
【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。
・開講期間、開講形式（対面、オンライン等）、申込方法等は教育機関によって異なります。
・募集定員数は変更となる可能性があります。
・2022年度に「健康増進・参加」「褥瘡・創傷ケア」「疼痛管理」の開講予定はありません。

■脳卒中（45施設）
教育機関名 郵便番号 住所 定員数

医療法人秀友会　札幌秀友会病院 006-0805 北海道札幌市手稲区新発寒5条6-2-1 10
新さっぽろ脳神経外科病院 044-0031 北海道札幌市厚別区上野幌1条2-1-10 30
医療法人渓仁会　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 6
時計台記念病院 060-0031 北海道札幌市中央区北一条東1丁目2-3 50

市立函館病院 041-8680 北海道函館市港町1丁目10番1号 20
社会医療法人孝仁会　釧路孝仁会記念病院 085-0062 北海道釧路市愛国191-212 30
一般社団法人宮城県理学療法士会 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-9-4　レジュイール泉302 100
群馬大学医学部附属病院 371-8511 群馬県前橋市昭和町3-39-15 30
リハビリテーション天草病院 343-0002 埼玉県越谷市平方343-1 20
一般社団法人日本ボバース講習会講師会 344-0032 埼玉県春日部市備後東5-3-13 20
社会医療法人熊谷総合病院 360-8567 埼玉県熊谷市中西4-5-1 5
医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 274-0053 千葉県船橋市豊富町696-1 40
東京湾岸リハビリテーション病院 275-0026 千葉県習志野市谷津4-1-1 50
専門学校東京医療学院 104-0033 東京都中央区新川1-10-18 30
医療法人社団　輝生会 151-0071 東京都渋谷区本町3-53-3 50
順天堂大学病院医学部附属練馬病院 177-8521 東京都練馬区高野台3-1-10 10
医療法人社団健育会　大泉学園複合施設 178-0061 東京都練馬区大泉学園町7-3-28 100
医療法人社団健育会　竹川病院 174-0075 東京都板橋区桜川2-19-1 30
専門学校社会医学技術学院 184-8508 東京都小金井市中町2-22-32 35
済生会東神奈川リハビリテーション病院 221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1−13−10 90
汐田総合病院 230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向1-6-20 10

医療社団法人健育会　湘南慶育病院 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤4360番地 5
社会医療法人加納岩　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 30
鵜飼リハビリテーション病院 453-0081 愛知県名古屋市中村区太閤通4-1 40
独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院 457-8510 愛知県名古屋市南区三条1-1-10 30
藤田療法士教育研究会 470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 20
履正社国際医療スポーツ専門学校 532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町3-4-21 50
社会医療法人大道会　森之宮病院 536-0025 大阪府大阪市城東区森之宮2-1-88 40

一般社団法人大阪府理学療法士会生涯学習センター 540-0028
大阪府大阪市中央区常盤町1-4-12　常盤セントラルビ
ル301

40

千里リハビリテーション病院 562-0032 大阪府箕面市小野原西4-6-1 10
社会医療法人愛仁会 569-1116 大阪府高槻市白梅町5-7 80

一般社団法人枚方市理学療法士会 573-0086
大阪府枚方市香里園町9-25-202　川口脳神経外科リハ
ビリクリニック内

20

社会医療法人甲友会　西宮協立リハビリテーション病
院

662-0002 兵庫県西宮市鷲林寺南町2-13 10

医療法人尚和会　宝塚リハビリテーション病院 665-0833 兵庫県宝塚市鶴の荘22-2 50
ひめじ地域支援リハビリ訪問看護ステーション 672-8043 兵庫県姫路市飾磨区上野田4-201-2 20
社会医療法人社団順心会 675-0122 兵庫県加古川市別府町別府865-1 10
徳島文理大学 770-8514 徳島県徳島市山城町西浜傍示180 15

