東京都内で嚥下障害についての問い合わせが可能な病院等
【東京 23 区内】
日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーションセンター
〒102-8158 千代田区富士見 2-3-16
電話：03-3261-4768 FAX：03-3261-5706
http://dent-hosp.ndu.ac.jp/nduhosp/medical/354.html#905
予約の取り方：センター外来に電話（月～金曜日）
入院：不可
外来：嚥下造影・嚥下内視鏡・PAP・PLP など、小児摂食も可
訪問：嚥下内視鏡・PAP・PLP（訪問にかかる交通費は患者負担）
日本大学歯学部付属歯科病院 摂食機能療法科
〒101-8310 東京都千代田区神田駿河台 1-8-13
電話：03-3219-8198 FAX：03-3219-8203
http://www.dent.nihon-u.ac.jp/dysphagia/gs_top.html
予約の取り方：予約受付毎週月～金・土午前中（電話予約）
入院：不可
外来：一般歯科・嚥下造影・嚥下内視鏡・PAP・PLP など
訪問：一般歯科・嚥下内視鏡・PAP・PLP（ 訪問にかかる交通費は大学負担）
赤坂真デンタルクリニック
〒107-0052 東京都港区赤坂 9-6-30 ルィマーブル乃木坂 104
電話：03-6447-0988 FAX：03-6447-0988
予約の取り方：予約受付毎週月～土
入院：不可
外来：一般歯科治療のみ
訪問：嚥下内視鏡・PAP・PLP，一般歯科治療
東京慈恵会医科大学付属病院リハビリテーション科外来
〒105-8461 港区西新橋 3-25-8
電話：03-3433-1111（代表） FAX：03-3435-1922（代表）
http://www.jikei.ac.jp/hospital/honin/sinryo/28.html
予約の取り方：原則、予約外の対応となります。
入院：不可
外来：嚥下内視鏡など 月曜日のみ
訪問：行っておりません
医療法人社団 洋誠会 かわいクリニック
〒144-0051 東京都大田区西蒲田 7-48-3 大越ビル５F
電話：03-5710-8021 FAX：03-5710-8022

http://kawai-cl.net/index.html
予約の取り方：電話予約
入院：不可
外来：嚥下内視鏡
訪問：嚥下内視鏡
東京大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・気管食道外来
〒113-8655 文京区本郷 7-3-1
電話：03-3815-5411 FAX：03-3814-9486
http://www.h.u-tokyo.ac.jp/orl/
予約の取り方：気管食道外来宛の紹介状を用意の上、予約センター（03-5800-8630）で電話予約し、受診（火・
木曜午前）
入院：可
外来：嚥下造影・嚥下内視鏡・嚥下機能手術
訪問：不可
医療法人社団 LSM 寺本内科歯科クリニック
〒113-0033 文京区本郷 5-25-13SKY ビジョンビル 1 階
電話：03-5689-5454 FAX：03-5689-5507
http://www.teramoto-dc.com/
予約の取り方：月火木金：9:00～19:30 水:9:00～13:30 土：9:00～17:00 FAX:随時
入院：不可
外来：嚥下内視鏡・PAP・PLP など
訪問：嚥下内視鏡・PAP・PLP（在宅・施設・病院などへ訪問車にて訪問）
東京医科歯科大学歯学部附属病院摂食リハビリテーション外来
〒113-8549 文京区湯島１－５－４５
電話：03-5803-5750 FAX：03-5803-4560
http://www.tmd.ac.jp/dent/gero/gero-dy.html
予約の取り方：予約受付毎週月～金（嚥下グループまで電話）
入院：不可
外来：嚥下造影・嚥下内視鏡・PAP・PLP など
訪問：嚥下内視鏡・PAP・PLP（訪問にかかる交通費は大学負担）
東京医科歯科大学医学部附属病院耳鼻咽喉科
〒113-8519 文京区湯島１－５－４５
電話：03-5803-5682 FAX：03-5803-0110
http://www.tmd.ac.jp/medhospital/medical_treat/jibika.html
予約の取り方：耳鼻咽喉科一般外来を受診後（月-金）嚥下外来を予約
入院：可
外来：嚥下造影／嚥下内視鏡／外科治療など
訪問：不可

