♪音楽療法を実施している施設
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。下記表中の略称について、MT：音楽療法士、学生ボラ：学生ボランティア、「常」は常勤、
「非」は非常勤、「委」は委託を表す。注：見学「可」の病院も必ず事前に問い合わせること。頻度は、音楽療法を受けている患者一人当たりの回数であり、対象者や環境などによ
り変動する。
施設名

対象者

所在地、TEL／FAX、E-mail／URL

音楽療法実施者

頻度
（一人あた
り）

MT雇用数

見学

北海道・東北
〒062-8618 北海道札幌市豊平区中の島１条8-3-18

JCHO北海道病院付属
介護老人保健施設 （ジェイコー中の島）

高齢者

011-813-2222
yobou-rouken@hokkaido.jcho.go.jp

MT

月3（変更
有）

非5（変更
有）

可

MTボラ

月1～2

常2

可

MT

週1

1

可

MT

月4

1

可

MT、施設職員の
MT

月4

常1、非1

可

MT

週3

常1

可

同法人秋野病院
のMT職員、施設
職員

月4

常1，非3

可

施設職員、他

月1～2

MT、施設職員

月4

施設職員のMT

月5～6

MT

週4

常2、非1

可(要予
約）

MT、他

週2

常1

応相談

MT、他

月6

常1

応相談

施設職員のMT

週6

非3

可

MT

週1

常1

可

MT

月8

非4

不可

施設職員のMT

週5

常1

可

http://hokkaido.jcho.go.jp/rouken/
〒031-0071 青森県八戸市沼館1-10-13

グループホーム音寿園

高齢者

特別養護老人ホーム 千年苑

高齢者

0178‐73‐2515
touken@hi_net.jp
〒020-0053 岩手県盛岡市上太田穴口53
019‐658‐1173
info@chitoseen.com
http://senshoukai.or.jp/publics/index/24/
〒020-0403 岩手県盛岡市乙部5地割41-1

特別養護老人ホーム 希望の里

高齢者

019‐696‐4395
fjp31563@nifty.com
〒028-3171 岩手県花巻市石鳥谷町中寺林12-54‐9

障害者支援施設 ルンビニー苑

知的障害者

TEL0198-45-2706／FAX0198‐45‐6733
runbiniien@kourinkai-swc.or.jp
http://m-asokakai.jp/lumbini/index.html
〒987-2247 宮城県栗原市築館字下高森124-1

介護老人福祉施設 高森ロマンホーム

後遺症を持つ高齢者、認知症高齢者等

0228-22-3922
roman.t@dream.ocn.ne.jp
http://care-net.biz/04/romanhome/company2.php
〒994-0102 山形県天童市大字道満193-1

介護老人保健施設 ラ・フォーレ天童

高齢者（認知リハビリを目的とする）

介護老人保健施設 リバーヒル長井

要支援・要介護の高齢者（一般棟・認知
棟・ショートステイ・デイケア・グループ
ホーム等）

TEL 023-653-8211/FAX 023-653-8663
akino-hp@crux.ocn.ne.jp
http://laforet-tendo.com/
〒993-0061 山形県長井市寺泉3525-1
TEL 0238-84-7575/FAX 0238-84-7718
info@riverhill.jp

可

http://www.riverhill.jp/

北関東
〒315-0052 茨城県かすみがうら市下稲吉2897

特定非営利活動法人メロディハウス
障害児通所支援事業所
「ひまわり」児童発達支援事業

障害児、障害者

群馬県立しろがね学園

知的障害児(入所児・在宅児)

TEL 0299-59-5955/FAX 0299-59-7685
info@melodyhouse.jp

常1、非2

可

http://www.melodyhouse.jp/
〒379‐2105 群馬県前橋市東大室町177-1
027-268-6011
shirogane@pref.gunma.lg.jp

可（条件
付）

http://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct00002095.html
〒372-0006 群馬県伊勢崎市太田町427-3

介護老人保健施設 アルボース

要介護者の在宅支援

TEL 0270-21-2700/FAX 0270-21-2704
arbos@mihara-ibbv.jp
http://mihara-ibbv.jp/arbos/
〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保81-2

