
● がん患者（家族）が望む場所を「生活の場」とすることができる。

● どこにあっても一定のレベル以上の緩和ケアや在宅療養を受け
られる。

港区がん在宅緩和ケアの目的

　現在日本では、2人に1人ががんにかかると言われており、が
んは誰にとっても大変身近な病気です。港区は、住み慣れた場
所でがんと向き合い、自分らしい生活を送ることができるよう
に、「在宅緩和ケア支援」に取り組んでいます。

　緩和ケアとはがんに伴う体の苦痛だけでなく、今後への不安
や治療に伴う悩み、経済的・社会的問題など、患者さんとご家
族の心の辛さも和らげるケアも行うものとされています。辛さ
や症状を和らげることで患者さんとそのご家族が自分らしい生
活を送ることができ、生活の質をより良いものにします。

　港区立がん在宅緩和ケア支援センター　ういケアみなとは、
緩和ケア普及啓発事業（オレンジバルーンプロジェクト）に

参加しています。

　緩和ケアを、がん治療ができなくなった終末期の患者さんに
対するケアと誤解されている方が多いようです。治療ができな
いから緩和ケアが行われるわけではありません。がんと診断さ
れた時から治療と並行して辛さを和らげることで、がん治療に
取り組む力を高めることができます。
　緩和ケアは患者さんのどのような病状であっても、どのよう
な時期にも受けることができます。がん治療の始まりから、治
療と並行して緩和ケアを受けましょう。

地域がん診療連携拠点病院・東京都がん診療連携拠点病院　がん相談センター ▶▶がん医療の推進の要となります！

目的 役割

地域がん診療連携拠点病院
　高度ながん医療の提供等を行い、がん診療の連携協力体制の整備を図るほ
か、がん患者等に対する相談支援、情報提供等を行うため、都道府県の推薦
に基づき国が指定します。

地域がん診療連携拠点病院

東京都がん診療連携拠点病院

① 高度ながん医療、緩和ケアの提供やセカンド
オピニオンの実施

② 相談支援センターの設置、がん医療従事者に
対する研修や院内がん登録の実施

③ 地域がん診療連携拠点病院はがん診療の連携
協力体制における中心的な役割を担う

④ 東京都がん診療連携拠点病院は地域における
連携体制の構築など拠点病院への協力

港区内には地域がん診療連携拠点病院（2か所）、東京都がん診療連携拠点病院（2か所）があります。各病院の患者以外の人も相談できます。

東京都がん診療連携拠点病院
　都民に広く高度ながん医療を提供するため、国が指定する地域がん診療連
携拠点病院と同等の高度な診療機能を有する病院を「東京都がん診療連携拠
点病院」として設置しています。

