
【備考】
・担当者等の詳細はマイページ（※2022年4月19日にリニューアルする新しいマイページ）から確認できます。
　必ずマイページ内で見学受入施設に関する詳細な情報をご確認の上、見学受入申請を行ってください。
・COVID-19感染状況やその他施設の状況により、受入が難しい場合もあります。

施設名 郵便番号 住所
札幌徳洲会病院 004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東1-1-1
社会医療法人社団　カレスサッポロ　時計台記念病院 060-0031 北海道札幌市中央区北1条東1-2-3
医療法人渓仁会　札幌西円山病院 064-8557 北海道札幌市中央区円山西町4-7-25
医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院 006-8555 北海道札幌市手稲区前田1条12-1-40
岩見沢市立総合病院 068-8555 北海道岩見沢市9条西7-2
市立函館病院 041-8680 北海道函館市港町1-10-1
鶴岡協立リハビリテーション病院 997-0346 山形県鶴岡市上山添神明前38
医療法人社団日高会　日高リハビリテーション病院 370-2104 群馬県高崎市吉井町馬庭2204
新座志木中央総合病院 352-0001 埼玉県新座市東北1-7-2
介護老人保健施設つくも苑 297-0012 千葉県茂原市六ツ野1841
セコメディック病院 274-0053 千葉県船橋市豊富町696-1
松戸整形外科病院 271-0043 千葉県松戸市旭町1-161
苑田第三病院・苑田会東京脊椎脊髄病センター 121-0807 東京都足立区伊興本町2-5-10
東京都リハビリテーション病院 131-0034 東京都墨田区堤通2-14-1
総合東京病院 165-8906 東京都中野区江古田3-15-2
医療法人社団 永生会　南多摩病院 193-0832 東京都八王子市散田町3-10-1
医療法人社団田島厚生会　神谷病院 115-0043 東京都北区神谷1-27-14
医療法人伸援会　くにもとライフサポートクリニック 222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町4-4-44
湘南鎌倉総合病院 247-8533 神奈川県鎌倉市岡本1370番1
石川県済生会金沢病院 920-0353 石川県金沢市赤土町ニ13-6
石川県立中央病院 920-8530 石川県金沢市鞍月東2-1
やわたメディカルセンター 923-8551 石川県小松市八幡イ12-7
山梨リハビリテーション病院 406-0004 山梨県笛吹市春日居町小松855
伊東市民病院 414-0055 静岡県伊東市岡196-1
静岡済生会総合病院　静岡済生会療育センター令和 422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金5-3-30
フジ虎ノ門整形外科病院 412-0045 静岡県御殿場市川島田中原1067-1
浜松市リハビリテーション病院 433-8511 静岡県浜松市中区和合北1-6-1
坂の上ろうけん曳馬野 433-8123 静岡県浜松市中区幸4丁目36-3
長岡リハビリテーション病院 410-2211 静岡県伊豆の国市長岡946
共立蒲原総合病院 421-3306 静岡県富士市中之郷2500-1
公益社団法人地域医療振興協会　伊豆今井浜病院 413-0503 静岡県賀茂郡河津町見高178
一般財団法人　富士脳障害研究所附属病院 418-0021 静岡県富士宮市杉田270-12
高山赤十字病院 506-0025 岐阜県高山市天満町3-11
松波総合病院 501-6062 岐阜県羽島郡笠松町田代185-1
医療法人並木会　並木病院 468-0013 愛知県名古屋市天白区荒池2-1101
医療法人鉃友会　宇野病院 444-0921 愛知県岡崎市中岡崎町1-10
介護老人保健施設メディコ阿久比 470-2211 愛知県知多郡阿久比町草木盗人ヶ脇15-1
市立福知山市民病院 620-8505 京都府福知山市厚中町231
京都府立こども発達支援センター 610-0331 京都府京田辺市田辺茂ヶ谷186-1
京都民医連あすかい病院 606-8226 京都府京都市左京区田中飛鳥井町89
京丹後市立弥栄病院 627-0111 京都府京丹後市弥栄町溝谷3452-1
医療法人　マキノ病院 520-1822 滋賀県高島市マキノ町新保1097
南草津病院 525-0059 滋賀県草津市野路5-2-39
和歌山県立医科大学附属病院 641-8510 和歌山県和歌山市紀三井寺811-1
和歌山県立医科大学サテライト診療所本町 640-8033 和歌山県和歌山市本町2-1フォルテワジマ5階
医療法人稲祥会　稲田病院 641-0004 和歌山県和歌山市和田1175
医療法人南労会　紀和病院 648-0085 和歌山県橋本市岸上18-1
和歌山県立医科大学附属病院　紀北分院 649-7113 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺219
和歌山つくし医療・福祉センター 649-6215 和歌山県岩出市中迫665
