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「今は元気だけれど病気になったらどうしよう」

「一人で病院に行けなくなったらどうしたらいいの」

「住みなれたまちで最期まで暮らしたい」・・・・・人間はいつか必ず死を迎えます。

あなたは自分の人生の最期の過ごし方について、考えたことはありますか。

1 はじめに

その他

1.5％

老人ホーム

9.2％

老人保健施設

1.8％

診療所

1.0％

病院

67.6％

自宅

18.9％

都民の死亡場所の内訳

「令和元年人口動態調査」

（東京都分）（厚生労働省）

多くの方は病院で最期を迎えます

その他

５.０％

無回答

１.０％

介護保険で

利用できる施設

4.1％

高齢者向け

住宅

3.9％

医療機関

１７.１％

自宅

３8.2％

わからない

３０.７％

人生の最期をどこで迎えたいか

「高齢者施策に関する都民意識調査」

（東京都福祉保健局 平成28年10月）

人生の最期をどこで迎えたいですか

一応
話し合っている

36.8％

詳しく話し合っている

2.7％
無回答

５.４％

話し合った
ことはない

55.1％

人生の最終段階における

医療について家族と話し合ったことがあるか

「人生の最終段階における医療に関する意識調査」

（厚生労働省 平成30年3月）

最期まで自分らしく生きるということ

回答し17％の方が「医療機関」と回答しました。

厚生労働省の調査では人生の最期の過ごし

方について家族と話し合ったことがある方は

約40％にとどまっています。人生の最期の

過ごし方の希望は様々です。

最期まで自分らしい人生を生きるために、

私たちはどのような準備が必要になるので

しょうか。

東京都の調査では約40％の方が「自宅」

と回答し17％の方が「医療機関」と回答

しました。

多くの方が「住みなれた場所で最期を迎え

たい」と望んでいます。

病院などで最期を迎える方が約70％の

一方で、多くの方は「自宅で最期を迎えたい」

と望んでいます。

住みなれた場所で最期まで暮らすためには、

医療と介護の連携を進めることが重要です。
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P50・51
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P50・51

※ 基本チェックリスト（生活機能がどの程度低下しているかを判断するチェックリスト）で、
　「事業対象者」と判定された場合は、同様にサービスを受けられます。

詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
7

固｜介護保険について

介護サービス・介護予防サービスを利用するときは「要介護認定・要支援認定Jを
受ける必要があります。

対象者・ 65歳以上（第1号被保険者）で、介護や日常生活の支援が必要になった人

• 40歳以上65歳未満（第2号被保険者）で、特定の疾病が原因で＼介護や

日常生活の支援が必要になった人

申請

お住まいの市町村で、要介護認定の申請をします。

訪問調査

市町村職員などの調査員が自宅を訪問して面接調査をします。

主治医の意見書

主治医に心身の状況について、意見書を作成してもらいます。

審査判定

審査会で、介護の必要性を審査し、

要介護状態の区分や認定期聞が判定されます。

認定通知

要介護認定の結果が記載された

「認定通知書jと「介護保険被保険者証jが届きます。

介護サービス

ケアプラン作成

ケアマネジャーが

ケアプランを

作成します。

介護予防ケアプラン作成

地域包括支援センターが

介護予防のケアプランを

作成します。

サービスの利用

サービス事業者と契約して

ケアプラン（介護予防ケアプラン）に基づき

サービスの利用を開始します。

市町村のサービス

※介護保険外の

サービスを利用して

健康状態を維持促進します。



※要支援及び事業対象者の方は、市町村の

総合事業でサービスが受けられます。

※要支援及び事業対象者の方は、市町村の

総合事業でサービスが受けられます。

認知症の方に対して、日帰りの
介護施設に通って食事や入浴などの
介護や機能訓練などを行います。
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※要支援及び事業対象者の方は、市町村の

総合事業でサービスが受けられます。

※要支援及び事業対象者の方は、市町村の

総合事業でサービスが受けられます。

認知症の方に対して、日帰りの
介護施設に通って食事や入浴などの
介護や機能訓練などを行います。

9

泊まる（施設に短期間泊まるサービス）

・短期入所生活介護

（ショートステイ）

介護施設などに短期間入所して、

食事や入浴などの介護や機能訓練

などを行います。

訪問・通う・泊まる（複合的なサービス）

回ヨ園E翠軍国

・短期入所療養介護

（療養型のショートステイ）

介護施設などに短期間入所して、

医学的な管理のもとでの看護や介護、

機能訓練などを行います。

－盟国lilll園

・小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護※

小規模な施設ヘ通うことを中心に、自宅にきてもらう訪問介護や訪問看護、施設

に泊まるサービスなどを組み合わせて利用します。

※要支援の方は利用できません。

施設に入る（住まいを移して利用する） E量ヨ田E盟国

・特定施設入居者生活介護 ・認知症対応型共同生活介護

介護型の有料老人ホームなどに入所 入居者の能力に応じ、料理や掃除

している人が利用するサービスです。 といった役割を担いながら自立した

食事や入浴などの介護や機能訓練 生活を送ります。

などを行います。

生活環境を改善する

・特定福祉用具の購入

日常生活を補助するための、トイレ

や入浴補助用具などの福祉用具の

購入費が一部支給されます。

・住宅改修費の支給

より安全な生活のための住宅改修

（手すりの取付け、段差の解消など）

的必要な場合は、改修費が一部支給

されます。

E量耳園E三墨書園

・福祉用具貸与

日常生活を補助するための、車いす

やべ、ツドなど、の福祉用具を借りること

ができます。

（車いす・べ、ツドは原則、要介護2

以上の方が借りることができます。）

，どろ、



外出が困難になったり、最期を自宅で過ごしたいときに、自宅などに
医師や看護師、ホームヘルパーなどにきてもらい療養生活を送ること
です。
住みなれた場所で、医療や介護の様々な専門職がチームを作り、在宅
での療養生活を支えます。

自宅などで療養したい方で、さまざまな状況で通院が困難な方
であれば、高齢者だけでなく年齢を問わず受けることができます。
主治医や看護師、医療ソーシャルワーカーなどに相談することで、
患者さんの状態に適切に対応できる医療機関や訪問看護ステーションを
探すことができます。

自宅で点滴をすることや、酸素吸入器などの医療機器を使った
在宅医療のほか、終末期がんの痛みや苦しさをとる緩和ケアも
可能です。医療機器のレンタルや使用方法についても医師や看護師が
サポートしてくれます。
対応可能な訪問診療医や訪問看護ステーションに相談しましょう。

入院している場合は主治医や看護師、医療ソーシャルワーカー
などに相談しましょう。入院していない場合は、かかりつけ医や
地域包括支援センターに相談しましょう。
訪問診療をしていない医療機関もあります。在宅医療・介護が
可能な機関を紹介してもらいましょう。
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外出が困難になったり、最期を自宅で過ごしたいときに、自宅などに
医師や看護師、ホームヘルパーなどにきてもらい療養生活を送ること
です。
住みなれた場所で、医療や介護の様々な専門職がチームを作り、在宅
での療養生活を支えます。

自宅などで療養したい方で、さまざまな状況で通院が困難な方
であれば、高齢者だけでなく年齢を問わず受けることができます。
主治医や看護師、医療ソーシャルワーカーなどに相談することで、
患者さんの状態に適切に対応できる医療機関や訪問看護ステーションを
探すことができます。

自宅で点滴をすることや、酸素吸入器などの医療機器を使った
在宅医療のほか、終末期がんの痛みや苦しさをとる緩和ケアも
可能です。医療機器のレンタルや使用方法についても医師や看護師が
サポートしてくれます。
対応可能な訪問診療医や訪問看護ステーションに相談しましょう。

入院している場合は主治医や看護師、医療ソーシャルワーカー
などに相談しましょう。入院していない場合は、かかりつけ医や
地域包括支援センターに相談しましょう。
訪問診療をしていない医療機関もあります。在宅医療・介護が
可能な機関を紹介してもらいましょう。

一人暮らしでも在宅医療や介護を受けることが可能です。
また認知症でも在宅医療を受けることができますが、
医療機関によっては対応できない場合もあります。
詳しくはかかりつけ医やお住まいの地域を担当する
地域包括支援センターに相談しましょう。 

かかりつけ医が訪問診療や往診が可能かどうかの確認や、
要介護認定の申請のほか、自宅での療養環境を整える必要が
あります。早目に主治医や看護師、医療ソーシャルワーカー、
ケアマネジャーなどに相談して、余裕を持って準備しましょう。

一度在宅医療を選んだら、最期まで自宅などに居続けなければ
ならないというわけではありません。在宅医療を中止して入院に
変更することもできます。意思が変わったり、家族の状況が
変わったりした時は、主治医や看護師などに相談してください。

平穏に生活するという目的を達成するための治療であれば、
在宅で受けられる医療は病院と大きく変わりません。
ただし、集中的な治療や専門的な治療、手術、エックス線や
ＭＲＩなどの検査は自宅ではできませんので、必要な場合は
設備の整った病院で医療を受けることになります。
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病院・医院・診療所

Ｎｏ 医療機関名 電話 診療科目

1 青梅厚生病院 青梅市今井1-2547 0428-31-7777 精神科・歯科・内科・胃腸科・放射線科

2 武蔵野台病院 青梅市今井1-2586 0428-31-6632 内科・リハビリテーション科・神経内科

3 青梅今井病院 青梅市今井1-2609-2 0428-31-8821 内科・リハビリテーション科

4 大堀医院　※ 青梅市今井5-2440-178 0428-31-9098 内科・小児科・糖尿病内科

5 東原診療所 青梅市今寺5-10-46 0428-33-9250 内科・小児科・アレルギー科

6
きくち耳鼻咽喉科
クリニック

青梅市今寺5-12-3 0428-32-4187 耳鼻いんこう科

7 高木病院　※ 青梅市今寺5-18-19 0428-31-5255

内科・循環器内科・外科・形成外科・こう門
外科・リハビリテーション科・神経内科・脳神
経外科・消化器内科・呼吸器内科・整形外
科・泌尿器科・リウマチ科・消化器外科・皮
膚科・麻酔科・放射線科

8 青梅三慶病院　※ 青梅市大柳町1412 0428-24-7501
内科・整形外科・循環器内科・リハビリテー
ション科

9 長生病院 青梅市小曾木1-3438 0428-74-4771 内科・リハビリテーション科

10 小曾木診療所 青梅市小曾木4-2787-3 0428-74-5340 内科・小児科・皮膚科

11 小島醫院 青梅市勝沼3-109-4 0428-84-0038
内科・整形外科・リウマチ科・アレルギー科・
皮膚科・ペインクリニック・漢方内科・心療内
科

12
やすらぎ在宅診療所
※

青梅市河辺町4-4-8 0428-21-3355 訪問診療：内科・緩和ケア内科・麻酔科

13 河辺在宅クリニック 青梅市河辺町4-8-7 0428-84-0410 内科・麻酔科

14
ナルケン
キッズクリニック

青梅市河辺町4-20-4　1階 0428-21-0252 小児科

15 青梅腎クリニック 青梅市河辺町5-1-4 0428-23-8100 人工透析内科

16 丹生クリニック
青梅市河辺町5-13-5
シャルマン・ファミーユ東京1階 0428-20-0078 内科

17 坂元医院
青梅市河辺町5-21-3
ベリテビル1階 0428-21-0019 内科・胃腸科・外科

18 中野クリニック
青梅市河辺町5-21-3
ベリテビル301号 0428-24-8771 精神科・神経科

19 吉野医院 青梅市河辺町8-7-7 0428-31-2350 内科・小児科

20 なごみクリニック 青梅市河辺町8-13-19 0428-31-8038 内科・小児科

21 小作クリニック 青梅市河辺町8-19-1 0428-32-9022 内科

22 河辺駅前クリニック
青梅市河辺町10-11-1 スプリング
河辺駅前メディカルビル102号 0428-21-5588 内科・小児科・アレルギー科

23 かごしま眼科クリニック
青梅市河辺町10-12-14
加藤ビル1階 0428-21-7909 眼科

24
河辺皮膚科
メンタルクリニック

青梅市河辺町10-13-1 0428-24-3055 皮膚科・精神科・心療内科

病
院
・
医
院
・
診
療
所

受診の前には必ず医療機関にお問い合せください
※は在宅医療等提供機関（※印以外の機関でも在宅対応を行っている場合があります）

引用：東京都医療機関案内サービス　ひまわり

所在地

青
梅

２０２１年１月現在
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病院・医院・診療所

Ｎｏ 医療機関名 電話 診療科目

25 片平医院　※ 青梅市河辺町10-16-20 0428-21-1741 内科・皮膚科・放射線科

26 青梅東部病院 青梅市黒沢1-619-9 0428-74-7711 内科・精神科・神経内科

27 沢井診療所 青梅市沢井2-850-3 0428-78-8432 内科・小児科・呼吸器科

28 青梅耳鼻咽喉科 青梅市新町2-16-2 0428-34-9833 耳鼻咽喉科

29 新町皮フ科 青梅市新町2-16-2 0428-33-1112 皮膚科

30 ゆだクリニック 青梅市新町6-5-1 0428-30-0880 内科・循環器内科・呼吸器内科

31
ホームケアクリニック
青梅　※

青梅市新町2-21-12 0428-34-9608 内科・呼吸器内科

32 千葉医院 青梅市新町2-32-1 0428-32-5888 内科・小児科・外科・整形外科

33
皮膚科・アレルギー科
メディカルクリニック

青梅市新町3-3-1　宇源ビル1階 0428-33-3109 皮膚科・アレルギー科

34
あさひ整形外科
クリニック

青梅市新町3-3-1　宇源ビル2階 0428-32-4567
整形外科・内科・形成外科・リハビリテー
ション科・リウマチ科

35
みしま泌尿器科
クリニック　※

青梅市新町3-3-1　宇源ビル2階 0428-30-3567 泌尿器科・内科

36 新町クリニック 青梅市新町3-53-5 0428-31-5301
内科・消化器内科・婦人科・神経内科・外
科・循環器内科・漢方内科

37 酒井医院　※ 青梅市新町4-1-13 0428-32-5432 内科

38 野本医院　※ 青梅市新町5-11-2 0428-31-7155 内科・消化器科・胃腸科・循環器科

39 青梅順心眼科クリニック 青梅市新町9-4-4 0428-31-4146 眼科

40 東京海道病院 青梅市末広町1-4-5 0428-32-0111 精神科・歯科・内科

41 笹本医院 青梅市住江町58 0428-24-3955 内科・小児科・皮膚科

42 青梅慶友病院 青梅市大門1-681 0428-24-3020 内科・精神科・リハビリテーション科

43 大門診療所　※ 青梅市大門3-11-1 0428-30-3636 内科・小児科・整形外科・麻酔科

44 進藤医院　※ 青梅市千ケ瀬町6-797-1　1階 0428-78-3111 内科・消化器内科・リハビリテーション科

45 博仁会診療所 青梅市富岡1-318 0428-74-4411 内科

46 東京青梅病院 青梅市富岡3-1254 0428-74-7111 内科・精神科

47 友田クリニック　※ 青梅市友田町3-136-1 0428-25-1173
内科・循環器内科・消化器内科・糖尿病内
科

48 青梅医院　※ 青梅市仲町241 0428-22-2043 内科・小児科

49 大河原森本医院　※ 青梅市仲町251 0428-22-2047
内科・小児科・皮膚科・循環器内科・消化器
内科・内視鏡内科

50 青梅整形外科内科 青梅市仲町291-1　1階 0428-24-3323
内科・整形外科・皮膚科・リハビリテーション
科

51 三田眼科 青梅市長淵1-52 0428-24-1345 眼科

52 下奥多摩医院 青梅市長淵4-376-1 0428-22-2580 内科・小児科・外科・麻酔科・婦人科

53 鈴木慈光病院 青梅市長淵5-1086 0428-22-3126 心療内科・精神科・内科

54 井上医院 青梅市長淵7-379 0428-24-2552 内科・胃腸科・外科

55
多摩リハビリテーション
病院　※

青梅市長淵9-1412-4 0428-24-3798
内科・皮膚科・リハビリテーション科・整形外
科・放射線科
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受診の前には必ず医療機関にお問い合せください
※は在宅医療等提供機関（※印以外の機関でも在宅対応を行っている場合があります）
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病院・医院・診療所

