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北海道 均整きぃとす https://kinseikiitos.jimdofree.com

社会福祉法人大洋会　障がい者支援施設　四季の郷 -

医療法人勝久会　介護老人保健施設　松原苑 -

介護老人保健施設　敬愛荘 -

介護老人保健施設リハビリタウンくじ https://rehabilitown-kuji.jimdofree.com/

宮城県 介護老人保健施設あいやま https://www.miyafuku.jp/

秋田県 秋田県横手市立 横手病院 http://www.yokote-mhp.jp/

山形県 医療法人社団みつわ会　老人保健施設のぞみの園 http://mituwakai.com/

福島県 社会福祉法人北信福祉会　特別養護老人ホーム　ハッピー愛ランドおおもり -

医療法人社団輝峰会　東取手病院 https://www.higashi-t.or.jp    

霞ヶ浦リハビリテーション整形外科クリニック -

群馬県 一般財団法人榛名荘　介護老人保健施設　あけぼの苑 http://www.harunaso.or.jp/akebonoen/

埼玉県 特定非営利活動法人はるいろ http://npo.haruiro.web.fc2.com/

社会医療法人社団正志会　南町田病院 https://www.mmhp.jp/

社会医療法人社団正志会　南町田訪問看護ステーションペンギン http://www.penguin-nurse.jp/visit/minamimachida.html

社会福祉法人　あいのわ福祉会　竹の塚あかしあの杜 http://www.ainowa.or.jp

有限会社妙徳ビハーラ　 -

訪問看護リハビリステーション   リライフ http://relife-inc.jp

ネクサスコート多摩川桜並木 https://www.nexuscare.co.jp/tamagawa

社会福祉法人秋葉福祉会　特別養護老人ホーム　はさぎの里 -

医療法人知命堂病院併設　介護老人保健施設　くびきの http://www.chimeido.jp/

社会福祉法人長岡三古老人福祉会　介護老人保健施設　てらどまり -

社会福祉法人　新潟市社会事業協会　信楽園病院 http://www.shinrakuen.com

株式会社ほっとリハビリシステムズ http://www.hotreha.com

社会医療法人　寿人会　介護医療院　かがやき https://www.jujinkai.or.jp/kagayaki/

長野県 社会医療法人恵仁会　くろさわ病院 -

医療法人社団八洲会　袋井みつかわ病院 -

医療法人社団清明会　静岡リハビリテーション病院 http://rehabili.godream.ne.jp

社会医療法人宏潤会　大同病院 https://daidohp.or.jp/

医療法人並木会　介護老人保健施設　メディコ阿久比 http://www.namiki.or.jp/agui/

なかにし整形外科 http://nakanishi-seikeigeka.com

医療法人全心会　伊勢慶友病院 http://isekeiyu.com/

京都府 かんでんライフサポート株式会社　ローズライフ京都 https://www.roselife.jp/kyoto/

鳥取県 ウェルフェア北園渡辺病院 -

備前市介護老人保健施設 備前さつき苑 -

株式会社　アール・ケア 訪問看護ステーション　キャスト http://www.rcare.jp

特別養護老人ホーム四季の里 http://kyouwa.or.jp/

医療法人　洋友会　中島病院 http://www.nakashima-hp.or.jp/

岡山労災病院 www.okayamah.johas.go.jp

～2020　職場における腰痛予防宣言！～
参加施設一覧

金メダル認定施設（腰痛予防に関する研修会とリスクの見積もり実施）

愛知県

三重県

茨城県

福井県

新潟県

岩手県

岡山県

神奈川県

静岡県

東京都
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ケアーズ訪問看護リハビリステーション広島佐伯　　　　　　 https://houmonkango-elfproject.com/

社会福祉法人口和福祉会　特別養護老人ホーム　ハートウイング http://kuchiwa-fukushikai.jp/

いずみ訪問看護ステーション https://www.izumi-houmonkango.com/

デイケアたまゆら jinushi-clinic.jp/clinic_info/index3.html

社会福祉法人三篠会　介護老人保健施設　あすらや荘 https://www.misasakai.or.jp/

日本赤十字社　綜合病院 山口赤十字病院 -

下関市立市民病院 https://shimonosekicity-hosp.jp/

社会医療法人青洲会　福岡青洲会病院 http://www.f-seisyukai.jp/

社会福祉法人菊池園　障害者支援施設　菊池園 http://www.kikuchien.jp

医療法人かぶとやま会久留米リハビリテーション病院 https://www.kurume-reha.or.jp

医療法人ワイ・エム・エス　八尋整形外科医院 http://mc-yms.com/

介護老人保健施設　湯の里まとば https://www.fukukoukai.or.jp/

佐賀県 日本赤十字社　唐津赤十字病院 https://www.karatsu.jrc.or.jp/

長崎県 社会医療法人春回会　井上病院 -

大分県 社会医療法人敬和会　大分岡病院　　　　　　　　　　　　　　 https://keiwakai.oita.jp/oka-hp/

宮崎県 介護老人保健施設グリーンケア学園木花 http://www.green-care.net/

医療法人昭泉会 外科馬場病院 -

社会医療法人 青雲会 青雲会病院 -

公益財団法人慈愛会　今村総合病院 https://www.jiaikai.or.jp/imamura-general/index.html?device=desktop

山口県

鹿児島県

広島県

福岡県

2

https://houmonkango-elfproject.com/
http://kuchiwa-fukushikai.jp/
https://www.izumi-houmonkango.com/
http://www.f-seisyukai.jp/
http://www.kikuchien.jp/
https://keiwakai.oita.jp/oka-hp/
http://www.green-care.net/


