
所在地
TEL／FAX

URL

〒062-0922　北海道札幌市豊平区中の島2条1-3-25　カムオンビル

TEL 011-833-6664

http://www.shimode.com/

〒063-0005　北海道札幌市西区山の手5条5丁目1-1

TEL 011-644-5111／FAX 011-644-5144

http://www.sapporo-ohta.or.jp/index0.shtml

〒051-8501　北海道室蘭市新富町1-5-13

TEL 0143-24-1331

http://www.nikko-kinen.or.jp/

〒020-0401　岩手県盛岡市手代森9-70-1

TEL 019-696-2055

http://www.i-seiwa.com/

〒994-0012　山形県天童市大字久野本362-1

TEL 023-653-5725／FAX 023-653-0801

http://www.akino-hp.com/

〒371-0048　群馬県前橋市田口町586-1

TEL 027-232-5000／FAX 027-232-5002

http://www5c.biglobe.ne.jp/jobuknh/

〒339-0077　埼玉県さいたま市中央区新御心1-2

TEL 048-601-2200/FAX 048-601-2201

https://www.pref.saitama.lg.jp/scm-c/

〒339-0037　埼玉県さいたま市岩槻区浮谷320

TEL 048-797－3341

https://www2.mejiro.ac.jp/clinic/

〒332-0021　埼玉県川口市西川口6-17-34

TEL 048-252-4120

https://kawaguchi-hp.jp/

〒335-0026　埼玉県戸田市新曽南3-4-25

TEL 048-442-3824

https://toda-hp.jp/

〒343-0845　埼玉県越谷市南越谷2-1-50

TEL 048-965-1111/FAX 048-965-0628

http://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-k.html

〒350-0021　埼玉県川越市大中居545

TEL 049-235-1981

http://www.obitsusankei.or.jp/

〒359-0013　埼玉県所沢市城435-1

http://www.h-tokoro.jp/

〒365-0073　埼玉県鴻巣市八幡田849

http://www.kounosu-hp.jp/

〒104-0044　東京都中央区明石町9-1

http://hospital.luke.ac.jp/

〒113-0033　東京都文京区本郷6-12-5

TEL 03-3812-7360

http://www.jiaibyoin.or.jp/

〒113-0033　東京都文京区本郷3-1-3

TEL 03-5802-1218/FAX 03-5800-1580

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/

〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷1-30-7

TEL 03-5411-9579

http://www.tokyo-kinikai.com/yoyogi/

〒166-0012　東京都杉並区和田1-40-5

TEL 03-3381-7236／FAX 03-5385-0734

http://boothhp.salvationarmy.or.jp/

〒173-0032　東京都板橋区大谷口上町30-1

TEL 03-3972-8111

http://www.med.nihon-u.ac.jp/hospital/itabashi/

〒143-0016　東京都大田区大森北1-23-10　4階

TEL 03-5767-5250

http://genkidanou.kudohchiaki.com/

♪音楽療法を実施している病院

MTボ、OT、Ns、
PSW、ボラ

非2

月4～5 非1

MT、OT、CW 週2 委2 可（要事前許可）

可（庶務課にて要書
類手続）

非3週1MT、他

MT、他

可（要事前相談）

週4 非1 可

MT、Ns、PSW
医療福祉従事者・
MT学生・学校関係
者のみ

MT認定者・医療国
家資格保持者・病
院医療施設紹介者
のみ

可（要事前許可）月5
MT、Dr、CP、
CPボ

非5

不可

可週1

MT、OT、Ns、ボ
ラ、学

MTボ

週1 非1

MT、OT 月1～2 非1 不可

要相談

MT、ボラ、他

MT 月18

可（事前要相談）

可

可

常1

常1、非3

週2

月4

月1～9

非1

非1

月1 可

要相談

非1月2

グループ
週1、個
別随時

不可

常1

MT、Ns、ボラ

MT、OT、Ns、
PSW

MT、OT、Ns、他

MT、OT、他

看護介護部

順天堂病院 小児科、小児外科

代々木病院 精神科

救世軍ブース記念病院 ホスピス、療養病棟

日本大学医学部附属板橋病院 小児科

MT、ST、Ns、他 月2 非1

東所沢病院 精神科（認知症疾患病棟）

済生会　鴻巣病院 精神科

聖路加国際病院 緩和ケア科

戸田病院 精神科

獨協医科大学越谷病院 子どものこころ心療センター

帯津三敬病院

東京

MT 月4 非2

くどうちあき脳神経外科クリニック デイケア

一般社団法人慈愛会　慈愛病院

見学病院名 音楽療法実施診療科

埼玉県立小児医療センター 耳鼻咽喉科（難聴の赤ちゃん＜0～1才
児＞対象）

目白大学耳科学研究所クリニック 耳鼻咽喉科、リハビリテーション科

東北

北関東

川口病院 精神科、神経科

未来の風せいわ病院 デイケア、デイナイトケア病棟

秋野病院 精神病棟、精神療養病棟、老人性認知
症疾患療養病棟他

上武呼吸器科内科病院 内科、呼吸器内科 PT、Dr、他

MT、ボラ、他 月1 可（要相談）

月3～4

この一覧は、2017年度に実施したアンケートに基づき、公開可能な項目を掲載した。下記表中、Aは日本音楽療法学会認定音楽療法士の受験資格校の2015
年度の承認を、Bは全国音楽療法士養成協議会認定音楽療法士1種、Cは同2種の認定をそれぞれ受けていることを示す。履修科目や単位数、修業年限など
の詳細は、各校に問合せのこと。

しもでメンタルクリニック 心療内科、精神科

札幌太田病院
精神科病棟、精神科デイケア、介護病
棟、介護老人保健施設、グループホー
ム、デイサービス

可

北海道

日鋼記念病院 緩和ケア病棟、8病棟

MT実施ス
タッフ

頻度
雇用
数

可

常1月3～4MT

常4週1～3MT、OT、Ns、他
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〒146-0083　東京都大田区千鳥2-39-10