認定理学療法士臨床認定カリキュラム教育機関
（18分野：155施設／2022年5月15日時点）

https://www.shuyukai.or.jp/
http://www.snh.or.jp/
https://www.keijinkai.com/keijinkai-reha/
http://www.tokeidaihosp.or.jp/
https://hospital.hakodate.hokkaido.jp/section_page/rehabilitation/rehabilitation.html
http://kojinkai.or.jp/hospital/hp-kojinkaikinen.html
https://www.pt-miyagi.org/
https://sites.google.com/view/gur-jpta-training/index
https://www.keiaikai.com/
http://www.jbita.com/
https://www.kumasou.or.jp/shinryo/medical_technology
http://secomedic.gr.jp/index.html
https://wanreha.net/
https://www.stig.ac.jp/
https://www.hatsudai-reha.or.jp/
https://hosp-nerima.juntendo.ac.jp/
https://nerima-k.gr.jp/
https://takekawa.gr.jp/
https://www.sigg.ac.jp/
http://www.higashikanagawa.saiseikai.or.jp/
http://www.ushioda.or.jp/_10/_10/_06
https://keiiku.gr.jp/
https://yamanashireha.jp/
http://ukaireha.kzan.jp/
https://chukyo.jcho.go.jp/%e3%83%aa%e3%83%8f%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83
https://www.riseisha.ac.jp/
https://www.omichikai.or.jp/morinomiya_h
https://pt-osk.or.jp/
https://www.senri-rehab.jp/
http://www.aijinkai.or.jp/reha/
https://hirakatapt.jimdofree.com/
https://takara-reha.com/
https://himereha.com/index.html
https://www.junshin.or.jp/
https://www.bunri-u.ac.jp/


伊予病院 799-3101 愛媛県伊予市八倉906-5 20
医療法人福岡桜十字　桜十字福岡病院 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通3-5-11 100

福岡県理学療法士会 812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-8-26　第3白水駅東ビル
305号

80

公益社団法人福岡医療団　千鳥橋病院 812-0044 福岡県福岡市博多区千代5-18-1 10
社会医療法人青雲会　青雲会病院 899-5431 鹿児島県姶良市西餅田3011 20
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 10
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 10
医療法人タピック　沖縄リハビリテーションセンター
病院

904-2173 沖縄県沖縄市比屋根2-15-1 15

■神経筋障害（4施設）
教育機関名 郵便番号 住所 定員数

順天堂大学 113-8421 東京都文京区本郷2-1-1 30
順天堂大学病院医学部附属練馬病院 177-8521 東京都練馬区高野台3-1-10 10
国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センタ 187-8551 東京都小平市小川東町4-1-1 100
社会医療法人社団順心会 675-0122 兵庫県加古川市別府町別府865-1 10

■脊髄障害（6施設）
教育機関名 郵便番号 住所 定員数

医療法人社団苑田会　花はたリハビリテーション病院 121-0061 東京都足立区花畑5-12-29 10
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 6

一般社団法人枚方市理学療法士会 573-0086
大阪府枚方市香里園町9-25-202　川口脳神経外科リハ
ビリクリニック内

20

兵庫県立リハビリテーション中央病院 651-2281 兵庫県神戸市西区曙町1070 30

独立行政法人労働者健康安全機構
吉備高原医療リハビリテーションセンター

716-1241 岡山県加賀郡吉備中央町吉川7511 20

愛媛県立中央病院 790-0024 愛媛県松山市春日町83 30

■発達障害（2施設）
教育機関名 郵便番号 住所 定員数

社会医療法人熊谷総合病院 360-8567 埼玉県熊谷市中西4-5-1 5
社会医療法人大道会　ボバース記念病院 536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜1-6-5 30

■運動器（29施設）
教育機関名 郵便番号 住所 定員数

市立函館病院 041-8680 北海道函館市港町1丁目10番1号 20
一般社団法人宮城県理学療法士会 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-9-4　レジュイール泉302 100
栃木県理学療法士会 329-0431 栃木県下野市薬師寺3311-1 20
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 30
医療法人五紘会　東前橋整形外科病院 379-2104 群馬県前橋市西大室町1302-2 50
医療法人社団淳英会　おゆみの中央病院 266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南6-49-9 50

医療法人社団青嶺会　松戸整形外科病院 271-0043 千葉県松戸市旭町1-161 40
医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 274-0053 千葉県船橋市豊富町696-1 40

医療法人社団健陽会　西川整形外科 285-0817 千葉県佐倉市大崎台1-14-2 200
北里大学北里研究所病院 108-8642 東京都港区白金5-9-1 20
医療法人社団健育会　竹川病院 174-0075 東京都板橋区桜川2-19-1 30
汐田総合病院 230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向1-6-20 10
一般財団法人同友会　藤沢湘南台病院 252-0802 神奈川県藤沢市高倉2345 10