マップ
番号

医療機関名
所在地

相談支援センター
名称・呼称 曜日/時間帯 相談形態 緩和ケア

外来対面 電話 電話番号（相談用） FAX 電子メール
1 東京慈恵会医科大学附属病院

西新橋3-19-18 がん相談支援センター 月～土　9:00～16:00 ○ ○ 5400-1232
直通 × × ○

2 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院
虎ノ門2-2-2

がん相談窓口
（がん相談支援センター） 月～金　9:00～16:00 ○

予約制 ○ 3588-1171
直通 × × ○

マップ
番号

医療機関名
所在地

相談支援センター
名称・呼称 曜日/時間帯 相談形態 緩和ケア

外来対面 電話 電話番号（相談用） FAX 電子メール
3 国際医療福祉大学 三田病院

三田1-4-3
医療相談・緩和ケアセンター、
がん相談支援センター

月～金　9:00～17:00
　土   　9:00～12:00 ○ ○ 3451-8121

代表 × × ○

4 東京都済生会中央病院
三田1-4-17 がん医療相談室 月～金　9:00～17:00

　土　　9:00～12:00 ○ ○ 3451-8211
内2167、2168 × × ○

港区

マップ番号は「港区のがん治療・緩和ケアに関する社会資源マップ」（2ページ掲載）に対応しています。

住み慣れた場所でがんと向き合う

緩和ケアという治療があります

緩和ケアは治療の始まりから
受けることができます

医療機関名 所在地 電話番号
学校法人聖路加国際大学  聖路加国際病院 〒104-8560 中央区明石町9-1 03-3541-5151
公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属  永寿総合病院 〒110-8645 台東区東上野2-23-16 03-3833-8381
公益財団法人佐々木研究所附属  杏雲堂病院 〒101-0062 千代田区神田駿河台1-8 03-3292-2054
東京逓信病院 〒102-8798 千代田区富士見2-14-23 03-5214-7111
東京都立駒込病院 〒113-8677 文京区本駒込3-18-22 03-3823-2101
東京医科歯科大学医学部附属病院 〒113-8519 文京区湯島1-5-45 03-3813-6111
NTT東日本関東病院 〒141-0022 品川区東五反田5-9-22 03-3448-6111
国家公務員共済組合連合会  東京共済病院 〒153-8934 目黒区中目黒2-3-8 03-3712-3151
日本赤十字社医療センター 〒150-8935 渋谷区広尾4-1-22 03-3400-1311
医療法人財団アドベンチスト会  東京衛生病院 〒167-8507 杉並区天沼3-17-3 03-3392-6151
医療法人社団杏順会  越川病院 〒167-0023 杉並区上井草4-4-5 03-3394-1010
宗教法人救世軍  救世軍ブース記念病院 〒166-0012 杉並区和田1-40-5 03-3381-7236
独立行政法人地域医療機能推進機構  東京新宿メディカルセンター 〒162-8543 新宿区津久戸町5-1 03-3269-8111
立正佼成会附属佼成病院 〒166-0012 杉並区和田2-25-1 03-3383-1281
公益財団法人東京都保健医療公社  豊島病院 〒173-0015 板橋区栄町33-1 03-5375-1234
医療法人社団城東桐和会  東京さくら病院 〒133-0063 江戸川区東篠崎1-11-1 03-5664-1701
公益財団法人がん研究会  有明病院 〒135-8550 江東区有明3-8-31 03-3520-0111
社会福祉法人賛育会  賛育会病院 〒130-0012 墨田区太平3-20-2 03-3622-9191
医療法人珠光会  聖ヶ丘病院 〒206-0021 多摩市連光寺2-69-6 042-338-8111
社会福祉法人聖ヨハネ会  桜町病院 〒184-8511 小金井市桜町1-2-20 042-383-4111
独立行政法人  国立病院機構  東京病院 〒204-8585 清瀬市竹丘3-1-1 042-491-2111
医療法人社団永生会  みなみ野病院 〒192-0916 八王子市みなみ野5-30-3 042-632-8118 

緩和ケア病棟を有する都内の医療機関

がん患者の
在宅緩和ケア支援

　痛みはがんの早い時期にも、進んだ時期にもみられる症状で
す。
　がんの痛みは、日々の生活全体に影響します。また、痛みを我
慢すると鎮痛剤が効くまでに時間がかかります。早いうちに治療
を開始することで、短期間で和らげることができます。痛みを和
らげることで、前向きに治療に向かう事ができます。

　がんという病気やその治療法、副作用についての悩み、治療後
の生活、仕事、介護、医療費のことなど、がんの療養に関する
様々な疑問や悩みの解決のための相談窓口や社会資源がありま
す。当リーフレットを活用して、1人で悩まずにご相談ください。

　港区立在宅緩和ケア支援センター　ういケアみなとは、がん
患者とその家族が住み慣れた地域で安心して療養生活を営むこ
とができるよう支援するための施設です。がんの療養生活の中
での困りごとなどについて個別面談および電話相談を無料で
行っています。また、がんが身近な病気であることやがんの予
防について情報を発信するとともに、がんに関わる正しい知識
を学ぶ場としてセミナーやイベントを開催しています。

当リーフレットは、がん治療・緩和ケアに関する
社会資源や情報を掲載しています。

痛みを我慢する必要はありません

1人で悩まずご相談ください

港区立がん在宅緩和ケア支援センター

所在地　　〒108-0071 白金台4-6-2 ゆかしの杜5階
開館時間　月曜～金曜　午前10時～午後9時
　　　　　　　　土曜　午前10時～午後5時
休館日　　日曜・祝日・12月29日～1月3日
電話番号　6450-3421（代表）
　　　　　6450-3387（相談専用）
FAX　　  6450-3583
メールアドレス　info@minato-hpccsc.jp
ホームページ　https://www.minato-hpccsc.jp/