TEL 03-3758-2671

http://www.yoshieikai.com/chidori/

〒184-0005　東京都小金井市桜町1-2-20

TEL 042-388-2188

http://www.seiyohanekai.or.jp/sakuramachi-hp/

〒198-0002　東京都青梅市富岡3-1254

TEL 0428-74-7111／FAX 0428-74-4131

http://www.tokyo-ome-hp.jp/

〒204-0024　東京都清瀬市梅園2-5-9

TEL 042-491-1411（代）

http://kiyosehp.salvationarmy.or.jp/

〒204-0024　東京都清瀬市梅園2-5-9

TEL 042-491-3211／FAX 042-491-3214

http://www.shin-ai.or.jp/

〒206-0021　東京都多摩市連光寺2-69-6

TEL 042-338-8111

http://www.hijirigaoka.or.jp/

〒190-0181　東京都西多摩郡日の出町大久野310

TEL 042-597-0811

http://www.hinodehp.com/

〒260-0801　千葉県千葉市中央区仁戸名町666-2

TEL 043-264-5431／FAX 043-262-8680

https://www.pref.chiba.lg.jp/gan/

〒273-0031　千葉県船橋市西船5－24－2

TEL 047-335-1072／FAX 047-335-7931

http://www.ywh.or.jp/

〒273-0121　千葉県鎌ケ谷市初富114

TEL 047-442-0811

http://www.hatsutomi.or.jp/

〒276-0022　千葉県八千代市上高野450

TEL 047-485-5111

http://www.st-marguerite.or.jp/

〒283-0062　千葉県東金市家徳38-1

TEL 0475-58-5000／FAX 0475-58-5549

http://www.asaihospital.com/

〒922-0421　石川県加賀市冨塚町中尾1-3

TEL 0761-74-5575／FAX 0761-74-6382

http://www.aoikai.jp/okanoue-hsp/

〒929-1214　石川県かほく市内高松ヤ36

TEL076-281-1125

http://www.pref.ishikawa.jp/takabyo/

〒920-0265　石川県河北郡灘町字大学1-1

TEL076-286-2211

http://www.kanazawa-med.ac.jp/~hospital/

〒918-8503　福井県福井市和田中町舟橋7-1

TEL0776‐23‐1111

http://www.fukui-saiseikai.com/

〒914-0024　福井県敦賀市吉河41-1-5

TEL0770‐23‐8210

http://www.tsurugaonsen-hp.or.jp/

〒381-0085　長野県長野市上野2-477

TEL 026-296-1111／FAX 026-296-5139

http://enagano-hosp.jp/

〒505-0034　岐阜県美濃加茂市古井町下古井590

FAX 0574-26-2181

http://kizawa-memorial-hospital.jp/

〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄3-20-29

