
令和3年10月1日

施設名 住　  　　所 受入困難な状態 施設自己紹介 協力

（設立年） 電 話 番 号 （1．問題行動　２．医療行為） （サービスの特徴） 医療機関

平成元年

　　平成６年

風かおる里

　　平成８年

　　平成11年

ほんちょうの郷
(旧養浩荘）
　　令和元年

菊かおる園

内

池袋

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）一覧表

施 設 へ の ア ク セ ス
ベッド

数

山吹の里

　日当たり良好、ゆったりとした快適な居
住空間、施設の中にいても四季折々を感
じ取ることが出来ます。また、地域の
方々との交流もあり、心のこもったサービ
スをお届けします。

アトリエ村

区

90

60

・西武池袋線東長崎駅より徒歩５分

・東武東上線「北池袋駅」より徒歩５分

・都電庚申塚駅より徒歩３分

・JR池袋駅東口より都バス「掘割」
　下車徒歩１０分

・都営三田線西巣鴨駅より徒歩１０分

・西武池袋線東長崎駅南口より
　徒歩７分

・JR目白駅より都バス練馬車庫行き
　「江原町中野通り」下車

・池袋駅西口より国際興業バス
　江古田二又行き
　「南長崎六丁目」下車

要町病院
あぜりあ歯科診療所

１．.暴力行為､重度異食､重度精神疾患など
２．点滴、中心静脈栄養、透析、気管切開、
　　レスピレーター、鼻腔経管栄養、胃ろう、
　　酸素療法、常時の吸引、その他常時の
　　医療行為が必要な方

＜アトリエ村・風かおる里・菊かおる園
　　　　　　　　　　　　　　　　　　３施設共通＞

１．暴力行為､重度異食､重度精神疾患など
２．点滴、中心静脈栄養、酸素療法、
　　ストマ、気管切開、レスピレーター、
　　鼻腔経管栄養、コンドームカテーテル、
　　その他常時の吸引等医療行為が必要な
　　方（以下応相談）
　　注射（インシュリン注射等）

１．暴力行為､重度異食､重度精神疾患など
２．点滴、中心静脈栄養、透析、気管切開、
　　レスピレーター、鼻腔経管栄養、
　　胃ろう（応相談）、酸素療法、
　　常時の吸引、注射（インシュリン注射等）
　　その他常時の医療行為が必要な方

・JR山手線目白または
　高田馬場駅より徒歩１０分

・都電、都バス学習院下より徒歩３分

・地下鉄副都心線雑司が谷駅より
　徒歩１０分

82

80

66

　風かおる里は豊島区の西南に位置し、
桜の名所として知られた千川通りのそば
にあります。付近には、今も樹木が多く
昔の面影が偲ばれる“風かおる里”と
なったいわれがうなずけます。

　有名な巣鴨地蔵通りに近いため、散歩
や買い物でも観光気分が味わえます。ま
た地域との関わりを大切にし、イベントで
の相互交流や集会室の貸し出し等を
行っています。職員は「笑顔」「気づき」
「適切なケア」を心掛け、多職種が連携し
てサービスを提供しています。

　長らく池袋四丁目で運営してきた養浩
荘は令和元年６月に個室型の特別養護
老人ホーム「池袋ほんちょうの郷」として
池袋本町一丁目に移転しました。
　入居後もこれまでの暮らしが継続でき
るよう配慮しながら、一人ひとりのペース
に合わせた丁寧なケアを目指していま
す。

　明るい陽射しと季節ごとの花が楽しめ
る住環境の中、生活の中でも四季を感じ
れるよう行事や入浴などに工夫をこらし
ています。
　職員一人ひとり利用者の笑顔を引き出
す事に喜びを感じ、温かみのある施設を
目指しています。

