥‥‥‥‥460

国立あおやぎ苑みのわ通り‥‥‥460

くぬぎ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥447

久米川‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥462

グリーン・ボイス‥‥‥‥‥‥‥463

グリーンガーデン青樹‥‥‥‥‥462

グリーンポート恵比寿‥‥‥‥‥446

クローバー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥458

クローバーのさとイムスケアカウピリ板橋 448

ケア新小岩‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥452

ケアセンター南大井‥‥‥‥‥‥443

ケアなかめぐろ‥‥‥‥‥‥‥‥444

ケア東久留米‥‥‥‥‥‥‥‥‥463

けやきの郷‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥462

けんちの苑みずほ‥‥‥‥‥‥‥456

けんちの苑すみだ川‥‥‥‥‥‥450

コージーハウスはすぬま‥‥‥‥444

小金井あんず苑‥‥‥‥‥‥‥‥462

国分寺市介護老人保健施設すこやか 459

こでまり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥454

さくら‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥456

櫻川介護老人保健施設‥‥‥‥‥453

サルビア‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥458

サンシルバー町田‥‥‥‥‥‥‥457

サンセール武蔵野‥‥‥‥‥‥‥461

シーダ・ウォーク‥‥‥‥‥‥‥447

ジェロントピア菊華‥‥‥‥‥‥454

しらさぎ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥451

シルバーピア加賀‥‥‥‥‥‥‥448

成仁介護老人保健施設‥‥‥‥‥451

千壽介護老人保健施設‥‥‥‥‥451

セントラル大田‥‥‥‥‥‥‥‥444

ソピア御殿山‥‥‥‥‥‥‥‥‥443

台東区立老人保健施設千束‥‥‥443

第二橘苑‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥449

太陽の都‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥447

高幡みさわの杜‥‥‥‥‥‥‥‥458

滝野川病院附属介護老人保健施設 447

立川介護老人保健施設わかば‥‥459

橘苑‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥449

龍岡介護老人保健施設‥‥‥‥‥443

玉川すばる‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥445

多摩すずらん‥‥‥‥‥‥‥‥‥463

太郎‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥461

デンマークイン新宿‥‥‥‥‥‥446

デンマークイン若葉台‥‥‥‥‥459

東京愛育苑ケアレジデンス‥‥‥452

東京北医療センター介護老人保健施設さくらの杜 447

東京さくらメディケアセンター‥454

東京城東病院附属介護老人保健施設 454

東京ばんなん白光園‥‥‥‥‥‥463

なごみの里‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥459

菜の花‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥456

西東京ケアセンター‥‥‥‥‥‥455

にんじん健康ひろば‥‥‥‥‥‥459

練馬ゆめの木‥‥‥‥‥‥‥‥‥449

ハートテラス中野弥生町‥‥‥‥446

ハートフル田無‥‥‥‥‥‥‥‥464

ハートランド・ぐらんぱ ぐらんま 457

ハイネス憩の丘‥‥‥‥‥‥‥‥457

ハウスグリーンパーク‥‥‥‥‥461

はくちょう‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥447

花の木‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥452

花水木‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥462

ハピネスせりがや‥‥‥‥‥‥‥458

ピースプラザ‥‥‥‥‥‥‥‥‥462

東大和ケアセンター‥‥‥‥‥‥460

ひかわした‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥443

ひぐらしの里‥‥‥‥‥‥‥‥‥450

日の出さくら‥‥‥‥‥‥‥‥‥456

ひまわり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥454

ビバ・フローラ‥‥‥‥‥‥‥‥445

フォレスト西早稲田‥‥‥‥‥‥446

ふかさわ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥445

プラチナ・ヴィラ東大和‥‥‥‥460

プラチナヴィラ小平‥‥‥‥‥‥462

プリムローズ‥‥‥‥‥‥‥‥‥448

ふれあいの里‥‥‥‥‥‥‥‥‥461

フロリール調布‥‥‥‥‥‥‥‥462

平和台介護老人保健施設アバンセ 449

ベレール向島‥‥‥‥‥‥‥‥‥453

ホスピア喜多見‥‥‥‥‥‥‥‥445

ホスピア三軒茶屋‥‥‥‥‥‥‥445

ホスピア玉川‥‥‥‥‥‥‥‥‥445

ホスピア東和‥‥‥‥‥‥‥‥‥451

保生の森‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥463

マイウェイ四谷‥‥‥‥‥‥‥‥446

マイライフ尾根道‥‥‥‥‥‥‥458

町田さくらんぼ‥‥‥‥‥‥‥‥458

まちや‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥450

水野介護老人保健施設‥‥‥‥‥452

三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう 461