Ｎｏ 医療機関名 電話 診療科目

56 青梅成木台病院 青梅市成木1-447 0428-74-4111 精神科・内科

57 成木長生病院 青梅市成木4-576 0428-74-5121 精神科・内科

58 田中医院　※ 青梅市西分町2-53 0428-22-2762 内科・循環器内科

59 土田医院 青梅市根ヶ布2-1370-37 0428-84-0801 内科・外科・消化器科

60 青梅かすみ台クリニック 青梅市野上町3-2-7 0428-20-2334 内科

61 荒巻医院 青梅市野上町4-3-6 0428-24-8561 内科・循環器内科・小児科

62 足立医院 青梅市野上町4-9-21 0428-24-6303 内科・外科・皮膚科・泌尿器科

63 梅郷診療所　※ 青梅市梅郷3-755-1 0428-76-0112 内科・小児科・循環器内科

64 東青梅診療所 青梅市東青梅1-7-5 0428-25-8651 内科・小児科・泌尿器科・外科・眼科

65 野村医院 青梅市東青梅1-7-7　清水ビル2階 0428-23-8741 内科

66 青梅休日診療所 青梅市東青梅1-174-1 0428-23-2191 内科・小児科

67 小林医院 青梅市東青梅2-10-2 0428-24-2819 内科・外科

68 ひがし青梅腎クリニック 青梅市東青梅2-19-10 0428-25-8080 人工透析内科

69 林レディースクリニック 青梅市東青梅3-8-8 0428-20-1887 産婦人科・内科

70 青梅市立総合病院 青梅市東青梅4-16-5 0428-22-3191

内科・循環器内科・血液内科・腎臓内科・リ
ウマチ科・呼吸器外科・整形外科・化学療
法外科・小児科・泌尿器科・眼科・リハビリ
テーション科・病理診断科・救急科・歯科口
腔外科・呼吸器内科・消化器内科・内分泌
糖尿病内科・脳神経内科・外科・心臓血管
外科・脳神経外科・精神科・皮膚科・産婦人
科・耳鼻いんこう科・臨床検査科・麻酔科・
消化器外科・放射線診断科・放射線治療
科・疼痛緩和内科・腫瘍内科・乳腺外科・形
成外科

71 東青梅整形外科医院 青梅市東青梅5-21-17 0428-21-3681 外科・整形外科・リハビリテーション科

72 百瀬医院 青梅市藤橋2-10-2 0428-31-3328 内科・小児科

73 藤橋内科クリニック 青梅市藤橋3-10-24 0428-32-2513 内科

74 二俣尾診療所　※ 青梅市二俣尾4-954-1 0428-78-8981 内科・小児科・歯科・美容外科

75 青梅駅前耳鼻咽喉科 青梅市本町120 0428-84-0506 内科・小児科・呼吸器科

76 青梅市御岳山診療所 青梅市御岳山95 0428-78-9521 内科・小児科・呼吸器科

77 後藤眼科診療所 青梅市森下町508 0428-22-3202 眼科

78 濱松皮膚科 青梅市師岡町3-14-19 0428-22-0150 皮膚科

79
中島内科・循環器科
クリニック

青梅市師岡町3-19-13 0428-20-2611 内科・循環器内科・糖尿病内科

80 瀧川メンタルクリニック 青梅市師岡町4-1-8 0428-25-2277 神経科・精神科・心療内科

81 河辺眼科診療所 青梅市師岡町4-2-13 0428-22-5434 眼科
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受診の前には必ず医療機関にお問い合せください
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病院・医院・診療所

Ｎｏ 医療機関名 電話 診療科目

82
しみず小児科・内科
クリニック

福生市牛浜5-1 042-513-3375 小児科・内科

83
島井内科小児科
クリニック　※

福生市牛浜118-1
コートエレガンスELLE-K2階 042-553-6151

内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・小児
科・皮膚科

84 木野村医院 福生市牛浜130 042-551-0283 内科・小児科

85 みやざき胃腸外科 福生市牛浜147-11 042-539-5580
内視鏡内科・消化器内科・消化器外科・肛
門外科

86 あいざわ整形クリニック
福生市牛浜158
メディカルビーンズ1階 042-553-3498 整形外科・リハビリテーション科

87
牛浜こころの森
クリニック

福生市牛浜158
メディカルビーンズ2階 042-513-6480 心療内科・精神科・内科

88 大野耳鼻咽喉科
福生市牛浜158
メディカルビーンズ2階 042-530-8714 耳鼻いんこう科

89 公立福生病院 福生市加美平1-6-1 042-551-1111

内科・腎臓内科・小児科・消化器外科・脳神
経外科・泌尿器科・眼科・リハビリテーション
科・麻酔科・精神科・循環器科・外科・整形
外科・皮膚科・産婦人科・耳鼻いんこう科・
放射線科・歯科口腔外科・心臓血管外科

90 笠井クリニック　※
福生市加美平1-15-6
フルヤビル1階 042-551-6611 内科・小児科・皮膚科・精神科

91 ふちむかい眼科
福生市加美平2-14-20
フローネ加美平1階 042-513-3323 眼科

92 田村皮フ科 福生市加美平3-34-5　島田ビル101 042-553-3875 皮膚科

93 福生クリニック 福生市加美平3-35-13 042-551-2312
内科・消化器内科・循環器内科・リハビリ
テーション科・脳神経外科

94 熊川病院 福生市熊川154 042-553-3001 内科・心療内科・精神科

95 桂川内科医院　※ 福生市熊川428-2 042-552-1031 内科・胃腸科

96 西村医院 福生市熊川927 042-553-0182 内科・呼吸器内科・消化器内科

97 いろは診療所　※ 福生市熊川1403-1 042-513-4821 内科・疼痛・緩和ケア内科

98 牛浜内科クリニック 福生市志茂62 042-539-1951 内科・消化器科・呼吸器科・循環器科

99 馬詰眼科 福生市志茂224-1 042-553-9521 眼科

100 山口外科医院 福生市志茂233 042-553-1177 胃腸科・小児科・外科・整形外科

101 ハヤシ皮膚科クリニック
福生市東町1-1　KTDキョーワビル1
4階 042-530-4440 皮膚科・形成外科

102 青山医院 福生市福生656-1　1階 042-530-3011 内科・小児科

103
ささもと整形外科
形成外科クリニック

福生市福生657 042-539-2300
整形外科・形成外科・皮膚科・リハビリテー
ション科

104 福生駅前クリニック 福生市福生768　マルフジビル6階 042-553-5434 人工透析内科

105 大聖病院　※ 福生市福生871 042-551-1311 内科・整形外科・外科・産婦人科
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受診の前には必ず医療機関にお問い合せください
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病院・医院・診療所

Ｎｏ 医療機関名 電話 診療科目

106 岡村クリニック 福生市福生886-4 042-530-5644 産婦人科・内科

107 河内クリニック 福生市福生992-2　NTビル1F 042-552-5515 内科・精神科・神経科・心療内科

108 高村内科クリニック 福生市福生1044　S.Tハウス 042-530-2710 糖尿病内科・内科

109 波多野医院 福生市福生1046-1　コヤマビル3階 042-551-7545 内科・循環器科・消化器科・呼吸器科・眼科

110 内山耳鼻咽喉科医院 福生市福生1263 042-551-0989 耳鼻いんこう科

111 目白第二病院 福生市福生1980 042-553-3511
内科・外科・整形外科・胃腸科・脳神経外
科・麻酔科・放射線科・形成外科

112 福生市休日診療所 福生市福生2125-3 042-552-0099 内科・小児科

113 津田クリニック　※ 福生市福生二宮2461　1階 042-513-3656 内科・外科

114
セザイ皮フ科
しゅういち内科

福生市本町7-1
プリマヴェール福生2階 042-551-7889

皮膚科・形成外科・内科・消化器内科・ペイ
ンクリニック内科

115 すみれ小児クリニック 福生市本町82-3 042-553-0691 小児科

116 ひかりクリニック　※ 福生市本町95-3 042-530-0221 内科・皮膚科

117 山本メンタルクリニック
福生市本町142
マサビルＢ館5階・6階 042-551-8911 神経科・精神科・心療内科

118 平沢クリニック 福生市南田園1-3-11 042-539-0551 消化器内科・循環器内科・内科・漢方内科

119 田園皮フ科クリニック 福生市南田園1-14-25 042-552-8779 皮膚科

120 福生団地クリニック　※
福生市南田園2-16
福生団地12-111 042-539-3026

内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・皮膚
科・アレルギー科・糖尿病内科

121
東福生むさしの台
クリニック

福生市武蔵野台1-1-7
センチュリー武蔵野台1階2号室 042-539-1223 内科・呼吸器科・循環器科・小児科

122 真鍋クリニック 羽村市小作台2-7-13 042-554-6511 眼科・耳鼻いんこう科

123 わかくさ医院 羽村市小作台2-7-16 042-579-0311 内科・小児科・婦人科

124 松田医院 羽村市小作台5-8-8 042-554-0358 内科・循環器内科・小児科

125 小作駅前クリニック
羽村市小作台5-9-10
ラフォーレ林部1F-B号 042-578-0161 内科・循環器内科

126 山川医院 羽村市五ノ神1-2-1　サカヤビル1階 042-554-3111 内科・胃腸科・外科

127 ワタナベ整形外科
羽村市五ノ神1-2-2
羽村東口前メディカルプラザ2階 042-570-1128 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

128
よりみつ
レディースクリニック

羽村市五ノ神1-2-2
羽村東口前メディカルプラザ3階 042-570-5130 産科・婦人科

129 ちひろメンタルクリニック
羽村市五ノ神1-2-2
羽村東口前メディカルプラザ3階 042-595-9805 精神科・心療内科

130 真愛眼科医院 羽村市五ノ神1-4-19 042-554-7019 眼科

131 込田耳鼻咽喉科医院
羽村市五ノ神4-8-1
エルハイム五ノ神1階 042-579-2205 耳鼻いんこう科

132 五ノ神クリニック
羽村市五ノ神4-14-5
サンシティ2階 042-570-1570 心療内科・精神科

133 前田外科クリニック
羽村市五ノ神4-14-5
サンシティ3階-Ｄ 042-578-8875 外科・脳神経外科・整形外科

134 ばば子どもクリニック 羽村市五ノ神352-22 042-555-3788 小児科・内分泌内科・アレルギー科・内科

135 羽村ひまわりクリニック 羽村市五ノ神字武蔵野351-30 042-555-1103 産科・婦人科・内科
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受診の前には必ず医療機関にお問い合せください
※は在宅医療等提供機関（※印以外の機関でも在宅対応を行っている場合があります）
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病院・医院・診療所

Ｎｏ 医療機関名 電話 診療科目

136 栄町診療所 羽村市栄町1-14-46 042-555-8233 内科・小児科

137 いずみクリニック　※ 羽村市栄町2-6-29 042-555-8018
内科・循環器内科・整形外科・リハビリテー
ション科

138 山口内科クリニック　※ 羽村市栄町2-15-4 042-570-7661 内科・リウマチ科・呼吸器科

139 羽村透析クリニック 羽村市栄町3-3-10 042-570-5705 内科・リハビリテーション科

140 羽村相互診療所　※ 羽村市神明台1-30-5 042-554-5420 内科・小児科・人工透析

141 神明台クリニック 羽村市神明台1-35-4 042-554-7370 内科

142
おとだ整形外科内科
クリニック

羽村市神明台3-4-5 042-579-0864
内科・外科・整形外科・皮膚科・アレルギー
科

143 羽村三慶病院 羽村市羽字武蔵野4207 042-570-1130
内科・呼吸器内科・リハビリテーション科・循
環器内科・消化器内科

144 永仁醫院 羽村市羽加美1-17-6 042-554-4187 耳鼻いんこう科

145 横田クリニック　※ 羽村市羽東1-8-1 042-554-8580 内科・胃腸科・循環器科

146 松原内科医院　※ 羽村市羽東1-16-3 042-554-2427 内科・小児科・呼吸器科

147 柳田医院 羽村市羽東1-30-20 042-555-1800 内科・糖尿病内科

148 小﨑クリニック
羽村市富士見平1-18
羽村団地24号棟1号室 042-554-0188 内科・アレルギー科・皮膚科・美容皮膚科

149 双葉クリニック 羽村市双葉町1-1-15　1階 042-570-1588 内科・消化器科

150 西多摩病院 羽村市双葉町2-21-1 042-554-0838
内科・腎臓内科・リハビリテーション科・呼吸
器内科・精神科・心療内科・循環器内科

151
羽村市平日夜間
急患センター

羽村市緑ヶ丘5-1-2 042-555-9999 内科・小児科

152
羽村整形外科
リウマチ科クリニック

羽村市緑ヶ丘5-7-11 042-570-1170
整形外科・外科・リウマチ科・リハビリテー
ション科

153 池谷医院 あきる野市秋川1-3-7 042-550-0005 内科・循環器科・小児科

154 なかのやＵクリニック あきる野市秋川1-7-17 042-550-1156 泌尿器科

155
佐藤内科循環器科
クリニック

あきる野市秋川2-5-1 042-550-7831
内科・循環器科・呼吸器科・消化器科・人工
透析科

156 ほほえみクリニック
あきる野市秋川2-18-18
オーエスビル1階 042-559-2887 精神科・心療内科・神経科・内科

157 森眼科 あきる野市秋川3-5-5 042-559-6001 眼科

158 伊藤整形外科 あきる野市秋川3-5-7 042-558-6211 整形外科・リハビリテーション科

159 樋口クリニック あきる野市秋川3-7-5 042-559-8122 内科

160 おくの眼科 あきる野市秋川4-2-5 042-532-7707 眼科

161 あきる台病院　※ あきる野市秋川6-5-1 042-559-5761
内科・循環器内科・麻酔科・整形外科・精神
科・消化器内科・リハビリテーション科・神経
内科・泌尿器科

162 まつもと耳鼻咽喉科
あきる野市秋留1-1-10
あきる野クリニックタウン1階 042-550-3341 耳鼻咽喉科

163 朱膳寺内科クリニック
あきる野市秋留1-1-10
あきる野クリニックタウン1階 042-559-9201 内科・消化器科・アレルギー科・循環器科

病
院
・
医
院
・
診
療
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所在地

あ
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野

羽
村

受診の前には必ず医療機関にお問い合せください
※は在宅医療等提供機関（※印以外の機関でも在宅対応を行っている場合があります）
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病院・医院・診療所

