
340床

   一般床（急性期４）：30床（10：1）

  特定入院基本料（認知症治療病棟 ）：240床（20：1）

  ※地域包括ケア：30床

  ※回復期リハビリテーション：40床

CT X線撮影装置 エコー 心電図

一般検査室 内視鏡検査室（上部・下部）

リハビリテーション専門医認定施設申請中

CT MRI Ｘ線撮影装置 エコー 心電図

内視鏡検査室（上部・下部）筋電図

中央検査室 骨密度測定装置

CT Ｘ線撮影装置 エコー 心電図 医療用ロボット

ニューロリハビリテーション(rTMS、tDCS)

ドライビングシュミレーター ゲイトジャッジシステム ＠ア

テンション パスリーダー VF/VE(摂食・嚥下）

100床

 回復期リハ       ：100床

 

199床

 回復期リハ       ：134床

 地域包括ケア ：44床

 緩和ケア   ：21床

桐和会グループ 病院詳細

タムス

市川リハビリテーション病院

千葉県市川市柏井町4丁目229番地4

1.JR武蔵野線市川大野駅より徒歩約20分

2.JR武蔵野線市川大野駅より医療センター入口行きバス

 ※市川市保健医療福祉センターまたは終点下車

3.JR総武線本八幡駅より医療センター入口行きバス

 ※市川市保健医療福祉センターまたは終点下車

4.JR総武線市川駅より医療センター入口行きバス

 ※終点下車

5.JR総武線下総中山駅から保健医療福祉センター行き

 （船橋法典駅経由）バス

 ※終点下車

内科 リハビリテーション科 整形外科
精神科（認知症専門） 内科

リハビリテーション科
リハビリテーション科 緩和ケア内科

千葉県浦安市高洲七丁目21番３

川口さくら病院 タムス 浦安病院

JR京葉線 新浦安駅からバス10分 もしくは徒歩27分

※東京ベイシティバス

（系統19）高洲南線 浦安高校下車

（系統15）潮音の街線 高洲海浜公園下車

（系統18）明海・高洲線 高洲海浜公園下車

（系統28）海風の街線 高洲海浜公園下車

※東京ベイシティバス おさんぽバス

（じゅんかい線 いちょうルート・つつじルート）

 タムス浦安病院前下車

JR武蔵野線、埼玉高速鉄道「東川口駅」よりバスで10～20分

※国際興業バス「川20/川口駅東口行」にて「神戸」バス

   停下車、徒歩1分

JR京浜東北線「川口駅」下車、バスで30分

※「川19/戸塚安行駅行き」にて「神戸」バス停下車、

     徒歩1分

※「川20東川口駅南口駅行き」にて「神戸」バス停下車、

     徒歩1分

埼玉県川口市神戸258-1 

その他
重度認知症デイケア：定員25名

病院敷地外に外来棟（クリニック）あり

事業所内保育所 隣接

千葉大学病院 浦安リハビリテーション

教育センター併設

リハビリテーション専門医認定施設

地域連携型認知症疾患医療センター

重度認知症デイケア診療所併設

介護老人保健施設併設

病院名

病床数

医療設備

アクセス

東京さくら病院

電車 : 都営新宿線 「篠崎駅」 南口より 徒歩20分

バス : 篠崎駅前バスのりば ③番 新小71・小72・篠01

 「瑞江駅行き」「一之江駅行き」

 「江戸川スポーツランド行き」

  【内沼】バス停下車 徒歩4分(都立篠崎高校となり)

  東京メトロ東西線 南行徳駅バス乗り場 瑞75

 「江戸川スポーツランド」行き

 【江戸川スポーツランド】バス停下車徒歩6分

                                          (都立篠崎高校となり)

内科  リハビリテーション科   精神科

緩和ケア内科

258床

 地域包括ケア：40床（13：1）

 医療療養  ：120床（20：1）

 回復期リハ ：60床（13：1）

 緩和ケア  ：38床（7：1）

CT X線撮影装置 心電図 エコー

東京都江戸川区東篠崎1−11−1住所

科目



名前 篠崎駅前ｸﾘﾆｯｸ 新小岩駅前総合ｸﾘﾆｯｸ 東陽町駅前ｸﾘﾆｯｸ 東小岩げんきｸﾘﾆｯｸ 府中駅前ｸﾘﾆｯｸ 平井駅前総合ｸﾘﾆｯｸ 瑞江総合ｸﾘﾆｯｸ 西葛西駅前総合ｸﾘﾆｯｸ ﾀﾑｽﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ豊洲

