
№ 施設名 住所

1 上板橋病院 東京都板橋区常盤台４－３６－９

2 小林病院 東京都板橋区成増３－１０－８

3 愛誠病院 東京都板橋区加賀１－３－１

4 豊島病院 東京都板橋区栄町３３－１

5 東京都老人医療センター 東京都板橋区栄町３５－２

6 東京都板橋ナーシングホーム 東京都板橋区栄町３５－２

7 東京都健康長寿医療センター 東京都板橋区栄町３５－２

8 小豆沢病院 東京都板橋区小豆沢１－６－８

9 東京武蔵野病院 東京都板橋区小茂根４－１１－１１

10 心身障害児総合医療療育センター 東京都板橋区小茂根１－１－１０

11 蓮根ひまわり苑 東京都板橋区蓮根３－２５－４

12 板橋区立おとしより保健福祉センター 東京都板橋区前野町４－１６－１

13 板橋ロイヤルケアセンター 東京都板橋区前野町３－４６－３

14 プリムローズ 東京都板橋区前野町３－８－７

15 慈誠会前野病院 東京都板橋区前野町６－３８－３

16 リハビリパーク板橋病院 東京都板橋区前野町１－２１－２０

17 板橋区立障害者福祉センター 東京都板橋区高島平９－２５－１２

18 東京ＹＷＣＡキッズガーデン 東京都板橋区坂下１－３４－２５

19 東武練馬中央病院 東京都板橋区徳丸３－１９－１

20 慈誠会徳丸リハビリテーション病院 東京都板橋区徳丸２－８－２０

21 竹川病院 東京都板橋区桜川２－１９－１

22 成増厚生病院 東京都板橋区三園１－１９－１

23 高島平中央総合病院 東京都板橋区高島平１－７３－１

24 クローバーのさとイムスケアカウピリ板橋 東京都板橋区仲町１－４

25 リハビリテーションエーデルワイス病院 東京都板橋区四葉２－２１－１０

26 東京腎泌尿器センター大和病院 東京都板橋区本町３６－３

27 東京医科歯科大学医学部附属病院 東京都文京区湯島１－５－４５

28 東京健生病院 東京都文京区大塚４－３－８

29 江戸川病院高砂分院 東京都葛飾区西水元４－５－１

30 ケア新小岩 東京都葛飾区東新小岩２－１－１２

31 堀切中央病院 東京都葛飾区堀切７－４－４

32 葛飾ロイヤルケアセンター 東京都葛飾区堀切２－６６－１７

33 お花茶屋ロイヤルケアセンター 東京都葛飾区四つ木５－１９－７

34 葛飾リハビリテーション病院 東京都葛飾区亀有２－１８－２７

35 中野共立病院 東京都中野区中野５－４４－７

36 武蔵野療園病院 東京都中野区江古田２－２４－１１

37 江古田の森 東京都中野区江古田３－１４－１９

38 総合東京病院 東京都中野区江古田３－１５－２

39 中野区立かみさぎこぶし園 東京都中野区上鷺宮１－２１－３０

40 水野記念病院 東京都足立区西新井６－３２－１０
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41 大内病院 東京都足立区西新井５－４１－１