高田馬場病院
聖母病院
あぜりあ歯科診療所

としま昭和病院
あぜりあ歯科診療所
東京医科歯科大学

としま昭和病院
あぜりあ歯科診療所
日本歯科大学

一心病院
あぜりあ歯科診療所
日本歯科大学

〒１７１－００３３
豊島区高田３－３７－１７
　℡０３－３９８１－５０５１

ホームページ
https://www.frontier-sw.or.jp
Ｅ-mail
yamabukinosato@frontier-sw.or.jp

〒１７１－００５１
豊島区長崎４－２３－１
　℡０３－５９６５－３４００

ホームページ
https://www.toshimaj.or.jp

〒１７１－００５２
豊島区南長崎６－１５－６
　℡０３－５９８２－１０２１

ホームページ
https://www.toshimaj.or.jp

〒１７０－０００１
豊島区西巣鴨２－３０－１９
　℡０３－３５７６－２２６６

ホームページ
https://www.toshimaj.or.jp

〒１７１－００１１
豊島区池袋本町１－２９－１２
　℡０３－３９７１－６５４１

ホームページ
http://www.frontier-sw.or.jp
Ｅ-mail
ike-hon@frontier-sw.or.jp



施設名 住　　　　　　所 受入困難な状態 施設自己紹介 協力

（設立年） 電　話　番　号 （1．問題行動　２．医療行為） （サービスの特徴） 医療機関

　　平成8年

平成16年

平成17年

千川の杜

平成27年

東池袋桑の実園

平成27年

池袋敬心苑
１．暴力行為、自傷行為、破壊行為、
　　重度異食、重度精神疾患など
２．点滴、中心静脈栄養、透析、酸素療法、
　　胃ろう（応相談）、ｺﾝﾄﾞｰﾑｶﾃｰﾃﾙ（応相談）､
　　レスピレータ、鼻腔経管栄養、
　　インシュリン注射、常時の吸引等

１．他入居者様への暴力行為など
　　重度の精神科の症状
２．点滴、中心静脈栄養、透析、経鼻栄養など
　　常時医療行為が必要な方
　　留置カテーテル、在宅酸素、インシュリン
　　（要相談）

１．状態の不安定さが非常に高く､且つ改善困難
　　と思われる方(それによる自他共に危険な方
　　で重度の精神疾患の方)
２．点滴、中心静脈栄養等、経管栄養、胃瘻、
　　吸引、常時医療行為が必要な方

82

108

86

・JR池袋駅東口より徒歩１０分

・地下鉄副都心線雑司が谷駅
　２番出口より徒歩８分

・都電荒川線鬼子母神前より徒歩８分

・東京メトロ副都心線　有楽町線 千川駅
　２番出口より徒歩３分

･JR山手線大塚駅　徒歩８分

･丸ノ内線新大塚駅 徒歩８分

･都電荒川線向原 徒歩２分

〒１７１－００２２
豊島区南池袋３－７－８
　℡０３－５９５８－１１６５

ホームページ
ｈｔｔｐ://www.keishinen.or.jp/
ikebukuro

〒１７１－００４３
豊島区要町３－５４－９
　℡０３-５９１７－０３７０

ホームページ
http://www.nanokakai.jp/senkawa-no-
mori

〒１７０－００１３
豊島区東池袋５－３９－１８
　℡０３-５９２８-１３６０

ホームページ
http://www.kuwanomien.jp

内

施 設 へ の ア ク セ ス

ゆたか苑

区 シオンとしま

ベッド
数

　閑静な住宅街にある定員50名のホームで
す。目の前には区立の公園があり緑に囲ま
れています。　介護のモットーは「丁寧でや
さしい寄り添う介護」です。一人ひとりの職
員が真心を伝えるサービスを目指します。

　すべての利用者様に「シオンとしまで暮ら
すことが本当に幸せだ。」と実感して頂ける
ような生活しやすい環境づくりと、利用者様
一人ひとりの生活ニーズに応えられるよう、
職員は利用者様の「声なき声」に常に耳を
傾けることを忘れずに、日常の生活支援に
努めます。

１．重度異食、重度暴力、重度精神障害
２．医療行為応相談
　※当施設入所指針に基づく

１．暴力行為、自傷行為、破壊行為、
　　重度精神疾患など
２．点滴、中心静脈栄養、透析、
　　レスピレーター、気管切開、鼻腔経管栄養、
　　インシュリン注射、常時の吸引等