Ｎｏ 医療機関名 電話 診療科目

164 近藤医院 あきる野市油平35 042-558-0506 内科・小児科・消化器科

165 ゆき皮膚科クリニック あきる野市油平57-4 042-532-7020 皮膚科・形成外科

166 野口眼科医院 あきる野市五日市71 042-596-0015 眼科

167
あきるの杜
きずなクリニック　※

あきる野市五日市149-1 042-596-6736 小児科・内科・外科・小児外科

168
清水耳鼻咽喉科
クリニック

あきる野市五日市1039-1 042-596-6311 耳鼻咽喉科

169 いなメディカルクリニック あきる野市伊奈477-1　1F 042-596-0881 内科

170
あきなか
レディースクリニック

あきる野市牛沼131-3 042-532-7053 産婦人科

171
星野小児科内科
クリニック

あきる野市小川東1-19-20　1階 042-559-7332 小児科・内科・アレルギー科

172 上代継診療所 あきる野市上代継84-6 042-559-2241
内科・児童精神科・小児科・整形外科・放射
線科・リハビリテーション科

173
あきる野総合クリニック
※

あきる野市草花1439-9 042-518-2088

内科・小児科・消化器内科・呼吸器内科・循
環器内科・糖尿病内科・神経内科・脳神経
外科・整形外科・内分泌内科・婦人科・皮膚
科・放射線科・小児泌尿器科

174 草花クリニック　※ あきる野市草花2724 042-558-7127
内科・循環器内科・消化器内科・皮膚科・リ
ハビリテーション科・呼吸器内科

175 小机クリニック　※ あきる野市小中野160 042-596-3908
内科・循環器内科・小児科・外科・リハビリ
テーション科

176 奥村整形外科 あきる野市下代継19-1 042-518-2730
整形外科・リハビリテーション科・リウマチ
科・内科

177 奥野医院 あきる野市下代継95-11 042-559-2568 耳鼻咽喉科・美容皮膚科

178 あべクリニック あきる野市瀬戸岡474-6 042-558-7730 内科・外科・小児科

179 鈴木内科　※ あきる野市舘谷156-2 042-596-2307 内科

180 あきるの内科クリニック あきる野市二宮1011 042-558-5850 外科・内科・循環器内科

181 米山医院　※ あきる野市二宮1133 042-558-9131 内科・神経内科・皮膚科

182 瀬戸岡医院 あきる野市二宮1240 042-558-3930 内科・小児科・消化器科

183 さくらクリニック あきる野市野辺1003 042-559-0118
内科・胃腸科・小児科・外科・泌尿器科・肛
門科

184
しみず在宅クリニック
※

あきる野市野辺1028-2 042-532-5381 内科

185 櫻井病院 あきる野市原小宮1-14-11 042-558-7007 内科・消化器内科

186
公立
阿伎留医療センター

あきる野市引田78-1 042-558-0321

総合内科・呼吸器内科・循環器内科・リウマ
チ科・外科・呼吸器外科・脳神経外科・泌尿
器科・眼科・リハビリテーション科・歯科口腔
外科・神経内科・消化器内科・腎臓内科・小
児科・乳腺外科・整形外科・皮膚科・産婦人
科・耳鼻咽喉科・麻酔科・放射線科・生活習
慣病内科・消化器病センター・乳腺セン
ター・血液浄化療法室・緩和治療科

187
まつむらこどもクリニッ
ク

あきる野市引田225丸徳ビル101 042-559-3322 小児科・内科

188 葉山医院　※ あきる野市引田552 042-558-0543 内科・アレルギー科・リウマチ科

189 秋川病院 あきる野市平沢472 042-558-7211 精神科

病
院
・
医
院
・
診
療
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あ
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野

受診の前には必ず医療機関にお問い合せください
※は在宅医療等提供機関（※印以外の機関でも在宅対応を行っている場合があります）

所在地
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病院・医院・診療所

Ｎｏ 医療機関名 電話 診療科目

190 石畑診療所 瑞穂町石畑207 042-557-0072 内科・小児科

191 菜の花クリニック　※ 瑞穂町殿ケ谷454 042-557-7995
内科・消化器内科・歯科・リハビリテーション
科・神経内科

192 丸野医院 瑞穂町長岡1-14-9 042-556-5280 内科・麻酔科

193 新井クリニック
瑞穂町長岡1-51-2　ロングヒルズ1
階 042-557-0018 内科・胃腸内科・小児科

194 みずほクリニック 瑞穂町長岡長谷部31-1 042-568-0300 内科・整形外科・リハビリテーション科

195 高沢病院　※ 瑞穂町二本木722-1 042-556-2311 内科・消化器内科・リハビリテーション科

196 栗原医院 瑞穂町箱根ケ崎61 042-557-0100 内科・消化器内科・小児科

197 高水医院 瑞穂町箱根ケ崎282 042-557-0028 内科・小児科・婦人科・耳鼻咽喉科

198 すずき瑞穂眼科
瑞穂町箱根ケ崎282-3
パインフラット101 042-568-1236 眼科

199 箱根ヶ崎耳鼻咽喉科 瑞穂町箱根ヶ崎東松原1-1 042-513-9963 耳鼻咽喉科・アレルギー科・小児科

200 日の出ヶ丘病院　※ 日の出町大久野310 042-597-0811
内科・リハビリテーション科・精神科・整形外
科

201 馬場内科クリニック　※ 日の出町大久野1062-1 042-597-0550
内科・呼吸器科・小児科・アレルギー科・循
環器科

202 大久野病院　※ 日の出町大久野6416 042-597-0873 内科・皮膚科・リハビリテーション科

203
ななスキンケア
皮膚科クリニック

日の出町平井216-11 042-588-7711 皮膚科・アレルギー科

204 さくやま眼科
日の出町平井三吉野桜木237-3
イオンモール日の出1F 042-588-4711 眼科

205 檜原診療所　※ 檜 檜原村2717 042-598-0115 内科・小児科・外科・歯科

206 双葉会診療所　※ 奥多摩町海沢500 0428-83-3454 内科・外科・放射線科・精神科

207 奥多摩病院峰谷診療所 奥多摩町川野529-1 0428-83-2145 内科・整形外科

208 古里診療所 奥多摩町小丹波82 0428-85-8757 内科・整形外科・皮膚科

209 奥多摩病院日原診療所 奥多摩町日原768-3 0428-83-3550 内科・整形外科

210 川辺医院 奥多摩町氷川177 0428-83-2136 内科・胃腸科・外科・整形外科・小児科

211 奥多摩病院 奥多摩町氷川1111 0428-83-2145 内科・整形外科・外科

病
院
・
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・
診
療
所

瑞
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所在地

受診の前には必ず医療機関にお問い合せください
※は在宅医療等提供機関（※印以外の機関でも在宅対応を行っている場合があります）

日
の
出
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歯科医院　

Ｎｏ 医療機関名 電話 診療科目

1 小曽木歯科 青梅市小曾木4-2244 0428-74-6480 歯科・小児歯科・矯正歯科

2 片桐歯科医院 青梅市勝沼3-71 0428-23-8456 歯科・小児歯科

3 上田歯科医院　※ 青梅市河辺町4-21-2 0428-24-4182 歯科

4 高野歯科クリニック　※ 青梅市河辺町5-5-12 0428-21-4970 歯科・小児歯科・矯正歯科

5
河辺南口
デンタルクリニック

青梅市河辺町5-7-4　2F 0428-20-8333 歯科

6 すずの木歯科クリニック
青梅市河辺町5-10-10
クレセント河辺1Ｆ-A 0428-25-0205 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

7 河辺歯科医院
青梅市河辺町5-25-2
アポー壱番館1階 0428-24-8046 歯科・小児歯科

8 菊池歯科医院 青梅市河辺町7-1-14 0428-31-1319 歯科・小児歯科

9 橋本歯科医院　※ 青梅市河辺町7-4-55 0428-32-7370 歯科・小児歯科

10 野中歯科医院 青梅市河辺町7-6-5 0428-27-4367 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

11 本間歯科医院 青梅市河辺町9-9-2 0428-22-3243 歯科

12 北島歯科医院　※ 青梅市河辺町10-5-15　KJビル1F 0428-24-1081 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

13 近藤歯科医院　※ 青梅市河辺町10-8-8　三晴ビル1階 0428-78-3219 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

14 山下歯科医院
青梅市河辺町10-12-37　パワーズ2
階 0428-22-0203 歯科・小児歯科・矯正歯科

15 武尾歯科医院 青梅市新町1-24-12 0428-31-6470 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

16 武藤歯科クリニック 青梅市新町3-31-3 0428-31-8848 歯科・小児歯科

17 かがみ歯科医院　※ 青梅市新町3-67-5 0428-32-1789 歯科・小児歯科

18 小沢歯科医院　※ 青梅市新町3-70-9 0428-32-0082 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

19 アピス歯科医院
青梅市新町5-2-8
小作アピスビル1号室 0428-33-1188 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

20 浜口ファミリー歯科医院 青梅市新町5-32-7 0428-32-7177 歯科・小児歯科・矯正歯科

21 イヴ・デンタルクリニック
青梅市新町6-9-4
カインズホーム青梅インター店 0428-34-9855 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

22 みのりのもり歯科
青梅市新町6-16-15
ベイシア青梅インター店1F 0428-32-1111 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

23 さくら歯科クリニック 青梅市新町7-47-18 0428-31-2131 歯科・小児歯科・矯正歯科

24 ラーレひまわり歯科
青梅市新町9-2016-14
スーパーオザムラーレ内 0428-34-9685 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

25 武藤歯科医院 青梅市滝ノ上町1235 0428-22-2825 歯科

26 やまだ歯科医院
青梅市千ヶ瀬町3-403-3
ハシモトビル2F 0428-22-0139 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

27 中丸歯科クリニック　※ 青梅市長淵1-9 0428-21-5500 歯科

28 三田歯科医院 青梅市長淵1-57-1 0428-21-3941 歯科・小児歯科

29 下奥多摩歯科医院 青梅市長淵4-376-1 0428-23-8818 歯科

30 北小曽木歯科診療所 青梅市成木8-410 0428-74-4744 歯科

31 櫻岡歯科　※ 青梅市西分町2-62 0428-22-2650 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

32 山崎歯科医院　※ 青梅市西分町2-85 0428-24-2516 歯科

歯
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所在地

受診の前には必ず医療機関にお問い合せください
※は在宅医療等提供機関（※印以外の機関でも在宅対応を行っている場合があります）

青
梅
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歯科医院　

Ｎｏ 医療機関名 電話 診療科目

33 佐藤歯科医院 青梅市野上町2-21-3 0428-22-3954 歯科

34 かすみ台歯科医院 青梅市野上町3-4-13　コーポ栄1Ｆ 0428-24-4181 歯科・小児歯科

35 関口歯科医院 青梅市野上町4-1-4　浜中ビル1F 0428-24-7304 歯科

36 斎藤歯科医院
青梅市野上町4-14-13
ジェームスビル 1F 0428-24-2021 歯科・小児歯科

37 梅郷歯科クリニック　※ 青梅市梅郷4-702-3 0428-77-0648 歯科

38 鈴木歯科医院　※ 青梅市梅郷6-1226 0428-76-0413 歯科

39 東青梅歯科医院
青梅市東青梅1-2-5
東青梅センタービル2-4-B 0428-21-6480 歯科

40 志村歯科医院　※ 青梅市東青梅1-4-3　志村ビル2F 0428-22-3711 歯科・小児歯科

41 青梅プラザ歯科　※
青梅市東青梅1-7-7
清水建設工業所本社ビル１階 0428-84-0620 歯科

42 山中歯科医院 青梅市東青梅1-9-8 0428-22-2875 歯科

43 東青梅休日歯科診療所
青梅市東青梅1-174-1
青梅市健康センター2階 0428-23-2191 歯科・小児歯科

44 足立歯科 青梅市東青梅2-14-12 0428-24-1818 歯科

45 池田歯科医院　※ 青梅市東青梅2-20-26 0428-24-2322 歯科・小児歯科

46 はたの歯科医院 青梅市東青梅3-9-14 0428-22-0118 歯科・小児歯科

47 デンタルクリニック関 青梅市東青梅3-21-36 0428-21-5481 歯科・小児歯科・矯正歯科

48 長谷川歯科医院 青梅市東青梅5-9-24 0428-24-8014 歯科・矯正歯科

49 高橋スマイル歯科 青梅市東青梅5-16-24 0428-24-8455 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

50 三井歯科医院　※ 青梅市東青梅5-20-10 0428-24-7471 歯科・小児歯科

51 百瀬歯科医院　※ 青梅市藤橋2-560-44 0428-31-5006 歯科・小児歯科・矯正歯科

52 荻野歯科三ツ原診療所 青梅市藤橋3-9-7 0428-31-6480 歯科

53
Ｓ．Ｈ．Ｉ
デンタルクリニック

青梅市二俣尾3-845-2 0428-85-8899 歯科

54 あゆみ歯科 青梅市本町130-19　鈴木ビル2F 0428-24-7178 歯科・小児歯科・矯正歯科

55 鈴木進歯科医院 青梅市本町130-24　榎沢ビル1階 0428-22-5555 歯科

56 青梅駅前歯科　※ 青梅市本町131-14 0428-23-6600 歯科

57 師岡町歯科医院
青梅市師岡町3-16-4
第3丸吉ビル1F 0428-25-8055 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

58 ひので歯科口腔外科 青梅市師岡町3-17-5 0428-25-8021 歯科口腔外科

59 DenTrust河辺
青梅市師岡町3-19-8
ヴィレッジ青梅1階 0428-22-1181 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

60 嶋崎歯科医院 青梅市師岡町4-5-33 0428-24-7177 歯科

61 しまざき歯科医院 青梅市谷野56-3 0428-32-8217 歯科・小児歯科

62 ひろせ歯科クリニック 青梅市柚木町1-265-1 0428-77-0666 歯科・小児歯科

歯
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受診の前には必ず医療機関にお問い合せください
※は在宅医療等提供機関（※印以外の機関でも在宅対応を行っている場合があります）
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歯科医院　

Ｎｏ 医療機関名 電話 診療科目

63 牛浜駅前歯科クリニック 福生市牛浜91-1　ユニオンビル2階 042-553-4681 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

64 おくむら歯科クリニック
福生市牛浜118-1
コートエレガンスEｌｌe-K2階M-03号室 042-539-7775 歯科・小児歯科・矯正歯科

65 荒木歯科医院 福生市牛浜130 042-551-3243 歯科

66 北田園歯科 福生市北田園1-6-3 042-552-1700 歯科

67 ふるかわ歯科クリニック 福生市熊川235　プレステージ東和 042-551-4744 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

68 せきぐち歯科 福生市熊川449 042-551-5456 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

69 江藤歯科医院 福生市熊川621 042-552-9750 歯科・小児歯科・矯正歯科

70 吉成歯科医院 福生市熊川1396　塩野ビル2F 042-553-5538 歯科

71 佐久間歯科医院
福生市東町2-8
福生東口SYビル2階 042-553-2525 歯科

72 バーデン歯科クリニック 福生市東町5-1　西友福生店5階 042-530-1081 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

73 島田歯科クリニック 福生市東町10-4 042-552-3084 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

74 平出歯科医院 福生市福生248-11 042-551-4738 歯科

75 あおやぎ歯科 福生市福生767　吉池ビル3階 042-553-9319 歯科・小児歯科

76 ふみ歯科診療所 福生市福生798-2　第7森田ビル1階 042-551-7288 歯科・小児歯科

77 大浦歯科医院 福生市福生867 042-553-0667 歯科

78 吉野歯科医院
福生市福生887-6
星野マンション103号室 042-551-3050 歯科

79 松永歯科医院 福生市福生963 042-552-7122 歯科

80
フォレストデンタル
クリニック森田歯科医院

福生市福生970　加藤店舗2号館 042-513-0836 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

81 そね歯科 福生市福生992-9　1階 042-530-6011 歯科・小児歯科

82 梅田歯科医院 福生市福生1046　岸ビルディング102 042-553-5161 歯科

83 エビナ歯科 福生市福生1059 042-551-8241 歯科・小児歯科

84 浜崎歯科
福生市福生1078-11　第2栄和ビル2
階 042-530-2729 歯科・小児歯科

85 東福生歯科クリニック 福生市福生2125-2　武蔵野ビル2階 042-530-7700 歯科

86 片岡歯科医院 福生市本町44 042-551-0353 歯科

87 みいだDental Clinic 福生市本町69-5 042-551-0479 歯科

88 今里歯科医院 福生市本町78 042-551-0440 歯科・小児歯科

89
田辺歯科・
矯正歯科医院

福生市本町90 042-551-2712 歯科・矯正歯科

90
あつみ
デンタルクリニック

福生市本町127-1 042-530-0007 歯科・小児歯科

91
デンタルクリニック
あらい

福生市南田園1-13-5　田園ハイツ1F 042-513-6489 歯科

92 山口歯科クリニック 福生市南田園2-5-39　田園ビル1F 042-553-8182 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

93 たかはし歯科医院
福生市南田園2-16
福生団地12号棟103号 042-552-1182 歯科・小児歯科

94 河野歯科医院 福生市南田園3-2-38 042-553-2829 歯科・小児歯科・矯正歯科
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受診の前には必ず医療機関にお問い合せください
※は在宅医療等提供機関（※印以外の機関でも在宅対応を行っている場合があります）
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歯科医院　