42 むくげのいえ 東京都足立区西新井本町１－２５－３６

43 柳原リハビリテーション病院 東京都足立区柳原１－２７－５

44 東京都立北療育医療センター城北分園 東京都足立区南花畑５－１０－１

45 花はたリハビリテーション病院 東京都足立区花畑５－１２－２９

46 福岡クリニック通所リハビリテーションセンター 東京都足立区梅田７－１８－１１

47 療育塾ドリームタイム 東京都足立区梅田５－２７－１－１０８

48 桜会病院 東京都足立区千住桜木２－１１－８

49 東京足立病院 東京都足立区保木間５－２３－２０

50 竹の塚脳神経リハビリテーション病院 東京都足立区保木間４－１５－１６

51 等潤病院 東京都足立区一ツ家４－３－４

52 苑田会リハビリテーション病院 東京都足立区谷中５－９－１１

53 王子生協病院 東京都北区豊島３－４－１５

54 さわやか訪問看護ステーション 東京都北区昭和町２－７－１３ＳＫビル２０１

55 赤羽リハビリテーション病院 東京都北区赤羽西６－３７－１２

56 赤羽南療育室 東京都北区赤羽南２－１０－２０

57 王子療育室 東京都北区赤羽南２－１０－２０

58 浮間中央病院 東京都北区赤羽北２－２１－１９

59 明理会中央総合病院 東京都北区東十条３－２－１１

60 花と森の東京病院 東京都北区西ヶ原２－３－６

61 はくちょう 東京都北区田端３－１８－２４

62 ＮＴＴ東日本関東病院 東京都品川区東五反田５－９－２２

63 五反田リハビリテーション病院 東京都品川区西五反田８－８－２０

64 すみだ福祉保健センター 東京都墨田区向島３－３６－７

65 東京都立墨東病院 東京都墨田区江東橋４－２３－１５

66 ベレール向島 東京都墨田区東向島２－３６－１１

67 河北リハビリテーション病院 東京都杉並区堀ノ内１－９－２７

68 上井草園 東京都杉並区上井草３－３３－１０

69 浴風会病院 東京都杉並区高井戸西１－１２－１

70 世田谷区立総合福祉センター 東京都世田谷区松原６－４１－７

71 国立成育医療センター 東京都世田谷区大蔵２－１０－１

72 有隣病院 東京都世田谷区船橋２－１５－３８

73 東京都立松沢病院 東京都世田谷区上北沢２－１－１

74 練馬区立心身障害者福祉センター 東京都練馬区貫井１－９－１

75 陽和病院 東京都練馬区大泉町２－１７－１

76 慈雲堂病院 東京都練馬区関町南４－１４－５３

77 ミレニアム桜台 東京都練馬区桜台２－１－１３

78 練馬光が丘病院 東京都練馬区光が丘２－１１－１

79 代々木病院 東京都渋谷区千駄ヶ谷１－３０－７

80 渋谷区けやきの苑・西原 東京都渋谷区西原２－１９－１
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81 原宿リハビリテーション病院 東京都渋谷区神宮前６－２６－１

82 牧田総合病院 東京都大田区大森北１－３４－６

83 蒲田リハビリテーション病院 東京都大田区大森西４－１４－５

84 田園調布中央病院 東京都大田区田園調布２－４３－１

85 荏原病院 東京都大田区東雪谷４－５－１０

86 長汐病院 東京都豊島区池袋１－５－８

87 セントケアＲｅ－ｈａｓ池袋 東京都豊島区池袋２－５５－２鈴木ビル１Ｆ

88 池袋えびすの郷 東京都豊島区池袋本町２－３４－１

89 デンマークイン新宿 東京都新宿区原町２－４３

90 東京山手メディカルセンター 東京都新宿区百人町３－２２－１

91 浅草病院 東京都台東区今戸２－２５－１５

92 永寿総合病院 東京都台東区東上野２－２３－１６

93 葛西昌医会病院 東京都江戸川区東葛西６－３０－３

94 リハライフ北小岩 東京都江戸川区北小岩５－３２－１５

95 港区立特別養護老人ホーム白金の森 東京都港区白金台５－２０－５

96 第一病院 東京都目黒区中根２－１０－２０

97 江東リハビリテーション病院 東京都江東区北砂２－１５－１５

98 杏雲堂病院 東京都千代田区神田駿河台１－８

99 清瀬リハビリテーション病院 東京都清瀬市竹丘３－３－３３

100 東京病院 東京都清瀬市竹丘３－１－１

101 たけおか 東京都清瀬市竹丘２－３－２１

102 ベトレヘムの園病院 東京都清瀬市梅園３－１４－７２

103 信愛病院 東京都清瀬市梅園２－５－９

104 ウイング 東京都府中市四谷６－１５－２

105 アゼリア 東京都昭島市田中町２－１－３７

106 あきしま相互病院 東京都昭島市中神町１３７０－３

107 多摩北部医療センター 東京都東村山市青葉町１－７－１

108 三恵病院 東京都東村山市青葉町３－２９－１

109 秋津療育園 東京都東村山市青葉町３－３１－１

110 保生の森 東京都東村山市諏訪町３－６－１

111 ウィズケアメディカル 東京都東村山市久米川町４－４２－４

112 緑風荘病院 東京都東村山市萩山町３－３１－１

113 多摩丘陵病院 東京都町田市下小山田町１４９１

114 ニーズセンター花の家 東京都町田市下小山田町３１６０

115 鶴川記念病院 東京都町田市三輪町１０５９－１

116 青梅市立総合病院 東京都青梅市東青梅４－１６－５

117 東京青梅病院 東京都青梅市富岡３－１２５４

118 武蔵野中央病院 東京都小金井市東町１－４４－２６

119 小金井あんず苑 東京都小金井市前原町５－３－２４

120 小金井リハビリテーション病院 東京都小金井市前原町１－３－２
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121 桜町病院 東京都小金井市桜町１－２－２０