http://www.iyohp.jp/iyo_hospital/
https://www.sj-fukuoka.or.jp/
https://fukuoka-pt.jp/
https://www.chidoribashi-hp.or.jp/
https://omotokai.or.jp/jigyou/527/
https://www.chuzan.or.jp/
https://www.tapic-reha.or.jp/
https://www.tapic-reha.or.jp/
https://hs.juntendo.ac.jp/
https://hosp-nerima.juntendo.ac.jp/
https://www.ncnp.go.jp/hospital/guide/reha_CPT.html
https://www.junshin.or.jp/
https://sonodakai.jp/hanarh/
https://www.kanariha-hp.kanagawa-rehab.or.jp/
https://hirakatapt.jimdofree.com/
https://www.kokuchpro.com/event/sci2023/
https://www.kibirihah.johas.go.jp/009_kensyu/2022/nintei_pt.html
https://www.kibirihah.johas.go.jp/009_kensyu/2022/nintei_pt.html
https://www.eph.pref.ehime.jp/epch/index.html
https://www.kumasou.or.jp/shinryo/medical_technology
https://www.omichikai.or.jp/bobath/
https://hospital.hakodate.hokkaido.jp/section_page/rehabilitation/rehabilitation.html
https://www.pt-miyagi.org/
https://www.tochigi-pt.com/
https://www.hm-seikei.com/
https://oyumino-central.jp/
https://moh-recurrent-education.jimdofree.com/
http://secomedic.gr.jp/index.html
http://www.naoso.com/PTrinshoukyouiku/PTrinshoukyouiku.html
https://www.kitasato-u.ac.jp/hokken-hp/
https://takekawa.gr.jp/
http://www.ushioda.or.jp/_10/_10/_06
http://fj-shonandai.jp/


医療社団法人健育会　湘南慶育病院 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤4360番地 5
公立河北中央病院 929-0323 石川県河北郡津幡町津幡ロ51-2 20
社会医療法人青虎会　フジ虎ノ門整形外科病院　ス
ポーツリハセンター

412-0045 静岡県御殿場市川島田1067-1 6

一般社団法人大阪府理学療法士会生涯学習センター 540-0028
大阪府大阪市中央区常盤町1-4-12　常盤セントラルビ
ル301

40

医療法人はぁとふる 583-0875 大阪府羽曳野市樫山100-1 20
ひめじ地域支援リハビリ訪問看護ステーション 672-8043 兵庫県姫路市飾磨区上野田4-201-2 20
社会医療法人社団順心会 675-0122 兵庫県加古川市別府町別府865-1 10
浜脇整形外科病院 730-0051 広島県広島市中区大手町4-6-6 20
香川大学医学部附属病院 761-0793 香川県木田郡三木町池戸1750-1 20
社会医療法人財団大樹会　総合病院　回生病院 762-0007 香川県坂出市室町3-5-28 30

福岡県理学療法士会 812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-8-26　第3白水駅東ビル
305号

80

学校法人帝京大学福岡医療技術学部 836-8505 福岡県大牟田市岬町6-22 20
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 30
朝日野総合病院 861-8072 熊本県熊本市北区室園町12-10 6
同仁病院 901-2133 沖縄県浦添市城間1-37-12 10
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 10

■切断（2施設）
教育機関名 郵便番号 住所 定員数

埼玉県立大学 343-8540 埼玉県越谷市三野宮820 20
兵庫県立リハビリテーション中央病院 651-2181 兵庫県神戸市西区曙町1070 30

■スポーツ理学療法（8施設）
教育機関名 郵便番号 住所 定員数

市立函館病院 041-8680 北海道函館市港町1丁目10番1号 20
埼玉医科大学大学院理学療法学 330-0495 埼玉県入間郡毛呂山町川角981 10
東京都理学療法士協会　スポーツ局 151-0053 東京都渋谷区代々木2-26-5　バロール代々木409 20
帝京平成大学 170-8445 東京都豊島区東池袋2-51-4 20

横浜市スポーツ医科学センター 222-0036
神奈川県横浜市港北区小机町3302-5　日産スタジアム
内

20

社会医療法人青虎会　フジ虎ノ門整形外科病院　ス
ポーツリハセンター

412-0045 静岡県御殿場市川島田1067-1 10

合同会社リハコネクション 420-0817 静岡県静岡市葵区東静岡1-1-39-1206 10
履正社国際医療スポーツ専門学校 532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町3-4-21 50

■徒手理学療法（3施設）
教育機関名 郵便番号 住所 定員数

日本徒手療法学会 591-8021
大阪府堺市北区新金岡町4-1-7　堺若葉会病院リハビリ
テーション室内　日本徒手療法学会事務局

24

日本運動器徒手理学療法学会 527-0145 滋賀県東近江市北坂町967 20
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太陽ビルテナント3 10