TEL 052-249-0101

http://www.本町クリニック.jp/

〒491-0041　愛知県一宮市文京2-2-22

TEL 0586-71-1911

http://municipal-hospital.ichinomiya.aichi.jp/

〒430-0903 　静岡県浜松市中区助信町20-40

TEL 053-476-3388／FAX 053-412-0678

http://www.kaiya-eyes.com/

〒434-0012　静岡県浜松市浜北区中瀬3832-1

TEL 053-588-1880/FAX 053-588-2513

http://www.ab.auone-net.jp/~totomihp/

〒603-8479　京都府京都市北区大宮薬師山西町15

TEL 075-492-1230

http://www.yakushiyama.or.jp/

MT 週7 常3 要問合

MT 週3 常1 要相談

委2月4

近畿

要相談

不可非1

非1月2

MT

MT、PT、OT、
ST、Dr、Ns

MT

週1～毎
日

月1～2

週1

MT、OT 週1 派1 可

MT、OT、他 週3 不可非1

MT、MTボ、他

MT

週1 非4

週2

可

非4 不可

MT、PT、OT、
ST、他

平日、土
要公文書、病院判
断

常3

MT、Dr、他 週2 非1
要公文書、病院・
MTの判断

MTボ 月1 他1 病院・MTの判断

不可

MT 週1 可（条件付）非5

MTボ、Ns、他

各病棟週
1

平日、土
曜日

月1～3

非1

常2

MT

MT

不可

可（条件付）

月1 常1 可

不可非1週1MT

MT、PSW

ホスピス薬師山病院

眼科

精神科、リハビリ科

木沢記念病院・中部療護センター 総合リハビリテーション部・緩和ケア
チーム

本町クリニック 神経内科

一宮市立市民病院 小児科、他

独立行政法人　国立病院機構　東長野
病院

小児科療育指導室（重症心身障害児
者病棟）

東海

医療法人社団海仁　海谷眼科

遠江病院

MT、MTボラ、保
育士、児童指導
員

月1～3 非1 可

可

可
MT、MTボ、
OT、Ns

MT、MTボ、Ns

常2
所属機関の依頼の
み

常2・非2

石川県立高松病院 作業療法科

金沢医科大学病院

福井県済生会病院

敦賀温泉病院

神経精神科

緩和ケア病棟　院内デイサービス

精神科

甲信越

要問合

可（要事前問合）週1 常1

常1

MT、CP 週1 非1

MT

MT、OT、ST、
Ns、CW

不定期

千葉県がんセンター 外来・病棟を含む全診療科（主に緩和
病棟）

山口病院 産婦人科（産科）

片山津温泉・丘の上病院 精神科(認知症病棟）

初富保健病院 リハビリテーション科、他

セントマーガレット病院

浅井病院

通所リハビリテーション・病棟の一部

精神リハビリテーション科

聖ヶ丘病院

日の出ヶ丘病院

ホスピス

内科、リハビリ科、ホスピス

社会福祉法人聖ヨハネ会桜町病院 ホスピス

東京青梅病院 精神科、内科

救世軍清瀬病院 ホスピス・緩和ケア、療養病棟

信愛報恩会　信愛病院 緩和ケア病棟、一般病棟、回復期リハ
ビリテーション病棟、療養病棟

医療法人社団メドビュー　東京ちどり病
院

音楽療法実施診療科　リハビリテーショ
ン科

南関東

北陸
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〒606-8273　京都府京都市左京区北白川山ノ元町47