122 多摩済生病院 東京都小平市美園町３－１１－１

123 けやきの郷 東京都小平市小川町１－４８５

124 国立精神・神経医療研究センター 東京都小平市小川東町４－１－１

125 緑成会病院 東京都小平市小川西町２－３５－１

126 桜ヶ丘記念病院 東京都多摩市連光寺１－１－１

127 多摩中央病院 東京都多摩市連光寺２－６２－２

128 厚生荘病院 東京都多摩市和田１５４７

129 新天本病院 東京都多摩市中沢２－５－１

130 城山病院 東京都八王子市元八王子町３－２８７２－１

131 北野台病院 東京都八王子市打越町１０６８

132 西八王子病院 東京都八王子市上川町２１５０

133 ウエストケアセンター 東京都八王子市上川町２１３５

134 多摩平の森の病院 東京都日野市多摩平３－１－１７

135 井之頭病院 東京都三鷹市上連雀４－１４－１

136 杏林大学医学部付属病院 東京都三鷹市新川６－２０－２

137 東京都立東大和療育センター 東京都東大和市桜が丘３－４４－１０

138 立川病院 東京都立川市錦町４－２－２２

139 オキドキ 東京都あきる野市伊奈４７７－１

140 あきる台病院 東京都あきる野市秋川６－５－１

141 村山医療センター 東京都武蔵村山市学園２－３７－１

142 東京都立村山特別支援学校 東京都武蔵村山市学園４－８

143 多摩川病院 東京都調布市国領町５－３１－１

144 吉祥寺病院 東京都調布市深大寺北町４－１７－１

145 青木病院 東京都調布市上石原３－３３－１７

146 稲城市立病院 東京都稲城市大丸１１７１

147 山田病院 東京都西東京市南町３－４－１０

148 西東京中央総合病院 東京都西東京市芝久保町２－４－１９

149 国分寺病院 東京都国分寺市東恋ヶ窪４－２－２

150 健康ざんまい 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷２－１４－３

151 大宮すずのきクリニック 埼玉県さいたま市北区東大成町２－２５１

152 みやびの里 埼玉県さいたま市北区別所町９２０

153 なごみの里 埼玉県さいたま市北区別所町８９２

154 岩槻脳神経外科病院 埼玉県さいたま市岩槻区慈恩寺８８

155 ケア大宮花の丘 埼玉県さいたま市西区内野本郷９７５－５

156 ル・サンク湯澤 埼玉県さいたま市西区三橋６－５６７

157 指扇病院 埼玉県さいたま市西区宝来１２９５－１

158 西大宮病院 埼玉県さいたま市大宮区三橋１－１１７３

159 ハートケア東大宮 埼玉県さいたま市見沼区大字風波野４５

160 あさがお 埼玉県さいたま市緑区大崎３３８５－１
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161 川口市立医療センター 埼玉県川口市大字西新井宿１８０

162 川口診療所 埼玉県川口市仲町１－３６

163 川口さくら病院 埼玉県川口市神戸２５８－１

164 老健ねぎしケアセンター 埼玉県川口市大字安行領根岸２３５３

165 武南病院 埼玉県川口市東本郷２０２６

166 ケアスパまごころ 埼玉県川口市元郷５－６－１第三石峰ビル１Ｆ

167 はとがや病院 埼玉県川口市坂下町４－１６－２６

168 埼玉協同病院 埼玉県川口市木曽呂１３１７

169 大生病院 埼玉県狭山市大字水野６００

170 埼玉石心会病院 埼玉県狭山市入間川２－３７－２０

171 かがやき 埼玉県狭山市大字下奥富６８８

172 狭山中央病院 埼玉県狭山市富士見２－１９－３５

173 行田総合病院 埼玉県行田市持田３７６

174 武蔵野総合病院 埼玉県川越市大字大袋新田９７７－９

175 霞ヶ関南病院 埼玉県川越市安比奈新田２８３－１

176 川越リハビリテーション病院 埼玉県川越市今福２７１０

177 城南中央病院 埼玉県川越市今福２７４５

178 瑞穂の里 埼玉県川越市今福２７４５

179 いぶき 埼玉県川越市大字下小坂５０１－１

180 トワーム小江戸病院 埼玉県川越市下老袋灰俵４９０－９

181 池袋病院 埼玉県川越市笠幡３７２４－６

182 ＦＯＭＡ・なごみ 埼玉県深谷市新戒４１３－１

183 北辰病院 埼玉県越谷市七左町４－３５８

184 佳境 埼玉県越谷市七左町４－１５４

185 南埼玉病院 埼玉県越谷市大字増森２５２

186 リハビリテーション天草病院 埼玉県越谷市平方３４３－１

187 埼玉みさと総合リハビリテーション病院 埼玉県三郷市新和５－２０７

188 三郷中央総合病院 埼玉県三郷市幸房７４５

189 みさと健和病院 埼玉県三郷市鷹野４－４９４－１

190 八潮病院 埼玉県八潮市鶴ヶ曽根１０８９

191 東松山病院 埼玉県東松山市大谷４１６０－２

192 ひだまり 埼玉県東松山市松山町２－１２６４－１

193 和光病院 埼玉県和光市下新倉５－１９－７

194 菅野病院 埼玉県和光市本町２８－１

195 久喜すずのき病院 埼玉県久喜市北青柳１３６６－１

196 リハビリテーションセンターそれいゆ 埼玉県久喜市北青柳１３６６－１

197 埼玉県済生会栗橋病院 埼玉県久喜市小右衛門７１４－６

198 新久喜総合病院 埼玉県久喜市上早見４１８－１

199 すずのきメンタルケアクリニック 埼玉県久喜市久喜中央２－７－２０

200 熊谷総合病院 埼玉県熊谷市中西４－５－１
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201 羽生総合病院 埼玉県羽生市大字上岩瀬５５１