注1）掲載希望医療機関　　注2）緩和ケア病棟の詳細につきましては、各病院に直接お問い合わせください。

　当リーフレットに掲載されている情報は掲載時点のものです。
最新の情報は以下から検索・入手できますのでご活用ください。

平成31年（2019年）3月発行
刊行物発行番号　30239-4241

病院・診療所検索、がん情報検索

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
　医療機関を受診する際に参考にしていただくために
東京都が提供する医療機関検索サービスです。
　都内の医療機関の所在地や診療内容等、様々な条件を設定して
医療機関を探すことができます。

東京都がんポータルサイト（東京都福祉保健局）
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/
iryo_hoken/gan_portal/
東京都福祉保健局
　がん患者・家族の医療機関の選択や、療養上の悩みの解決、がん
に対する正しい理解の促進に役立つよう、がんに関する各種の情
報が集約されています。

「がん情報サービス」病院を探す
http://ganjoho.jp/
　全国のがん診療を行っている医療機関や情報を掲
載しています。 
　がんの種類や都道府県などを選択し、病院の検索や情報をご覧
いただけます。

「みなと医療ＢＯＯＫ」、
「港区かかりつけ医医療データブック」
　区内医療機関等の情報を掲載している医療と福祉の情報誌「みな
と医療ＢＯＯＫ」及び「港区かかりつけ医医療データブック」をそれぞ
れ隔年で、区と港区医師会で共同して作成しています。

介護サービス事業所検索、介護保険案内

港区介護事業者情報検索システム
http://www.u-system.com/u-wins/minato/

「ハートページ」
　介護が必要になった方やご家族のための介護と介護保険のナビ・
マガジンです。
　介護保険課窓口、各地区総合支所区民課窓口、高齢者相談セン
ターなどで無料配布しています。

発　行：がん在宅緩和ケア支援センター　
　　　　ういケアみなと
　　　 （指定管理者：学校法人慈恵大学）

担当課：みなと保健所健康推進課地域保健係

　病院・診療所、がん情報、
介護サービス事務所、介護保険案内の

検索・入手方法
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港区のがん治療・緩和ケアに関する社会資源マップ

在宅療養支援診療所（   　　　　　　　　　　   ）▶▶住み慣れた場所で医療を受けられる拠点となります
　在宅療養支援診療所は指定基準を満たした診療所です。自宅で療養している患者さんからの連絡を受け、24時間体制
で往診や訪問看護を提供又は連携による手配が可能な診療所です。
※港区容態急変時病床確保事業
　利用登録機関を受診している在宅療養がん患者の区民が、容態急変時や介護する家族などの休養のために入院が必要に
なったときに受け入れ可能な病床を港区が確保しています。利用登録機関は、年度更新等により変更する場合があります。

注） 24時間対応等については、あらかじめ各診療所に相談および登録し、定期訪問診療を受けることが必要です。急変時の
みの対応はできません。

地区 マップ番号 医療機関名 所在地 電話

芝

1 ぼだい樹クリニック 芝1-15-13  オフィスニューガイア浜松町No.17  6階 6809-6346
2 三田医院 芝5-3-10 3451-7652
3 きつかわクリニック 芝5-31-16  YCCビル4階 3451-1731
4 医療法人社団勝優会  たまち徳栄ビルクリニック 
（2019年5月～たまちホームクリニック（仮称）に変更予定）

芝5-33-7  徳栄ビル地下1階
（2019年5月～三田3-1-4へ移転予定） 6435-2331

5 医療法人社団三育会  東京がんサポーティブケアクリニック 新橋1-16-8  第三西欧ビル5階 6825-3551
6 医療法人社団悠翔会  悠翔会在宅クリニック新橋 新橋5-14-10 新橋スクエアビル7階 3289-0606
7 医療法人財団南葛勤医協  芝診療所 新橋6-19-21 3432-8701

麻布
8 岡部医院 西麻布2-24-12 3407-0076
9 医療法人社団光輝会  麻布光輝クリニック 西麻布3-3-2 6240-2912
10 祐ホームクリニック麻布台 麻布台3-4-18  クリーデンス麻布台101 050-3823-0159

赤坂

11 南青山ホームクリニック 赤坂8-6-13  新坂マンション404 6321-3696
12 赤坂慶友クリニック 赤坂9-6-30  ルイマーブル乃木坂1階109号室 5772-1419
13 にじいろファミリークリニック 南青山1-23-14  グリーン南青山1階 3405-2116
14 医療法人社団松柏会  藤田クリニック 南青山2-22-19  三和青山ビル8階 5772-7381

