


 

＊第 3版 発刊にあたって 
 

2017年10月に発行しました「東京都小児リハビリテーションマップ 第2版」は

掲載情報が2016年の調査内容となり、掲載情報の変更・追加、掲載内容の充実化

を図る目的で第3版を作成致しました。 

第3版では、東京都内の医療機関、訪問リハビリテーションを提供する訪問看護

ステーションを対象に約900施設の調査、掲載依頼を致しました。 

今回、第2版の76施設を大きく上回る140施設に掲載協力頂き、この場を借りて御

礼申し上げます。掲載内容に関しましては、各施設様に入力して頂いた内容を加

筆修正せず掲載しています（※誤字や脱字、文字化け等は修正致しました）。 

掲載内容の変更や新規掲載希望については随時受付しています（下記参照）。 

 このマップが１人でも多くの障がいのある子ども達やご家族、支援する多くの

方々の手助けとなり、より豊かで充実した生活、支援となるきっかけとなれば幸

いです。 

 

公益社団法人 東京都理学療法士協会  

小児福祉部 

部長 黒川洋明 

＊問い合わせ先（掲載内容の変更・新規掲載希望など） 

公益社団法人 東京都理学療法士協会 事務局  

TEL：03-3370-9035  

Mail：tpta@eagle.ocn.ne.jp 





 

 

 

 
 

 



＊23区  － 施設 －  病院・施設一覧 ( 五十音順 ) 
足立区   1.苑田第三病院   

      2.医療法人社団苑田会 花はたリハビリテーション病院 

      3.なかじま整形外科小児科クリニック 

      4.社会医療法人社団 昭愛会 水野記念病院 

   5.医療法人社団 民政会 愛里病院 

   6.東京都立北療育医療センター 城北分園 

      7.うめだ・あけぼの学園 

荒川区   8.東京女子医科大学東医療センター 

      9.荒川病院 

板橋区   10.心身障害児総合医療療育センター 

      11.医療法人社団慈誠会 上板橋病院 

江戸川区  12.瑞江整形外科 

      13.佐藤整形外科 

   14.日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 

大田区   15.東京リハビリ整形外科クリニック おおた 

   16.株式会社 あいりす 

   17.医療法人社団 涓泉会 山王リハビリ・クリニック 

      18.東馬込しば整形外科 

   19.東京都北療育医療センター 城南分園 

葛飾区   20.東京都立よつぎ療育園 

      21.イムスリハビリテーションセンター東京葛飾病院 

      22.亀有病院 

北区    23.浮間中央病院 

      24.大橋病院 

            25.東京都北療育医療センター 

江東区   26.森井整形外科 

      27.江東リハビリテーション病院 

品川区   28.品川志匠会病院 

 