2022/3/25現在

都道府県 施設名 URL

医療法人聖仁会　介護老人保健施設　ジョイウェルス桔梗 -

社会福祉法人　京極町社会福祉協議会 https://www.shakyo.or.jp/hp/63/

介護老人保健施設やわらぎ苑西桔梗 -

飯豊町介護老人保健施設「美の里」 -

介護付きホームやすらぎ苑 https://utopialife.co.jp/

医療法人社団秀友会　介護老人保健施設　サンライフゆもと -

南東北春日リハビリテーション病院 http://www.kasuga-rehabili.com/

医療法人宮田医院　介護老人保健施設 ごぎょうの里 http://gogyo.hs.plala.or.jp/

株式会社セキショウライフサポート　 https://sekisho-ls.co.jp

とちぎ健康福祉協会　清風園 -

とちぎメディカルセンターとちのき https://www.tochigi-medicalcenter.or.jp/tochinoki/

群馬県 太田記念病院 -

聖光会グループ　医療法人光仁会　春日部厚生病院 https://www.skmg.jp/kasukabe-kosei/

医療法人社団弘人会　中田病院 https://www.nakada-hp.com/

医療法人名圭会　介護老人保健施設ケアタウンゆうゆう http://caretown-yu-yu.com

医療法人真正会　霞ヶ関南病院　　　 -

医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 http://www.kameda.com/

医療法人社団創造会　介護老人保健施設クレオ http://www.medicalplaza.or.jp/kreo/

社会福祉法人 芙蓉会 特別養護老人ホーム上総園 http://www.kazusaen.jp

医療法人京友会 介護老人保健施設　つくも苑　 https://tsukumoen.com/

日本私立学校振興・共済事業団　東京臨海病院 -

社会福祉法人奉優会　特別養護老人ホーム　目黒中央の家 https://www.foryou.or.jp/

公益社団法人日本理学療法士協会　　 https://www.japanpt.or.jp/

神奈川県 介護老人保健施設ソフィア都筑 http://www.sophia-pma.jp

新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 -

特別養護老人ホーム「第二胎内やすらぎの家」 http://www.tainai-yasuragi.com/

医療法人社団親和会　富山西リハビリテーション病院 http://toyama-nishi.jp/

社会福祉法人喜寿会　特別養護老人ホーム　七美ことぶき苑 http://kijukai.or.jp/

MOTOR IMAGE CONDITIONING -

富山西総合病院 -

石川県 特定医療法人社団 勝木会やわたメディカルセンター https://www.yawatamedical.com/

長野県 広域医療法人輝山会　輝山会記念病院 -

社会医療法人蘇西厚生会　松波総合病院　まつなみ訪問看護ステーション http://www.matsunami-hsp.or.jp/rouken_zaitaku/home/kango/

医療法人輝翠会　森田整形外科 -

福島県

栃木県

富山県

～2020　職場における腰痛予防宣言！～
参加施設一覧

銀メダル認定施設（腰痛予防に関する研修会実施）

新潟県

北海道

茨城県

埼玉県

東京都

山形県

岐阜県

千葉県
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静岡鉄道(株)シニア事業部グライフ北安東 http/www.shizutetsu.co.jp/care/home/home2.php

医療法人社団 やわらぎ　なかむらクリニック・デイなかむら -

医療法人社団明徳会　介護老人保健施設　エーデルワイス https://www.e-del.jp/

医療法人桂名会　瀬尾記念慶友病院 https://www.seomh.net/

愛知県 社会医療法人愛生会　総合上飯田第一病院 https://www.kamiiida-hp.jp/

三重県 医療法人尚豊会　みたき総合病院 https://mitakihp.jp/

滋賀県 医療法人社団　広島外科整形外科医院 -

医療法人 栄仁会　宇治おうばく病院 -

公益社団法人信和会　京都民医連あすかい病院 http://www.shinwakai-min.com/kyoto2hp/

医療法人西中医学会　西中介護老人保健施設ヴィーブルジョワ -

貴生病院 -

医療法人竹吉整形外科 -

医療法人弘善会グループ　介護老人保健施設 アロンティアクラブ http://www.kouzenkai.or.jp/iryou/

特別養護老人ホーム 千早赤阪春の家 -

兵庫県 医療法人社団敬命会　吉川病院 www.yokawa-hp.or.jp

重度心身障害児・者施設バルツァ・ゴーデル https://valsta.jp/gardel/

社会医療法人平成記念会　平成記念病院 http://www.heisei-h.or.jp/

医療法人鴻池会　秋津鴻池病院 https://www.kounoikekai.com/

医療法人琴仁会　石本病院 http://ishimoto-hospital.jp/

独立行政法人 労働者健康安全機構 和歌山ろうさい病院　 https://www.wakayamah.johas.go.jp/

公益財団法人操風会　岡山旭東病院 http://www.kyokuto.or.jp/

一般財団法人倉敷成人病センター http://www.fkmc.or.jp/

広島県 株式会社奏音 http://kanon-go.co.jp

香川県 通所リハビリテーションさかもと　　 -

高知県 医療法人須崎会　高陵病院 http://www.koryo-hp.or.jp/

社会医療法人財団　白十字会　白十字リハビリテーション病院 https://www.fukuoka.hakujyujikai.or.jp/

株式会社麻生　飯塚病院 -

鹿児島県 医療法人碩済会　吉田記念病院 -

沖縄県 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院 htttp://tomishiro-chp.jp

静岡県

福岡県

奈良県

和歌山県

大阪府

岡山県

京都府
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