50

64

・西武池袋線東長崎駅より徒歩８分

・地下鉄都営大江戸線落合南長崎駅
　より徒歩１５分

・東京メトロ千川駅より徒歩１３分

・JR池袋駅北口より徒歩６分

〒１７１－００５１
豊島区長崎３－２６－４
　℡０３－３９５９－２１２９

ホームページ
http://yutakaen-douen.com/

〒１７０－００１４
豊島区池袋１－４－１１
　℡０３－３９８４－７４７７

ホームページ
https://www.seiei-
kai.jp/publics/index/26/

　歴史や伝統が随所に残っている、雑司が
谷地域（住み慣れた街）で安らぎのある生
活と、心と心が触れ合う親しさを持った介護
を目指し、利用者が明るく生き生きと笑顔
でゆったりとした時間がすごせるような生活
支援（個別ケア）を目指します。

　平成27年4月に千川小学校跡地にできた
全室個室のユニット型の施設になります。
　入居者様、ご家族様が共に楽しく生活で
きる施設を目指していきます。
　各ユニットごとに趣向を凝らしたユニット
活動を行っています。

　全室個室でユニットケアのため、ご家庭に
近い雰囲気の中でゆったりと生活をしてい
ただけます。各ユニットでの簡単な調理や
おやつ作りをはじめ、近隣への外出や地域
での買い物を楽しんだり潤いのある生活の
支援を致します。

要町病院
聖母病院
あぜりあ歯科診療所

長汐病院
あぜりあ歯科診療所

一心病院
聖母病院

要町病院
あきば歯科

都立大塚病院
ひのき歯科
一心病院



施設名 住　　　　　　所 （豊島区枠） 受入困難な状態 施設自己紹介 協力

（設立年） 電　話　番　号 ベッド  数 （1．問題行動　２．医療行為） （サービスの特徴） 医療機関

昭和45年

平成3年

平成９年

平成11年

至誠キートス
ホーム

平成12年

　　　　　平成19年

世田谷記念病院
平成扇病院
高輪歯科医院

信愛病院（内）
二木皮膚科医院
　　　　　　　　　ほか

鶴川サナトリウム　（内・精）
町田病院（内・脳外・整形等）
協同歯科

竹川病院〔内）
あさがお歯科
明法会デンタル
ふみデンタルクリニック

多摩ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
もとえﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ

東大和病院（総合）
立川中央病院（総合）
QOLを向上させる会（NPO歯
科）

　ユニット型140床、従来型60床にショートステイ
20床が併設されています。従来型も準ユニットタ
イプとなっており、プライバシーに配慮された居室
配置となっています。
　看護師が24時間体制で勤務していますので、
医療行為のある方もご相談いただけます。
　施設犬としてセラピー犬〝ロイ〟との触れ合い
も楽しみの一つです。

1．重度の行動障害(暴力・徘徊・奇声等)があり
　　集団生活が困難な方
2．透析、酸素療法、気管支切開、常時の吸引、
　　インシュリン注射、レスピレーター、
　　点滴(中心静脈栄養等)、経管栄養(鼻腔・胃
　　ろう)、カテーテル、その他常時医療的管理が
　　必要な方

1．高度の徘徊、異食、声出し、暴力行為の
　　ある方
2．点滴、中心静脈栄養、レスピレーター、
　　コンドームカテーテル、留置カテーテル、
　　気管切開、鼻腔経管栄養、胃ろう(応相談）

1．暴力行為、自殺の恐れのある人
2．点滴、中心静脈栄養、透析、レスピレーター、
　　気管切開
　　※インシュリン注射、鼻腔経管栄養について
　　の入所は困難です。