渋谷区   29.整形外科スポーツ・栄養クリニック代官山 

30.日本赤十字社医療センター 

31.渋谷区障害者福祉センター はぁとぴあ原宿 

杉並区   32.西島整形外科リウマチクリニック 

33.医療法人社団めぐみ会 杉並堀ノ内クリニック 

34.医療法人社団三成会 河北前田病院 

墨田区   35.すみだ福祉保健センター みつばち園 

      36.賛育会病院 

      37.東京都リハビリテーション病院 

      38.医療法人社団 健芯会 ライフクリニック 

      39.岡野整形外科 

世田谷区  40.高田整形外科 

      41.東京リハビリテーションセンター世田谷 ぷらみんぽーと 

      42.公益財団法人日産厚生会玉川病院 

      43.医療法人社団明世会 成城内科 

      44.国立成育医療研究センター 

台東区   45.在宅総合ケアセンター元浅草 

千代田区  46.日本大学病院 

豊島区   47.ゆみのハートクリニック 

      48.目白整形外科内科 

中野区   49.中野区子ども発達センター たんぽぽ 

      50.上高田ちば整形外科・小児科 

練馬区   51.医療法人社団順雄会 ユウ整形外科 

      52.ふれあい学童 空 

      53.まつだ整形外科・リウマチ科 

港区    54.医療法人財団順和会 山王病院 

      55.港区立児童発達支援センター 

目黒区   56.医療法人社団 目黒厚生会 本田病院 

      57.きむらてつや整形外科内科 

－ 訪問 －  病院・施設一覧 ( 五十音順 ) 
足立区   58.スマイル訪問看護ステーション 

      59.楽患ナース訪問看護ステーション 

板橋区   60.リハビリ推進センター株式会社 板橋リハビリ訪問看護ステーション 

江戸川区  61.さかいリハ訪問看護ステーション・東京 

      62.さかいリハ訪問看護ステーション・東京 小岩支所  

      63.訪問看護リハビリステーションここゆい 

      64.ユニケア訪問看護リハビリステーション 葛西 

大田区   65.訪問看護ステーション ワークスタッフ鵜の木 

      66.クローバースマイル訪問看護ステーション 

葛飾区   67.あしたも笑顔訪問看護ステーション  

江東区   68.訪問看護リハビリステーション アオアクア 

品川区   69.元気訪問看護ステーション 

渋谷区   70.さくらナースケアステーション 

新宿区   71.リハビリ訪問看護ステーション ハピネスケア 

      72.訪問看護ステーション ベビーノ 

杉並区   73.メディケアーズ訪問看護リハビリステーション高井戸 

      74.訪問看護ステーションほたるすぎなみ 

墨田区   75.みかん訪問看護リハビリテーション FASCIA 

76.（医）はるたか会 訪問看護ステーションそら 

77.訪問看護ステーション MARU 

   78.東京リハビリ訪問看護ステーション East 

世田谷区  79.zen place訪問看護ステーション 

      80.トータルライフケア奥沢 

      81.指定訪問看護 アットリハ若林 

      82.医療法人社団多聞会 訪問看護ステーションこあら 

      83.ソフィア訪問看護ステーション芦花公園 

      84.東京リハビリ訪問看護ステーション キッズ世田谷 

 

 

練馬区   85.訪問看護ステーションすこやか工房 

      86.あすなろ訪問看護ステーション 

港区    87.悠々ナーシング六本木 

目黒区   88.あすか訪問看護ステーション都立大学 

      89.オリーブ訪問看護ステーション駒場 

      90.LE在宅・施設 訪問看護リハビリステーション 

      91.LE 在宅・施設 訪問看護リハビリステーション学芸大学支店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊23区以外  － 施設 －  病院・施設一覧 ( 五十音順 ) 
昭島市   92.昭和の杜病院 

あきる野市 93.西多摩療育支援センター 

清瀬市   94.公益財団法人 結核予防会 複十字病院 

      95.清瀬リハビリテーション病院 

国立市   96.社会福祉法人 滝乃川学園 

神津島   97.東京都神津島村保健センター 

小金井市  98.高見澤整形外科クリニック 

小平市   99.公立昭和病院 

100.緑成会病院 

101.緑成会整育園 

   102.小平中央リハビリテーション病院 

立川市   103.井上整形外科クリニック 

多摩市   104.こどもデイサービスラフ 

      105.多摩南部地域病院 

106.社会福祉法人 日本心身障害児協会 島田療育センター  

調布市   107医療法人社団 SanaVita 西調布整形外科 

八王子市  108.八王子療護園 

109.医療法人社団 永生会 南多摩病院 

110.島田療育センターはちおうじ 

東村山市  111.東京白十字病院 

  112.公益財団法人 東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 

東大和市  113.東京都立東大和療育センター 

府中市   114.公益財団法人 日本心臓血圧振興会 附属 榊原記念病院 

115.東京都立小児総合医療センター 

町田市   116.町田市民病院 

117.まちだ丘の上病院 

三鷹市   118.杏林大学医学部付属病院 

 

 

武蔵野市  119.子ども発達支援ルームおれんじ学園 

      120.武蔵野陽和会病院 

武蔵村山市 121.東京小児療育病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 訪問 －  病院・施設一覧 ( 五十音順 ) 
稲城市   122.あい訪問看護ステーション平尾 

青梅市   123.医療法人財団利定会 大久野病院訪問看護ステーション 

小平市   124.訪問看護ステーションきずな 

      125.訪問看護ステーションユーカリ 

      126.訪問ステーション てとてと小平 

立川市   127.健生会さかえ訪問看護ステーション 

128.りは職人訪問看護ステーション 

      129.ケアセブン訪問看護リハビリステーション 

多摩市   130.訪問看護リハビリステーション ラフ 

      131.あい訪問看護ステーション 

西東京市  132.佐々訪問看護ステーション 

東村山市  133.ウィズケア訪問看護リハビリステーション 

      134.東京白十字訪問看護ステーション 

日野市   135.公益法人 日野市医師会 日野市医師会訪問看護ステーション 

      136.健生会ひのだい訪問看護ステーション 

府中市   137.LIC訪問看護リハビリステーション 

      138.オムソーリ訪問看護リハビリステーション府中 

町田市   139.訪問看護ステーションまちきた 

三鷹市   140.東京リハビリ訪問看護ステーション 

 

－ 追加 －  

港区    141.さくらケアステーション白金サテライト 

豊島区   142.アットイーズ訪問看護リハビリテーション上池袋 
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