三鷹中央リハケアセンター‥‥‥461

三鷹ロイヤルの丘‥‥‥‥‥‥‥461

南大沢ホロス由木‥‥‥‥‥‥‥457

ミレニアム桜台‥‥‥‥‥‥‥‥450

みんなの笑顔‥‥‥‥‥‥‥‥‥449

むくげのいえ‥‥‥‥‥‥‥‥‥451

武蔵野徳洲苑‥‥‥‥‥‥‥‥‥464

めぐみ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥454

メディケアイースト‥‥‥‥‥‥453

メディケア梅の園‥‥‥‥‥‥‥455

森山ケアセンター介護老人保健施設 455

やすらぎ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥455

ユーアイビラ‥‥‥‥‥‥‥‥‥455

ゆうむ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥457

介護老人保健施設

【あ行】
※名称の最初に「介護老人保健施設」と付く場合は省略

【か行】

【さ行】

【た行】

【な行】

【は行】

【ま行】

【や行】
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索引（介護老人保健施設）

ライフサポートひなた‥‥‥‥‥448

洛和ヴィラサラサ‥‥‥‥‥‥‥443

ラビアンローゼ‥‥‥‥‥‥‥‥463

らんすずらん‥‥‥‥‥‥‥‥‥454

リハビリテーションセンター江古田の森 446

リハビリパークあきる野‥‥‥‥456

リハビリパーク滝野川‥‥‥‥‥447

リハビリパーク目黒‥‥‥‥‥‥444

リハポート明石‥‥‥‥‥‥‥‥443

ルネサンス麻布‥‥‥‥‥‥‥‥443

レーベンハウス‥‥‥‥‥‥‥‥451

レクロス広尾‥‥‥‥‥‥‥‥‥446

蓮根ひまわり苑‥‥‥‥‥‥‥‥448

ろうけんくがやま‥‥‥‥‥‥‥445

ろうけん隅田秋光園‥‥‥‥‥‥453

ロベリア‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥458

【ら行】
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索引（訪問看護ステーション）

ＲＮＣ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 504

アイ・ケアステーション訪問看護リハビリステーション 474

愛心‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 494

あいの風ナースステーション 光が丘事業所 486

あい訪問看護ステーション平尾‥ 501

あい訪問看護リハビリステーション大田区 469

あいゆう‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 495

あいりす訪問看護ステーション‥ 470

「青井」‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 489

青い空‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 503

葵の空在宅看護センター‥‥‥‥ 482

あおぞらの家　一之江‥‥‥‥‥ 495

あおぞら訪問看護ステーション‥ 493

昭島病院訪問看護ステーション‥ 502

あさひ訪問看護ステーション‥‥ 486

アシスト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 466

あしすと訪問看護ステーション‥ 487

アシスト訪問看護ふくろう‥‥‥ 496

あしたも笑顔訪問看護ステーション 489

あすか上池台‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 470

飛鳥晴山苑‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 484

あずき‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 468

あすなろ訪問看護ステーション‥ 486

あすなろ訪問看護ステーション鷺宮 479

あすなろ訪問看護ステーション西大島 492

あすなろ訪問看護ステーション西東京 509

あすリハ訪問看護ステーション‥ 470

あそか訪問看護ステーション‥‥ 492

アットイーズ訪問看護リハビリステーション上池袋 482

＠（あっと）訪問看護ステーション 501

あむ訪問看護ステーション‥‥‥ 474

アロハナースステーション‥‥‥ 498

あわーず東京江東訪問看護リハビリステーション 492

あわーず東京八王子訪問看護リハビリステーション 497

あわーず東京訪問看護リハビリステーション 478

あんこーる訪問看護ステーション 497

あんず苑訪問看護ステーション‥ 504

アンティ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 472

いきいき‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 506

いきいきＳＵＮ訪問看護リハビリステーション 467

いきいきＳＵＮ訪問看護リハビリステーション船堀 493

ＩＳＭ訪問看護ステーション‥‥ 502

磯医院訪問看護ステーション‥‥ 487

板橋リハビリ訪問看護ステーション 484

いたる訪問看護ステーション‥‥ 480

いちいの杜‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 502

一般社団法人すこやか在宅看護センター板橋 484

稲城訪問看護ステーションほほえみ 501

井上訪問看護ステーション　スマイルケア 488

イマレ訪問看護リハビリステーション 500

イムス訪問看護ステーション東京 484

医療法人財団謙仁会　亀有病院訪問看護ステーションペンギン 490

医療法人財団　はるたか会　訪問看護ステーション　そら 491

医療法人社団　梟杜会　アウル訪問看護ステーション 506

医療法人社団　はなまる会　訪問看護ステーション　はな 474

医療法人社団青葉会　訪問看護ステーションｃａｒｎａ五反田 468

医療法人社団永寿会　三鷹中央リハケア訪問看護ステーション 505

医療法人社団オリーブ　オリーブ訪問看護リハビリステーション 492

医療法人社団共済会　訪問看護ステーションさくらい 505

