
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
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
市立函館病院 041-8680 北海道函館市港町1-10-1
聖ヶ丘病院 052-0014 北海道伊達市舟岡町214番地22
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
ＫＫＲ札幌医療センター 062-0931 北海道札幌市豊平区平岸1条6丁目3番40号
札幌渓仁会リハビリテーション病院 060-0010 北海道札幌市中央区北10条西17丁目36-13
きたかた整形外科クリニック 080-0028 北海道帯広市西十八条南4-18-6
秋田大学医学部附属病院 010-8543 秋田県秋田市広面蓮沼４４－２
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
特別養護老人ホーム　南東北シルクロード館 960-1406 福島県伊達郡川俣町鶴沢字池ノ上30-1南東北シルクロード館
県南病院 300-0841 茨城県土浦市中1087
Ｂ－ｌｅａｆメディカル内科リハビリテーションクリニック 305-0034 茨城県つくば市小野崎字北出戸446-1
今市病院 321-1261 栃木県日光市今市381
栃木県医師会塩原温泉病院 329-2921 栃木県那須塩原市塩原1333
那須訪問診療所 329-3142 栃木県那須塩原市佐野2-19
真岡中央クリニック 321-4337 栃木県真岡市上高間木2丁目24番地4
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
公立藤岡総合病院 375-0015 群馬県藤岡市中栗須813番地1
沼田脳神経外科循環器科病院 378-0014 群馬県沼田市栄町8
北関東循環器病院 377-0061 群馬県渋川市北橘町下箱田740
新座志木中央総合病院 352-0001 埼玉県新座市東北1-7-2
所沢ハートセンター 359-1142 埼玉県所沢市上新井二丁目61番地の11
春日部中央総合病院 344-0063 埼玉県春日部市緑町5-9-4
岩槻南病院 339-0033 埼玉県さいたま市岩槻区大字黒谷2256番地
介護老人保健施設　おゆみの 266-0014 千葉県千葉市緑区大金沢町364-1
松戸整形外科病院 271-0043 千葉県松戸市旭町1-161
セコメディック病院 274-0053 千葉県船橋市豊富町696-1
萩原病院 292-0056 千葉県木更津市木更津1-1-36
介護老人保健施設つくも苑 297-0012 千葉県茂原市六ツ野1841
千葉こどもとおとなの整形外科 266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南3-24-2
九十九里ホーム病院 289-2147 千葉県匝瑳市飯倉21
国際医療福祉大学成田病院 286-0124 千葉県成田市畑ケ田852
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
苑田会リハビリテーション病院 120-0006 東京都足立区谷中五丁目9番11号
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
すがも北口整形外科クリニック 170-0002 東京都豊島区巣鴨二丁目3番10号　森川第1ビル3階
国立精神・神経医療研究センター病院 187-0031 東京都小平市小川東町四丁目1番1号
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
鶴川記念病院 195-0054 東京都町田市三輪町1059番地1
緑成会病院 187-0035 東京都小平市小川西町2丁目35番1号
世田谷人工関節・脊椎クリニック 157-0062 東京都世田谷区南烏山6丁目36番6号メディスクエア1階～5階
訪問看護ステーション　めだか 193-0942 東京都八王子市椚田町513-13　グレースビル1-A
整形メディカルプラザ 133-0057 東京都江戸川区西小岩四丁目１番２号グランマージュ１階
多摩川病院 182-0022 東京都調布市国領町五丁目31番地1
大橋病院 115-0054 東京都北区桐ヶ丘一丁目22番1号
エバーウォーク両国 130-0011 東京都墨田区石原3丁目27番地10号原田ビル1階
国際医療福祉大学三田病院 108-0073 東京都港区三田一丁目4番3号
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
横浜市スポーツ医科学センタークリニック 222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町3302-5

横浜たまプラーザ運動器スポーツクリニック 225-0002
神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-14-9
ＭＭＰたまプラーザ101号室

秋山脳神経外科病院 233-0012 神奈川県横浜市港南区上永谷2-10-36
神奈川リハビリテーション病院 243-0121 神奈川県厚木市七沢516
湘南鎌倉総合病院 247-8533 神奈川県鎌倉市岡本1370番1
センター南ＧＯＴＯクリニック 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央1-2センター南駅光ビル４Ｆ
新発田リハビリテーション病院 959-2311 新潟県新発田市荒町甲1611番地8
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新潟聖籠病院 957-0124 新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮野5968番2
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
公立能登総合病院 926-0816 石川県七尾市藤橋町ア部6番地4
嶋田病院 910-0855 福井県福井市西方1丁目2番11号
公立丹南病院 916-8515 福井県鯖江市三六町1-2-31
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
相澤東病院 390-0814 長野県松本市本庄2丁目11番16号
諏訪赤十字病院 392-0027 長野県諏訪市湖岸通り5丁目11-50
長野県立阿南病院 399-1501 長野県下伊那郡阿南町北條2009-1
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
熱川温泉病院 413-0304 静岡県賀茂郡東伊豆町白田424番地
藤枝駅前クリニック 426-0034 静岡県藤枝市駅前1丁目8番3-201号
松波総合病院 501-6062 岐阜県羽島郡笠松町田代185-1
高山赤十字病院 506-0025 岐阜県高山市天満町3-11
リハビリデイサービスひまわり 506-0807 岐阜県高山市三福寺町810番地62
中部脳リハビリテーション病院 505-8503 岐阜県美濃加茂市古井町下古井590
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
メイトウホスピタル 465-0025 愛知県名古屋市名東区上社3-1911
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
さくら総合病院 480-0127 愛知県丹羽郡大口町新宮1-129
佐々木整形外科 510-0833 三重県四日市市中川原三丁目1番3号
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
舞鶴医療センター 625-0052 京都府舞鶴市字行永2410
京都大学医学部附属病院 606-8397 京都府京都市左京区聖護院川原町54番地
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
西和歌山病院 640-8432 和歌山県和歌山市土入176番地
医療法人稲祥会　稲田病院 641-0004 和歌山県和歌山市和田1175
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
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
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
医療法人南労会　紀和病院 648-0085 和歌山県橋本市岸上18-1
和歌山つくし医療・福祉センター 649-6215 和歌山県岩出市中迫665
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
角谷リハビリテーション病院 640-8344 和歌山県和歌山市納定字前筋10-1
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
関西電力病院 553-0003 大阪府大阪市福島区福島2-1-7
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
高槻病院 569-1115 大阪府高槻市古曽部町一丁目3番13号
松原徳洲会病院 580-0032 大阪府松原市天美東7-13-26
浅香山病院 590-0018 大阪府堺市堺区今池町三丁目3番16号
協和会病院 564-0001 大阪府吹田市岸部北1丁目24番1号
南大阪病院 559-0012 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1丁目18番18号
市立吹田市民病院 564-8567 大阪府吹田市岸部新町5番7号
吹田徳洲会病院 565-0814 大阪府吹田市千里丘西21－1
吹田市立障害者支援交流センターあいほうぷ吹田 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園１２－２７
国立循環器病研究センター 564-0018 大阪府吹田市岸部新町6番1号
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

