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在宅緩和ケア診療所被災者受け入れ情報登録票
診療所名 緩和ケア診療所・いっぽ
所在地 群馬県高崎市京目町７９０
電話番号 ０２７ー３５２－５９０４

ファックス番号 ０２７－３５３－３３５７
Ｅ－Ｍａｉｌ kazuo@ippo-kai.com

ホームページ http://www.ippo-kai.com/

相談窓口

担当者 小笠原、萬田、福田、津久井
連絡手段 何でも
受付曜日 日曜日以外
受付時間 ９時～１７時

受け入れ可能人数 5 （Ｈ23.4.1現在）

受け入れ形態
☑相談外来を実施してから受け入れ可否判断
☑まずは往診を開始後詳細を相談

受け入れ対象疾患 がん

計画停電の影響 人工呼吸管理は困難

診療方法
在宅療養 可能
通院管理 可能

対応可能な訪問先
住居に準じる場所 可能

介護系施設 可能
診療所の入院施設 なし

訪問可能地域詳細
高崎市、前橋市の一部、

伊勢崎市の一部、玉村町の一部、
本庄市の一部吉井町の一部

無償提供住居など
診療所近隣の情報

行政との調整は可能だが実態はつかんでいない。

備考



在宅緩和ケア診療所被災者受け入れ情報登録票
診療所名 医療法人社団修生会　さくさべ坂通り診療所
所在地 千葉県千葉市中央区椿森６－８－１１
電話番号 043-284-5172

ファックス番号 043-287-3270
Ｅ－Ｍａｉｌ houkan@hyper.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.sakusabe.net/

相談窓口

担当者 大森
連絡手段 電話
受付曜日 月～金
受付時間 9:00～17:00

受け入れ可能人数 人 （Ｈ23.4.1現在）

受け入れ形態
☑相談外来を実施してから受け入れ可否判断
□まずは往診を開始後詳細を相談

受け入れ対象疾患 がん（小児受け入れ可）

計画停電の影響
☑診療上の制約無し
□影響あるが対処可能（ボンベやバッテリー対応が可能）
□一部受け入れ制限（在宅酸素・人工呼吸器の管理困難）

診療方法
在宅療養 可能
通院管理 不可能

対応可能な訪問先
住居に準じる場所 可能

介護系施設 可能
診療所の入院施設 なし

訪問可能地域詳細 半径3Km以内

無償提供住居など
診療所近隣の情報

当診療所で把握している範囲では現時点ではありません。

備考 受け入れ可否判断は、電話またはメールで対応いたします



在宅緩和ケア診療所被災者受け入れ情報登録票
診療所名 ふじもと在宅緩和ケアクリニック
所在地 埼玉県所沢市喜多町１６－７第１武井ビル４階
電話番号 04-2925-0782