202 圏央所沢病院 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘４－２６９２－１

203 ケアステーション所沢 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘６－２８２３－１３

204 明生リハビリテーション病院 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘４－２６８１－２

205 所沢緑ヶ丘病院 埼玉県所沢市狭山ヶ丘１－３００９

206 さんとめ 埼玉県所沢市中富１６１７

207 所沢リハビリテーション病院 埼玉県所沢市中富１０１６

208 新所沢清和病院 埼玉県所沢市神米金１４１－３

209 東所沢病院 埼玉県所沢市大字城４３５－１

210 所沢ロイヤル病院 埼玉県所沢市北野３－１－１１

211 くわのみクリニック通所リハビリテーション 埼玉県所沢市山口１８５０－８

212 所沢明生病院 埼玉県所沢市山口５０９５

213 ケアライフ朝霞 埼玉県朝霞市溝沼２－４－１０

214 朝霞病院 埼玉県朝霞市大字溝沼１３３３－２

215 朝霞台中央総合病院 埼玉県朝霞市西弁財１－８－１０

216 武里病院 埼玉県春日部市大字下大増新田字東耕地９－３

217 春日部厚生クリニック 埼玉県春日部市下蛭田字前田１２５－１

218 東埼玉病院 埼玉県蓮田市黒浜４１４７

219 飯能靖和病院 埼玉県飯能市下加治１３７－２

220 飯能老年病センター 埼玉県飯能市下加治１４７

221 ベテラン館ましば 埼玉県飯能市緑町８－３

222 飯能リハビリ館 埼玉県飯能市下畑２９６

223 南飯能病院 埼玉県飯能市矢颪４１５

224 戸田中央リハビリテーション病院 埼玉県戸田市本町１－１４－１

225 若葉病院 埼玉県坂戸市戸宮６０９

226 上福岡リハケアセンター 埼玉県ふじみ野市福岡新田北谷１０８－１

227 富家病院 埼玉県ふじみ野市亀久保２１９７

228 イムス富士見総合病院 埼玉県富士見市大字鶴馬１９６７－１

229 白岡中央総合病院 埼玉県白岡市小久喜９３８－１２

230 鳳永病院 埼玉県草加市谷塚２－１２－１５

231 草加ロイヤルケアセンター 埼玉県草加市柿木町１２３－２

232 草加松原リハビリテーション病院 埼玉県草加市松江２－３－２５

233 武蔵台病院 埼玉県日高市久保２７８－１２

234 ＴＭＧ宗岡中央病院 埼玉県志木市上宗岡５－１４－５０

235 新座志木中央総合病院 埼玉県新座市東北１－７－２

236 新座病院 埼玉県新座市堀ノ内３－１４－３０

237 埼玉療育園 埼玉県大里郡寄居町大字藤田１７９－１

238 しょうわ 埼玉県北葛飾郡庄和町大字下柳１０８８

239 埼玉セントラル病院 埼玉県入間郡三芳町上富２１７７

240 イムス三芳総合病院 埼玉県入間郡三芳町藤久保２６６－１
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241 みどうの杜 埼玉県秩父郡東秩父村御堂１４５６－４