医療法人社団錦祥会　訪問看護ステーション　ひびき 486

医療法人社団幸益会みどり訪問看護ステーション 498

医療法人社団松和会訪問看護ステーションかけはし 470

医療法人社団晴英会　Ｌｏ．Ｃｏ．在宅看護センター 474

医療法人社団美誠会　訪問看護ステーション　サンセール武蔵野 504

医療法人社団プラタナス　ナースケア・ステーション 474

医療法人社団ゆみの　ゆみの訪問看護ステーション 478

医療法人徳洲会　東京西くじら訪問看護ステーション 502

いるか‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 498

いろは訪問看護ステーション‥‥ 508

ウィズユー訪問看護ステーション 506

ウィル訪問看護ステーション江戸川 493

ウィレッジ訪問看護リハビリステーション 499

うさぎ訪問看護ステーション‥‥ 491

うらら訪問看護ステーション‥‥ 483

えいる訪問看護ステーション‥‥ 507

ａＬ訪問看護ステーション‥‥‥ 470

江古田の森‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 480

エコ訪問看護リハビリステーション 491

エスポワール練馬‥‥‥‥‥‥‥ 487

ＮＰＯ法人訪問看護ステーションゆいまーる 503

Ｍ．Ｃrew 訪問看護ステーション 505

エムサポ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 472

ＬＣＣ訪問看護ステーション‥‥ 465

円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 498

エンジェル訪問看護リハビリステーション 509

えん訪問看護リハビリステーション 507

オアシス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 490

王子訪問看護ステーション‥‥‥ 483

おうちのカンゴ‥‥‥‥‥‥‥‥ 474

おうちのカンゴ立川支所‥‥‥‥ 501

大島訪問看護ステーション‥‥‥ 492

大橋病院訪問看護ステーション‥ 483

大森山王訪問看護ステーション‥ 470

大森赤十字訪問看護ステーション 470

音‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 503

おひさまナースステーション‥‥ 493

オムソーリ訪問看護リハビリステーション府中 505

尾山台訪問看護ステーション・おかもと 474

オラロア訪問看護リハビリステーション新高円寺 480

オリーブ訪問看護ステーション駒場 473

おりおん‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 466

ガイア訪問看護ステーション‥‥ 465

ガイア訪問看護ステーション　足立 488

ガイア訪問看護ステーション　池袋 482

ガイア訪問看護ステーション　板橋 484

ガイア訪問看護ステーション　荻窪 480

ガイア訪問看護ステーション　蒲田 470

ガイア訪問看護ステーション　江東 492

ガイア訪問看護ステーション　新宿 478

ガイア訪問看護ステーション　日暮里 487

ガイア訪問看護ステーション　練馬 486

ガイア訪問看護ステーション　港 465

かがり火訪問看護リハビリステーション 504

かきつばた訪問看護ステーション 467

がじゅまる訪問看護ステーション 506

かすみ草‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 502

金内メディカル訪問看護・リハビリステーション笹塚 477

かなでケアステーション‥‥‥‥ 507

かのん‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 504

かのん訪問看護ステーション あだち 488

かのん訪問看護ステーションとも 482

株式会社　つつじヶ丘在宅総合センター　つつじヶ丘訪問看護ステーション 506

株式会社仁済訪問看護ステーション品川 468

株式会社ライフケアーサービスセンター訪問看護ステーション 468

蒲田クリニック訪問看護ステーション 470

上高井戸訪問看護ステーション‥ 480

神谷町訪問看護ステーション‥‥ 465

きずな‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 508

絆訪問看護ステーション羽田‥‥ 470

きたざわ苑‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 476

きづきリハビリ訪問看護ステーション 488

ＧＩＶＥＲ訪問看護ステーション 473

経堂ふくろう訪問看護リハビリステーション 474

共茂‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 485

きょうわ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 467

清瀬リハビリテーション病院訪問看護ステーション 508

キヨタナースステーションみなと 465

きらめき訪問看護リハビリステーション下赤塚事業所 486

きららナースステーション‥‥‥ 488

きらら訪問看護ステーション‥‥ 499

きらら訪問看護ステーション‥‥ 506

ＫＩＲＡＬＩＥ訪問看護ステーション 478

草花クリニック訪問看護ステーション 497

楠の杜訪問看護ステーション‥‥ 506

くすの木訪問看護ステーション‥ 494

九段訪問看護ステーション‥‥‥ 465

口笛‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 499

グッド訪問看護ステーション‥‥ 474

グッドライフケア訪問看護ステーション 492

国立メディカルケア‥‥‥‥‥‥ 503

都葦‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 495

くまのみ訪問看護ステーション‥ 497

グリーンメディ訪問看護ステーション明大前 480

クリエスタ訪問看護ステーション 500

グレース訪問看護ステーション　城東 467

グレース訪問看護ステーション城南 473

くれよん‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 507