TEL 075-781-5191

http://www.jbh.or.jp/

〒607-8041　京都府京都市山科区四ノ宮垣ノ内町1 SUNYOU1F A号室

TEL 075-595-3387

http://www.sado-ent.com/

〒607-8113　京都府京都市山科区小山北溝町32-1（洛和会音羽リハビリ
テーション病院内）

TEL 075-581-6221（代）／FAX 075-581-6866

http://www.rakuwa.or.jp/music/

〒612-0861　京都府京都市伏見区深草向畑町1-1

TEL 075-641-9161／FAX 075-643-4325

http://www.hosp.go.jp/~kyotolan/

〒611-0011　京都府宇治市五ヶ庄広岡谷2

TEL 0774‐32‐5900

http://www.rakunan-hosp.jp/

〒544-0002　大阪府大阪市生野区小路2-14-5

TEL 06-6752-7867

http://www.yoshieikai.com/yoshieikaihospital/

〒560-0054　大阪府豊中市桜の町3-11-1

TEL 06-6331-5931（坂本病院内）

http://www.kansai-reha.jp/

〒569-0081　大阪府高槻市宮野町2-17

TEL 072-671-1008／FAX 072-671-1030

http://www.towa-med.or.jp/first_hospital/

〒651-1312　兵庫県神戸市北区有野町有野1490

FAX 078-981-0337

http://www.koyo.or.jp/

〒651-2134　兵庫県神戸市西区曙町1070

TEL 078-927-2727

http://www.hwc.or.jp/hospital/

〒650-0047　兵庫県神戸市中央区港島南町1-6-7

TEL 078-945-7300

http://www.hyogo-kodomo-hosp.com/

〒651-1412　兵庫県西宮市山口町下山口1637‐5

TEL 078-904-0721

http://www.arima-byouin.or.jp/

〒667-0021　兵庫県養父市八鹿町八鹿1878-1

TEL 079-662-5555

http://www.hosp.yoka.hyogo.jp/

〒675-0101　兵庫県加古川市平岡町新在家1197‐3

FAX 079-424-2985

http://www.tatsumakai.jp/

〒678-0081　兵庫県相生市若狭野町若狭野235‐26

TEL 0791-28-1395／FAX 0791-28-0163

http://www.uohashi.com/

〒679-5165　兵庫県たつの市新宮町光都1-7-1

TEL 0791-68-1050

http://www.hwc.or.jp/nishiharima/hospital/

〒630-8211　奈良県奈良市雑司町406-1

TEL 0742-22-5577/FAX 0742-23-0198

http://www.hwc.or.jp/nishiharima/hospital/

〒630-8425　奈良県奈良市鹿野園町1212-1

http://www.narakasuga-hospital.or.jp/

〒632-0001　奈良県天理市中之庄町470

TEL 0743-65-1771／FAX 0743-65-4157

http://www.fureai-net.com/

〒635-0141　奈良県高市郡町高取与楽1160

TEL 0744-52-3888

http://www.tsurumaikai-hosp-asuka.com/

中国
〒690-0045　島根県松江市乃白町32-1

TEL 0852-60-8000（代）