242 平成の森・川島病院 埼玉県比企郡川島町大字畑中４７８－１

243 埼玉森林病院 埼玉県比企郡滑川町大字和泉７０４

244 うしおだ診療所 神奈川県横浜市鶴見区本町通１－１６－１

245 南永田桜樹の森 神奈川県横浜市南区永田南１－２－３７

246 佐藤病院 神奈川県横浜市南区南太田１－１０－３

247 横浜市総合リハビリテーションセンター 神奈川県横浜市港北区鳥山町１７７０

248 大倉山記念病院 神奈川県横浜市港北区樽町１－１－２３

249 ベルディーナ高田 神奈川県横浜市港北区高田西３－１－１２

250 日向台病院 神奈川県横浜市旭区市沢町１０８１

251 横浜旭中央総合病院 神奈川県横浜市旭区若葉台４－２０－１

252 上白根病院 神奈川県横浜市旭区上白根２－６５－１

253 市ヶ尾カリヨン病院 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町２３－１

254 プラチナ・ヴィラ青葉台 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町７５－１

255 青葉ヒルズ 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町１２６０

256 創生園青葉 神奈川県横浜市青葉区奈良町８８１－１３

257 横浜新都市脳神経外科病院 神奈川県横浜市青葉区荏田町４３３

258 若葉が丘 神奈川県横浜市都筑区川和町２６７４－１

259 横浜茅ヶ崎老人保健施設 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎町８０

260 金沢病院 神奈川県横浜市金沢区泥亀２－８－３

261 中村整形外科 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－２０－９

262 あさひな 神奈川県横浜市金沢区朝比奈町１０７

263 横浜南共済病院 神奈川県横浜市金沢区六浦東１－２１－１

264 横浜市戸塚地域療育センター 神奈川県横浜市戸塚区川上町４－４

265 新戸塚病院 神奈川県横浜市戸塚区川上町６９０－２

266 ハートケア横浜小雀 神奈川県横浜市戸塚区小雀町２２４８－１

267 平成横浜病院 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町５５０

268 東戸塚記念病院 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５４８－７

269 横浜市東部地域療育センター 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川１－２９

270 新横浜リハビリテーション病院 神奈川県横浜市神奈川区菅田町２６２８－４

271 牧野ケアセンター 神奈川県横浜市神奈川区菅田町１４８１－１

272 ライフモア保土ヶ谷 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新井町２９１－１

273 保土ヶ谷整形外科皮フ科 神奈川県横浜市保土ヶ谷区帷子町１－４４池田ビル２Ｆ

274 イムス横浜狩場脳神経外科病院 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町２１８－９

275 ひとりざわ 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町９３－１

276 磯子中央病院 神奈川県横浜市磯子区磯子２－２０－４５

277 関東病院 神奈川県横浜市磯子区森１－１６－２６

278 三田あすみの丘 神奈川県川崎市多摩区三田１－１４－２

279 川崎市れいんぼう川崎 神奈川県川崎市宮前区東有馬５－８－１０

280 ケアハウス風知草 神奈川県川崎市宮前区野川３１３４－５
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281 川崎市北部地域療育センター 神奈川県川崎市麻生区片平５－２６－１

282 新百合ヶ丘総合病院 神奈川県川崎市麻生区古沢都古２５５

283 太田総合病院 神奈川県川崎市川崎区日進町１－５０

284 横須賀共済病院 神奈川県横須賀市米が浜通１－１６

285 横須賀北部共済病院 神奈川県横須賀市船越町１－８

286 衣笠病院 神奈川県横須賀市小矢部２－２３－１

287 久里浜アルコール症センター 神奈川県横須賀市野比５－３－１

288 丘整形外科病院 神奈川県相模原市新磯野２－７－１０

289 東芝林間病院 神奈川県相模原市上鶴間７－９－１

290 相模ヶ丘病院 神奈川県相模原市南区下溝４３７８

291 なたなえる 神奈川県相模原市南区麻溝台４－１－２４

292 清川病院 神奈川県鎌倉市小町２－１３－７

293 鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院 神奈川県鎌倉市腰越１－２－１

294 湘南鎌倉総合病院 神奈川県鎌倉市岡本１３７０－１

295 南大和老人保健施設さくらぷらざ 神奈川県大和市下和田１１５０

296 秦野老人保健施設みかん 神奈川県秦野市平沢２４０７－２

297 鶴巻温泉病院 神奈川県秦野市鶴巻北１－１６－１

298 相州病院 神奈川県厚木市上荻野１６８２－３

299 コミュニティケア北部 神奈川県厚木市下荻野９４１－１

300 ぬるみず 神奈川県厚木市温水１８４５－１

301 あさひの郷 神奈川県平塚市出縄８８

302 平塚病院 神奈川県平塚市出縄４７６

303 グレースヒル・湘南 神奈川県足柄上郡中井町松本１１３５－１

304 愛川北部病院 神奈川県愛甲郡愛川町角田２８１－１

305 結城第二病院 茨城県結城市結城１２７４１

306 筑波記念病院 茨城県つくば市要１１８７－２９９

307 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１

308 いちはら病院 茨城県つくば市大曽根３６８１

309 いちご苑 茨城県ひたちなか市笹野町１－３－２０

310 ＪＡとりで総合医療センター 茨城県取手市本郷２－１－１

311 やすらぎの丘温泉病院 茨城県高萩市大字下手綱１９５１－６

312 日立梅ヶ丘病院 茨城県日立市大久保町２４０９－３

313 山王台病院 茨城県石岡市東石岡４－１－３８

314 小山記念病院 茨城県鹿嶋市宮中４１９１

315 鹿島病院 茨城県鹿嶋市平井１１２９－２

316 シルバーケア土浦 茨城県土浦市木田余一丁田台４６０６

317 茨城北西総合リハビリテーションセンター 茨城県常陸大宮市上町３１３

318 大串の里 茨城県水戸市大串町５８４－１

319 白十字総合病院 茨城県神栖市賀２１４８

320 水海道厚生病院 茨城県常総市内守谷町３７７０－７
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321 小柳病院 茨城県猿島郡総和町稲宮１００１