■循環（11施設）
教育機関名 郵便番号 住所 定員数

市立函館病院 041-8680 北海道函館市港町1丁目10番1号 20
北海道立北見病院 090-0027 北海道北見市北7条東2丁目2-1 2
群馬県立心臓血管センター 371-0004 群馬県前橋市亀泉町甲3-12 10

https://keiiku.gr.jp/
http://kahoku-hp.jp/
http://www.toranomon.or.jp/
http://www.toranomon.or.jp/
https://pt-osk.or.jp/
http://www.heartful-health.or.jp/shimadahp/
https://himereha.com/index.html
https://www.junshin.or.jp/
http://www.hamawaki.or.jp/
http://www.med.kagawa-u.ac.jp/hosp/
https://www.kaisei.or.jp/
https://fukuoka-pt.jp/
https://www.teikyo-u.ac.jp/
https://www.juryo.or.jp/
http://www.asahino.or.jp/asahino/
http://www.yaese.or.jp/doujin/
https://www.chuzan.or.jp/
https://www.spu.ac.jp/
https://kokc.jp/e/c01f7d624b5cafcf97cc9a33f02018c2/
https://hospital.hakodate.hokkaido.jp/section_page/rehabilitation/rehabilitation.html
http://www.saitama-med.ac.jp/graduate/
http://www.pttokyo.net/
https://www.thu.ac.jp/
http://www.yspc-ysmc.jp/
http://www.toranomon.or.jp/
http://www.toranomon.or.jp/
https://www.riseisha.ac.jp/
https://jsmt.jimdofree.com/
http://www.jaompt.com/
https://plusone-onoda.jimdofree.com/
https://hospital.hakodate.hokkaido.jp/section_page/rehabilitation/rehabilitation.html
https://kitami.hospital.pref.hokkaido.lg.jp/
https://www.cvc.pref.gunma.jp/


社会医療法人熊谷総合病院 360-8567 埼玉県熊谷市中西4-5-1 5
北里大学北里研究所病院 108-8642 東京都港区白金5-9-1 20
順天堂大学 113-8421 東京都文京区本郷2-1-1 30
慶應義塾大学病院 160-8582 東京都新宿区信濃町35 10
東京女子医科大学 162-8666 東京都新宿区河田町8-1 10
社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 861-4193 熊本県熊本市南区近見5-3-1 15
国立病院機構嬉野医療センター 843-0393 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲4279-3 50
琉球大学病院 903-0215 沖縄県中頭郡西原町上原207 5

■呼吸（13施設）
教育機関名 郵便番号 住所 定員数

市立函館病院 041-8680 北海道函館市港町1丁目10番1号 20
一般社団法人宮城県理学療法士会 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-9-4　レジュイール泉302 50
群馬大学医学部附属病院 371-8511 群馬県前橋市昭和町3-39-15 30
慶應義塾大学病院 160-8582 東京都新宿区信濃町35 10
帝京平成大学 170-8445 東京都豊島区東池袋2-51-4 20
医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 269-0041 千葉県鴨川市東町929 30
谷津保健病院 275-0026 千葉県習志野市谷津4-6-16 50
東京女子医科大学八千代医療センター 276-8524 千葉県八千代市大和田新田477-96 10
国立がん研究センター東病院 277-8577 千葉県柏市柏の葉6-5-1 2
社会医療法人社団順心会 675-0122 兵庫県加古川市別府町別府865-1 10
公益財団法人田附興風会　医学研究所　北野病院 530-8480 大阪府大阪市北区扇町2-4-20 30
徳島文理大学 770-8514 徳島県徳島市山城町西浜傍示180 15
株式会社麻生　飯塚病院 820-8505 福岡県飯塚市芳雄町3-83 20

■代謝（4施設）
教育機関名 郵便番号 住所 定員数

東都大学 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-1 40
関西電力病院 553-0003 大阪府大阪市福島区福島2-1-7 20
大阪労災病院 591-8025 大阪府堺市北区長曽根町1179-3 40
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太陽ビルテナント3 10

■地域理学療法（11施設）
教育機関名 郵便番号 住所 定員数

医療法人真正会　霞ヶ関南病院 350-1173 埼玉県川越市安比奈新田283-1 30
医療法人社団輝生会 157-0072 東京都世田谷区祖師谷3-8-7 25
医療法人社団永生会 193-0942 東京都八王子市椚田町583-15 10
東京湾岸リハビリテーション病院 275-0026 千葉県習志野市谷津4-1-1 50
藤田医科大学　地域包括ケア人材教育支援センター 470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 8
株式会社リハステージ 556-0004 大阪府大阪市浪速区日本橋西2-7-3-202 25

一般社団法人枚方市理学療法士会 573-0086
大阪府枚方市香里園町9-25-202　川口脳神経外科リハ
ビリクリニック内

20

医療法人はぁとふる 581-0818 大阪府八尾市美園町2-18-1 16
社会医療法人社団順心会 675-0122 兵庫県加古川市別府町別府865-1 10
徳島文理大学 770-8514 徳島県徳島市山城町西浜傍示180 15
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 10