(株）誠愛苑 サンスーシ北浦和

要支援・要介護の高齢者

(株）誠愛苑 サンスーシ大和田

要支援・要介護の高齢者

介護老人保健施設 いるまの里

要支援・要介護の高齢者

048-857-6518
naka@seiaien.co.jp
http://www.seiaien.co.jp/kitaurawa/
〒337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-1002
048-682-6088
naka@seiaien.co.jp
http://www.seiaien.co.jp/owada/
〒358-0054 埼玉県入間市野田1630
TEL 04-2933-1000／FAX 04-2933-1500
hidaka@taiichikai.com
http://www.irumanosato.jp/
〒350-0451 埼玉県入間市毛呂山町毛呂本郷38
049-276-2084

介護老人保健施設 薫風園

高齢者

埼玉療育園

肢体不自由児、重症心身障害児(入所)、 048-581-0351
発達障害児等（外来）
iryouka@saitamaryouikuen.or.jp

〒369-1204 埼玉県大里郡寄居町大字藤田179-1

http://saitama-ryouikuen.net/
〒359-1164 埼玉県所沢市三ヶ島5-1636

介護老人保健施設 みかじま

要支援・要介護の高齢者

04-2938-1818
tsusho@roukenmikajima.jp
http://roukenmikajima.jp/
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東京
〒176-0005 東京都練馬区旭丘1-10-9
03-5937-2772

居宅介護支援事務所 すずかけ

musicatutti1259@live.jp

MT、介護支援専
門員

月2

非

可

MT

月2

非

可

施設職員のMT

毎日

常1

可

MT

週1

常1

可

MT兼介護スタッフ 週3程度

常14

可（要連
絡）

MT兼介護スタッフ 毎日

常14

可（要連
絡）

MT兼介護スタッフ 毎日

常14

可（要連
絡）

MT、施設職員、学
週3
生ボラ

常1、非1

可

MT、施設職員

週2

常1

可

MT

月5

1

可

MT、施設職員

週1

非1

要相談

MT、施設職員

週1

非2

要相談

MT

週5

常1

可

MT

週1

非2

可

施設職員のMT

週2

常2

MT

週2～4

非5

可

MT

月1

非1

可

MT

月6

非1

可

施設職員

毎日2

〒176-0003 練馬区羽沢1-22-11

ベネッセくらら練馬江古田

入所者

社会福祉法人 あすはの会
障害者支援施設 福生学園

知的障害者

03-6874-4744
musicatutti1259@live.jp
〒197-0003 東京都福生市熊川1600-2
042-530-6961
f-gakuen@asuha.or.jp
http://asuha.or.jp/
〒125-0061 東京都葛飾区亀有2-22-11

社会福祉法人 のゆり会
のぞみ学園かめあり

発達障害児、知的障害児

TEL03-6231-2262/FAX03-6231-2264
info@nozomi-kameari.jp
http://nozomi-kameari.jp/

南関東
〒210-0851 神奈川県川崎市川崎区浜町4-6-19

有料老人ホーム リュエル・シャンテール

高齢者

TEL 044-344-1222/FAX 044-344-1365
saiyou@hu-mantec.co.jp
http://chantere.jp/chantere/ruelle/
神奈川県横浜市鶴見区本町通3-162-2

ミュージック♪ケア♪ステーション
シャンテール鶴見

高齢者

045-510-1010
saiyou@hu-mantec.co.jp
http://chantere.jp/chantere/dayservice/
神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷町1120-3

ミュージック♪ケア♪ステーション
シャンテール西谷

高齢者

045-372-3333
saiyou@hu-mantec.co.jp
http://chantere.jp/chantere/dayservice/
〒263-0051 千葉県稲毛区園生町449-1-101

特定非営利活動法人 フォレストサウンド 18歳未満の障害児（通所）、成人

TEL 043-305-4900／FAX 043-305-4908
npoforestsound@yahoo.co.jp
http://music.geocities.jp/npoforestsound/
〒292-0201 千葉県木更津市真里谷2374-1

社会福祉法人 のゆり会
知的障害児
小児発達支援センター のぞみ牧場学園

TEL 0438-53-5222/FAX 0438-53-5223
staff@bokujougakuen.jp
http://www.bokujougakuen.jp/