高輪

15 高輪内科クリニック 高輪1-16-4 3449-6748
16 村上クリニック 高輪3-21-19 5421-2250
17 はな医院 白金台2-23-2  白金台フラッツB101 4405-2367
18 白金台ファミリークリニック 白金台3-18-1  八百吉本社ビル2階 5795-2137

芝浦
港南

19 医療法人社団美加未会  芝浦ホームクリニック 芝浦4-9-18  グランドパレス田町613号 5419-7746
20 医療法人財団Chiron  芝浦アイランド内科クリニック 芝浦4-20-4  芝浦アイランドブルームホームズ2階 5730-0221

地区 マップ番号 医療機関名 所在地 電話
麻布 1 医療法人財団厚生会  古川橋病院 南麻布2-10-21 3453-5011

マップ番号は「港区のがん治療・緩和ケアに関する社会資源マップ」（2ページ掲載）に対応しています。
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● 地域がん診療連携拠点病院　 東京都がん診療連携拠点病院
● 在宅療養支援病院
● 在宅療養支援診療所
● 港区在宅療養相談窓口（東部・西部）
● 在宅療養後方支援病床
● 訪問看護ステーション
● 各地区総合支所区民課保健福祉係
● 高齢者相談センター（地域包括支援センター）
　 がん在宅緩和ケア支援センター

マップ番号 地区総合支所 所在地 電話
1 芝地区総合支所 芝公園1-5-25 3578-3161
2 麻布地区総合支所 六本木5-16-45 5114-8822
3 赤坂地区総合支所 赤坂4-18-13 5413-7276
4 高輪地区総合支所 高輪1-16-25 5421-7085
5 芝浦港南地区総合支所 芝浦1-16-1 6400-0022

各地区総合支所区民課保健福祉係 ▶▶港区の身近な窓口です
　障害者支援や介護認定申請など公的サービスの利用に関する相談や手続きができる窓口です。

マップ番号 高齢者相談センター（地域包括支援センター） 所在地 電話
1 芝地区高齢者相談センター（芝地域包括支援センター） 芝3-24-5 5232-0840
2 麻布地区高齢者相談センター（南麻布地域包括支援センター） 南麻布1-5-26 3453-8032
3 赤坂地区高齢者相談センター（北青山地域包括支援センター） 北青山1-6-1 5410-3415
4 高輪地区高齢者相談センター（地域包括支援センター白金の森） 白金台5-20-5 3449-9669
5 芝浦港南地区高齢者相談センター（地域包括支援センター港南の郷） 港南3-3-23 3450-5905

高齢者相談センター（地域包括支援センター） ▶▶高齢者の総合相談窓口です
　高齢者相談センター（地域包括支援センター）は、主任ケアマネージャー、社会福祉士、保健師などが中心となって、
高齢者やその家族に対して介護や医療、生活に関するさまざまな相談および支援を行います。

在宅療養支援病院 ▶▶住み慣れた場所で医療を受けられる拠点となります
　在宅療養支援病院は指定基準を満たした病院です。自宅で療養している患者さんからの連絡を受け、24時間体制で往
診や訪問看護を提供又は連携による手配が可能な病院です。

在宅療養後方支援病床 ▶▶安心して在宅療養生活を送るためのしくみです
　港区と区内2病院が協定を締結し、在宅療養している区民が、安心して在宅療養生活を送ることができるよう、容態の急
変時や介護する家族などの休養が必要な場合に、当該区民の主治医等の申し出により、速やかに入院できる仕組みです。
※詳しくは、港区在宅療養相談窓口（東部・西部）へお問い合わせください。

港区と協定を締結した病院
地区 マップ番号 医療機関名
高輪　 1 独立行政法人地域医療機能推進機構  東京高輪病院

地区 マップ番号 医療機関名
麻布 2 医療法人財団厚生会  古川橋病院

　港区では、がん治療中の区民のみなさまの就労や社会
生活を応援し、より良い療養生活となるよう、ウィッグ
（かつら）や胸部補整具の購入費用の一部を助成してい
ます。

助成を受けることができる方  
　申請日時点で区内在住の、がんと診断され治療を行っ
ている方

助成対象品
①ウィッグ（かつら）
② 胸部補整具（ノンワイヤーソフトブラなどの補整下
着、補整用シリコンパッド、人工ニップルなど）

助成金額  
　30,000円、または購入経費の7割のうち、いずれか
低い額
　※助成対象者1人につき1回限りとなります。

申請に必要な書類  
① 港区がん患者ウィッグ等購入費助成金交付申請書　
※ 港区ホームページからダウンロードできます。
② がんの治療を受けていることを証する書類（お薬手
帳、診療明細書、診断書などの写し）
③ 購入した金額の明細が分かる書類（領収書など）
※ 原本を提出ください。当助成制度での領収書の有効
期限は、購入日の翌日から1年以内です。