Ｎｏ 医療機関名 電話 診療科目

95
うすい歯科・
矯正歯科クリニック　※

羽村市小作台1-2-11 042-579-1199 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

96
西東京歯科医院
小作分院

羽村市小作台1-13-12　平和ビル2
階 042-555-2418 歯科・小児歯科・矯正歯科

97 おざわ歯科クリニック 羽村市小作台2-13-3 042-579-1500 歯科・小児歯科・矯正歯科

98 くさか歯科
羽村市小作台3-20-1
小作台ビル2階 042-555-7793 歯科・小児歯科

99 宇野歯科医院 羽村市小作台3-23-1　栄ビル2階 042-555-8241 歯科・小児歯科・矯正歯科

100
ホンダ
デンタルクリニック

羽村市小作台5-2-2 042-554-4184 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

101 いながき歯科 羽村市川崎3-9-17 042-555-6018 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

102 高田歯科医院 羽村市五ノ神1-6-6 042-555-5903 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

103
羽村ステーション歯科
クリニック

羽村市五ノ神1-8-9　小野ビル3階-Ａ 042-570-6485 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

104 羽村チューリップ歯科 羽村市五ノ神1-14-9　メゾン桜沢101 042-578-8284 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

105 井上歯科医院　※ 羽村市五ノ神2-12-14 042-554-7735 歯科・小児歯科

106 矢野歯科医院
羽村市五ノ神4-6-10
サニーコートTaKaA 042-555-3363 歯科・小児歯科

107 平三歯科医院 羽村市五ノ神4-7-10 042-554-0066 歯科・小児歯科・矯正歯科

108 渡邊歯科医院
羽村市五ノ神4-12-13
ラ・フロール202 042-570-1688 歯科・小児歯科

109 皆川総合歯科クリニック
羽村市五ノ神4-14-5
サンシティビル2階 042-555-8219 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

110 西東京歯科医院　※ 羽村市栄町2-10-2 042-554-6480 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

111 羽村歯科医院　※ 羽村市栄町2-22-15 042-570-4618 歯科・小児歯科・矯正歯科

112 森谷歯科医院　※
羽村市神明台1-18-1
ピアリッツハウス2F 042-555-9872 歯科

113
ひらい
デンタルパートナーズ

羽村市神明台1-22-1 042-533-5157 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

114 加藤歯科クリニック　※
羽村市神明台1-33-20
シャルム・アン2F 042-554-8887 歯科

115
もとえ
デンタルクリニック　※

羽村市神明台2-11-14 042-513-7808 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

116
生駒歯科羽村診療所
※

羽村市神明台4-3-47 042-555-3139 歯科

117 沖倉歯科 羽村市羽加美2-18-26 042-555-4331 歯科・小児歯科

118 並木歯科医院 羽村市羽加美3-9-35 042-554-3788 歯科

119 羽中歯科クリニック 羽村市羽中2-7-3 042-554-2202 歯科

120
羽村ステーション
デンタルクリニック　※

羽村市羽東1-7-11
ステーションサイドビル101 042-570-5621 歯科

121 本田歯科医院 羽村市羽東1-21-2 042-554-5902 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

122
あさひ公園通り
歯科医院

羽村市富士見平2-15-1 042-555-7904 歯科

歯
　
科
　
医
　
院

所在地

羽
村

受診の前には必ず医療機関にお問い合せください
※は在宅医療等提供機関（※印以外の機関でも在宅対応を行っている場合があります）
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歯科医院　

Ｎｏ 医療機関名 電話 診療科目

123 ますだ歯科医院　※ 羽村市双葉町3-9-10 042-551-8686 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

124 中野歯科医院　※ 羽村市緑ヶ丘1-6-14 042-554-7053 歯科・小児歯科・矯正歯科

125 DenTrust 羽村市緑ヶ丘2-17-18 042-555-7064 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

126
西秋留
デンタルクリニック　※

あきる野市秋川1-3-5
サワイビル2階 042-559-8614 歯科

127 きらら歯科　※
あきる野市秋川1-13-7
ドリーム秋川1階 042-559-8849 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科

128
ホワイト
デンタルクリニック

あきる野市秋川1-17-1
あきる野東急4F 042-550-3860 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

129 せぬま歯科医院　※ あきる野市秋川2-1-1　壽ビル2階 042-532-4682 歯科・小児歯科・矯正歯科

130 ピュア矯正歯科室
あきる野市秋川2-7-5
ソレーユK2階 042-550-1877 矯正歯科

131 中井歯科クリニック
あきる野市秋川2-10-2
シャルマン106号 042-558-4589 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

132 きくち歯科クリニック　※ あきる野市秋川4-12-4　私市ビル1F 042-532-7345 歯科・小児歯科

133 西瀬戸岡歯科医院 あきる野市秋川5-10-11 042-558-0669 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

134 おおの歯科医院　※ あきる野市秋川6-15-30 042-550-0484 歯科・小児歯科

135
クリニックタウン歯科
雨間

あきる野市秋留1-1-10
あきる野クリニックタウン2階 042-559-9631 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

136 あおば歯科医院
あきる野市秋留2-3-2
コピオあきる野内 042-550-2281 歯科・小児歯科・矯正歯科

137 しみず歯科 あきる野市秋留4-1-3 042-550-4617 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

138 池田歯科医院　※ あきる野市油平263-1 042-550-1508 歯科・小児歯科・矯正歯科

139 大塚歯科医院　※ あきる野市雨間554-1 042-559-6328 歯科

140 麻沼歯科医院　※ あきる野市雨間729 042-558-5927 歯科・小児歯科

141 高取歯科医院 あきる野市五日市55 042-596-0048 歯科

142 内山歯科医院 あきる野市五日市187 042-596-0327 歯科

143 瀬沼歯科医院 あきる野市五日市851-3 042-596-3288 歯科

144 あきる野今井歯科医院 あきる野市伊奈816-5 042-595-2463 歯科・小児歯科・矯正歯科

145 井上歯科医院　※
あきる野市伊奈891-7
ショッパーズ増戸2階 042-595-1327 歯科

146 よしざわ歯科医院 あきる野市伊奈976-2 042-596-6262 歯科・小児歯科

147 伊奈たけのこ歯科　※ あきる野市伊奈1141-1 042-588-5237 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

148 かねこ歯科医院
あきる野市小川東2-7-2
遠藤ビル2F 042-558-5118 歯科・小児歯科・矯正歯科

149 寺本歯科医院 あきる野市小川東2-7-11 042-559-8441 歯科

150 けい歯科クリニック
あきる野市草花1572-2
いなげや新草花店1F 042-550-4357 歯科・小児歯科

151 塚本歯科医院 あきる野市草花3258 042-559-3040 歯科・小児歯科
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受診の前には必ず医療機関にお問い合せください
※は在宅医療等提供機関（※印以外の機関でも在宅対応を行っている場合があります）

所在地
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152 三澤歯科医院　※ あきる野市草花3310 042-558-7011 歯科

153 布田歯科医院 あきる野市菅生116 042-558-7272 歯科・矯正歯科

154 澤田歯科医院　※ あきる野市二宮2244 042-558-5528 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

155 山川デンタルクリニック
あきる野市野辺464-11
市川ビル1階 042-532-1331 歯科・小児歯科・矯正歯科

156 越智歯科クリニック あきる野市野辺486-1 042-558-1182 歯科・小児歯科

157
デンタルオフィス・たむ
ら

あきる野市野辺631-4 042-550-0998 歯科・小児歯科

158
むつみ橋通り
歯科クリニック

あきる野市野辺1001-7 042-550-6384 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

159 葉山歯科医院　※ あきる野市引田403 042-559-5575 歯科・矯正歯科

160 あきる歯科　※
あきる野市渕上264-3
KIマンション1階 042-559-4786 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

161 けいあい歯科クリニック
瑞穂町大字高根623
ザ・モールみずほ16　2Ｆ 042-568-3961 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

162 殿ヶ谷歯科医院　※ 瑞穂町殿ケ谷906-11 042-556-5667 歯科・小児歯科

163 みずほ歯科医院
瑞穂町長岡1-51-2
ロングヒルズ北側1階 042-556-1182 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

164 小野歯科医院 瑞穂町長岡長谷部245-6 042-556-6480 歯科・小児歯科・矯正歯科

165 岩永歯科医院　※ 瑞穂町箱根ケ崎105-1 042-556-1123 歯科・小児歯科

166 きら歯科クリニック　※ 瑞穂町箱根ケ崎137 042-557-0079 歯科・小児歯科

167 箱根ヶ崎歯科医院 瑞穂町箱根ケ崎182-4 042-556-1118 歯科・小児歯科・矯正歯科

168 中央歯科 瑞穂町箱根ケ崎2242 042-556-1175 歯科

169 青松歯科医院
瑞穂町箱根ケ崎2367-1 シャレム
クレインマンション101 042-556-4180 歯科

170 山岸歯科医院 瑞穂町南平2-4-11 042-557-7567 歯科・小児歯科

171
糠信新青梅
歯科クリニック

瑞穂町武蔵33-1　高橋マンション１
階 042-557-1001 歯科・小児歯科・矯正歯科

172 きたはらファミリー歯科
瑞穂町むさし野2-61-4
ムサシノマンション103 042-533-4180 歯科・小児歯科・歯科口腔外科

173 パール歯科医院
日の出町平井237-3
イオンモール日の出1階 042-588-8247 歯科・小児歯科

174 功生歯科医院　※ 日の出町平井239-7 042-588-0233 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

175 三吉野歯科医院　※ 日の出町平井746 042-597-4086 歯科・小児歯科

176 ひらい歯科医院 日の出町平井971 042-597-5979 歯科・小児歯科

177 日の出歯科医院 日の出町平井1233-1 042-588-8251 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

178 森田歯科医院 日の出町平井2069-2 042-597-5141 歯科

179 古里歯科診療所 奥 奥多摩町小丹波491-4 0428-85-2366 歯科・小児歯科・矯正歯科
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受診の前には必ず医療機関にお問い合せください
※は在宅医療等提供機関（※印以外の機関でも在宅対応を行っている場合があります）

所在地
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薬　　　局　

Ｎｏ 薬局名 電話

1 アイン薬局　青梅今寺店 青梅市今寺5-10 0428-33-9201

2 タナカ薬局　※ 青梅市今寺5-18-30 0428-30-5061

3 小曽木薬局 青梅市小曾木4-2789-1 0428-75-0911

4 なかや薬局河辺店 青梅市河辺町4-8-7 0428-84-0618

5 ファイン薬局　河辺店　※ 青梅市河辺町4-20-4 0428-84-2850

6 のぞみ薬局
青梅市河辺町5-13-5
シャルマンファミーユ東京1F 0428-21-3866

7 クオール薬局　河辺店 青梅市河辺町5-21-2　1F 0428-25-8555

8 せいめい薬局　河辺店 青梅市河辺町8-1-39-101 0428-32-8677

9 あぁす薬局　※ 青梅市河辺町8-13-33 0428-84-0284

10 イオン薬局イオンスタイル河辺 青梅市河辺町10-7-1 0428-20-1210

11 アイセイ薬局　河辺店　※ 青梅市河辺町10-16-31 0428-23-4275

12 沢井調剤薬局 青梅市沢井2-792-4 0428-78-7527

13 さくらかぶ薬局 青梅市新町2-16-2 0428-78-2855

14 しんまちグリーン薬局　※ 青梅市新町2-18-19 0428-30-7775

15 東京堂栄光薬局　新町店 青梅市新町2-32-6 0428-33-5397

16 すまいる薬局 青梅市新町3-4-4 0428-33-0005

17 新町薬局　※ 青梅市新町3-48-3 0428-31-0372

18 せいめい薬局 青梅市新町4-18-9 0428-32-3450

19 回春堂新町薬局　※ 青梅市新町5-11-33 0428-30-3225

20 コジマ調剤薬局　新町店 青梅市新町6-5-1 0428-78-0980

21 ウエルシア薬局ラーレ青梅新町店 青梅市新町9-2016-14 0428-30-3301

22 ライフ薬局 青梅市住江町58-5 0428-24-7373

23 ファーコス薬局青梅 青梅市大門3-4-3 0428-30-7315

24 みどり薬局千ケ瀬　※ 青梅市千ｹ瀬町6-784-1 0428-20-8061

25 ちびき調剤薬局 青梅市友田町3-136-5 0428-84-0758

26 回春堂青梅薬局 青梅市仲町253-1 0428-25-8558

27 ファイン薬局　青梅店　※ 青梅市仲町259-1 0428-78-2450

28 木口順天堂薬局 青梅市仲町315 0428-23-3277

29 アイセイ薬局　西分店　※ 青梅市西分町2-54-3-1 0428-25-8707

30 アイセイ薬局　野上店　※ 青梅市野上町4-1-10　 ながさわビル 0428-22-5351

31 アイセイ薬局　野上８番店　※ 青梅市野上町4-8-1 0428-23-8355

薬
　
　
　
　
局

引用：西多摩薬剤師会

※は在宅患者訪問薬剤・居宅療養管理指導実施可能薬局

所在地

青
梅
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薬　　　局　

Ｎｏ 薬局名 電話

32 中川薬局　東青梅店　※ 青梅市東青梅1-7-6 0428-20-1651

33 青梅休日薬局 青梅市東青梅1-174-1 0428-23-2191

34 フロイデ薬局 青梅市東青梅2-11-1 0428-25-1621

35 アイン薬局　青梅店　※ 青梅市東青梅4-17-18 0428-84-2690

36 アイン薬局　青梅東店　※ 青梅市東青梅4-17-26 0428-23-9074

37 明倫堂薬局　※ 青梅市東青梅4-17-28 0428-20-6088

38 青梅薬剤センター薬局　※ 青梅市東青梅4-17-32 0428-23-8880

39 すみれ薬局 青梅市東青梅5-21-18 0428-22-9863

40 吹上薬局 青梅市吹上340-2 0428-24-9283

41 てる薬局 青梅市二俣尾4-955-1　セブンコーポＩ　1F 0428-85-8970

42 回春堂薬局 青梅市本町137 0428-22-3200

43 十字堂薬局　※ 青梅市本町148 0428-22-2237

44 山本薬局 青梅市森下町513 0428-22-1293

45 コジマ調剤薬局　師岡店 青梅市師岡町3-19-3 0428-24-8241

46 かささぎ薬局 青梅市師岡町4-1-10 0428-25-1195

47 むさしの薬局　牛浜店 福生市牛浜121-2 042-530-3966

48 牛浜鈴薬局 福生市牛浜158　メディカルビーンズ1階 042-539-3788

49 福生加美平調剤薬局 福生市加美平1-6-18　マーサビル1F 042-553-8033

50 加藤薬局　福生店 福生市加美平1-15-6 042-553-8488

51 田辺薬局　※ 福生市加美平3-39-2 042-553-5671

52 マスイ薬局 福生市熊川139 042-551-0596

53 中村調剤薬局　※ 福生市熊川156-4 042-530-2468

54 中屋薬局　熊川店 福生市熊川928-6 042-539-0731

55 ホッタ晴信堂薬局　本町店　※ 福生市本町95番地15 042-530-7953

56 町田薬局 福生市志茂68 042-551-0608

57 中村薬局　※ 福生市志茂221-1 042-553-9638

58 三井薬局 福生市志茂231-6 042-530-5665

59 千葉薬局　※ 福生市福生656-2 042-553-3660

60 田辺薬局　本店　※ 福生市福生945-11 042-553-3488

61 アイセイ薬局　福生店　※ 福生市福生992-2　第1ＮＴビル 042-539-3068

薬

局

青
梅

※は在宅患者訪問薬剤・居宅療養管理指導実施可能薬局

所在地
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Ｎｏ 薬局名 電話

62 三井調剤薬局 福生市本町7-4 042-551-7810

63 あいりす薬局　※ 福生市本町85-1　根岸ビル1F 042-513-3818

64 ホッタ晴信堂薬局　※ 福生市本町142 042-553-0061

65 加藤薬局　東福生店　※
福生市武蔵野台1-1-7
センチュリー武蔵野台1F 042-553-7563

66 若草薬局 羽村市小作台2-7-16 042-570-7521

67 富士薬局　小作店　※ 羽村市小作台5-6-17 042-843-8533

68 アイセイ薬局　羽村店 羽村市五ﾉ神1-2-2 042-570-1516

69 ゆず薬局 羽村市五ﾉ神1-4-4 042-555-7455

70 ミヤキ薬局　五ノ神店　 羽村市五ﾉ神4-15-11 042-579-2510

71 とおやま薬局　※ 羽村市五ﾉ神字武蔵野352-22 042-533-4493

72 サンテ薬局　栄町店 羽村市栄町1-13-40 042-555-7567

73 ツバサ薬局 羽村市栄町2-15-4 042-579-0492

74 栄町薬局 羽村市栄町2-15-40 042-555-8521

75 みどりヶ丘薬局　※ 羽村市神明台1-30-24 042-570-7838

76 グリーン薬局神明台　※ 羽村市神明台1-35-6 042-555-1656

77 アイセイ薬局　羽村羽加美店　※ 羽村市羽加美1-16-9　ウイング清水1F 042-570-0181

78 ライム薬局 羽村市羽東1-7-20 042-570-0570

79 マロン薬局　羽村店　※ 羽村市羽東1-16-5 042-578-3585

80 さくら薬局 羽村市羽東1-23-28 042-579-7797

81 細田薬局 羽村市富士見平1-17-4 042-555-0597

82 岩浪薬局　羽村店 羽村市緑ヶ丘5-8-21 042-555-8085

83 東京堂栄光調剤薬局 あきる野市秋川1-3-6 042-550-1855

84 ウイン調剤薬局　秋川店 あきる野市秋川1-7-17 042-533-3450

85 株式会社中村薬局 あきる野市秋川2-3-5 042-550-1886

86 さつき薬局　秋川店　※ あきる野市秋川6-2-5 042-558-8416

87 丘の上薬局　 あきる野市秋留1-1-9 042-558-4448

88 みどり薬局五日市　※ あきる野市五日市72 042-595-2192

89 井上薬局 あきる野市五日市148 042-596-1533

薬

局

※は在宅患者訪問薬剤・居宅療養管理指導実施可能薬局
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Ｎｏ 薬局名 電話