https://www.aoikai.jp/niigataseirou/
https://saiseikaikanazawa.jp/
https://kenchu.ipch.jp/
https://www.yawatamedical.com/
https://www.noto-hospital.nanao.ishikawa.jp/
https://www.tannanhp-jadecom.jp/
https://yamanashireha.jp/
http://www.ai-hosp.or.jp/higashi/
https://anan-hosp.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.atagawa.gr.jp/
https://fujiedaekimae-clinic.jp/
http://www.matsunami-hsp.or.jp/
http://www.takayama.jrc.or.jp/
https://www.himawari-g.net/
https://cnrh.jp/
https://www.namiki.or.jp/
https://www.uno.or.jp/
http://www.meitoh-hsp.or.jp/
https://medico-agui.namiki.or.jp/
http://www.ijinkai.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://maizuru.hosp.go.jp/
https://373932hp.jp/
https://www.wakayama-med.ac.jp/med/miraic/sinryou/
http://nishiwaka.or.jp/
https://inada-med.or.jp/
https://www.wakayama-med.ac.jp/hospital/index.html
http://kic-kainan-hsp.jp/index.html
https://tsujihideki.com/
https://reimeikai.com/
http://www.nanroukai.or.jp/
https://wa-tsukushi.jp/medical/
https://www.wakayama-med.ac.jp/med/bun-in/
http://osaka.jcho.go.jp/
https://kanden-hsp.jp/
http://www.gh.opho.jp/
https://www.matubara.tokushukai.or.jp/
http://www.asakayama.or.jp/
http://www.minamiosaka.com/
https://www.suitamhp.osaka.jp/
https://www.ncvc.go.jp/hospital/
http://www.ishikawa-hp.or.jp/


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
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
西脇市立西脇病院 677-0043 兵庫県西脇市下戸田652番地の1
医療法人社団仁恵会　石井病院 673-0881 兵庫県明石市天文町1丁目5番11号
介護老人保健施設　サンライズ 675-1114 兵庫県加古郡稲美町国安1237番地
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
三原市医師会病院 723-0051 広島県三原市宮浦1丁目15－1
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
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
広島大学病院 734-8551 広島県広島市南区霞1-2-3
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
エンパワーライフ訪問看護ステーション 737-0882 広島県呉市天応東久保1丁目5-20
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
おさか脳神経外科病院 761-8083 香川県高松市三名町378番地1
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
夫婦石病院 811-1355 福岡県福岡市南区大字桧原853-9
博多メディカルクリニック 812-0043 福岡県福岡市博多区堅粕4丁目16番21号
ふじもとクリニック 814-0012 福岡県福岡市早良区昭代3-5-20
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
飯塚病院 820-8505 福岡県飯塚市芳雄町3-83
福岡県済生会大牟田病院 837-0916 福岡県大牟田市田隈810
福岡みらい病院 813-0017 福岡県福岡市東区香椎照葉3丁目5番1号
千鳥橋病院 812-0044 福岡県福岡市博多区千代5丁目18－1
姫野病院 834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代2316
光武内科循環器科病院 811-5135 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦15番地の3
長崎県立こども医療福祉センター 854-0071 長崎県諫早市永昌東町24-3
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
長崎リハビリテーション病院 850-0854 長崎県長崎市銀屋町4番11号
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
山鹿温泉リハビリテーション病院 861-0514 熊本県山鹿市新町1204
くまもと県北病院 865-0005 熊本県玉名市玉名550番地
明野中央病院 870-0161 大分県大分市明野東2丁目7番33号
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
田上記念病院 890-0033 鹿児島県鹿児島市西別府町1799番地
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
浦添総合病院 901-2132 沖縄県浦添市伊祖4-16-1
同仁病院 901-2133 沖縄県浦添市城間1丁目37番12号
琉球大学病院 903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原207
中頭病院 904-2142 沖縄県沖縄市字登川610番地
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http://www.tanegashima-mc.jp/
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