くれよん訪問看護リハビリステーション森下 491

クローバースマイル訪問看護ステーション 470

クローバー訪問看護ステーション板橋 484

ケアーズ立川高松訪問看護リハビリステーション 501

ケアーズ日の出訪問看護ステーション 497

ケアーズ訪問看護リハビリステーション文京後楽 466

ケアーズ墨東訪問看護リハビリステーション 491

ケアサポート　ＭＡＮＡ‥‥‥‥ 479

ケアサポートカナイ訪問看護ステーション 496

ケアセブン訪問看護リハビリステーション砂川七番 501

ケアセンターけやき‥‥‥‥‥‥ 485

ケアタウン小平訪問看護ステーション 507

ケアプロ訪問看護ステーション東京中野ステーション 479

ケアメイト品川訪問看護ステーション 468

ケィズリハビリ訪問看護ステーション 480

訪問看護ステーション

【あ行】
※名称の最初に「訪問看護ステーション」と付く場合は省略

【か行】
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索引（訪問看護ステーション）

Ｋ港訪問看護ステーション‥‥‥ 465

Ｋ－ＷＯＲＫＥＲ訪問看護リハビリステーション 478

けせら‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 467

けやき通り訪問看護ステーション 508

元‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 500

現‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 507

元気訪問看護ステーション‥‥‥ 469

健生会にしたま訪問看護ステーション 496

江東病院訪問看護ステーションたんぽぽ 492

コートウエスト府中リハビリ訪問看護ステーション 505

国際看護ステーション‥‥‥‥‥ 500

国立精神・神経医療研究センター訪問看護ステーション 507

ここね‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 508

心音‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 495

ＣｏＣｏ訪問リハビリ・看護ステーション 466

こころ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 495

こころ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 501

こころサポート石神井‥‥‥‥‥ 486

こころのホームクリニック世田谷ナースステーション 475

こころ訪問看護リハビリステーション板橋 485

越川病院訪問看護ステーション‥ 481

コスモス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 468

小竹メンタルサポート‥‥‥‥‥ 486

こはる‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 495

こまぎの訪問看護ステーション天馬北野事業所 497

こもね訪問看護リハビリステーション 485

こもれび訪問看護リハビリステーション 468

コルディアーレ‥‥‥‥‥‥‥‥ 493

ゴルディロックス‥‥‥‥‥‥‥ 485

サード・ケア・ステーション‥‥ 500

在宅看護　リハビリテーション　～大地～ 496

在宅看護センターひまわり‥‥‥ 470

在宅看護センターほうきぼし‥‥ 499

在宅看護センター本郷‥‥‥‥‥ 467

ざいたくサポート木場‥‥‥‥‥ 492

在宅支援たんぽぽ‥‥‥‥‥‥‥ 503

さかいリハ訪問看護ステーション・東京 494

桜十字訪問看護ステーション世田谷八幡山 475

さくらナースケアステーション‥ 477

さくら訪問看護ステーション瀬田 475

さくら訪問看護リハビリステーション 478

ＳＡＫＵＲＡ訪問看護リハビリステーション昭島 502

さくら本所吾妻橋‥‥‥‥‥‥‥ 491

さくらんぼ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 503

ささえ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 504

さわやか訪問看護ステーション‥ 465

さわやか訪問看護ステーション‥ 483

さわやか訪問看護リハビリステーション 503

珊‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 508

山河‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 482

サンケア・イーライフ訪問看護ステーション 470

三軒茶屋‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 476

三多摩訪問看護ステーション‥‥ 501

さんふらわぁ訪問看護リハビリステーション 508

シーエルポート世田谷‥‥‥‥‥ 475

指定訪問看護アットリハ若林‥‥ 475

指定訪問看護ステーションあきる台ケアサービス 497

東雲訪問看護ステーション‥‥‥ 497

下馬訪問看護ステーション‥‥‥ 475

しもきたざわ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 476

しもふり訪問看護ステーション‥ 488

石神井訪問看護ステーション‥‥ 486

じゃすみん‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 489

十条訪問看護ステーション‥‥‥ 483

笑生訪問看護ステーション‥‥‥ 481

城東訪問看護ステーション‥‥‥ 494

城東訪問看護ステーションみずえ 494

しらひげ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 491

白金通り在宅ケアセンター訪問看護ステーション 466

しろひげファミリー訪問看護ステーション 494

城山みなみ訪問看護ステーション 497

新小岩訪問看護ステーションほほえみ 490

スイート・ハート訪問看護ステーション 488

スージー訪問看護ステーション‥ 484

スギコー訪問看護ステーション‥ 481

すこやか工房‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 487