322 柏厚生総合病院 千葉県柏市あけぼの３－８－２０

323 柏たなか病院 千葉県柏市小青田１－３－２

324 イムス佐原リハビリテーション病院 千葉県香取市佐原口２１２１－１

325 平和台病院 千葉県我孫子市布佐８３４－２８

326 九十九里ホーム病院 千葉県八日市場市飯倉２１

327 秋元病院 千葉県鎌ヶ谷市初富８０８－５４

328 野田病院 千葉県野田市中里１５５４－１

329 袖ヶ浦さつき台病院 千葉県袖ヶ浦市長浦駅前５－２１

330 下総精神医療センター 千葉県千葉市緑区辺田町５７８

331 千葉みなとリハビリテーション病院 千葉県千葉市中央区中央港１－１７－１８

332 セントマーガレット病院 千葉県八千代市上高野４５０

333 新八千代病院 千葉県八千代市米本２１６７

334 しのだの森ホスピタル 千葉県八千代市島田台１２１２

335 下志津病院 千葉県四街道市鹿渡９３４－５

336 館山病院 千葉県館山市長須賀１９６

337 東葛病院 千葉県流山市中１０２－１

338 クラブハウスＦｏｒＵｓ 千葉県市川市市川４－６－６　木下ビル１Ｆ

339 国府台病院 千葉県市川市国府台１－７－１

340 行徳総合病院 千葉県市川市本行徳５５２５－２

341 下総病院 千葉県船橋市滝台町９４－２２

342 船橋整形外科病院 千葉県船橋市飯山満町１－８３３

343 東船橋病院 千葉県船橋市高根台４－２９－１

344 船橋市立リハビリテーション病院 千葉県船橋市夏見台４－２６－１

345 新松戸中央総合病院 千葉県松戸市新松戸１－３８０

346 松戸リハビリテーション病院 千葉県松戸市和名ヶ谷１００９－１

347 旭神経内科リハビリテーション病院 千葉県松戸市栗ヶ沢７８９－１

348 姫島クリニック 千葉県山武市姫島２６８－１

349 聖光会病院 千葉県長生郡長柄町立鳥７４５－１

350 季美の森整形外科 千葉県大網白里市季美の森南１－３０－５

351 季美の森リハビリテーション病院 千葉県大網白里市季美の森南１－３０－１

352 佐藤病院 栃木県矢板市土屋１８

353 宇都宮病院 栃木県宇都宮市陽南４－６－３４

354 とちぎリハビリテーションセンター 栃木県宇都宮市駒生町３３３７－１

355 宇都宮病院 栃木県宇都宮市下岡本２１６０

356 宇都宮アルトピア 栃木県宇都宮市石井町３３８５

357 宇都宮リハビリテーション病院 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町４３－２

358 大田原赤十字病院 栃木県大田原市住吉町２－７－３

359 だいなリハビリクリニック 栃木県大田原市紫塚３－２６３３－１０

360 板室温泉病院 栃木県黒磯市百村字石滝３０４２－３１
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361 冨士ヶ丘病院 群馬県太田市熊野町３８－８１