1．認知症により周辺症状の強い方で
　　コントロール困難で集団生活が難しい方。
2．常時の点滴、中心静脈栄養,気管切開、
　　鼻腔栄養、常時の吸引の方

1．暴力行為
2．中心静脈栄養、気管切開、レスピレーター、
　　点滴、鼻腔経管栄養、常時の吸引

　併設病院があります。また非常勤医師・夜間当
直の看護師もいます。認知症棟があります。

　一人一人を大切にした家庭的な介護を心がけ
ております。

[ 心のケア ]
　利用者の方の喜びや悲しみを共有し、生きてい
る　喜びを感じられるようなケアを提供します。

[ 生活リハビリ ]
　日常生活において生活リハビリを重視したケア
を実践しています。また、書道や活花等の趣味活
動も行いリハビリを兼ねて、残されている機能を
活用し、生活の向上にも努めています。

〒１９０－０００２
立川市幸町４－１４－１
　℡０４２－５３８－２３２３

ホームページ
http://www.shisei.or.jp/index.html

※専用の申込書があります
〒２０４－００２４
清瀬市梅園２－３－１５
　℡０４２－４９２－１５５１

ホームページ
http://www.shin-ai.or.jp/sono/

※専用の申込書があります
〒１９４－０２０３
町田市図師町２９８７
　℡０４２－７９４－０３３３

ホームページ
http://www.sarubiasou.com/

〒１７４－００４１
板橋区舟渡３－４－８
　℡０３－３９６９－３１０１

ホームページ
http://www.fujikenikukai.or.jp/

・JR埼京線浮間舟渡駅より徒歩１５分

・都営三田線蓮根駅より徒歩１５分

※専用の申込書があります
〒２０５－００２３
羽村市神明台４－２－２
　℡０４２－５７９－２７１２

ホームページ
https://www.sinmeien.or.jp

・小田急線、JR横浜線町田駅バスセンター
　11番乗り場、「野津田車庫」(町26系統）行き
　「並木」下車、徒歩10分。

・京王線多摩センター駅10番乗り場、
　「鶴川駅」(鶴32系統）行き、
　「小野神社前」下車、徒歩10分。

・西武池袋線清瀬駅南口より西武バス
　「上宮」下車　徒歩約５分。

・西武池袋線秋津駅より徒歩15分

　ボランティア活動の受け入れ、教育機関との連
携等、地域との交流が盛んで、施設生活に『楽し
み』『よろこび』を実感して頂けるような支援を目
指しています。
　また園で飼っている“ちゃっぴぃ”（犬）が入居者
様の心を癒してくれています。鯉や亀が泳いでい
る池は、餌遣りもできる素敵な空間で園の自慢の
ひとつです。

70

（30）

200

・JR青梅線羽村駅より徒歩２０分
  （タクシーにて１メーター）

・JR青梅線　羽村駅東口より
　コミュニティーバスはむらん　羽村東コース
　「水木公園上」下車　徒歩３分

・JR青梅線　福生駅東口より立川バス
　「瑞穂都営住宅」行きまたは「箱根ヶ崎」行き
　「団地東入口」下車　５分

1．重度の精神科症状
2．点滴、中心静脈栄養、透析、レスピレーター、
　　気管切開、インシュリン注射、集団生活で
　　管理が困難な感染症、その他、
　　常時医療的管理の必要な方

(20)

105

(30)

120

(10)

ケアホーム板橋

ケアポート板橋

神明園

施 設 へ の ア ク セ ス

信愛の園

サルビア荘

区
　
　
　
　
　
　
外

①ユニット型  →  すべての部屋が個室となって
おり、１０人を１つのグループとしたユニット型の
施設です。

②コミュニティー型施設として多くのボランティア
を受け入れ、ボランティアが多彩な活動を展開し
ています。

※専用の申込書があります
〒１７３－００３６
板橋区向原３－７－８
　℡０３－５９６４－５６００

ホームページ
http://itabashi.tokuyou.jp/

・東京メトロ副都心線・有楽町線
　「小竹向原」駅より徒歩10分

・JR中央線立川駅北口西武バス９番乗場から
　幸町団地行「幸町団地」下車徒歩１分

・多摩都市モノレール「砂川７番駅」下車
　徒歩１３分

・西武拝島線玉川上水駅または東大和駅より
　タクシー７分

(8)

186

(16)

60