④その他（運転免許証や健康保険証、通帳などの写し）

問い合わせ  
みなと保健所健康推進課健康づくり係　
電話番号　6400-0083

港区がん患者ウィッグ等購入費
助成制度のご紹介

注）掲載希望訪問看護ステーション

地区 マップ番号 医療機関名 所在地 電話

芝

1 済生会三田訪問看護ステーション 三田1-4-17  東京都済生会中央病院  北棟7階 3451-8939
2 リハビリの風訪問看護ステーション  みなと 芝3-6-5 6435-4763
3 神谷町訪問看護ステーション 虎ノ門3-25-3  芝ロイヤル307号室 6452-9971
4 訪問看護ステーション  くるみ 芝2-22-9-1006 3457-1125
5 訪問看護ステーションゴルディロックス芝事業所 芝4-18-3-33 6809-5342

麻布

6 ナースステーション東京六本木 六本木3-15-7  ドミパルファンビル102号室 5549-2878
7 88訪問看護ステーション 六本木3-16-35  イースト六本木704 6434-5885
8 麻布ケア訪問看護ステーション 六本木3-9-5  4階 3403-3637
9 ライフサポート  悠々ナーシング  六本木 六本木6-5-25  3階 6447-5290
10 LCC訪問看護ステーション 西麻布1-14-2  疋田ビル201 6447-1460
11 さわやか訪問看護ステーション 南麻布1-9-15  クリーンハイツ南麻布101 6812-6087

赤坂
12 訪問看護ステーション  おりおん 北青山1-2-18  大富外苑コープ6Ａ 5772-8675
13 青山メディケア訪問看護ステーション　 南青山7-13-6  青山メディケア1階 3486-0990
14 なごみ訪問看護ステーション 赤坂2-17-65  吉葉ビル102 6383-3189

高輪

15 セコム高輪訪問看護ステーション 高輪3-25-27  アベニュー高輪1306 6408-2568
16 のぼたん訪問看護ステーション 白金台3-15-5-701 5447-2265
17 Ｋ港訪問看護ステーション 白金台2-23-4 6277-1725
18 訪問看護ステーション  ナースであんしん 白金台1-1-45  4階 5475-7720
19 リハビリ訪問看護ステーション陽花 高輪2-16-36  高輪チトセハイツ305号室 6721-7160
20 白金通り在宅ケアセンター訪問看護ステーション 白金台4-19-20 6450-3717

21 独立行政法人地域医療機能推進機構 
東京高輪病院附属訪問看護ステーション 高輪3-10-11 5447-5114

芝浦
港南

22 キヨタナースステーションみなと 芝浦4-3-4  田町きよたビル3階 5440-5512
23 ホスピタリティ・ワン訪問看護ステーション 海岸2-1-18  高丸ビル6階 5765-2204

訪問看護ステーション ▶▶在宅で療養する患者、家族の支えになります
　訪問看護ステーションは、介護保険法・健康保険法に基づく指定を受けている訪問看護事業者です。主治医や在宅ケ
ア関係機関、病院等と連携をとり、医療機関から継続した看護を提供し、医療処置の実施、療養支援、患者さんやご家
族への相談支援、必要に応じて24時間看護等を行います。

港区容態急変時病床確保事業※ 
平成31年度（2019年度）利用登録予定機関

　 がん在宅緩和ケア支援センター

港区在宅療養相談窓口（東部・西部）
▶▶ 在宅での医療・療養をサポートするため、在宅
医療・療養に関する相談に応じる窓口です

マップ番号 医療機関名 相談地区 所在地 電話
1 東部在宅療養相談窓口 芝地区、高輪地区、芝浦港南地区 芝浦1-16-1  みなとパーク芝浦1階 6435-0758
2 西部在宅療養相談窓口 麻布地区、赤坂地区 赤坂4-18-13  赤坂コミュニティーぷらざ1階 6434-7653

2 3 4