ファックス番号 04-2925-0781
Ｅ－Ｍａｉｌ info@zaitaku-kanwa.jp

ホームページ http://www.zaitaku-kanwa.jp

相談窓口

担当者 受付担当事務
連絡手段 電話
受付曜日 月～金
受付時間 10：00～16：00

受け入れ可能人数 5人 （Ｈ23.4.1現在）

受け入れ形態
☑相談外来を実施してから受け入れ可否判断
□まずは往診を開始後詳細を相談

受け入れ対象疾患 がん

計画停電の影響
□診療上の制約無し
☑影響あるが対処可能（ボンベやバッテリー対応が可能）
□一部受け入れ制限（在宅酸素・人工呼吸器の管理困難）

診療方法
在宅療養 可能
通院管理 可能

対応可能な訪問先
住居に準じる場所 可能

介護系施設 不可能
診療所の入院施設 なし

訪問可能地域詳細

所沢市内（詳細はホームページ参照）

ＵＲ賃貸は当院近隣に多数あり
西武新宿線航空公園エリア

所沢パークタウン（駅前プラザ、駅前通り、園通り）
西武新宿線新所沢エリア

プラザシティ新所沢（緑町、新所沢駅前、けやき通り）

無償提供住居など
診療所近隣の情報

都市機構（ＵＲ）の無償分は3/29時点ですべて提供済み
再募集検討中で、決定後ＨＰで公表されるとのこと

備考
がん以外の患者さんは、

近隣の在宅療養支援診療所をご紹介可能です



診療所名
所在地

電話番号
ファックス番号

Ｅ－Ｍａｉｌ
ホームページ

担当者 在宅緩和ケア相談員
連絡手段 電話
受付曜日 月～金
受付時間 9時30分～16時

受け入れ可能人数 ２～３人 （Ｈ23.4.1現在）

受け入れ形態

受け入れ対象疾患

計画停電の影響

在宅療養 可能
通院管理 可能

住居に準じる場所 可能
介護系施設 可能

診療所の入院施設

訪問可能地域詳細

無償提供住居など
診療所近隣の情報

備考

在宅緩和ケア診療所被災者受け入れ情報登録票

診療方法

相談窓口

医療法人社団パリアン　クリニック川越
東京都墨田区両国3-19-5　シュタム両国ビル4階

03-5669-8302
03-5669-8310

webmaster@pallium.co.jp

 

東京都
墨田区・江東区・江戸川区・中央区・台東区

対応可能な訪問先

http://www.pallium.co.jp

がん
☑診療上の制約無し（４月１日時点）
□影響あるが対処可能（ボンベやバッテリー対応が可能）
□一部受け入れ制限（在宅酸素・人工呼吸器の管理困難）

☑相談外来を実施してから受け入れ可否判断
□まずは往診を開始後詳細を相談

なし

　◆各区、４月３０日までの一時的な避難所での受入があります。
　　担当部署電話番号
　　　墨田区安全支援課　TEL：03-5608-1111（代）
　　　江東区危機管理室危機管理課　TEL：03-3647-9111（内6232）
　　　台東区生涯学習課　TEL：03-5246-5812
　　　江戸川区福祉推進課　TEL：03-5662-0039
　　　中央区　受入情報なし

　◆東京都による、東北地方太平洋沖地震等による避難者の
　　都営住宅等への受入に関する問い合わせ専用ダイヤル
　　１．お問い合わせ先：東京都一時提供住宅問い合わせセンター
　　２．電話番号：０３－６８１２－１２００
　　３．受付時間：９時００分～２１時００分（土日、祝日を含む）



在宅緩和ケア診療所被災者受け入れ情報登録票
診療所名 ケアタウン小平クリニック
所在地 東京都小平市御幸町１３１－５
電話番号 ０４２－３２１－７５７５

ファックス番号 ０４２－３２１－７５７５
Ｅ－Ｍａｉｌ

ホームページ

相談窓口

担当者 窓口担当者
連絡手段 電話
受付曜日 木曜日を除いた平日
受付時間 午前９時半から午後５時

受け入れ可能人数 数名 （Ｈ23.4.1現在）

受け入れ形態 お手伝いの可否は、まずは相談外来（予約）で相談

受け入れ対象疾患 がんを中心に

計画停電の影響 影響あるが対処可能

診療方法
在宅療養 可能
通院管理 不可能

対応可能な訪問先
住居に準じる場所 可能

介護系施設 可能
診療所の入院施設 なし

訪問可能地域詳細 当クリニックより半径３キロ圏内

無償提供住居など
診療所近隣の情報

残念ながら現時点ではありません

備考



在宅緩和ケア診療所被災者受け入れ情報登録票
診療所名 立川在宅ケアクリニック
所在地 東京都立川市幸町5-71-16　コンフォートフラッツⅢ　1階

電話番号 ０４２－５３４－６９６４
ファックス番号 ０４２－５３４－６９６５

Ｅ－Ｍａｉｌ zaiwa@tzc-clinic.com
ホームページ http://www.tzc-clinic.com/

相談窓口

担当者 山村　健一
連絡手段 電話 または メール
受付曜日 月　～　金
受付時間 9:00 ～ 17:00

受け入れ可能人数 ３人（＋１０人）備考参照 （Ｈ23.4.1現在）

受け入れ形態
☑相談外来を実施してから受け入れ可否判断
□まずは往診を開始後詳細を相談

受け入れ対象疾患 がん・難病・全疾患可・小児受け入れ可

計画停電の影響
☑診療上の制約無し
☑影響あるが対処可能（ボンベやバッテリー対応が可能）
□一部受け入れ制限（在宅酸素・人工呼吸器の管理困難）

診療方法
在宅療養 可能
通院管理 不可能

対応可能な訪問先
住居に準じる場所 可能

介護系施設 可能
診療所の入院施設 なし

訪問可能地域詳細

《全域》
立川市・昭島市・東大和市・国立市・国分寺市・日野市・武蔵村山市・
福生市
《一部地域》
羽村市（双葉町・羽・神明台）・瑞穂町（武蔵・むさし野・南平・殿ヶ谷・
石畑）・府中市（武蔵台・北山町・西原町・西府町・東芝町・栄町・晴見
町・日鋼町・美好町・本宿町・寿町・片町・宮西町・本町・分梅町・四
谷）・八王子市（小宮町・平町・久保山町・丸山町・石川町・大谷町・高
倉町）・小平市（中島町・栄町・上水新町・小川町・小川西町・小川東
町・たかの台・津田町・学園西町）・あきる野市（小川東・二宮東・平沢
東）