90 みどり薬局　上町　※ あきる野市五日市973 042-596-3443

91 アイセイ薬局　あきる野店　※ あきる野市小川東1-19-6 042-532-4303

92 みどり薬局草花　※ あきる野市草花1439-8 042-518-2182

93 中川薬局　あきる野店 あきる野市草花2730-1 042-518-2541

94 草花薬局 あきる野市草花2841-2 042-558-9401

95 東京堂栄光薬局　下代継店 あきる野市下代継16-6 042-532-5352

96 多摩調剤薬局　あきる野店 あきる野市下代継94-6 042-559-5481

97 ほり薬局　※ あきる野市瀬戸岡474-1 042-533-3234

98 アイセイ薬局　五日市店　※ あきる野市舘谷156-1 042-595-3567

99 みどり薬局　東秋留店　※ あきる野市二宮1021-7 042-532-1661

100 有限会社こすげ薬局 あきる野市野辺375-1 042-558-1647

101 こすげ調剤薬局 あきる野市野辺1001-5 042-550-9786

102 稲垣薬局　あきる野店　※ あきる野市引田92-1 042-532-4588

103 東京堂栄光薬局　あきる店 あきる野市引田72-2 042-559-6134

104 あきる野薬剤センター薬局　※ あきる野市引田91-4 042-532-3256

105 みどり薬局　※ あきる野市引田92-4 042-533-3009

106 東京堂栄光薬局　引田店 あきる野市引田551-7 042-559-3079

107 東京堂薬局 あきる野市渕上259 042-558-0320

108 アイン薬局　瑞穂店　※ 瑞穂町長岡1-13-22 042-568-7978

109 オレンジ薬局 瑞穂町長岡1-54-2 042-556-5686

110 さつき薬局　瑞穂店　※ 瑞穂町二本木719-4 042-513-9763

111 みずほ調剤薬局 瑞穂町箱根ケ崎282-2 105 042-556-6833

112 ファーコス薬局瑞穂 瑞穂町箱根ケ崎2610-14 042-568-2026

113 みどり薬局日の出　※ 日の出町大久野112 042-597-6085

114 イオン薬局　日の出店
日の出町平井237-3
イオンモール日の出　１階 042-588-8250

115 三共堂調剤薬局 奥多摩町氷川1125 0428-82-7111

116 三共堂薬局 奥多摩町氷川1380 0428-83-2423

薬
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介護事業所（居宅介護支援）

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1 居宅介護支援サービス　倭 青梅市今井1-521-1 0428-32-3211

2 居宅介護支援事業所　今井苑 青梅市今井2-1111-1 0428-31-3830

3 華暖介護相談室 青梅市今寺4-23-5 0428-33-6670

4 あずみ苑グランデ青梅 青梅市裏宿町647-1 0428-20-4165

5 三慶居宅介護支援事業所 青梅市大柳町1412 0428-24-6923

6 ケアサービス・ポッポ 青梅市勝沼1-28-14 0428-22-7238

7 大洋園居宅介護支援事業所 青梅市河辺町9-9-25 0428-20-2631

8 ケアサービス　つくしんぼ 青梅市駒木町1-811-2 0428-20-1223

9 ケアープラン新町
青梅市新町7-63-5　エルベール新町二号館
133 0428-30-0085

10 居宅介護支援事業所あゆみえん 青梅市新町9-2153-3 0428-30-7333

11 ケアプランセンターねこの手 青梅市新町9-2200-17 0428-32-5754

12
医療法人財団　岩尾会
すえひろ指定居宅介護支援事業所

青梅市末広町1-4-5 0428-32-0105

13 滝ノ上居宅介護支援事業所 青梅市滝ノ上町1286-9 0428-84-0084

14 合同会社　けい 青梅市大門3-15-7-10 0428-27-1425

15 大久野病院居宅介護支援事業所 青梅市千ケ瀬6-797-1 0428-78-3113

16 博仁会ケアサポートセンターひまわり 青梅市富岡1-318 0428-74-7555

17
居宅介護支援事業所　西東京ケアセン
ター

青梅市友田町3-136-1 0428-25-1163

18 第２カントリービラ青梅 青梅市長淵1-939-1 0428-21-5531

19 居宅介護支援事業所リバーパレス青梅 青梅市長淵4-377 0428-23-4038

20
医療法人社団　和風会
梅の園訪問看護居宅介護支援センター

青梅市長淵6-483-4　ダイユーマンション1Ｆ 0428-23-8585

21 ケアプラン　あいね 青梅市根ヶ布1-734-13 0428-21-2309

22 ケアサービスこすも 青梅市畑中1-79-8 0428-23-6213

23 東青梅居宅介護支援事業所 青梅市東青梅1-5-28 0428-84-0513

24 有限会社アイケアーサービス青梅 青梅市東青梅1-7-8 0428-22-6662

25 ケアプラザ青梅 青梅市東青梅3-22-4　東京武尊会館 0428-20-0773

26 ここひろケアプラン 青梅市藤橋2-614-18 0428-78-2455

27 ライフサポートプラン　思いのまま
青梅市東青梅6-10-2
ライオンズマンション東青梅第3　204号 0428-84-2559

28 けあぷらんふくろう 青梅市東青梅6-23-8 0428-27-4800

29 二俣尾幸廻堂 青梅市二俣尾4-1098 0428-85-9770

30 喜久松苑居宅介護支援事業所 青梅市柚木町2-462-1 0428-76-2041

所在地

引用：厚生労働省介護サービス情報公表システム

利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください
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介護事業所（居宅介護支援）

Ｎｏ 介護事業所名 電話

31 介護センターみらい 福生市加美平2-1-13 042-513-0735

32
医療法人社団幹人会
福生クリニック　居宅介護支援事業所

福生市加美平3-35-13 042-539-7175

33 楓ケアプランセンター 福生市北田園1-3-6 042-513-0281

34 つぼみケアプランセンター 福生市熊川205 042-513-0307

35 さわやか介護
福生市志茂169-1
ライオンズマンション福生105 042-513-0244

36 特定非営利活動法人ケアサービスいずみ 福生市志茂187 042-513-7244

37 すずらん有限会社 福生市福生2263-38 042-539-2860

38 指定居宅介護支援事業所　武蔵野 福生市福生2300-4 042-539-3541

39 居宅支援オークス 福生市福生2348-6 042-553-6606

40
介護プランセンターサンシャインビラ
（第２サンシャインビラ内）

福生市福生3244-10 042-553-3765

41 ケアプランハウスこころ 福生市本町53 042-513-6421

42 愛夢アシストケアプランセンター 福生市本町86-8　スカイビル２Ｆ 042-551-8711

43 ひかりメディケア居宅介護支援事業所 福生市本町95-3 042-539-2630

44 ケアプランサポートあさがお 福生市南田園1-6-14 042-513-3561

45 居宅介護支援事業所　南田園 福生市南田園2-9-1　グリーンシティ南田園103 042-539-2200

46 ひかり指定居宅介護支援事業所 羽村市小作台1-3-9　宇津木ビル201 042-570-7078

47 ケアプランオフィスしんしん 羽村市五ノ神1-4-4　桜沢ビル103 042-507-5610

48 みとも居宅介護支援事業所 羽村市五ノ神1-8-5 042-555-3500

49 居宅介護支援事業所　羽村の郷 羽村市五ノ神2-1-14 042-555-8211

50 社協ケアサービス 羽村市栄町2-18-1　羽村市福祉センター 042-554-0386

51 サニーライフ羽村　居宅介護支援事業所 羽村市栄町2-19-3 042-555-0018

52 ケアプランニングはればれ 羽村市栄町2-19-9 042-578-9861

53 ケアプランセンターオリーブ 羽村市神明台1-28-11 042-533-5410

54 健生会ケアプランセンター羽村 羽村市神明台1-30-5 042-555-3180

55 あかしあの里　指定居宅介護支援事業所 羽村市玉川2-6-6 042-555-5663

56 居宅介護支援事業所　I-Me（アイミー） 羽村市羽加美1-9-2 042-570-1201

57 西多摩・あおいホームケアサービス 羽村市双葉町2-21-1 042-554-0838

58 在宅ケア風車 羽村市緑ヶ丘1-5-12　マンション中野101 042-578-5766

59 ケアサービスホルン 羽村市緑ヶ丘2-1-7　アルピコート1Ｆ 042-578-9177
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介護事業所（居宅介護支援）

Ｎｏ 介護事業所名 電話

60 あきる台病院　指定居宅介護支援事業所
あきる野市秋川5-1-8
あきる台在宅医療福祉センター2F 042-550-7026

61 有限会社シルバーライフ あきる野市網代167-1 042-595-0041

62 ケアサポートセンターかしの木
あきる野市雨間254-6
センターヴィレッジ501 042-518-7841

63 こーゆうケアネット あきる野市雨間325　岡野ビル202号 042-518-7736

64 ケアソリューション居宅介護支援事業所 あきる野市五日市27-1 042-588-5871

65 介護相談事務所あすか あきる野市伊奈228-1 042-588-5955

66 居宅介護支援事業所フレサポ
あきる野市小川東1-18-23　田中ハイツ103号
室 042-518-7063

67 草花ケアサポート あきる野市草花1980 042-559-8131

68
松楓会あきる野
指定居宅介護支援事業所

あきる野市菅生1159　在宅介護支援センター
特別養護老人ホーム和敬園内 042-558-7012

69 介護サービスセンター南聖園 あきる野市瀬戸岡305-1 042-518-7211

70
医療法人社団秀仁会
訪問看護ステーションさくら

あきる野市瀬戸岡433-1 042-511-2896

71
指定居宅介護支援事業所
ライズ

あきる野市留原820-3
第2リバーサイドハイツ青木荘208号室 042-519-9458

72 よつばケアプランセンター あきる野市二宮1141-7 042-532-0075

73 株式会社ひまわり あきる野市二宮2267 042-550-6151

74 草花クリニック訪問看護ステーション あきる野市二宮東1-6-1　1階 042-532-3233

75 悠優ヘルパーセンター あきる野市野辺305-6 042-532-3273

76 在宅介護ホットライン あきる野市野辺457-8　田畑ビル2階西号室 042-533-3347

77 あすなろみんなの家 あきる野市原小宮2-6-3 042-558-2688

78 あきる野市社協ケアセンター あきる野市平沢175-4 042-595-9036

79 居宅介護支援事業所　七福神 瑞穂町石畑1940-3 042-557-7296

80 居宅介護支援事業所　菜の花 瑞穂町殿ケ谷451-1 042-568-0345

81 杜の園　居宅介護支援事業所 瑞穂町長岡下師岡372-4 042-556-6511

82
けんちの苑みずほ
指定居宅介護支援事業所

瑞穂町長岡長谷部31-1 042-568-0222

83 在宅介護支援センター　フラワープラム 瑞穂町長岡長谷部83-1 042-556-5755

84 指定居宅介護支援事業所　不老の郷 瑞穂町二本木1319 042-557-3030

85 二本木交茶店 瑞穂町二本木684-4 042-568-0250

86
医療法人社団久遠会
瑞穂町在宅介護支援センターたかさわ

瑞穂町二本木722-1 042-556-1738

87 高齢者在宅サービスセンターみずほ 瑞穂町箱根ケ崎922-1 042-556-0066
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介護事業所（居宅介護支援）

Ｎｏ 介護事業所名 電話

88 はまゆう 日の出町大久野231-1 042-597-1941

89 日の出ヶ丘訪問看護ステーション（休止） 日の出町大久野310 042-597-7080

90
医療法人互生会
ファミリート日の出ケアセンター

日の出町平井351-1 042-588-7971

91
日の出町社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業所

日の出町平井2780 042-597-4845

92 エステート谷戸沢　居宅介護支援事業所 日の出町平井3026 042-588-8300

93
栄光の杜　指定居宅介護支援事業所（休
止）

日の出町平井3052 042-597-1612

94 在宅サービスセンターひので理想郷の園 日の出町平井3076 042-597-3273

95 サナホーム　指定居宅介護支援事業所 檜原村3791-4 042-598-1101

96 桧原苑　居宅介護支援事業所 檜原村5650-8 042-598-0333

97 白丸ケアセンター 奥多摩町白丸263 0428-83-3737

98 ケアサポート奥多摩 奥多摩町氷川1111 0428-83-2768

介護事業所（訪問介護）

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1 ベストケア青梅 青梅市今寺4-15-5 0428-78-0742

2 あずみ苑グランデ青梅 青梅市裏宿町647-1 0428-20-4165

3 大洋園ヘルパーステーション 青梅市河辺町9-9-25 0428-20-2641

4 ニチイケアセンター青梅 青梅市河辺町10-11-4　橋本ビル２階 0428-20-1533

5 MIHALCOケアセンター 青梅市河辺町10-11-15　メゾンなりき306号室 0428-84-0813

6 ケアサポート　泉 青梅市新町4-18-9　内田マンション201 0428-30-3388

7 訪問介護事業所あゆみえん 青梅市新町9-2135-3 0428-30-5556

8 訪問介護ステーション　リバーパレス青梅 青梅市長淵4-377 0428-23-4038

9 青い鳥 青梅市長淵5-773 0428-22-8857

10 株式会社ヴァリュウ　ファーストケア 青梅市長淵6-483-4　ダイユーマンション１階 0428-20-2080

11 ベストケア梅郷 青梅市梅郷6-1410-2 0428-74-9939

12 有限会社アイケアーサービス青梅 青梅市東青梅1-7-8 0428-22-2339

13 かがやきケア 青梅市東青梅5-8-27　ドエル・オータム201号室0428-78-3086

14 ここひろヘルパー 青梅市藤橋2-614-18 0428-78-2455

14 介護センターみらい 福生市加美平2-1-13 042-513-0735

15 あお竹ヘルパーステーション 福生市北田園2-5-6　ハイネス北田園307 042-513-3967

16 介護２４福生 福生市熊川202-3　トーシンハイツ福生101 042-513-0971
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介護事業所（訪問介護）