巣鴨わかばクリニック
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-19-12
電話：03-5978-0870 FAX:03-5981-8339
http://sugamo-wakaba.com/index.html
予約取り方：電話予約
入院：不可
外来：嚥下内視鏡・PAP・PLP
訪問：嚥下内視鏡・PAP・PLP
医療法人社団 日心会 総合病院 一心病院
〒170-0004 豊島区北大塚 1-18-7
電話：03-3918-1215 FAX：03-3918-1725
http://www.isshin.net
予約の取り方：予約受付毎週月～金（リハビリ科まで電話）
入院：要相談
外来：嚥下造影・嚥下内視鏡・PAP・PLP など
訪問：同会 訪問歯科：一美歯科よりリハビリテーションのみ実施（精査なし）
国立国際医療研究センター病院 耳鼻咽喉科・リハビリテーション科
〒162-8655 新宿区戸山 1-21-1
電話：03-3202-7181 FAX：03-3207-1038
http://www.ncgm.go.jp
予約の取り方：連携室にご相談下さい(ダイヤルイン 03-3202-8066）
入院：可
外来：嚥下造影・嚥下内視鏡・嚥下機能手術
訪問：不可
百瀬歯科医院
〒157-0073 東京都世田谷区砧 3-6-13
電話：03-3415-1827 FAX：03-3415-1827
http://www.momodent.com
予約の取り方：予約受付毎週月～土
入院：不可
外来：嚥下内視鏡・PAP・PLP，一般歯科治療
訪問：嚥下内視鏡・PAP・PLP，一般歯科治療
練馬つつじ歯科休日急患診療所
〒176-0012 練馬区豊玉北 6-12-1 練馬区役所東庁舎 3F
電話：03-3993-9956 FAX：03-3993-2500
http://www.nerimaku-shikaishikai.or.jp/service/shougai.html
予約の取り方：火～土曜日

9：00～17：00

入院：不可
外来：診療日：火曜日 嚥下造影・嚥下内視鏡 診療日：水曜日
訪問：嚥下内視鏡（訪問にかかる交通費は当医院にて負担）
東京都健康長寿医療センター耳鼻咽喉科
〒173-0015 板橋区栄町３５?２
電話：03-3964-1141 FAX：03-3964-1982
http://www.tmghig.jp/hospital/
予約の取り方：予約専用電話（03-3964-4890）にて初診予約
入院：可
外来：嚥下造影／嚥下内視鏡／外科治療など
訪問：不可
医療法人財団謙仁会亀有秒尾院
〒125-8520 東京都葛飾区亀有 3-36-3
電話：03-3601-0186 FAX:03-3604-5518
http://kameari-hp.com/
予約の取り方：電話予約
入院：不可
外来：嚥下内視鏡
訪問：嚥下内視鏡
東京都リハビリテーション病院 リハビリテーション科
〒131-0034 墨田区堤通 2-14-1
電話：03-3616-8600 FAX：03-3616-8705
http://www.tokyo-reha.jp/
予約の取り方：嚥下外来受診希望と電話で予約
入院：場合によっては可
外来：嚥下造影検査・嚥下内視鏡検査・嚥下リハなど
訪問：不可
【東京都下】
武蔵野わかばクリニック
〒180-0006 東京都武蔵野市中町 1-4-4
電話：0422-38-4612
http://keishunkai.com/musashino/index.html
予約の取り方：電話予約
入院：不可
外来：嚥下内視鏡・PAP・PLP
訪問：嚥下内視鏡・PAP・PLP