■介護予防（5施設）
教育機関名 郵便番号 住所 定員数

https://www.kumasou.or.jp/shinryo/medical_technology
https://www.kitasato-u.ac.jp/hokken-hp/
https://www.juntendo.ac.jp/university/
http://www.hosp.keio.ac.jp/
https://www.twmu.ac.jp/reha/
https://sk-kumamoto.jp/
https://ureshino.hosp.go.jp/
https://www.ryudai-rehab.com/
https://hospital.hakodate.hokkaido.jp/section_page/rehabilitation/rehabilitation.html
https://www.pt-miyagi.org/
https://sites.google.com/view/gur-jpta-training/index
http://www.hosp.keio.ac.jp/
https://www.thu.ac.jp/
http://www.kameda.com/pr/rehabilitation_dep/
https://www.yatsu.or.jp/
https://www.twmu.ac.jp/TYMC/
https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/clinic/rehabilitation/index.html
https://www.junshin.or.jp/
https://www.kitano-hp.or.jp/section/rihabiri/workshop
https://www.bunri-u.ac.jp/
https://aih-net.com/
https://www.tohto.ac.jp/
https://osakafukushima-dmpt-labo.amebaownd.com/
https://www.osakah.johas.go.jp/
https://plusone-onoda.jimdofree.com/
https://www.kasumi-gr.com/kasumi_south/
https://www.seijo-reha.com/
https://www.eisei.or.jp/
https://wanreha.net/
http://www.fujita-hu.ac.jp/%7Echuukaku/
http://www.rehastage-c.com/
https://hirakatapt.jimdofree.com/
http://www.heartful-health.or.jp/shimadahp/
https://www.junshin.or.jp/
https://www.bunri-u.ac.jp/
https://www.chuzan.or.jp/


医療法人真正会　霞ヶ関南病院 350-1173 埼玉県川越市安比奈新田283-1 30
医療法人社団健育会　竹川病院 174-0075 東京都板橋区桜川2-19-1 30

一般社団法人枚方市理学療法士会 573-0086
大阪府枚方市香里園町9-25-202　川口脳神経外科リハ
ビリクリニック内

20

徳島文理大学 770-8514 徳島県徳島市山城町西浜傍示180 15
医療法人タピック　沖縄リハビリテーションセンター
病院

904-2173 沖縄県沖縄市比屋根2-15-1 15

■補装具（3施設）
教育機関名 郵便番号 住所 定員数

東京湾岸リハビリテーション病院 275-0026 千葉県習志野市谷津4-1-1 50
済生会東神奈川リハビリテーション病院 221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-13-10 50
NPO法人　FSA 811-1101 福岡県福岡市早良区重留4-11-18-2 80

■物理療法（1施設）
教育機関名 郵便番号 住所 定員数

医療法人友紘会　西大和リハビリテーション病院 639-0218 奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台3-2-2 90

■臨床教育（1施設）
教育機関名 郵便番号 住所 定員数

慶應義塾大学病院 160-8582 東京都新宿区信濃町35 20

■管理・運営（6施設）
教育機関名 郵便番号 住所 定員数

社会医療法人熊谷総合病院 360-8567 埼玉県熊谷市中西4-5-1 5
医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 274-0053 千葉県船橋市豊富町696-1 40
医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 296-8602 千葉県鴨川市東町929 50
汐田総合病院 230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向1-6-20 10
社会医療法人財団新和会　八千代病院 446-8510 愛知県安城市住吉町2-2-7 6
医療法人伯鳳会　はくほう会セントラル病院 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町4-23-1 6

■学校教育（1施設）
教育機関名 郵便番号 住所 定員数

学校法人南学園　鹿児島医療福祉専門学校 890-0034 鹿児島県鹿児島市田上8-21-3 20

https://www.kasumi-gr.com/kasumi_south/
https://takekawa.gr.jp/
https://hirakatapt.jimdofree.com/
https://www.bunri-u.ac.jp/
https://www.tapic-reha.or.jp/
https://www.tapic-reha.or.jp/
https://wanreha.net/
http://www.higashikanagawa.saiseikai.or.jp/
http://npo-fsa.com/
https://rehanishiyamato.wixsite.com/toppage
http://www.hosp.keio.ac.jp/
https://www.kumasou.or.jp/shinryo/medical_technology
http://secomedic.gr.jp/index.html
http://www.kameda.com/pr/rehabilitation_dep/
http://www.ushioda.or.jp/_10/_10/_06
https://www.amahakuho.jp/
http://www.minami.ac.jp/
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