すずめが丘‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 483

スターク訪問看護ステーション小岩 494

スターク訪問看護ステーション小金井 507

スターク訪問看護ステーション中目黒 473

スターク訪問看護ステーション不動前 469

スターク訪問看護ステーション三鷹 505

Stars 訪問看護ステーション ‥‥ 475

すばる‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 478

すぴか‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 491

スマイライフ代々木上原‥‥‥‥ 478

すまいる‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 493

スマイルケア‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 472

すまいるナーシング‥‥‥‥‥‥ 473

スマイル訪問看護ステーション‥ 488

すまいる訪問看護ステーション‥ 503

スマイルリンク‥‥‥‥‥‥‥‥ 467

すみだ訪問看護ステーション‥‥ 488

すみれ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 500

すみれ訪問看護ステーション‥‥ 473

すみれ訪問看護ステーション‥‥ 491

成城リハケア‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 476

聖路加国際病院訪問看護ステーション 465

セコム吉祥寺訪問看護ステーション 504

セコム世田谷訪問看護ステーション 475

セコムとしま訪問看護ステーション 482

セコム深川訪問看護ステーション 492

セコム訪問看護ステーションくがやま 481

せたがや訪問看護ステーション‥ 475

せりえ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 493

せわのわ訪問看護ステーション‥ 470

セントケア訪問看護ステーション池袋 482

セントケア訪問看護ステーション葛飾 490

セントケア訪問看護ステーション豊島 482

セントケア訪問看護ステーション府中 505

セントケア訪問看護ステーション文京 467

セントラル大森西‥‥‥‥‥‥‥ 472

ｚｅｎ　ｐｌａｃｅ訪問看護ステーション高円寺 481

ｚｅｎ　ｐｌａｃｅ訪問看護ステーション五反田 469

ｚｅｎ　ｐｌａｃｅ訪問看護ステーション品川 469

ｚｅｎ　ｐｌａｃｅ訪問看護ステーション都立大学 473

双泉メディカルサポートかのん訪問看護ステーション すみだ 491

ソシア訪問看護ステーション‥‥ 478

そのだ訪問看護ステーション‥‥ 488

ソピア御殿山‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 469

ソフィア訪問看護ステーション青物横丁 469

ソフィア訪問看護ステーション阿佐ヶ谷 481

ソフィア訪問看護ステーション池上 471

ソフィア訪問看護ステーション入谷 468

ソフィア訪問看護ステーション大鳥居 471

ソフィア訪問看護ステーション学大 473

ソフィア訪問看護ステーション経堂 475

ソフィア訪問看護ステーション小金井 507

ソフィア訪問看護ステーション駒場 473

ソフィア訪問看護ステーション小山 469

ソフィア訪問看護ステーション山王 471

ソフィア訪問看護ステーション自由が丘 475

ソフィア訪問看護ステーション白金高輪 466

ソフィア訪問看護ステーション成城 475

ソフィア訪問看護ステーション代官山 477

ソフィア訪問看護ステーション高井戸 481

ソフィア訪問看護ステーションつつじヶ丘 505

ソフィア訪問看護ステーション中野新橋 479

ソフィア訪問看護ステーション西荻窪 481

ソフィア訪問看護ステーション西新宿 478

ソフィア訪問看護ステーション西馬込 471

ソフィア訪問看護ステーション野方 479

ソフィア訪問看護ステーション東日本橋 465

ソフィア訪問看護ステーション光が丘 486

ソフィア訪問看護ステーション二子玉川 475

ソフィア訪問看護ステーション不動前 469

ソフィア訪問看護ステーション三宿・三茶 475

ソフィア訪問看護ステーション矢口 471

ソフィア訪問看護ステーション雪谷 471

ソフィア訪問看護ステーション豊町 469

ソフィア訪問看護ステーション用賀 476

ソフィア訪問看護ステーション芦花公園 476

そらまめ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 472

それいゆ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 484

大久野病院　訪問看護ステーション 496

泰山‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 495

大地訪問看護ステーション‥‥‥ 486

太陽訪問看護ステーション‥‥‥ 481

たくみ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 491

竹口病院訪問看護ステーション‥ 502

多幸会訪問看護ステーション‥‥ 484

タツミ訪問看護ステーション八王子みなみ野 498

タツミ訪問看護ステーション瑞江 494

立石訪問看護ステーションペンギン 490

たばこま訪問看護ステーション‥ 484

玉川学園ゆい訪問看護ステーション 499

Ｔａｍａステーションなる訪問看護事業 506

多摩南訪問看護ステーション‥‥ 498

たんぽぽ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 489

たんぽぽ　訪問看護リハビリステーション 496

たんぽぽ訪問看護大沢‥‥‥‥‥ 505

たんぽぽ訪問看護国領‥‥‥‥‥ 506

中央リハ訪問看護ステーション‥ 471

ツール‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 489

月島フィジオス‥‥‥‥‥‥‥‥ 465

月のうさぎ訪問看護リハビリステーション 471

ツクイ青山訪問看護ステーション 466

つくし訪問看護ステーション‥‥ 508