Ｎｏ 介護事業所名 電話

17 ヘルパーステーションサンシャインビラ 福生市熊川1494-3　第2上福ビル2Ｆ 042-539-0781

18 特定非営利活動法人ケアサービスいずみ 福生市志茂187 042-539-1880

19 三宝会訪問介護事業部 福生市福生2169　ウィステリア福生１Ｆ 042-539-4181

20 すずらん有限会社 福生市福生2263-38 042-539-2860

21 ヨコタヘルパーステーション 福生市福生2300-4 042-539-3631

22 オークスヘルパーステーション 福生市福生2348-6 042-539-4180

23
有限会社アシスト
ホームヘルパーステーション福生

福生市本町86-8　スカイビル２Ｆ 042-551-8711

24
株式会社ケアサービスひかり
ひかり指定訪問介護事業所

羽村市小作台1-3-9　宇津木ビル201 042-570-7078

25 介護２４青梅 羽村市小作台3-23-7　岡部ハイツ101 042-578-9374

26 社協ケアサービス 羽村市栄町2-18-1　羽村市福祉センター 042-579-6969

27 羽村やわらぎ 羽村市栄町2-19-3 042-555-0018

28
社会福祉法人三多摩福祉会
コスモス昭島　コスモス西多摩出張所

羽村市神明台1-30-24　みどりヶ丘薬局2階 042-570-2601

29 在宅ケア風車 羽村市緑ヶ丘1-5-12　マンション中野101 042-578-5766

30 ケアサービスホルン 羽村市緑ヶ丘2-1-7　アルピコート１Ｆ 042-578-9177

31 ニチイケアセンターあきる野 あきる野市秋川1-2-1　阿伎留ビル１Ｆ 042-532-2630

32
指定訪問介護事業所
あきる台ケアサービス

あきる野市秋川5-1-8 042-550-6104

33 アースサポートあきる野 あきる野市秋川6-18-5 042-532-7200

34 有限会社シルバーライフ あきる野市網代167-1 042-595-0041

35 おむすびネット あきる野市油平52-2　嵯峨窪ハイツ101号室 042-595-5008

36 介護サービスつながり あきる野市雨間385-2　こもれびの郷内 042-550-5336

37 ケアソリューション訪問介護事業所 あきる野市五日市27-1 042-588-5871

38 草花ホームケア あきる野市草花1980 042-559-8131

39 ヘルパーステーションくさばな あきる野市草花2978 042-533-2055

40
医療法人社団秀仁会
ホームケアステーションさくら

あきる野市瀬戸岡433-1 042-532-7056

41 介護サービスセンター南聖園 あきる野市舘谷268-8 042-533-0533

42 ライズ
あきる野市留原820-3
第2リバーサイドハイツ青木荘208号室 042-519-9458

43 株式会社ひまわり あきる野市二宮2267 042-550-6151

44 悠優ヘルパーセンター あきる野市野辺305-6 042-532-3273

45 あきる野市社協ケアセンター あきる野市平沢175-4 042-559-6574
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介護事業所（訪問介護）

Ｎｏ 介護事業所名 電話

46 ヘルパーステーション七福神 瑞穂町石畑1940-2 042-557-7294

47 訪問介護菫 瑞穂町殿ケ谷835-1-101 042-513-9555

48 高齢者在宅サービスセンターみずほ 瑞穂町箱根ケ崎922-1 042-556-0066

49 ＮＰＯつくし 瑞穂町箱根ケ崎西松原51-3 042-557-6800

50 社協ホームヘルプサービス（民間協力隊） 日 日の出町平井2780 042-597-6036

51 檜原村やすらぎの里 檜 檜原村2717 042-598-3121

52 ヘルパーステーションおくたま 奥 奥多摩町氷川1111 0428-83-8050

介護事業所（訪問入浴介護）

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1 めぐみケアサービス 青梅市河辺町8-2-23　マツダイビル201 0428-78-0392

2 アサヒサンクリーン在宅介護センター青梅
青梅市河辺町9-1-1　サンハイツ清峰１階105
号室 0428-25-8851

3 アースサポート青梅 青梅市河辺町10-14-3 0428-25-3070

4 セイブケア　青梅 青梅市新町2-1-10　ビガース山下106 0428-78-0422

5 介護センターみらい 福 福生市加美平2-1-13 042-513-0735

6 有限会社シルバーライフ あ あきる野市網代167-1 042-595-0041

7 セイブケア 瑞穂町高根98 042-847-3200

8 アースサポート瑞穂 瑞穂町箱根ケ崎215-16 042-568-0233

介護事業所（訪問看護）

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1 三慶訪問看護ステーション 青梅市大柳町1412 0428-24-6743

2 訪問看護ステーション　ポッポ 青梅市勝沼1-28-14 0428-22-8082

3 ケアサポートカナイ訪問看護ステーション 青梅市新町5-5-13　メゾン幸和第2ビル2F202 0428-33-5856

4 訪問看護ステーション　あん 青梅市新町5-36-11　シーグリーン102 0428-78-2517

5
訪問看護リハビリステーションアラウンド
∞（エイト）

青梅市今寺4-23-5 0428-78-0827

6 たんぽぽ　訪問看護リハビリステーション 青梅市河辺町7-3-7　コーポ瀧102 0428-78-0061

7 順心訪問看護ステーション 青梅市新町9-4-2 0428-33-0151

8
社会福祉法人　徳心会
訪問看護ステーション　あゆみえん

青梅市新町9-2153-3 0428-30-5556

9
医療法人財団　岩尾会
岩尾会訪問看護ステーション

青梅市末広町1-4-5 0428-32-0211

10 大久野病院訪問看護ステーション 青梅市千ケ瀬6-797-1 0428-78-3112

11
みずほ訪問看護ステーション
友田営業所

青梅市友田町3-136-1 0428-25-1161
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介護事業所（訪問看護）

Ｎｏ 介護事業所名 電話

12
青梅複合型ケアサービスセンター
訪問看護ステーション友田

青梅市友田町5-533-1 0428-78-4976

13
医療法人社団幸悠会　訪問看護ステー
ション　ファインデイズ青梅

青梅市長淵5-1086 0428-84-2834

14
医療法人社団　和風会
梅の園訪問看護ステーション

青梅市長淵6-483-4　ダイユーマンション１Ｆ 0428-22-0207

15
医療法人社団明日会
訪問看護ステーションすずかけ

青梅市柚木町1-253-3 0428-85-8812

16 つぼみ訪問看護ステーション 福生市熊川205 042-513-3172

17 訪問看護ステーションオハナ 福生市福生1716-1 042-513-6533

18
福生訪問看護ステーションこころ
駅前営業所

福生市本町53　1F 042-551-5556

19 みどりの森ナースステーション 福生市南田園1-9-11　パークハイツ田園203 042-539-0558

20 ユーアイビラ訪問看護ステーション 福生市南田園1-10-3 042-539-2270

21 アシスト訪問看護ふくろう 福生市南田園2-4-13 042-513-0242

22 訪問ナースステーションアルビレオ 羽村市小作台5-21-10　ウイング守屋 042-533-5710

23 訪問看護ステーションはればれ 羽村市栄町2-19-9 042-578-9860

24 在宅看護リハビリステーション大地 羽村市神明台1-28-11 042-533-5142

25 健生会にしたま訪問看護ステーション 羽村市神明台1-30-5　3階 042-570-1815

26 訪問看護ステーションファミール 羽村市双葉町1-1-15 042-555-8900

27
指定訪問看護ステーション
あきる台ケアサービス

あきる野市秋川6-5-1 042-550-6103

28 ハハナ訪問看護リハビリステーション あきる野市秋川6-5-11　牧ビル１Ｆ 042-533-2150

29 訪問看護ステーションあすか あきる野市伊奈228-1 042-588-5955

30
プライマリー訪問看護ステーション
あきる野

あきる野市小川東3-9-13　森田ビル2F 042-533-3604

31 訪問看護ステーションおれんじ あきる野市草花3682 042-533-3401

32
医療法人社団秀仁会
訪問看護ステーションさくら

あきる野市瀬戸岡433-1 042-532-7055

33 草花クリニック訪問看護ステーション あきる野市二宮東1-6-1　1階 042-532-3233

34 菜の花訪問看護ステーション 瑞穂町殿ケ谷451-1 042-568-0332

35
医療法人社団久遠会
みずほ訪問看護ステーション

瑞穂町二本木722-1 042-556-1737

36 日の出ヶ丘訪問看護ステーション 日の出町大久野310 042-597-7080

37 ケアーズ日の出訪問看護ステーション 日の出町平井3026 042-519-9654
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介護事業所（訪問リハビリテーション）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1 武蔵野台病院 青梅市今井1-2586 0428-31-6632

2 高木病院 青梅市今寺5-18-19 0428-31-5286

3 青梅三慶病院 青梅市大柳町1412 0428-24-7501

4 進藤医院訪問リハビリテーション 青梅市千ケ瀬6-797-1 0428-78-3112

5 福生クリニック 福 福生市加美平3-35-13 042-551-2312

6 医療法人社団三秀会　羽村三慶病院 羽村市羽字武蔵野4207 042-570-1181

7 医療法人社団葵会　西多摩病院 羽村市双葉町2-21-1 042-554-0838

8 あきる台病院訪問リハビリ あきる野市秋川6-5-1 042-559-5725

9 草花クリニック あきる野市草花2724 042-532-3260

10 介護老人保健施設　菜の花 瑞穂町殿ケ谷454 042-568-5111

11 医療法人社団　高沢病院 瑞穂町二本木722-1 042-556-2311

12
医療法人社団崎陽会
日の出ヶ丘病院訪問リハビリテーション 日 日の出町大久野310 042-519-9801

介護事業所（通所介護）

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1 大洋園デイサービスセンター 青梅市今井5-2440-141 0428-31-3666

2 デイサービス　ほほえみ 青梅市今寺3-418-5 0428-31-6363

3 ニチイケアセンター河辺 青梅市河辺町6-5-9 0428-20-1731

4 河辺デイサービスセンター 青梅市河辺町9-9-25 0428-20-2643

5
青梅河辺温泉デイサービスセンター
湯梅の郷

青梅市河辺町10-8-1　河辺タウンビルＢ　1階 0428-20-1526

6 デイサービス　花・花 青梅市木野下2-227-1 0428-34-9166

7 デイサービスセンターパーク 青梅市新町1-43-12 0428-21-2452

8 ゆったりリゾートサロン青梅 青梅市新町4-29-3 0428-78-0295

9 デイサービスセンター　あゆみえん 青梅市新町9-2153-3 0428-30-5554

10 滝ノ上デイサービスセンター 青梅市滝ノ上町1286-9 0428-20-4330

11 きたえるーむ　青梅 青梅市千ケ瀬町6-793-3 0428-78-3782

12 博仁会デイサービスセンター　さざなみ 青梅市富岡1-318 0428-74-4411

13 デイサービスセンター　エクラシア青梅 青梅市友田町3-1267-2 050-6861-5211

14 デイサービスセンター　まごころハウス 青梅市野上町4-2-16　メゾン・セリゼ１階 0428-78-3937

15 喜久松苑デイサービスセンター 青梅市柚木町2-462-1 0428-76-2041
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介護事業所（通所介護）

Ｎｏ 介護事業所名 電話

16 アシストデイサービス輝 福生市熊川642-3 042-513-7411

17 高齢者在宅サービスセンター武蔵野 福生市福生2300-4 042-551-5514

18 高齢者在宅サービスセンター加美 福生市福生3244-10 042-553-3736

19 ふそうケアセンター 福生市福生二宮2461 042-530-3213

20 デイサービスあさがお 福生市南田園1-6-14 042-513-3551

21 ツクイ福生 福生市南田園2-8-2 042-539-2755

22 福生市高齢者在宅サービスセンター田園 福生市南田園2-13-1 042-552-2121

23 ファミタウンはむら 羽村市五ノ神1-13-2　リオ羽村壱番館101号室 042-533-5263

24 デイサービス羽村の郷 羽村市五ノ神2-1-14 042-555-6111

25 羽村ケアセンターそよ風 羽村市栄町2-10-7 042-578-5571

26 サニーライフ羽村デイサービス 羽村市栄町2-19-3 042-555-0018

27 ＲｅＨａＭｏ 羽村市神明台1-17-5 042-578-9704

28
羽村市高齢者在宅サービスセンター
いこいの里

羽村市羽加美4-18-6 042-570-7676

29 機能訓練デイサービスモリモリ 羽村市羽東3-21-5　ライトオブハシモト1Ｆ 042-511-3717

30 デイサービスセンターさくら 羽村市緑ヶ丘2-1-16 042-555-5282

31 老人デイサービスセンター福楽園 あきる野市網代326-1 042-596-4112

32 あきる野ケアセンターそよ風 あきる野市牛沼152-1 042-532-8341

33 あきる野翔裕館 あきる野市草花1481-1 042-550-6581

34 デイサービスセンターくさばな あきる野市草花2978 042-533-2453

35 あすなろみんなの家 あきる野市原小宮2-6-3 042-558-2688

36 あずみ苑グランデ平沢 あきる野市平沢473-1 042-532-8157

37 杜の園ながおかデイサービスセンター 瑞穂町長岡下師岡372-4 042-556-6511

38 通所介護フラワープラム 瑞穂町長岡長谷部83-1 042-556-5755

39 第２デイサービスセンターお茶のみ処 瑞穂町二本木1319 042-568-0390

40 デイサービスセンター不老の郷 瑞穂町箱根ケ崎182-1 042-568-2671

41 高齢者在宅サービスセンターみずほ 瑞穂町箱根ケ崎922-1 042-556-0066

42
医療法人社団崎陽会
日の出ヶ丘デイサービス

日の出町大久野88-1　ケアセンターおちあい 042-588-0066

43 在宅サービスセンターひので理想郷の園 日の出町平井3076 042-597-3200
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介護事業所（通所リハビリテーション）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1 医療法人社団　三秀会　青梅三慶病院 青梅市大柳町1412 0428-24-7501

2
医療法人社団　和風会
介護老人保健施設　メディケア梅の園

青梅市駒木町3-594-1 0428-22-0155

3
医療法人財団　岩尾会
介護老人保健施設　青梅すえひろ苑

青梅市末広町1-4-5 0428-33-3111

4 医療法人社団慶成会　青梅慶友病院 青梅市大門1-681 0428-24-3020

5
医療法人社団久遠会
介護老人保健施設　西東京ケアセンター

青梅市友田町3-136-1 0428-25-1171

6
医療法人社団幹人会
福生クリニック　通所リハビリテーション

福生市加美平3-35-13 042-539-7175

7
医療法人社団永進会
介護老人保健施設　ユーアイビラ

福生市南田園1-10-3 042-539-7122

8
医療法人社団葵会
介護老人保健施設　葵の園・羽村

羽村市栄町3-3-10 042-570-5701

9 介護老人保健施設あかしあの里 羽村市玉川2-6-6 042-578-3555

10 西多摩病院デイケアセンター 羽村市双葉町2-21-1 042-554-0838

11
指定通所リハビリテーション
あきる台クリニック

あきる野市秋川5-1-8　1階 042-550-6106

12 あきる台病院（デイケアセンター） あきる野市秋川6-5-1 042-559-6077

13 介護老人保健施設　オキドキ あきる野市伊奈477-1 042-596-0111

14 介護老人保健施設　さくら あきる野市草花3079-5 042-558-3300

15 老人保健施設リハビリパークあきる野 あきる野市渕上1 042-533-3402

16 介護老人保健施設　ユニット菜の花 瑞穂町殿ケ谷454 042-557-7915

17 介護老人保健施設　菜の花 瑞穂町殿ケ谷454 042-568-5111

18 介護老人保健施設　けんちの苑みずほ 瑞穂町長岡長谷部31-1 042-568-0200

19 医療法人社団竹栄会　みずほクリニック 瑞穂町長岡長谷部31-1 042-568-0300

20
医療法人社団崎陽会
日の出ヶ丘病院通所リハビリテーション

日の出町大久野310 042-597-7566

21 医療法人財団利定会　大久野病院 日の出町大久野6416 042-597-0873

22
医療法人社団互生会
ファミリート日の出通所リハビリテーション

日の出町平井351-1 042-588-7972

23 介護老人保健施設　日の出さくら 日の出町平井3608-1 042-588-7100

24 介護老人保健施設　ウェルピア白寿 日の出町平井3820 042-597-6231

介護事業所（短期入所生活介護）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1 成蹊園 青梅市今井1-521-1 0428-32-7220