社会医療法人黎明会北出病院 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部728-4
海南医療センター 642-0002 和歌山県海南市日方1552-1
辻秀輝整形外科 642-0032 和歌山県海南市名高178-1
独立行政法人地域医療機能推進機構　大阪病院 553-0003 大阪府大阪市福島区福島4丁目2番78号
大阪急性期・総合医療センター 558-8558 大阪府大阪市住吉区万代東3-1-56
医療法人仁寿会　石川病院 671-0221 兵庫県姫路市別所町別所2-150
一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団　神戸リハビリテーション病院 651-1106 兵庫県神戸市北区しあわせの村1番18号
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https://www2.satutoku.jp/
http://www.tokeidaihosp.or.jp/
http://www.keijinkai.com/nishimaruyama/
https://www.keijinkai.com/teine/
https://www.iwamizawa-hospital.jp/
https://www.hospital.hakodate.hokkaido.jp/index.html
http://www.hidaka-kai.com/reha/
https://www.niizashiki-hp.jp/rehabilitation/
https://tsukumoen.com/
http://secomedic.gr.jp/index.html
https://moh1985.or.jp/
https://www.sonodakai.or.jp/so3/
https://www.tokyo-reha.jp/
https://www.tokyo-hospital.com/
https://www.eisei.or.jp/minamitama/
https://www.eisei.or.jp/minamitama/
https://www.eisei.or.jp/minamitama/
https://www.tajima-group.or.jp/kamiya/
http://www.kunimoto-lsc.com/
https://www.skgh.jp/
https://saiseikaikanazawa.jp/
https://kenchu.ipch.jp/
https://www.yawatamedical.com/
https://yamanashireha.jp/
http://www.ito-shimin-hp.jp/
https://shizuoka-saiseikai.jp/department/center/reiwa/
http://www.toranomon.or.jp/
http://www.hriha.jp/
https://www.sakanoue-fc.jp/facility/roken-hikumano/
http://www.naga-reha.or.jp/
http://www.kanbarahp.com/
http://izuimaihama.jadecom.or.jp/
http://www.fuji-nouken.or.jp/
http://www.takayama.jrc.or.jp/
http://www.matsunami-hsp.or.jp/
https://www.namiki.or.jp/
https://www.uno.or.jp/
https://medico-agui.namiki.or.jp/
https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/hosp/
https://ksj.or.jp/fa06kodo/
https://www.shinwakai-min.com/kyoto2hp/
https://www.city.kyotango.lg.jp/yasaka_hospital/index.html
https://373932hp.jp/
https://www.wakayama-med.ac.jp/hospital/index.html
https://www.wakayama-med.ac.jp/med/miraic/sinryou/
https://inada-med.or.jp/
http://www.nanroukai.or.jp/
https://www.wakayama-med.ac.jp/med/bun-in/
https://wa-tsukushi.jp/medical/
https://reimeikai.com/
http://kic-kainan-hsp.jp/index.html
https://tsujihideki.com/
http://osaka.jcho.go.jp/
http://www.gh.opho.jp/
http://www.ishikawa-hp.or.jp/
http://www.kzc.jp/


神戸市立西神戸医療センター 651-2273 兵庫県神戸市西区糀台5-7-1
医療法人誠和会　倉敷紀念病院 710-0803 岡山県倉敷市中島831