つぐみ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 495

土屋訪問看護ステーション‥‥‥ 479

つつじが丘訪問看護ステーション 502

つばさリハビリ訪問看護ステーション 505

つぼみ訪問看護ステーション‥‥ 496

つむぐ訪問看護ステーション‥‥ 486

つるかわ駅前訪問看護ステーション 499

ＤＳ訪問看護ステーション‥‥‥ 486

【さ行】 【た行】

519519

<531>



索引（訪問看護ステーション）

ティエル訪問看護リハビリステーション町田 499

デイジー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 479

てっぽうず‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 465

てとてと小平‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 507

てのひら‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 508

デューン板橋‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 485

デューン江戸川‥‥‥‥‥‥‥‥ 495

デューン大泉学園‥‥‥‥‥‥‥ 487

デューンお花茶屋‥‥‥‥‥‥‥ 490

デューン葛飾‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 490

デューン江東‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 493

デューン世田谷‥‥‥‥‥‥‥‥ 476

デューン東武練馬‥‥‥‥‥‥‥ 485

デューン武蔵野‥‥‥‥‥‥‥‥ 504

デライト蒲田‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 472

デライト桜新町‥‥‥‥‥‥‥‥ 476

テンダーラビングケアステーション銀座 465

東京衛生病院訪問看護ステーション 481

東京おひさま訪問看護ステーション 490

東京ケアメディカル‥‥‥‥‥‥ 494

東京さくらメディケアセンター訪問看護ステーション 494

東京高輪病院附属訪問看護ステーション 466

東京保健生活協同組合　公園通り訪問看護ステーション 486

東京保健生活協同組合　訪問看護ステーションたいとう 468

東京リバーサイド訪問看護ステーションペンギン 488

東京リハクリニック訪看城南‥‥ 471

東京リハビリ訪問看護ステーション 505

東京リハビリ訪問看護ステーション　キッズ世田谷 476

東京リハビリ訪問看護ステーションＥａｓｔ 491

東京リハビリ訪問看護ステーション中野 480

東大前‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 467

東電さわやかケア中野・訪問看護 480

東電さわやかケアポートとしま・訪問看護 483

トータルライフケア池尻大橋訪問看護ステーション 473

トータルライフケア奥沢訪問看護ステーション 476

トータルライフケア蒲田訪問看護ステーション 471

トータルライフケア烏山訪問看護ステーション 476

トータルライフケア新中野訪問看護ステーション 481

トータルライフケア用賀訪問看護ステーション 476

とも‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 495

トライケア訪問看護ステーション 488

トリーヴ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 498

ナーシングケアいおり‥‥‥‥‥ 481

ナースステーションたんぽぽ‥‥ 504

ナースステーション東京‥‥‥‥ 466

ナースステーション東京 池袋支店 483

ナースステーション東京 新宿事業所 478

ナースステーション東京 目黒支店 473

ナースステーション東京渋谷支店 477

ナースステーション東京文京支店 467

ナースであんしん‥‥‥‥‥‥‥ 466

ナース花きりん船堀‥‥‥‥‥‥ 495

なぎさ和楽苑訪問看護ステーション 494

和笑‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 489

なごみ訪問看護ステーション‥‥ 480

なごみ訪問看護ステーション‥‥ 506

ナスコ訪問看護リハビリステーション 471

ナスリ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 472

なでしこ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 488

七つの海‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 477

菜の花訪問看護ステーション‥‥ 497

なの花訪問看護ステーション千歳台 476

ｎｉｃｏ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 485

ｎｉｃｏ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 509

にしおおい訪問看護ステーション 469

西東京市医師会訪問看護ステーション 509

にじゅうまる‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 507

日介センター永福訪問看護ステーション 481

日生訪問看護ステーション練馬‥ 487

日本財団在宅看護センター　アィルビー訪問看護ステーション 492

日本赤十字広尾訪問看護ステーション 477

猫の手訪問看護ステーション‥‥ 503

ノーツ訪問看護ステーション‥‥ 476

ノテ東京‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 477

ハーツ訪問看護リハビリステーション調布つつじケ丘 506

はーと‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 490

ハートフル田無訪問看護ステーション 509

ハートフル訪問看護ステーション中目黒 473

ハウオリホーエア訪問看護リハビリステーション 473