2 青梅天使園 青梅市今井1-2609-1 0428-32-2250

3 杜の園 青梅市今井2-1079 0428-32-7699

4 今井苑 青梅市今井2-1111-1 0428-31-3800
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介護事業所（短期入所生活介護）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

5 青梅療育院 青梅市今井3-12-6 0428-31-8055

6 特別養護老人ホーム　大洋園 青梅市今井5-2440-141 0428-31-3666

7 青梅愛弘園 青梅市小曾木4-2590 0428-74-4355

8 青梅白寿苑 青梅市黒沢1-693-11 0428-74-6381

9 聖明園富士見荘 青梅市黒沢1-722 0428-24-5703

10 特別養護老人ホーム　第二青梅園 青梅市黒沢3-1966-1 0428-74-7331

11 特別養護老人ホーム　塩船園 青梅市塩船257-1 0428-21-1011

12 特別養護老人ホーム　あゆみえん 青梅市新町9-2153-3 0428-30-5550

13 博仁会　ショートステイあおぞら 青梅市富岡1-318 0428-74-4411

14 カントリービラ青梅 青梅市長淵1-930-3 0428-23-6233

15 第２カントリービラ青梅 青梅市長淵1-939-1 0428-21-5531

16 リバーパレス青梅 青梅市長淵4-377 0428-23-4038

17 特別養護老人ホーム　長渕園 青梅市長淵5-1421-14 0428-23-6776

18 青梅園 青梅市長淵6-464-1 0428-24-0500

19 九十九園 青梅市成木1-634-7 0428-74-5105

20 聖明園寿荘 青梅市根ヶ布2-724 0428-24-5702

21 特別養護老人ホーム　やすらぎの家 青梅市吹上88 0428-23-7020

22 特別養護老人ホーム　御岳園 青梅市御岳本町163-1 0428-79-0802

23 第二喜久松苑 青梅市柚木町2-460-1 0428-76-2211

24 喜久松苑 青梅市柚木町2-462-1 0428-76-2041

25 特別養護老人ホーム　サンシャインビラ 福生市北田園1-53-3 042-551-1703

26 老人短期入所事業　福生ことぶき苑 福生市北田園1-56-1 042-539-2910

27 特別養護老人ホーム　ヨコタホーム 福生市福生2300-4 042-553-6633

28
特別養護老人ホーム
第２サンシャインビラ

福生市福生3244-10 042-553-3701

29 ふそうケアセンター 福生市福生二宮2461 042-530-3212

30
特別養護老人ホーム
多摩の里むさしの園

羽村市五ノ神362 042-555-8151

31 あずみ苑羽村 羽村市栄町1-2-4 042-579-1865

32 羽村ケアセンターそよ風 羽村市栄町2-10-7 042-578-5571

33 葵の園・羽村　短期入所生活介護 羽村市栄町3-3-10 042-570-5701

34 特別養護老人ホーム　神明園 羽村市神明台4-2-2 042-579-2711

35 特別養護老人ホーム　羽村園 羽村市羽690-17 042-550-7888
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介護事業所（短期入所生活介護）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

36 福楽園 あきる野市網代326-1 042-596-4112

37 こもれびの郷 あきる野市雨間358-2 042-550-3030

38 あたご苑 あきる野市入野811 042-596-5151

39 あきる野ケアセンターそよ風 あきる野市牛沼152-1 042-532-8341

40 草花苑 あきる野市草花1980 042-559-8131

41 麦久保園 あきる野市草花2219 042-550-2201

42 第二紫水園 あきる野市小和田15番地4 042-596-5280

43 五日市ホーム あきる野市三内436-1 042-596-0781

44 増戸ホーム あきる野市三内485-1 042-596-3456

45 コスモホーム あきる野市菅生1159 042-558-7010

46 和敬園 あきる野市菅生1159 042-558-7012

47 第二ほたるの郷 あきる野市菅生1446-1 042-533-3627

48 ほたるの郷 あきる野市菅生1453 042-550-8570

49 南聖園 あきる野市瀬戸岡305-1 042-559-2111

50 紫水園 あきる野市留原396 042-595-0082

51 短期入所生活介護　フラワープラム 瑞穂町長岡長谷部83-1 042-556-5755

52 不老の郷 瑞穂町二本木1319 042-557-3030

53 特別養護老人ホーム　良友園 瑞穂町箱根ケ崎670-1 042-568-0753

54 特別養護老人ホーム　みずほ園 瑞穂町箱根ケ崎922-1 042-556-1411

55 特別養護老人ホーム　日の出紫苑 日の出町大久野231-1 042-597-1941

56 特別養護老人ホーム　羽生の里 日の出町大久野1263 042-597-6661

57 特別養護老人ホーム　幸神さくら 日の出町大久野1718 042-588-7200

58 介護老人福祉施設　藤香苑 日の出町大久野3588-1 042-597-7222

59 特別養護老人ホーム　新清快園 日の出町平井1417-1 042-588-8870

60
特別養護老人ホーム
第３サンシャインビラ

日の出町平井2368-5 042-597-5515

61 特別養護老人ホーム　栄光の杜 日の出町平井3052 042-597-1536

62 特別養護老人ホーム　ひのでホーム 日の出町平井3076 042-597-2021

63 特別養護老人ホーム　桧原サナホーム 檜原村3791-4 042-598-1101

64 特別養護老人ホーム　桧原苑 檜原村5650-8 042-598-0333
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介護事業所（短期入所生活介護）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

65 寿楽荘 奥多摩町海沢497 0428-83-2338

66 グリーンウッド奥多摩 奥多摩町白丸263 0428-83-3733

67 シルバーコート丹三郎 奥多摩町丹三郎56-1 0428-85-1171

68 琴清苑 奥多摩町氷川1099 0428-83-3932

介護事業所（短期入所療養介護）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1
医療法人社団　和風会
介護老人保健施設　メディケア梅の園

青梅市駒木町3-594-1 0428-22-0155

2
医療法人財団　岩尾会
介護老人保健施設　青梅すえひろ苑

青梅市末広町1-4-5 0428-33-3111

3
医療法人社団　久遠会
介護老人保健施設　西東京ケアセンター

青梅市友田町3-136-1 0428-25-1171

4
医療法人社団永進会
介護老人保健施設　ユーアイビラ 福 福生市南田園1-10-3 042-539-7122

5
医療法人社団葵会介護老人保健施設
葵の園・羽村　短期入所生活介護

羽村市栄町3-3-10 042-570-5701

6 介護老人保健施設　あかしあの里 羽村市玉川2-6-6 042-578-3555

7 介護老人保健施設　オキドキ あきる野市伊奈477-1 042-596-0111

8 介護老人保健施設　さくら あきる野市草花3079-5 042-558-3300

9
介護老人保健施設
リハビリパークあきる野

あきる野市渕上1 042-533-3402

10 介護老人保健施設　ユニット菜の花 瑞穂町殿ケ谷454 042-557-7915

11 介護老人保健施設　菜の花 瑞穂町殿ケ谷454 042-568-5111

12 介護老人保健施設　 けんちの苑みずほ 瑞穂町長岡長谷部31-1 042-568-0200

13 介護老人保健施設　ファミリート日の出 日の出町平井351-1 042-597-5711

14 介護老人保健施設　日の出さくら 日の出町平井3608-1 042-588-7100

15 介護老人保健施設　ウェルピア白寿 日の出町平井3820 042-597-6231

介護事業所（介護老人福祉施設）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1 成蹊園 青梅市今井1-521-1 0428-32-7220

2 青梅天使園 青梅市今井1-2609-1 0428-32-2250

3 杜の園 青梅市今井2-1079 0428-32-7699

4 今井苑 青梅市今井2-1111-1 0428-31-3800

5 青梅療育院 青梅市今井3-12-6 0428-31-8055

6 大洋園 青梅市今井5-2440-141 0428-31-3666

7 青梅愛弘園 青梅市小曾木4-2590 0428-74-4355
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介護事業所（介護老人福祉施設）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

8 青梅白寿苑 青梅市黒沢1-693-11 0428-74-6381

9 聖明園富士見荘 青梅市黒沢1-722 0428-24-5703

10 第二青梅園 青梅市黒沢3-1966-1 0428-74-7331

11 塩船園 青梅市塩船257-1 0428-21-1011

12 あゆみえん 青梅市新町9-2153-3 0428-30-5550

13 和楽ホーム 青梅市富岡1-318 0428-74-4411

14 カントリービラ青梅 青梅市長淵1-930-3 0428-23-6233

15 第２カントリービラ青梅 青梅市長淵1-939-1 0428-21-5531

16 リバーパレス青梅 青梅市長淵4-377 0428-23-4038

17 長渕園 青梅市長淵5-1421-14 0428-23-6776

18 青梅園 青梅市長淵6-464-1 0428-24-0500

19 九十九園 青梅市成木1-634-7 0428-74-5105

20 聖明園寿荘 青梅市根ヶ布2-724 0428-24-5702

21 やすらぎの家 青梅市吹上88 0428-23-7020

22 御岳園 青梅市御岳本町163-1 0428-79-0802

23 第二喜久松苑 青梅市柚木町2-460-1 0428-76-2211

24 喜久松苑 青梅市柚木町2-462-1 0428-76-2041

25 特別養護老人ホーム　サンシャインビラ 福生市北田園1-53-3 042-551-1703

26 特別養護老人ホーム　福生ことぶき苑 福生市北田園1-56-1 042-539-2910

27 特別養護老人ホーム　ヨコタホーム 福生市福生2300-4 042-553-6633

28
特別養護老人ホーム
第２サンシャインビラ

福生市福生3244-10 042-553-3701

29
特別養護老人ホーム
多摩の里むさしの園

羽村市五ノ神362 042-555-8151

30 特別養護老人ホーム　神明園 羽村市神明台4-2-2 042-579-2711

31 特別養護老人ホーム　羽村園 羽村市羽690-17 042-550-7888

32 福楽園 あきる野市網代326-1 042-596-4112

33 こもれびの郷 あきる野市雨間385-2 042-550-3030

34 あたご苑 あきる野市入野811 042-596-5151

35 草花苑 あきる野市草花1980 042-559-8131

36 麦久保園 あきる野市草花2219 042-550-2201

37 第二紫水園 あきる野市小和田15番地4 042-596-5280

38 五日市ホーム あきる野市三内436-1 042-596-0781
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介護事業所（介護老人福祉施設）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

39 増戸ホーム あきる野市三内485-1 042-596-3456

40 コスモホーム あきる野市菅生1159 042-558-7010

41 和敬園 あきる野市菅生1159 042-558-7012

42 第二ほたるの郷 あきる野市菅生1446-1 042-533-3627

43 ほたるの郷 あきる野市菅生1453 042-550-8570

44 南聖園 あきる野市瀬戸岡305-1 042-559-2111

45 紫水園 あきる野市留原396 042-595-0082

46 特別養護老人ホーム　フラワープラム 瑞穂町長岡長谷部83-1 042-556-5755

47 特別養護老人ホーム　不老の郷 瑞穂町二本木1319 042-557-3030

48 特別養護老人ホーム　良友園 瑞穂町箱根ケ崎670-1 042-568-0753

49 特別養護老人ホーム　みずほ園 瑞穂町箱根ケ崎922-1 042-556-1411

50 特別養護老人ホーム　日の出紫苑 日の出町大久野231-1 042-597-1941

51 特別養護老人ホーム　羽生の里 日の出町大久野1263 042-597-6661

52 特別養護老人ホーム　幸神さくら 日の出町大久野1718 042-588-7200

53 介護老人福祉施設　藤香苑 日の出町大久野3588-1 042-597-7222

54 特別養護老人ホーム　新清快園 日の出町平井1417-1 042-588-8870

55
特別養護老人ホーム
第３サンシャインビラ

日の出町平井2368-5 042-597-5515

56 特別養護老人ホーム　栄光の杜 日の出町平井3052 042-597-1536

57 特別養護老人ホーム　ひのでホーム 日の出町平井3076 042-597-2021

58 特別養護老人ホーム　桧原サナホーム 檜原村3791-4 042-598-1101

59 特別養護老人ホーム　桧原苑 檜原村5650-8 042-598-0333

60 寿楽荘 奥多摩町海沢497 0428-83-2338

61 グリーンウッド奥多摩 奥多摩町白丸263 0428-83-3733

62 シルバーコート丹三郎 奥多摩町丹三郎56-1 0428-85-1171

63 琴清苑 奥多摩町氷川1099 0428-83-3932

介護事業所（介護老人保健施設）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1
医療法人社団　和風会
介護老人保健施設　メディケア梅の園

青梅市駒木町3-594-1 0428-22-0155

2
医療法人財団 岩尾会
介護老人保健施設　青梅すえひろ苑

青梅市末広町1-4-5 0428-33-3111

3
医療法人社団 久遠会
介護老人保健施設　西東京ケアセンター

青梅市友田町3-136-1 0428-25-1171
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介護事業所（介護老人保健施設）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

4
医療法人社団永進会
介護老人保健施設　ユーアイビラ 福 福生市南田園1-10-3 042-539-7122

5
医療法人社団葵会
介護老人保健施設　葵の園・羽村

羽村市栄町3-3-10 042-570-5701

6 介護老人保健施設　あかしあの里 羽村市玉川2-6-6 042-578-3555

7 介護老人保健施設　オキドキ あきる野市伊奈477-1 042-596-0111

8 介護老人保健施設　さくら あきる野市草花3079-5 042-558-3300

9
介護老人保健施設
リハビリパークあきる野

あきる野市渕上1 042-533-3402

10 介護老人保健施設　ユニット菜の花 瑞穂町殿ケ谷454 042-557-7915

11 介護老人保健施設　菜の花 瑞穂町殿ケ谷454 042-568-5111

12 介護老人保健施設　けんちの苑みずほ 瑞穂町長岡長谷部31-1 042-568-0200

13 介護老人保健施設　ファミリート日の出 日の出町平井351-1 042-597-5711

14 介護老人保健施設　日の出さくら 日の出町平井3608-1 042-588-7100

15 介護老人保健施設　ウェルピア白寿 日の出町平井3820 042-597-6231

介護事業所（介護療養型医療施設）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1
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 0428-31-8821

2 医療法人社団　三秀会　青梅三慶病院 青梅市大柳町1412 0428-24-7501

3 医療法人社団　長生会　長生病院 青梅市小曾木1-3438 0428-74-4771

4 医療法人社団　慶成会　青梅慶友病院 青梅市大門1-681 0428-24-3020

介護事業所（介護医療院）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1 医療法人社団崎陽会　日の出ヶ丘病院 日の出町大久野310 042-597-0811

2 医療法人財団利定会　大久野病院 日の出町大久野6416 042-597-0873

介護事業所（地域密着型通所介護）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1 デイサービス　ヤギさん家 青梅市今井1-496-13 0428-32-7723

2 トータル・ライフ・ヘア・サポート華暖 青梅市今寺4-23-5 0428-33-6670

3 リハビリデイサービス　足軽 青梅市河辺町5-14-4 0428-84-0428

4 デイサービスセンターシエロ　青梅 青梅市河辺町9-5-10 0428-24-7274

5 デイサービスセンターきぼうの里 青梅市黒沢3-1829-1 0428-74-5858

6 デイサービスセンターたんぽぽ 青梅市駒木町1-801 0428-21-1736
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介護事業所（地域密着型通所介護）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