北陸・甲信越
〒950-110１ 新潟県新潟市西区山田3487

特別養護老人ホーム ジェロントピア新潟 高齢者

TEL 025-379-1181/FAX 025-379-1182
iruka@gerontopia-niigata.com
http://www.gerontopia-niigata.com/
〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村4804-1

（社）しなのさわやか福祉会
複合福祉施設プラムの里

高齢者

TEL 0265-84-1311/FAX 0265-84-1312
reha@s-sawayaka.or.jp
http://s-sawayaka.or.jp/index.php?id=8
〒396－0111 長野県伊那市美篶5324－1

（社）しなのさわやか福祉会
複合福祉施設みぶの里

高齢者

TEL 0265-96-7184/FAX 0265-96-7164
m-reha@s-sawayaka.or.jp
http://s-sawayaka.or.jp/index.php?id=204

東海
〒421-2115 静岡県静岡市葵区与左衛門新田74-6

楽寿の園 高齢者総合福祉エリア

要介護の高齢者

054-296-1111
info@rakuju.or.jp
http://www.rakuju.or.jp/
〒451-0044 愛知県名古屋市南区西桜町105-2

企業組合カトレア・サービス
アーチさくら児童デイサービス

乳幼児～高校生

TEL 052-811-2949/FAX 052-824-0296
arch-sakura@2949n.com
http://2949n.com/sakura/sakura.html
〒204-0024 愛知県春日井市熊野町3150

児童発達支援センター 春日井こども学園 発達障害児（未就学、通所）

TEL0568-81-4534／FAX0568-81-4446
ksn@ma.ccnw.ne.jp

可（条件
付）

http://www.ma.ccnw.ne.jp/kodomo/

企業組合カトレア・サービス アーチしばた
0～18歳
児童心身発達センター
児童発達支援・放課後等デイサービス

〒457-0814 愛知県名古屋市南区柴田本通2-1-1
TEL 052-613-2949/FAX 052-811-2944
arch-shibata@2949n.com
http://www.2949n.com/shibata/center.html
〒444-3523 愛知県岡崎市藤川町字唐澤15-7

社会福祉法人 愛知玉葉会 第二藤花荘 知的障害者

0564-48-1008
dai2tokaso@m8.dion.ne.jp
http://www.gyokuyokai.com/shisetsu/dai2toukasou/index.html
〒441-1231 愛知県豊川市一宮町上新切33-267

障害者支援施設 愛厚希全の里

身体・知的障害者(子ども～高齢者）

0533-93-2062
kizennosato@ai-kou.or.jp
http://www.ai-kou.or.jp/handi_kizen/2012022615294158.html
〒506-0803 岐阜県高山市日の出町2-59

有限会社 日の出ケアサービス

認知症高齢者

0577-34-6630
hinode.c.s@air.ocn.ne.jp
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可

近畿
〒520-1121 滋賀県高島市勝野1667-14

介護老人保健施設 陽光の里

高齢者

0740-36-1220

MT

月12

非1

可

施設職員のMT

週3

非1

可

施設職員のMT

週2

非1

可

MT、施設職員

月4

施設職員のMT

週2～3

常1、非2、
可
他数名

MT、施設職員

月1～2

常1

可

MT、施設職員

月4

常1

可

MT

月2

非1（関連
可（要問
施設より出
合）
向）

MT

月4

可

MT

入所：月8
通所：月～
土）

可

MT

週4、他

常1

MT

月1

非2

要相談

MT

毎日

常1

可

MT、施設職員

月1

非1

可（要事
前相談）

MT、施設職員

不定期（各3
非1
か月に1回）

可（要事
前相談）

MT、施設職員

月4

常3

可

MT

週1

他1

可

MT、施設職員、他 週3

常5

〒651-1312 兵庫県神戸市北区有野町有野1484-1

介護老人保健施設 向陽りんどう苑

要支援・要介護の高齢者

TEL 078-981-5252/FAX 078-981-7805
music-therapy@rindouen.or.jp
http://www.koyo.or.jp/facility/rindoen.html
〒679－0302 兵庫県西脇市黒田庄町黒田字北山783