バウム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 502

ＨＵＧ (はぐ ) ‥‥‥‥‥‥‥‥ 482

白十字訪問看護ステーション‥‥ 479

はくちょう訪問看護リハビリステーション 484

はすぬま訪問看護リハステーション 485

８８訪問看護ステーション赤坂‥ 466

はな‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 489

はな　赤羽‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 484

はな　池袋‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 483

はな　上野‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 468

はな　小岩‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 495

はな　新宿‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 479

はな板橋‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 485

はなえ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 468

花と森の訪問看護ステーションペンギン 484

はなもも‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 489

ハハナ訪問看護リハビリステーション 497

春‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 487

ＰＡＬ訪問看護ステーション‥‥ 492

はる訪問看護リハビリステーション御徒町 468

ぱれっと訪問看護リハビリステーション 494

はればれ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 497

ハロー訪問看護リハビリステーション 499

ぱんだ訪問看護リハビリステーション 481

ぴ～す下丸子‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 472

ピースフルホームケア＆リハビリテーション 504

ＢＰリハビリ訪問看護ステーション 493

東久留米訪問看護ステーション　そら 508

東竹の塚‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 489

東本町訪問看護ステーション‥‥ 508

光が丘訪問看護ステーション‥‥ 487

ひかり訪問看護リハビリステーション 487

ビコー訪問看護リハビリステーション 485

ビジナ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 469

陽だまり　訪問看護リハビリステーション駒込 483

ひだまり訪問看護ステーション‥ 494

陽だまり訪問看護ステーション‥ 509

陽だまり訪問看護ステーション東久留米 508

ひのき訪問看護ステーション‥‥ 488

ひばり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 498

ひまわり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 495

ひまわり訪問看護リハビリステーション 487

ビュートゾルフ練馬富士見台‥‥ 480

ひよこ訪問看護ステーション‥‥ 480

ファインケア訪問看護ステーション 506

ファインケア訪問看護ステーション多摩センター 501

ファインケア訪問看護ステーション調布 507

ふぁみりあ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 505

ファミリークリニック蒲田訪問看護ステーション 471

Ｂｏｕｇａｉｎｖｉｌｌｅａ訪問看護ステーション 469

フクシア訪問看護ステーション‥ 471

ふくろう等々力‥‥‥‥‥‥‥‥ 477

福生訪問看護ステーションこころ駅前営業所 496

船堀ホームナース　にじ‥‥‥‥ 494

プライマリー訪問看護ステーション 498

プライマリー訪問看護ステーションあきる野 497

プラチナ・ヴィラ東大和‥‥‥‥ 503

フラッグ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 474

ふるーる訪問看護武蔵野‥‥‥‥ 504

ふれ愛訪問看護ステーション‥‥ 500

フローラル訪問看護ステーション 482

ベストリハ訪問看護ステーション 489

ホウカンＴＯＫＹＯ江東‥‥‥‥ 493

訪問看護　一期一笑‥‥‥‥‥‥ 508

訪問看護　Ｎ－ステーション‥‥ 501

訪問看護・野の花ステーション‥ 499

訪問看護・リハ　あんねい‥‥‥ 501

訪問看護あい羽‥‥‥‥‥‥‥‥ 499

訪問看護オアシス‥‥‥‥‥‥‥ 500

訪問看護おおた‥‥‥‥‥‥‥‥ 471

訪問看護事業所　共生‥‥‥‥‥ 472

訪問看護ナースソリューションたんぽぽ 499

訪問看護ファミリー・ホスピス池上 472

訪問看護ファミリー・ホスピス成瀬 499

訪問看護ほっとステーション‥‥ 503

訪問看護みずほ‥‥‥‥‥‥‥‥ 505

訪問看護やまびこ‥‥‥‥‥‥‥ 501

訪問看護リハビリステーション　アオアクア 493

訪問看護リハビリステーション　ケアーズ青井 489

訪問看護リハビリステーションアラウンド∞ 496

訪問看護リハビリステーションここゆい 496

訪問看護リハビリステーション白樺 489

訪問看護リハビリステーションスマイルケアーズ 487

訪問看護リハビリステーションＳＯＲＡ 483

訪問看護リハビリステーションほのぼの 490

訪問看護リハビリステーションマザース中野事業所 480

訪問看護リハビリステーションラフ 501

訪問看護リハビリステーションるな 472

訪問ステーションてとてと　大岡山 472

訪問ナース　ふく‥‥‥‥‥‥‥ 503

訪問ナースステーション　アルビレオ 497

訪問リハ看護ステーション　立夏 490

訪問リハビリ看護ステーション富士 467

ホームケア練馬‥‥‥‥‥‥‥‥ 483

ホームケア目白‥‥‥‥‥‥‥‥ 483