無償提供住居など
診療所近隣の情報

当院２階の３部屋（１ﾙｰﾑ29.25㎡）無償提供可能
（ご家族がご一緒であることが条件）

備考
上記訪問地域に転居され、介護されるご家族が同居の場

合は受け入れ可能



在宅緩和ケア診療所被災者受け入れ情報登録票
診療所名 医療法人聖徳会　小笠原内科
所在地 　　岐阜県岐阜市加納村松町３－３
電話番号 058-273-5250

ファックス番号 058-273-6063
Ｅ－Ｍａｉｌ b.ogasaw@orion.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.geocities.jp/ogasawaranaika/

相談窓口

担当者 木村
連絡手段 電話
受付曜日 月～金
受付時間 ９時～１２時、１３時～１７時

受け入れ可能人数 30人 （Ｈ23.4.1現在）

受け入れ形態
☑相談外来を実施してから受け入れ可否判断
☑まずは往診を開始後詳細を相談

受け入れ対象疾患 がん・難病・全疾患可

計画停電の影響
☑診療上の制約無し
□影響あるが対処可能（ボンベやバッテリー対応が可能）
□一部受け入れ制限（在宅酸素・人工呼吸器の管理困難）

診療方法
在宅療養 可能
通院管理 可能

対応可能な訪問先
住居に準じる場所 可能

介護系施設 可能
診療所の入院施設 なし

訪問可能地域詳細 岐阜市周辺の市町村

無償提供住居など
診療所近隣の情報

岐阜市で68戸（風呂付23、風呂なし45）
現在3戸入居中。

備考 遠い所は近くの医師を連携して在宅緩和ケアが可能です。



診療所名
所在地
電話番号

ファックス番号
Ｅ－Ｍａｉｌ

ホームページ
担当者 広部
連絡手段 電話
受付曜日 月～金
受付時間 9時～17時

受け入れ可能人数 20人 （Ｈ23.4.1現在）

受け入れ形態

受け入れ対象疾患

計画停電の影響

在宅療養 可能
通院管理 不可能

住居に準じる場所 可能
介護系施設 可能

診療所の入院施設

訪問可能地域詳細

無償提供住居など
診療所近隣の情報

備考

福井市･永平寺町
（周辺市町は相談）

対応可能な訪問先

http://orangeclinic.jp

がん・難病・全疾患可・小児受け入れ可
☑診療上の制約無し
□影響あるが対処可能（ボンベやバッテリー対応が可能）
□一部受け入れ制限（在宅酸素・人工呼吸器の管理困難）

□相談外来を実施してから受け入れ可否判断
☑まずは往診を開始後詳細を相談

なし

公営住宅･ボランティア住宅あり
（福井県被災者受け入れ相談室を通して）

在宅緩和ケア診療所被災者受け入れ情報登録票

診療方法

相談窓口

オレンジホームケアクリニック
福井県福井市田原1-3-5

0776-21-3333
0776-21-3353

info@orangeclinic.jp



在宅緩和ケア診療所被災者受け入れ情報登録票
診療所名 医療法人出水　クリニック
所在地 大阪府岸和田市藤井町1-12-5
電話番号 0720437-5811

ファックス番号 072-437-5836
Ｅ－Ｍａｉｌ clinic@demizu-c.or.jp

ホームページ http://www.demizu-c.or.jp

相談窓口

担当者 出水・中村
連絡手段 電話・メール
受付曜日 月～金、土(午前)
受付時間 9時から19時

受け入れ可能人数 5-10人 （Ｈ23.4.1現在）

受け入れ形態
☑相談外来を実施してから受け入れ可否判断

受け入れ対象疾患 がん・難病・全疾患可

計画停電の影響
☑診療上の制約無し
□影響あるが対処可能（ボンベやバッテリー対応が可能）
□一部受け入れ制限（在宅酸素・人工呼吸器の管理困難）

診療方法
在宅療養 可能
通院管理 可能

対応可能な訪問先
住居に準じる場所 可能

介護系施設 可能
診療所の入院施設 なし

訪問可能地域詳細
岸和田市、貝塚市、忠岡町、泉大津市ほぼ全域、

和泉市の一部

無償提供住居など
診療所近隣の情報

ありません

備考



在宅緩和ケア診療所　被災者受け入れ情報登録票

診療所名 すこやかな　まいにち　ナカイクリニック
所在地 大阪府堺市西区浜寺元町１－１２０－１
電話番号 072-269-0553

ファックス番号 072-269-0552
Ｅ－Ｍａｉｌ

ホームページ http://www.