http://www.matsue-cityhospital.jp/

〒710-0803　岡山県倉敷市中島831

TEL 086-465-0011

http://www.seiwakai-net.or.jp/

〒710-0826　岡山県倉敷市老松町4-3-38

TEL 086-427-1111／FAX 086-427-8001

http://www.heisei.or.jp/

〒710－0065　岡山県倉敷市宮前41-2

TEL 086-426-8711／FAX 086-426-8718

http://www.kurakita.or.jp/

〒713-8103　岡山県倉敷市玉島乙島6108-1

TEL 086-526-7870

http://www.suiseikai.org/

医療法人昭和会　倉敷北病院 リハビリテーション科 MT 週1～6 常1 可（要問合）

MT 週2 非1 可

MT、他 週1～2 非1 可（要事前連絡）

MT、OT 月4～8 非1
可（医療従事者の
み）

MT、PT、OT、
ST、CW、保育
士

リハビリテーション科

MT 週2 常1 可

月1～毎
日

MT、OT、Nｓ、ボ 常1 可（条件付）

MT、PT、OT、N
ｓ、CW

月2 常1 可

月1～4
（随時）

常1 可（要事前相談）

MT、Ns、他 週3 非1
可（MTを志す者の
み）

MT 非1週1 可（要事前相談）

MT 週5 常1，非1

MT、PT、OT、
ST、Ns、ボラ

月40前後 常1 可(要公文書）

MT、OT、Ns 週2 非1 可（要紹介）

MT 週12 常2
可（MTを志す者の
み）

MT 1～3 非2 不可

MT 週7 常3 要問合

MT

MT

月48 常2、非1 可

MT 週4 非3 可（要公文書）

MT、OT、Dr、
Ns、CP、PSW

常4 可

週2～6 常2 可

非1 要相談

MT、OT、Ns 月2 非1 可

Dr 不定期 可

MT

MT

週6 常6 要相談

個別

MT、MTボ、ボラ 月4 非1 可（参加方式）

倉敷紀念病院 回復期リハビリ病棟、医療療養病棟、特
殊疾患病棟

倉敷平成病院 回復期リハビリ病棟、老健入所、通所リ
ハビリ

リハビリテーション部（療養病棟、通所リ
ハビリテーション）柴田病院

奈良東病院
一般病棟、回復期リハビリテーション病
棟、医療療養型病棟、地域包括ケア病
棟、他

飛鳥病院 精神科、神経科、内科

松江市立病院 緩和ケア病棟、精神科病棟、精神科デ
イケア、緩和ケアチーム

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院 リハビリ科、神経内科、高次脳診療科

東大寺福祉療育病院 リハビリテーション部

奈良春日病院 内科、神経内科、外科、整形外科、老
年精神科、リハビリテーション科

公立八鹿病院
脳神経内科、リハビリテーション科、整
形外科、小児科、緩和ケア科、老人保
健施設

東加古川病院 精神科

魚橋病院 精神科

兵庫県立リハビリテーション中央病院 内科、神経外科、循環器外科、リハビリ
科、小児整形、小児睡眠・発達障害

兵庫県立こども病院 日帰り手術全般

有馬病院 精神科

リハビリテーション科

リハビリテーション科

関西リハビリテーション病院

第一東和会病院

向陽病院 精神科、神経科

洛和会ヘルスケアシステム　洛和会京
都音楽療法研究センター

回復期リハビリテーション病棟、障がい
者病棟、認知症治療病棟、緩和ケア
チーム

脳外科、神経内科、緩和ケア科京都医療センター

京都府立洛南病院

吉栄会病院

リハビリテーション科

ホスピス日本バプテスト病院

さど耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻咽喉科
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〒716-1553　岡山県加賀郡吉備中央町宮地3336‐15