362 イムス太田中央総合病院 群馬県太田市東今泉町８７５－１

363 老年病研究所附属病院 群馬県前橋市大友町３－２６－８

364 群馬中央総合病院 群馬県前橋市紅雲町１－７－１３

365 内田病院 群馬県沼田市久屋原町３４５－１

366 原病院 群馬県伊勢崎市境上武士８９８－１

367 石井病院 群馬県伊勢崎市波志江町１１５２

368 ＢＬＵＥＲＯＳＥ 群馬県伊勢崎市今泉町１－１４１６－２

369 ココン 群馬県富岡市上小林４７

370 希望館病院 群馬県高崎市江木町１１２０

371 はんな・さわらび療育園 群馬県高崎市榛名山町２８－３０

372 榛名荘病院 群馬県群馬郡榛名町中室田５９８９

373 上之原病院 群馬県勢多郡北橘村上南室１６２－１

374 村井病院 長野県松本市大字芳川村井町１８

375 一之瀬脳神経外科病院 長野県松本市島立２０９３

376 信州大学医学部附属病院 長野県松本市旭３－１－１

377 健和会病院 長野県飯田市鼎中平１９３６

378 飯田病院 長野県飯田市大通１－１５

379 昭和伊南総合病院 長野県駒ヶ根市赤穂３２３０

380 佐久市立国保浅間総合病院 長野県佐久市大字岩村田１８６２－１

381 辛夷園 長野県伊那市伊那３８３１

382 諏訪中央病院 長野県茅野市玉川４３００

383 安曇野赤十字病院 長野県安曇野市豊科５６８５

384 穂高病院 長野県安曇野市穂高４６３４

385 ひまわり 長野県千曲市大字桑原１６７０－１

386 桔梗ヶ原病院 長野県塩尻市宗賀１２９５

387 小諸厚生総合病院 長野県小諸市与良町３－２－３１

388 こまくさ 長野県小諸市南町２－２－２７

389 佐久総合病院 長野県南佐久郡臼田町臼田１９７

390 ミサトピア小倉病院 長野県南安曇郡三郷村大字小倉６０８６－２

391 新生病院 長野県上高井郡小布施町８５１

392 はやしの杜 長野県下伊那郡豊丘村神稲４１７６

393 巨摩共立病院 山梨県南アルプス市桃園３４０

394 富士温泉病院 山梨県笛吹市春日居町小松下河原１１７７

395 春日居サイバーナイフ・リハビリ病院 山梨県笛吹市春日居町国府４３６

396 竜王リハビリテーション病院 山梨県甲斐市万才２８７－７

397 恵信甲府病院 山梨県甲府市上阿原町３３８－１

398 恵信ロジェ 山梨県山梨市南１３３５

399 石和温泉病院 山梨県東八代郡石和町八田３３０－５

400 しもべ病院 山梨県西八代郡下部町下部１０６３
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401 福井社会保険病院 福井県勝山市長山町２－６－２１

402 川室記念病院 新潟県上越市北新保７１甲

403 さいがた病院 新潟県上越市大潟区犀潟４６８－１

404 三交病院 新潟県上越市大字塩屋３３７－１

405 サンクス米山 新潟県上越市柿崎区上下浜２１９－５

406 晴和会上所園 新潟県新潟市上所中１－１０－１

407 黒埼病院 新潟県新潟市黒鳥２２３９－１

408 新潟信愛病院 新潟県新潟市西区上新栄町１－１－１

409 しんあい園 新潟県新潟市西区上新栄町１－１－１

410 豊浦愛広苑 新潟県新発田市荒町甲１６１１－８

411 豊浦病院 新潟県新発田市荒町甲１６１１－８

412 とようら訪問看護ステーション 新潟県新発田市荒町甲１６１１－５１

413 脳神経センター阿賀野病院 新潟県阿賀野市保田６３１７－１５

414 松岡病院 富山県小矢部市畠中町４－１８

415 舞子浜病院 福島県いわき市平藤間字川前６３－１

416 かしま病院 福島県いわき市鹿島町下蔵持字中沢目２２－１

417 佳勝園 福島県いわき市金山町月見台１３４－１

418 悠悠 福島県会津若松市一箕町松長字上長原５４

419 福島県立会津総合病院 福島県会津若松市城前１０－７５

420 針生ヶ丘病院 福島県郡山市大槻町字天正坦１１

421 あさかホスピタル 福島県郡山市安積町笹川字経坦４５

422 紫泉の里 福島県郡山市田村町岩作字穂多礼２１８

423 にじのまち 福島県福島市北沢又字番匠田５

424 福島第一病院 福島県福島市北沢又字成出１６－２

425 村上病院 福島県福島市立子山字北浦３

426 しのぶ病院 福島県福島市大森字高畑３１－１

427 あづま脳神経外科病院 福島県福島市大森字柳下１６－１

428 一陽会病院 福島県福島市八島町１５－２７

429 南東北福島病院 福島県福島市荒井北３－１－１３

430 大原綜合病院 福島県福島市大町６－１１

431 雲雀ヶ丘病院 福島県南相馬市原町区上町１－３０

432 南相馬市立総合病院 福島県南相馬市原町区高見町２－５４－６

433 メンタルクリニックなごみ 福島県相馬市中村字川沼２４０

434 西白河病院 福島県西白河郡矢吹町井戸尻４４５

435 会田病院 福島県西白河郡矢吹町本町２１６

436 ニコニコリハビリ 福島県西白河郡西郷村字下前田東４

437 ひらた中央総合病院 福島県石川郡平田村大字上蓮田字清水内４

438 双葉厚生病院 福島県双葉郡双葉町大字新山字久保前１００

439 リハビリテーション中伊豆温泉病院 静岡県伊豆市上白岩１０００

440 ひろみ 静岡県富士市大渕３９－１
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441 磐田脳神経外科病院 静岡県磐田市見付１７６６－１