東京都江戸川区 東京都葛飾区 東京都江東区 東京都江戸川区 東京都府中市 東京都江戸川区 東京都江戸川区 東京都江戸川区 東京都江東区

篠崎町 2-7-1 新小岩2-1-1 東陽 3-27-17 東小岩 4-5-2 宮町1-100 平井3−23−18 南篠崎町 3−1−2 西葛西 3-15-13 豊洲二丁目２番１号

イーストハイム篠崎 1 階 リーフコンフォート新小岩 3 階 ⾧谷川ビル 3 階  神奈川ビル 2 階 ル・シーニュ4階  光井グラ ンドハイツ 2 階 渡辺 ビル 2 階 第一江の本ビル 3 階 ららぽーと豊洲３ ４階

最寄り駅から（徒歩） 篠崎駅  徒歩 1 分 新小岩駅  徒歩 1 分 東陽町  徒歩 3 分 小岩駅  徒歩 10 分 府中駅  徒歩 1 分 平井駅  徒歩 3 分 瑞江駅  徒歩 2 分 西葛西駅  徒歩１分 豊洲駅徒歩1分

診療科

内科 整形外科 皮膚科 小児科

アレルギー科 外科  胃腸科  リ

ハビリテーション科

内科 整形外科 皮膚科

小児科
内科 整形外科 皮膚科 小児科

内科 整形 リハビリ科

皮膚科
内科 整形外科 皮膚科 内科 整形外科 皮膚科 小児科 内科 整形外科 皮膚科 内科 整形外科 皮膚科

内科 小児科 皮膚科

整形外科 内視鏡センター

超音波（エコー）、 超音波（エコー）、 超音波（エコー）、 超音波（エコー）、 超音波（エコー）、 超音波（エコー）、 超音波（エコー）、 超音波（エコー）、 超音波（エコー）、
レントゲン、心電図、 レントゲン、心電図、 CT、 レントゲン、心電図、 レントゲン、心電図、 レントゲン、心電図、 レントゲン、心電図、 レントゲン、心電図、 レントゲン、心電図、 レントゲン、心電図、
胃・大腸カメラ 胃・大腸カメラ、ＭＲＩ 胃カメラ 胃・大腸カメラ 胃カメラ 胃カメラ 胃カメラ

カルテ 電子カルテ 電子カルテ 電子カルテ 電子カルテ 電子カルテ 電子カルテ 電子カルテ 電子カルテ 電子カルテ

平日 413(リハ 121含) 平日 245(リハ79含) 平日 154(リハ 52含) 平日 119(リハ61含） 平日 207(リハ113含) 平日 162(リハ 79含) 平日 123(リハ 44含) 平日 78(リハ 24含) 2020年4月 OPEN

土曜 288(リハ 95含) 土曜 190（リハ 53含) 土曜 123(リハ 37含) 土曜 100(リハ56含) 土曜 150(リハ 73含) 土曜 125(リハ60含) 土曜  89(リハ 38含) 土曜 66(リハ 17含) ※内科と小児科の2診体制

日曜 119（リハ 12含）

診療体制 5～6 3～5 2 1 2 2 1 1 2

車通勤 可 可 可 可 可 可 可 可 可

平日勤務時間 9:00~19:00 9:00~19:00 9:00~19:00 9:00~19:00 9:00~19:00 9:00~19:00 9:00~19:00 9:00~19:00 9:00~19:00

平日休憩 13:00~15:00 13:00~15:00 13:00~15:00 13:00~15:00 13:00~15:00 13:00~15:00 13:00~15:00 13:00~15:00 13:00~15:00

土・日曜勤務時間 9:00~15:00 9:00~15:00 9:00~15:00 9:00~15:00 9:00~15:00 9:00~15:00 9:00~15:00 9:00~15:00 9:00~15:00

土・日曜休憩 12:00~13:00 12:00~13:00 12:00~13:00 12:00~13:00 12:00~13:00 12:00~13:00 12:00~13:00 12:00~13:00 12:00~13:00