特別養護老人ホーム 向陽苑

要支援・要介護の高齢者

0795-28-3293
kuk1@poppy.ocn.ne.jp
http://www.kouyou26.com/
〒655-0028 兵庫県神戸市垂水区宮本町1-28

有料老人ホーム ジョイ垂水

高齢者（自立～要介護5）

078-706-3975

中国
〒702-8026 岡山県岡山市南区浦安本町81-2

特別養護老人ホーム 愛光苑

高齢者（要介護1～5）

TEL 086-265-0877/FAX 086-265-0548
tutui-aikouen@citrus.ocn.ne.jp
http://aikouen.info/
〒710-0803 岡山県倉敷市中島831

介護老人保健施設 福寿荘

高齢者

086-466-0119
mt_riha@seiwakai-net.or.jp
http://www.seiwakai-net.or.jp/fukuju/
〒710-0803 岡山県倉敷市中島770-1

誠和会 在宅センター 通所リハビリせい
高齢者
わ

086-460-0020
mt_riha@seiwakai-net.or.jp
http://www.seiwakai-net.or.jp/zaitaku-center/daycare/daycare.html

医療法人昭和会
医療サービス付き高齢者住宅
メディカ倉敷北

〒710－0064 岡山県倉敷市青江908－1

高齢者

TEL 086-426-8111／FAX 086-424-6881

九州・沖縄
〒811-2501 福岡県糟屋郡久山町大字久原1869

久山療育園 重症児者医療療育センター 重症心身障害者

092-976-2281
hisayama@hisayama-smid.jp
http://hisayama-smid.jp/
〒862-0925 熊本県熊本市保田窪本町10-112

介護老人保健施設 メディエイト鶴翔苑

入所者（要介護）、通所者（要支援・要介 096-387-8181
護）、患者（緩和ケア病棟等）
kakusyoen@kakuyuukai.or.jp
http://kakuyuukai.or.jp/kakushouen/
〒862-0970 熊本県熊本市渡鹿5-1-37

介護老人保健施設 フォレスト熊本

要支援1～2・要介護1～5の高齢者、地域 TEL096-363-0101／FAX096－363－3363
（サロン等）の高齢者、予防事業
forest@kyouninkai.jp

可（条件
付）

http://www.kyouninkai.jp/forest/
〒861-4127 熊本県熊本市南区白藤3-2-71

児童発達支援センター 済生会なでしこ園 在園児

TEL 096-357-6615/FAX 096-357-6667
sai-nadeshikoen@sk-fukushi.jp
http://sk-fukushi.jp/work/nadeshiko.html
〒 869-1221 熊本県菊池郡大津町陣内1165

医療法人田中会 介護老人保健施設
おおつかの郷

高齢者

096-294-1500
http://www.tanakakai.com/otsuka/
〒869-3172 熊本県宇土市上網田町3676

介護老人保健施設 景雅苑

高齢者

医療社団法人 孔和会 松本内科・眼科
①海ん里②あかね苑③泉寿苑
④中ん迫⑤桜ん里

高齢者

知的障害者総合福祉施設 向陽の里

知的障害者（成人）

TEL0964-27-1708/0964-27-1023

〒863-1902 熊本県天草市久玉町5716-６

http://www.matsumotonaikaganka.jp/
〒880-1101 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄竹原1407
0985-75-2200
takankakukouyou@m-sj.or.jp
http://www.m-sj.or.jp/contents/kouyou
〒709-0403 宮崎県延岡市無鹿町1-2031-4

障害者支援施設 もみじの里

重度身体障害者（入所）

TEL 0982-21-3313/FAX 0982-21-3318
mituba@ma.wainet.ne.jp
http://momijinosato.jp/index.php?Introduce
〒904-2205 沖縄県うるま市栄野比1150

医療法人和泉会 いずみ苑

老人保健施設、通所リハビリ、重度認知
症デイケア

098-972-7123
y.hatt@izumihospital1985.or.jp
http://izumihospital1985.or.jp/izumien.html

♪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施設がございましたら、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

3 / 3 ページ

可（要連
絡）