杏林大学医学部附属病院 摂食嚥下センター
〒181-8611 東京都三鷹市新川 6-20-2
電話：0422-47-5511
http://www.kyorin-u.ac.jp/hospital/clinic/others10/center.shtml
予約の取り方：まず耳鼻咽喉科を受診（月～土）
。
入院：可
外来：嚥下造影・嚥下内視鏡・嚥下機能手術
訪問：不可
日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック
〒184-0011 東京都小金井市東町 4-44-19
電話：042-316-6211 FAX：042-316-6212
http://dent-hosp.ndu.ac.jp/nduhosp/medical/355.html
予約の取り方：クリニックに電話（月～土曜日）
入院：不可
外来：嚥下造影・嚥下内視鏡・PAP・PLP など、小児摂食も可
訪問：嚥下内視鏡・PAP・PLP（訪問にかかる交通費は患者負担）
松浦訪問歯科
〒186-0005 国立市西 1-13-16-101
電話：042-576-7657 FAX：042-505-7154
http://houmonn.hiyamugi.com/
予約の取り方：平日に電話で予約
入院：不可
外来：不可
訪問：嚥下内視鏡・PAP
横山歯科医院
〒185-0014 東京都国分寺市東恋ヶ窪 4-22-6
電話：042-325-0448 FAX：042-325-6423
http://www.y-shika.net/visit/index.html
予約の取り方：歯科医院に直接電話予約
入院：不可
外来：歯科治療および嚥下内視
訪問：鏡検査 歯科治療および嚥下内視鏡検査
若葉町デンタルクリニック

金井克樹

〒190-0001 立川市若葉町１-１６-１１
電話：042-536-0201 FAX：042-536-0201
http://www.8148wdc.com
予約の取り方：予約受付毎週月～金
入院：不可

外来：嚥下内視鏡・PAP・PLP など
訪問：嚥下内視鏡・PAP・PLP
国立病院機構東京病院リハビリテーション科
〒204-8585 清瀬市竹丘３－１－１
電話：042-491-2111 FAX：042-494-2168
http://www.hosp.go.jp/^tokyo/
予約の取り方：リハビリテーション科外来予約
入院：要相談（回復期リハ入院適応の方）
外来：嚥下造影・嚥下内視鏡・外来 ST など
訪問：不可
医療法人社団 相明会 西多摩歯科クリニック
〒196-0003 東京都昭島市松原町 1-11-10 A102
電話：042-540-3466 FAX:042-540-3467
http://www.s-nishitama.com/
予約の取り方：電話予約
入院：不可
外来：一般歯科のみ
訪問：嚥下内視鏡
武蔵村山病院歯科
〒208-0022 武蔵村山市榎１－１－５
電話：042-566-3111 FAX：042-566-3324
http://www.yamatokai.or.jp/musasimurayama/
予約の取り方：予約受付毎週月～金（歯科まで電話）
入院：不可
外来：嚥下造影・嚥下内視鏡・PAP・PLP など
訪問：不可
東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科外来
〒201-0003 狛江市和泉本町４丁目１１?１
電話：03-3480-1151 FAX：03-5497-4120
http://www.jikei.ac.jp/hospital/daisan/sinryo/28.html
予約の取り方：リハ外来に電話予約
入院：可
外来：嚥下造影・嚥下内視鏡・嚥下リハ
訪問：不可
あさがお歯科
〒194-0032 町田市森野 2-8-10
電話：042-724-2227 FAX：042-724-2555

予約の取り方：予約受付毎週月～土
入院：不可
外来：なし
訪問：嚥下内視鏡・PAP・PLP
町田わかばクリニック
〒194-0022 東京都町田市森野 3-18-18

042-728-8029

電話：042-732-3545
http://machida-wakaba.com/index.html
予約の取り方：電話予約
入院：不可
外来：嚥下内視鏡・PAP・PLP
訪問：嚥下内視鏡・PAP・PLP
医療法人社団聖和会グループ 歯科医療サポートセンター株式会社
〒206-0026 東京都多摩市永山 1-4 グリナード永山 512-3
電話：042-338-6700 FAX:042-311-1680
http://www.seiwakai.jp
予約の取り方：予約受付毎週月～土
入院：不可
外来：一般歯科治療のみ
訪問：嚥下内視鏡・PAP・PLP，一般歯科治療
菜の花クリニック歯科
〒190-1212 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 454
電話：042-557-7995 FAX：042-557-7996
http://www.kanjinkai.net/nanohanaclinic/shikagairai.html
予約の取り方：予約受付毎週月・木（要電話予約）
入院：不可（併設老健入所は出来る可能性あり）
外来：嚥下内視鏡・PAP・PLP など
訪問：嚥下内視鏡・PAP・PLP（訪問にかかる交通費は自己負担）