7 デイサービス　さくら 青梅市新町5-27-4　グリーンヒルズ１階 0428-34-9526

8 デイサービスぬくもり 青梅市長淵2-670-1 0428-22-9971

9 デイサービスセンター　ほたる 青梅市長淵4-258-5 0428-84-0664

10 デイサービスセンター　ＣＬＵＢ　ＲＩＶＥＲ 青梅市長淵4-377 0428-23-4038

11 東青梅デイサービスセンター 青梅市東青梅1-5-28 0428-23-7121

12
デイサービスセンター
みんなんち日向和田

青梅市日向和田2-302-1 0428-27-2469

13 デイサービス　のぞみ 青梅市日向和田3-573-1 0428-78-3620

14 二俣尾幸廻堂 青梅市二俣尾4-1098 0428-78-8530

15 カラダラボとまりぎ青梅駅前 青梅市本町198-11　ファミネス青梅1Ｆ 0428-84-0148

16 リハビリセンターあおぞら 福生市牛浜88-3　リサージュ牛浜1Ｆ 042-513-7155

17 あじさいリハビリステーション 福生市北田園1-5-9 042-513-7093

18 老人デイサービス　福生ことぶき苑 福生市北田園1-56-1 042-539-2910

19 拝島デイサービスひかり 福生市熊川1403-1　柳ビル 042-513-0515

20 和み苑デイサービス福生熊川 福生市熊川1414-1 042-513-0528

21 レコードブック福生志茂 福生市志茂207　大森ビル1Ｆ 042-513-3061

22 樹楽団らんの家 福生市福生1167-5 042-513-7248

23 デイサービスセンターあじさい 福生市福生2050-1 042-552-0009

24 Ｈａｐｐｙ　Ｆａｍｉｌｙ 福生市本町117-1　スプリングバレー福生101 042-513-5738

25 デイサービス　Simple 羽村市小作台2-7-20　コーズビル1F 050-5857-2723

26 ＲｅＨａＭｏ　Light 羽村市神明台1-33-9 042-533-4025

27 デイサービス羽村とまり木 羽村市双葉町3-9-22 042-513-6478

28 和み苑デイサービスあきる野 あきる野市秋川6-14-2 042-533-3430

29 リハビリ型デイサービスふくろうあきる野館
あきる野市秋留1-1-10
あきる野クリニックタウンＣ号 042-550-2107

30 デイサービス　マリモ あきる野市油平148-1 042-518-7782

31 デイサービスのらぼう あきる野市雨間685 042-533-3556

32 デイサービス戸倉ヴィラ別館 あきる野市五日市49-1 042-519-9431

33 デイサービスあすか あきる野市伊奈228-1 042-588-5955

34 リハビリ型デイサービス戸倉ヴィラ別館 あきる野市戸倉155 042-588-5310

35 デイサービス戸倉ヴィラ あきる野市戸倉519-2 042-588-5215
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介護事業所（地域密着型通所介護）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

36 二宮デイサービスことぶきの家 あきる野市二宮字南分2225-1 042-532-2910

37 デイサービス悠優 あきる野市野辺305-6 042-518-7875

38 リハビリデイサービス陽だまり村 あきる野市野辺578-1 042-533-3620

39 デイサービス七福神 瑞穂町石畑1940-3 042-556-8321

40 デイサービス葵 瑞穂町殿ケ谷952 042-557-8530

41 二本木交茶店 瑞穂町二本木684-4 042-568-0250

42 オアシス瑞穂 瑞穂町二本木918　田中第1コーポラス 042-513-9575

43 檜原村やすらぎの里 檜 檜原村2717 042-598-3121

44 高齢者在宅サービスセンター 奥 奥多摩町氷川1111 0428-83-2761

介護事業所（認知症対応型通所介護）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1 河辺デイサービスセンターわかくさ 青梅市河辺町9-9-25 0428-21-0567

2 木野下デイサービスセンター 青梅市木野下1-418 0428-34-9740

3 デイサービスセンター　リバーパレス青梅 青梅市長淵4-408-3 0428-84-0103

4 東青梅デイサービスセンター　すずらん 青梅市東青梅1-5-28 0428-84-2325

5
デイケアサービスセンター
多摩の里むさしの園 羽 羽村市五ノ神362 042-555-8151

6 こいかわの郷 あ あきる野市菅生1446-1 042-533-3627

7 通所介護フラワープラム 瑞 瑞穂町長岡長谷部83-1 042-556-5755

介護事業所（小規模多機能型居宅介護）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1 多機能ケアホーム　みんなんち 青梅市天ケ瀬町952 0428-21-2550

2
地域ケアサポート館
福わ家・小規模多機能ホーム

青梅市藤橋2-614-18 0428-78-2100

3
地域ケアサポート館
福ら笑（ふらわー）小規模多機能ホーム 羽 羽村市川崎1-7-8 042-555-6678

4 サンライズむつみ橋 あ あきる野市小川1050-1 042-533-2308

5 サンライズ鉄心坊 日の出町大久野8478 042-597-2287

6 サンライズ鉄心坊サテライトひのでだんち 日の出町平井2196-438 042-588-4881
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介護事業所（看護小規模多機能型居宅介護）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1 青梅複合型ケアサービスセンター 青 青梅市友田町5-533-1 0428-78-4961

介護事業所（認知症対応型共同生活介護）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1 グループホームみんなんち 青梅市天ケ瀬町948-1 0428-78-3541

2 グループホームはぴねす若草 青梅市河辺町6-20-2 0428-21-3980

3 グループホームはぴねす新田山 青梅市新町7-28-3 0428-30-0408

4 グループホームひだまりの家 青梅市滝ノ上町1225-3 0428-20-0351

5 グループホームともだ 青梅市友田町3-94-9 0428-22-8801

6 グループホームみんなんち第2 青梅市長淵8-71 0428-27-9334

7
地域ケアサポート館
福わ家・グループホーム

青梅市藤橋2-614-6 0428-78-2100

8 グループホームヨコタ 福 福生市福生2266-11 042-553-3964

9
地域ケアサポート館
福ら笑（ふらわー）グループホーム

羽村市川崎1-7-8 042-555-6678

10 グループホームときわ木の里 羽村市双葉町1-1-15 042-570-6555

11 あきる台グループホーム滝山 あきる野市秋川5-1-8 042-550-6105

12 あきる台グループホーム秋川 あきる野市秋川6-8-5 042-558-1606

13 グループホームはぴねす草花 あきる野市草花1375-2 042-533-3866

14 グループホーム杜の園ながおか 瑞 瑞穂町長岡下師岡372-4 042-556-6511

15 グループホームかたくりの家 日 日の出町平井3214-2 042-597-7505

16 ひのきの里 檜 檜原村530 042-598-0117

17 ハッピーメイク白寿 奥 奥多摩町丹三郎55 0428-85-1351

介護事業所（特定施設入居者生活介護）

利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1 ヨウコーフォレスト河辺 青 青梅市河辺町8-2-1 0428-30-3330

2 そんぽの家福生公園 福生市熊川853-3 042-539-7701

3 ゆいま～る拝島 福生市熊川1403-1 042-513-6409

4 有料老人ホームサニーライフ福生 福生市熊川1658-1 042-539-3600

5 応援家族福生 福生市志茂209-1 042-530-1351

6 パステルライフ福生 福生市福生二宮2461 042-530-3211

7 ディーフェスタクオーレ福生 福生市本町87-1 042-513-6540

介
護
事
業
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介護事業所（特定施設入居者生活介護）

利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

8 SOMPOケア　ラヴィーレ羽村 羽村市五ノ神1-5-4 042-570-4165

9 SOMPOケア　そんぽの家　羽村 羽村市栄町2-6-4 042-555-8111

10 応援家族あきる野 あきる野市小川633-6 042-550-8881

11 あきる野翔裕館 あきる野市草花1481-1 042-550-6581

12 戸倉ヴィラ（住宅型有料老人ホーム） あきる野市戸倉519-2 042-588-5215

13 あずみ苑グランデ平沢 あきる野市平沢473-1 042-532-8157

介護事業所（福祉用具貸与・福祉用具販売）
利用の前には必ず介護事業所にお問い合せください

Ｎｏ 介護事業所名 電話

1 株式会社サンメディカルサービス 青梅市新町6-15-12 0428-33-5033

2 青い鳥 青梅市長淵5-773 0428-22-8857

3 有限会社アイケアーサービス青梅 青梅市東青梅1-7-8 0428-22-2321

4 ここひろショップ
青梅市東青梅4-17-42
柚木沢ビル１階 0428-23-8220

5 ふれあい工房　青梅営業所
青梅市野上町4-5-7
スカイハイツいせひろ102号室 0428-84-2382

6 プロトライフケア福生 福生市志茂57-1 042-553-2821

7 さわやか福祉用具 福生市志茂169-1
ライオンズマンション福生105 042-513-0244

8 株式会社みとも商会 羽 羽村市五ノ神1-8-5 042-555-2275

9 ニチイケアセンターあきる野 あきる野市秋川1-2-1阿伎留ビル１Ｆ 042-532-2632

10 ティー・オー・ピーあきる野店 あきる野市雨間382-1 042-559-1357

11 株式会社井上商店 あきる野市五日市148 042-596-1533

12 ダスキンヘルスレント多摩西ステーション あきる野市下代継293-11 042-532-2841

13 株式会社星医療酸器 あきる野市菅生1355 042-532-8141

14 有限会社せせらぎ あきる野市引田710-6 042-558-4172

15 ケアサポート尾作設備 瑞穂町石畑1594-5 042-556-2626

16 セイブケア 瑞穂町高根98 042-556-9060

17 ムサシノ介護用品 瑞穂町南平2-53-11 042-579-1188

18 アサノヘルスケア 日 日の出町大久野2455-1 042-597-4508

介
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所在地 電話 担当地区

青梅市
地域包括支援センター

青梅市東青梅1-11-1
青梅市役所高齢者支援課
内

0428-22-1111

勝沼、西分町、住江町、本町、仲町、
上町、森下町、裏宿町、天ヶ瀬町、
滝ノ上町、大柳町、日向和田、東青梅、
根ヶ布、師岡町

青梅市
地域包括支援センター
うめぞの

青梅市駒木町3-594-1
メディケア梅の園内

0428-24-2882
駒木町、長淵、友田町、千ヶ瀬町、
河辺町、畑中、和田町、梅郷、柚木町、
二俣尾、沢井、御岳本町、御岳、御岳山

青梅市
地域包括支援センター
すえひろ

青梅市末広町1-4-5
青梅すえひろ苑内

0428-33-4477
吹上、野上町、大門、塩船、谷野、
木野下、今寺、新町、末広町、藤橋、
今井、富岡、小曾木、黒沢、成木

福生市
地域包括支援センター
福生

福生市本町5
福生市役所１階　9番窓口

042-551-1537

大字福生、大字福生二宮、牛浜、志茂、
東町、加美平、武蔵野台、大字熊川1061
番地から1074番地、北田園（1丁目の一
部を除く）

福生市
地域包括支援センター
熊川

福生市南田園2-13-1
福祉センター2階

042-510-2945
南田園、大字熊川（1061番地から1074番
地以外）、大字熊川二宮、北田園（1丁目
の一部）

羽村市
地域包括支援センター
あさひ

羽村市富士見平1-3-1
エムマンション1階Ａ号室

042-555-8815
緑ヶ丘、富士見平、神明台３・４丁目、
双葉町、五ノ神（武蔵野）、羽（武蔵野）、
川崎（武蔵野）、横田基地内

羽村市
地域包括支援センター
あゆみ

羽村市羽加美1-9-2 042-570-1200
栄町、小作台、羽西、羽加美、羽中
（在宅医療・介護連携支援センター併設）

羽村市
地域包括支援センター
あかしあ

羽村市玉川2-6-6
介護老人保健施設
あかしあの里内

042-578-5508
五ノ神、神明台１・２丁目、川崎、羽東、
玉川、羽（清流）

羽
村

センター名

青
梅

福
生
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所在地 電話 担当地区

あきる野市　中部
高齢者はつらつセンター

あきる野市秋川5-1-8
あきる台
在宅医療福祉センター2階

042-550-6101
草花、菅生、瀬戸岡、原小宮、
引田、渕上、上代継、下代継、牛沼、
油平、秋川

あきる野市　東部
高齢者はつらつセンター

あきる野市秋留1-1-10
あきる野クリニックタウンＡ
号１階

042-559-1320
雨間、野辺、小川、小川東、二宮、
二宮東、平沢、平沢東、平沢西、
切欠、秋留

あきる野市
五日市はつらつセンター

あきる野市五日市411
五日市出張所1階

042-569-8108

山田、上ノ台、網代、伊奈、横沢、三内、
五日市、小中野、小和田、留原、高尾、
舘谷、入野、深沢、戸倉、乙津、養沢、
小峰台、舘谷台

瑞穂町
東部高齢者支援センター

瑞穂町石畑2008
（ふれあいセンター内）

042-557-3852
殿ケ谷、石畑、武蔵、箱根ケ崎（中３丁
目、西３丁目、松原町を除く）、
元狭山（栗原町を除く）

瑞穂町
西部高齢者支援センター

瑞穂町箱根ケ崎1180
（長岡コミュニティセンター
内）

042-557-0609
箱根ケ崎（中３丁目、西３丁目、松原町の
み）、
元狭山（栗原町のみ）、長岡、武蔵野

日
の
出

日の出町
地域包括支援センター

日の出町大久野88-1 042-597-2200 日の出町全域

檜
原

檜原村
地域包括支援センター

檜原村2717
檜原村やすらぎの里
ふれあい館１階

042-598-3121 檜原村全域

奥
多
摩

奥多摩町
地域包括支援センター

奥多摩町氷川1111 0428-83-8555 奥多摩町全域

センター名

あ
き
る
野

瑞
穂
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 あなたの情報

 前 　　　　　　　　　　  続柄

住所

電話番号

 前 　　　　　　　　　　  続柄

住所

電話番号

 前（ふりがな）

生年月日・性別  年 　 月 　 日  男・女

住所

電話番号

血液型 Ａ　Ｂ　Ｏ　ＡＢ Ｒh ＋ , －

アレルギーや

持病・服用している薬 有・無

かかりつけの病院

緊急連絡先
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あなたの情報

前 　　　　　　　　　　  続柄

住所

電話番号

前 　　　　　　　　　　  続柄

住所

電話番号

前（ふりがな）

生年月日・性別  年 　 月 　 日  男・女

住所

電話番号

血液型 Ａ　Ｂ　Ｏ　ＡＢ Ｒh ＋ , －

アレルギーや

持病・服用している薬 有・無

かかりつけの病院

緊急連絡先

西多摩8市町村在宅医療・介護ガイドブ‘ツク

住みなれたまちで、自分らしく生きる

2019年3月発行

監修西多摩医師会

発行 西多摩地域広域行政圏協議会

干198-8701

東京都青梅市東青梅1-11-1青梅市役所内

電話 0428-22-1111

2021年3月発行



市町村名 内容 担当部署 連絡先

介護保険に関すること 健康福祉部　介護保険課 0428-22-1111

高齢者施策に関すること 0428-22-1111

高齢者の総合相談 0428-22-1111

介護保険に関すること
福祉保健部　介護福祉課
介護保険係

042-551-1764

高齢者施策に関すること
福祉保健部　介護福祉課
高齢福祉係

042-551-1751

高齢者の総合相談
福祉保健部　介護福祉課
地域包括支援センター係

042-551-1537

介護保険に関すること
福祉健康部　高齢福祉介護課
介護保険係

042-555-1111（内線142）

高齢者施策に関すること
福祉健康部　高齢福祉介護課
高齢福祉係

042-555-1111（内線175）

高齢者の総合相談
福祉健康部　高齢福祉介護課
介護予防・地域支援係

042-555-1111（内線195）

介護保険に関すること
健康福祉部　高齢者支援課
介護保険係

042-558-1111（内線2633）

高齢者施策に関すること

高齢者の総合相談

介護保険に関すること
福祉部　高齢者福祉課
介護支援係

042-557-0594

高齢者施策に関すること

高齢者の総合相談

介護保険に関すること いきいき健康課　介護保険係 042-588-5410

高齢者施策に関すること

高齢者の総合相談

介護保険に関すること

高齢者施策に関すること

高齢者の総合相談

介護保険に関すること

高齢者施策に関すること

高齢者の総合相談 奥多摩町　地域包括支援センター 0428-83-8555

奥多摩町

瑞穂町

日の出町

いきいき健康課　高齢支援係 042-588-5368

檜原村 福祉けんこう課　福祉係 042-598-3121

福祉部　高齢者福祉課
高齢者支援係

042-557-7623

福祉保健課　地域支援係 0428-83-2777

042-558-1111（内線2631）

青梅市

福生市

羽村市

あきる野市
健康福祉部　高齢者支援課
高齢者支援係

健康福祉部　高齢者支援課
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