ホームナーシングモア世田谷用賀 477

星医療酸器訪問看護・リハビリステーション巣鴨 467

星の砂‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 487

ほたるすぎなみ‥‥‥‥‥‥‥‥ 482

ほまれ訪問看護ステーション‥‥ 496

ボンズシップ訪問看護リハビリステーション 493

マーノ訪問看護ステーション‥‥ 504

まちきた‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 499

まちだ正吉苑 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 499

【な行】

【は行】

【ま行】
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町田病院訪問看護ステーション‥ 500

街のイスキア訪問ナースステーション 474

松久理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 479

マハロ豊洲訪問看護リハビリステーション 493

MARU‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 491

みけ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 492

瑞穂‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 498

三鷹ロイヤル‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 505

みちおい訪問看護ステーション‥ 485

みつばち訪問看護ステーション‥ 477

みどりの森ナースステーション‥ 496

みなみ東京訪問看護ステーション 477

南町田訪問看護ステーションペンギン 500

みなもと‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 495

みのり地域看護ステーション‥‥ 508

宮沢の太陽‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 502

みんなのかかりつけ訪問看護ステーション東京 465

みんなの訪問看護リハビリステーション木曽 500

武蔵村山市訪問看護ステーション 504

むつみ訪問看護ステーション‥‥ 490

メイ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 498

めぐみ訪問看護ステーション‥‥ 501

目黒中央訪問看護ステーション‥ 474

目白訪問看護ステーション‥‥‥ 479

めだか‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 498

メディカル・ハンプ　訪問看護ステーション 477

メディカルステーションくるみ‥ 466

メディカルライナーズ訪問看護ステーション 483

メディキッズ訪問看護ステーション 478

メディケアーズ訪問看護リハビリステーション高井戸 482

メディリス訪問看護ステーション 478

メロディー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 509

森の風訪問看護リハビリステーション 502

森山医会訪問看護事業所‥‥‥‥ 496

山の上ナースステーション‥‥‥ 500

やよい訪問看護リハビリステーション目黒 474

ユアーズホームナースステーション 489

結‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 472

ユーカリ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 507

ゆう訪問看護ステーション‥‥‥ 504

ユニケア訪問看護リハビリステーション　葛西 496

ゆりの樹訪問看護リハビリステーション 467

浴光訪問看護ステーション‥‥‥ 503

よつば訪問看護ステーション‥‥ 468

よつば訪問看護ステーション‥‥ 500

よつば訪問看護ステーション小金井 507

らいおんハート訪問看護リハビリステーション中村橋 487

楽患ナース訪問看護ステーション 489

ラック訪問看護ステーションすみだ 492

卵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 502

り・らいふ訪問看護ステーション 498

Ｒｅ：ＡＣＴＩＶＥ‥‥‥‥‥‥ 485

リーベ訪問看護リハビリステーション 467

リカバリー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 479

ＬＩＣ訪問看護リハビリステーション 506

りは職人訪問看護ステーション‥ 502

りはっぴぃの訪問看護‥‥‥‥‥ 477

リハビリの風訪問看護ステーションみなと 466

リハビリ訪問看護ステーションハピネスケア 479

リハビリ訪問看護ステーション陽花 466

リハマインド訪問看護リハビリステーション 490

りゅうじん訪問看護ステーション東京 474

リライブ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 480

リリフル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 469

鈴‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 479

凛‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 484

りんご訪問看護ステーション‥‥ 482

ルースト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 498

ルーツ訪問看護リハビリステーション 503

ルピナス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 485

ルミナスの和訪問看護ステーション 490

ルミナス訪問看護ステーション‥ 477

レインボーリーフ‥‥‥‥‥‥‥ 500

レッツ訪問看護ステーション‥‥ 491
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