FAX 0866-55-5535

http://www.okayama.med.or.jp/takahashi/medical_institution/kibi/lumier
e.html

〒731-5143　広島県広島市佐伯区三宅6-265

TEL 082-921-3230／FAX 082-921-3237

http://www.welnet.jp/

〒753-0092　山口県山口市八幡馬場53-1

http://www.yamaguchi-redcross.jp/

〒752-0915　山口県下関市王司本町1-18-27

TEL 083-243-3631／FAX 083-243-2188

http://kihoukai.or.jp/

四国
〒780-0056　高知県高知市北本町1-1-7

TEL 088-822-5231／FAX 088-871-7424

http://www.chikamori.com/page785.html

〒780-0925　高知県高知市西町100

TEL 088-802-3366

http://www.h-unity.com/

〒781-0011　高知県高知市薊野北町2-10-53

TEL 088-826-5511

http://www.izumino.or.jp/

〒811-1345　福岡県福岡市南区向新町2-17-17

TEL 092-565-3531／FAX 092-566-6460

http://www.nakagawa-hp.com/

〒830-0041　福岡県久留米市白山町390

http://3110-koyokoyo.wixsite.com/saitohiin

〒849-0111　佐賀県三養基郡みやき町大字白壁2927

TEL 0942-89-2800／FAX 0942-89-5857

http://www.kofukai.or.jp/

〒860-0079　熊本県熊本市西区上熊本2-11-24

TEL 096-352-7181

http://www.mikokorohp.com/

〒861-5513　熊本県熊本市鶴羽田685

FAX 096-344-1726

http://www.kikunan-hospital.com/information.php

〒870-0035　大分県大分市中央町2-1-17　ブンゴヤ本社ビル3F

TEL 097-532-8980／FAX 097-532-8981

http://www.h6.dion.ne.jp/~fukagawa/

〒870-1133　大分県大分市大字宮崎1509-2

TEL 090-3665-9186（井上）

http://www.almeida-hospital.com/

〒882-0866　宮崎県延岡市平原町1-990-1

TEL 0982‐21‐5110

http://www.inouemh.or.jp/

〒904-2205　沖縄県うるま市栄野比1150

TEL 098-972-7788

http://www.izumihospital1985.or.jp/

♪掲載項目の変更、またはこの一覧以外で、音楽療法を実施している病院がございましたら、随時ご連絡ください。アンケート用紙をお送りします。
音楽之友社　出版部「音楽療法の広場」係 ontomo_mt@ongakunotomo.co.jp

MT、OT、Dr、Ns 週5 常5 可（要連絡）

大分市医師会立アルメイダ病院 緩和ケア病棟

MT 週3 常1 可

MT、CP 月4 非2 可（要事前相談）

MT、Ns 月2 非1 可

OT、Dr 月4 非1 可（要事前相談）

MTボ 週1 可

ST 月4 他1 要問合

MT、ボラ 週2～3 非1 要相談

MT、Dｒ（MT) 週2、他 非4
可（学生、臨床家の
み）

MT、PT、OT、
ST

週5 常1 可

MT、OT、CP、
Ns

週1 非1 不可

MT、OT、Ns、他 月28 常2
可（オープングルー
プのみ）

MT 週3 非1 不可

MT、OT、ST、
Ns、CW

月1～10 常1 可(要連絡）

MT、OT、OTA、
他

月4、他 常1 可

MT、PT、OT、
ST、Ns、CP

週5、30
週程度

常3 可

井上病院 内科（療養病棟）

医療法人和泉会　いずみ病院 精神科、通所リハビリテーション科、心
療内科

ホスピスイエズスの聖心病院

菊南病院 リハビリテーション科　言語療法室

内科深川内科クリニック

那珂川病院 緩和ケア病棟

五雲堂　齋藤醫院 外科、精神科、ターミナルケア

光風会病院 精神科、心療内科

王司病院 リハビリテーション科

近森病院総合診療センター　デイケアメ
ンタル

精神科

精神科

内科、脳外科、リハビリテーション科、他

細木ユニティ病院

いずみの病院

リハビリテーション科

リハビリテーション科

吉備高原ルミエール病院

西広島リハビリテーション病院

緩和ケア病棟、一般病棟、リハビリテー
ションセンター綜合病院　山口赤十字病院

九州・沖縄
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