休診日 日・祝 なし 日・祝 日・祝 日・祝 日・祝 日・祝 日・祝・水 日・祝

名前 新小岩わんぱくクリニック 瑞江わんぱくクリニック 篠崎駅前わんぱくクリニック 東小岩わんぱくクリニック 西葛西わんぱくクリニック

東京都葛飾区 東京都江戸川区 東京都江戸川区 東京都江戸川区 東京都江戸川区
新小岩2-1-1 南篠崎町3-1-2 篠崎町2-7-1 東小岩4-5-2 西葛西3-15-13
リーフコンフォート新小岩 3 階 渡辺ビル1階 イーストハイム篠崎1階 神奈川ビル1階 第一江の本ﾋﾞﾙ2F

最寄り駅から（徒歩） 新小岩駅  徒歩 1 分 瑞江駅  徒歩 2 分 篠崎駅  徒歩 1 分 小岩駅  徒歩 10 分 西葛西駅  徒歩１分

診療科 小児科・アレルギー科 小児科・アレルギー科 小児科・アレルギー科 小児科・アレルギー科 小児科・アレルギー科

カルテ 電子カルテ 電子カルテ 電子カルテ 電子カルテ 電子カルテ

平日 89 病児保育 2 平日 56  病児保育 3 平日 87  病児保育 3 平日 116 病児保育 3 平日 89 病児保育 3

土曜 65 土曜 45 土曜 56 土曜 81 土曜 74

診療体制 2 1 2 2.5 1

車通勤 可 可 可 可 可

平日勤務時間 9:00~19:00 9:00~19:00 9:00~19:00 9:00~19:00 9:00~19:00

平日休憩 13:00~15:00 13:00~15:00 13:00~15:00 13:00~15:00

土・日曜勤務時間 9:00~15:00 9:00~15:00 9:00~15:00 9:00~15:00 9:00~15:00

土・日曜休憩 12:00~13:00 12:00~13:00 12:00~13:00 12:00~13:00 12:00~13:00

休診日 日曜・祝日 日曜・祝日 日曜・祝日 日曜・祝日 日曜・祝日

名前 瑞江すばるクリニック 小岩すばるクリニック 東陽町すばるクリニック 新小岩すばるクリニック 平井すばるクリニック 千葉駅すばるクリニック
東京都江戸川区 東京都江戸川区 東京都江東区 東京都葛飾区 東京都江戸川区 千葉県千葉市
南篠崎町 3-1-2 東小岩 4-5-4 東陽 3-27-21 新小岩2-1-1 平井3-23-18 中央区新千葉１丁目１−１
渡辺ビル1階 金本ビル 2 階 信栄本社ビル2 階 リーフコンフォート新小岩 2 階 光井グランドハイツ 1 階 ペリエ千葉6F

最寄り駅から（ 徒歩） 瑞江駅 徒歩 2 分 小岩駅 徒歩 10 分 東陽町  徒歩１分 新小岩駅 徒歩 1 分 平井駅 徒歩 3 分 千葉駅直結

診療科 耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科

カルテ 電子カルテ 電子カルテ 電子カルテ 電子カルテ 電子カルテ 電子カルテ
平日 44 平日 161 平日 105 平日 173 平日 53 平日 76
土曜 42 土曜 131 土曜 98 土曜 147 土曜 51 土曜 59
日曜 36 日曜 85 日曜 62

診察体制 1 1 1 1 1 1

車通勤 可 可 可 可 可 可

平日勤務時間 9:00~19:00 9:00~19:00 9:00~19:00 9:00~19:00 9:00~19:00 ※1 ※1 月曜 10:30~19:30

平日休憩 13:00~15:00 13:00~15:00 13:00~15:00 13:00~15:00 13:00~15:00 ※2     火~金曜 10:00~19:00

土・日曜勤務時間 9:00~15:00 9:00~15:00 9:00~15:00 9:00~15:00 9:00~15:00 10:00~16:00 ※2 月曜 14:30~15:30

土・日曜休憩 12:00~13:00 12:00~13:00 12:00~13:00 12:00~13:00 12:00~13:00 13:00~14:00     火~金曜 14:00~15:00

休診日 日・祝 日・祝 日・祝 祝 日・祝 日・祝

平均外来数/日

2018/12実績より

住所

平均外来数/日

2018/12実績より

桐和会グループ クリニック詳細

平均外来数/日

2018/12実績より

設備

住所

住所