442 偕行会リハビリテーション病院 愛知県弥富市神戸５－２０

443 備前市立備前病院 岡山県備前市伊部２２４５

444 児島聖康病院 岡山県倉敷市児島下の町１０－３７４

445 玉野市立玉野市民病院 岡山県玉野市宇野２－３－１

446 積善病院 岡山県津山市一方１４０

447 南岡山医療センター 岡山県都窪郡早島町大字早島４０６６

448 あわしま 鳥取県米子市彦名町１２５０

449 玉造病院 島根県松江市玉湯町湯町１－２

450 春日療養園 宮城県仙台市太白区中田５－５－１

451 岩切病院 宮城県仙台市宮城野区岩切字稲荷２１

452 せんだんの丘 宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘６－１２６－５１

453 坂総合病院 宮城県塩釜市錦町１６－５

454 夢の楽園・高森ロマンホーム 宮城県栗原市築館字下高森１２４－１

455 リハビリパーク花もよう 宮城県石巻市大橋３－９－１

456 桜町わかばクリニック 山形県山形市桜町４－１０

457 上山病院 山形県上山市金谷字下河原１３７０

458 湯田川温泉リハビリテーション病院 山形県鶴岡市大字湯田川字中田３５－１０

459 メルヘン 山形県東村山郡山辺町大字大寺字竹ノ花１１５２－１

460 市立大森病院 秋田県横手市大森町字菅生田２４５－２０５

461 市立横手病院 秋田県横手市根岸町５－３１

462 なかみちケアセンター 秋田県由利本荘市薬師堂字中道２５７

463 いこいの里 秋田県鹿角市八幡平字小山５０

464 かづの厚生病院 秋田県鹿角市花輪字向畑１８

465 栗山荘 秋田県にかほ市象潟町小滝字麻針堰１８

466 松恵苑 秋田県湯上市天王字鶴沼台４３－２２６

467 森岳温泉病院 秋田県山本郡三種町森岳字木戸沢１９９

468 照隅苑 秋田県雄勝郡羽後町床舞字軽内１９８－１

469 弘前記念病院 青森県弘前市境関字西田５９－１

470 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 青森県弘前市大字扇町１－２－１

471 本舘病院 岩手県花巻市東宮野目１３－１１２

472 未来の風せいわ病院 岩手県盛岡市手代森９－７０－１

473 川久保病院 岩手県盛岡市津志田２６－３０－１

474 銀楊 岩手県盛岡市本宮２－２０－１０

475 盛岡赤十字病院 岩手県盛岡市三本柳６－１－１

476 花北病院 岩手県北上市村崎野１６－８９－１

477 宮古第一病院 岩手県宮古市保久田８－３７

478 美希病院 岩手県奥州市前沢区古城字丑沢上野１００

479 やまゆりの里 岩手県遠野市宮守町達曽部２７－２０－１１

480 ケアホーム川口 岩手県岩手郡岩手町大字川口１３－２６－６
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481 げんきのでる里 北海道札幌市清田区真栄４３４－６

482 京都回生病院 京都府京都市下京区松原通七本松西入

483 京都武田病院 京都府京都市下京区西七条南衣田町１１

484 京都医療センター 京都府京都市伏見区深草向畑町１－１

485 龍野デイサービスセンターリハビリ赤とんぼ 兵庫県たつの市神岡町上横内３１６－１

486 龍野デイサービスセンター赤とんぼ日山 兵庫県たつの市龍野町日山３８－３６

487 公立八鹿病院 兵庫県養父市八鹿町八鹿１８７８－１

488 姫路愛和病院 兵庫県姫路市飯田３－２１９－１

489 青竹のふし子ども発達リハビリセンター 大阪府大阪市東住吉区南田辺４－８－２７－１０１

490 木俵病院 高知県四万十市中村一条通３－３－２５

491 渡川病院 高知県四万十市具同字上永田２２７８－１

492 近森リハビリテーション病院 高知県高知市北本町１－２－６

493 千松園 高知県高知市十津２－１２－１

494 愛宕病院 高知県高知市愛宕町１－４－１３

495 大西病院 高知県高岡郡四万十町古市町６－１２

496 ライブリーハウス輝 高知県高岡郡越知町越知甲１６６７－３

497 いわき病院 香川県高松市香南町由佐１１３－１

498 今村病院 佐賀県鳥栖市轟木町１５２３－６

499 リハシップあい 鹿児島県出水市大野原町１０７８－２

500 恒心会おぐら病院 鹿児島県鹿屋市笠之原町２７－２２

501 大島郡医師会病院 鹿児島県奄美市名瀬小宿３４１１

502 奄美中央病院 鹿児島県奄美市名瀬長浜町１６－５

503 大分豊寿苑 大分県大分市皆春１５２１－１

504 大分岡病院 大分県大分市西鶴崎３－７－１１

505 真央クリニック 大分県大分市小池原１１６７－１

506 県南病院 宮崎県串間市大字西方３７２８

507 沖縄中部療育医療センター 沖縄県沖縄市比屋根５－２－１７