相談窓口

担当者 松本みどり
連絡手段 電話にてご相談下さい
受付曜日 月～土曜日
受付時間 ９：００～１２：００

受け入れ可能人数 10名 （Ｈ23年6月13日現在）

受け入れ形態 相談外来を実施してから受け入れ可否判断

受け入れ対象疾患 がん・難病・全疾患可・小児受け入れ可

計画停電の影響 診療上の制約無し

診療方法
在宅療養 可能
通院管理 可能

対応可能な訪問先
住居に準じる場所 可能

介護系施設 可能
診療所の入院施設 なし

訪問可能地域詳細 堺市全域・高石市・大阪狭山市の一部

無償提供住居など
診療所近隣の情報

備考 地域の医療・介護施設、訪問看護と連携をとり、サポート



在宅緩和ケア診療所被災者受け入れ情報登録票
診療所名 徳島往診クリニック
所在地 徳島県徳島市八万町新貝56-28
電話番号 ０８８−６６８−７３１８

ファックス番号 ０８８−６６８−７３２６
Ｅ－Ｍａｉｌ toc1@mb2.tcn.ne.jp

ホームページ http://www2.tcn.ne.jp/~toc1/
相談窓口 担当者 吉田・勇（いさみ）

連絡手段 電話・E-mail
受付曜日 月〜金
受付時間 10：00〜17：00

受け入れ可能人数 30名 （Ｈ23.4.1現在）

受け入れ形態 お手伝いの可否は、まずは電話で相談

受け入れ対象疾患 がん・難病・その他対応可

計画停電の影響 影響なし

診療方法 在宅療養 可能

対応可能な訪問先
通院管理 不可能

住居に準じる場所 可能
介護系施設 可能

診療所の入院施設 なし

訪問可能地域詳細
徳島市・佐那河内村・小松島市・板野郡

およびその近郊

無償提供住居など
診療所近隣の情報

徳島県への被災者の避難受入れプログラムあり
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2011032400100/
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2011031700218/

備考



在宅緩和ケア診療所被災者受け入れ情報登録票
診療所名 にのさかクリニック
所在地 福岡県福岡市早良区野芥4-19-34
電話番号 092-872-1136

ファックス番号 092-872-1137
Ｅ－Ｍａｉｌ dr_nino@nifty.com

ホームページ http://www.drnino.jp/

相談窓口

担当者 寺町（MSW)または二ノ坂（院長）
連絡手段 電話・ファックス・e-mail
受付曜日 いつでも
受付時間 9：00～18：00

受け入れ可能人数 若干名 （Ｈ23.4.1現在）

受け入れ形態
☑相談外来を実施してから受け入れ可否判断
□まずは往診を開始後詳細を相談

受け入れ対象疾患 がん・難病・全疾患可・小児受け入れ可

計画停電の影響
☑診療上の制約無し
□影響あるが対処可能（ボンベやバッテリー対応が可能）
□一部受け入れ制限（在宅酸素・人工呼吸器の管理困難）

診療方法
在宅療養 可能
通院管理 可能

対応可能な訪問先
住居に準じる場所 可能

介護系施設 可能
診療所の入院施設 なし

訪問可能地域詳細

九州地区は、地震、津波、停電などの影響がなく、十分に
対応可能です。外来、在宅（施設を含む）に対応できます。

無償提供住居など
診療所近隣の情報

入院施設はありませんが、グループホームや小規模多機
能、その他の介護施設への紹介も状況に応じて可能です。

備考

また、福岡県の被災者受け入れネットワークとの協力体制
もあり、幅広い生活支援に対応する予定です。
全国在宅療養支援診療所連絡会のメンバーや、福岡緩和
ケア研究会、ホスピス緩和ケアネットワーク福岡などの参
加診療所、訪問看護ステーション、介護施設、緩和ケア病
棟などとも連携しています。
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