公益財団法人操風会　岡山旭東病院 703-8265 岡山県岡山市中区倉田567-1
社会医療法人水和会　倉敷リハビリテーション病院 710-0834 岡山県倉敷市笹沖21
広島大学病院 734-8551 広島県広島市南区霞1-2-3
介護老人保健施設　葵の園・広島 730-0047 広島県広島市中区平野町3-8
池田整形外科リハビリテーションクリニック 732-0014 広島県広島市東区戸坂大上4-29
広島市医師会運営・安芸市民病院 736-0088 広島県広島市安芸区畑賀2-14-1
地方独立行政法人広島市立病院機構　広島市立安佐市民病院 731-0293 広島県広島市安佐北区可部南2-1-1
医療法人社団伯瑛会　のぞみ整形外科ヒロシマ 731-5106 広島県広島市佐伯区利松3-6-30
庄原赤十字病院 727-0013 広島県庄原市西本町2-7-10
市立三次中央病院 728-8502 広島県三次市東酒屋町531
医療法人　元町病院 684-0033 鳥取県境港市上道町1895-1
島根大学医学部附属病院 693-8501 島根県出雲市塩冶町89-1
リハビリデイサービスプラスワン 756-0835 山口県山陽小野田市セメント町6-2　太陽ビル1階テナント3
リハビリデイサービスプラスワン　宇部店 755-0021 山口県宇部市常藤町5-25　アビリティ常藤1階テナントA
医療法人社団生和会　周南リハビリテーション病院 745-1132 山口県周南市湯野4278-1
医療法人社団生和会　徳山リハビリテーション病院 745-0851 山口県周南市徳山626
桜十字福岡病院 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目5番11号
白十字リハビリテーション病院 819-8611 福岡県福岡市西区石丸3丁目2-1
福岡県済生会大牟田病院 837-0916 福岡県大牟田市田隈810
社会医療法人財団白十字会　佐世保中央病院 857-1195 長崎県佐世保市大和町15
社会医療法人財団白十字会　燿光リハビリテーション病院 857-0022 長崎県佐世保市山手町855-1
社会医療法人寿量会　熊本機能病院 860-8518 熊本県熊本市北区山室6-8-1
大分大学医学部附属病院 879-5593 大分県由布市挾間町医大ケ丘1-1
医療法人　信愛整形外科医院 840-0843 佐賀県佐賀市川原町4-8
種子島医療センター 891-3198 鹿児島県西之表市西之表7463
医療法人ちゅうざん会　ちゅうざん病院 904-2151 沖縄県沖縄市松本6-2-1
医療法人タピック　宮里病院 905-0006 沖縄県名護市宇茂佐1763-2
医療法人おもと会　大浜第二病院 901-0215 沖縄県豊見城市渡嘉敷150
琉球大学病院 903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原207

http://nmc.kcho.jp/
http://www.seiwakai-net.or.jp/index.html
https://www.kyokuto.or.jp/
https://reha.hiroshima-u.ac.jp/
https://www.aoikai.jp/hiroshima/
https://www.ikedaclinic.website/
http://www.hosp.city.hiroshima.med.or.jp/
http://www.asa-hosp.city.hiroshima.jp/
https://www.nozomi-clinic.jp/hiroshima/
http://www.shobara.jrc.or.jp/
https://www.miyoshi-central-hospital.jp/
http://motomachi-hp.jp/
https://www.shimane-u-reha.jp/
https://plusone-onoda.jimdo.com/
https://plusone-onoda.jimdofree.com/
https://www.shunan-rh.jp/
https://www.tokuyama-rh.jp/
https://www.sj-fukuoka.or.jp/
https://www.fukuoka.hakujyujikai.or.jp/
https://omuta-saiseikai.jp/
https://hakujyujikai.or.jp/chuo/
https://www.hakujyujikai.or.jp/yohkoh/
https://www.juryo.or.jp/
https://www.med.oita-u.ac.jp/rehab/index.html
https://www.shin-ai-seikei.jp/
http://www.tanegashima-mc.jp/
http://www.chuzan.or.jp/
http://www.tapic-miyazato.jp/
http://www.omotokai.or.jp/
https://www.ryudai-rehab.com/
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