(注・2008年度=2008.4.1-2009.3.31)
色付箇所が認定されている年度です

日本認知症学会 教育施設一覧 (2018/03/31現在)
県名

施設名 (地域別に法人格略の５０音順)

北海道 旭川赤十字病院
北海道 国立病院機構 旭川医療センター
北海道 医療法人社団 旭川圭泉会病院
北海道 大谷地病院
北海道 亀田北病院
北海道 北見赤十字病院
北海道 医療法人社団明日佳 桜台江仁会病院
北海道 札幌医科大学附属病院
北海道 札幌 いそべ頭痛・もの忘れクリニック
北海道 医療法人五風会 さっぽろ香雪病院
北海道 札幌東徳洲会病院
北海道 特定医療法人社団慶愛会 札幌花園病院
北海道 高橋脳神経外科病院
北海道 医療法人明日佳 札幌宮の沢脳神経外科病院
北海道 市立釧路総合病院
北海道 市立札幌病院 静療院
北海道 総合病院 伊達赤十字病院
北海道 医療法人同仁会 千歳第一病院
北海道 社会医療法人母恋 天使病院
北海道 医療法人社団養生会 苫小牧日翔病院
北海道 医療法人 富田病院
北海道 中村記念病院
北海道 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター
北海道 北海道大学病院
青森
青森
岩手
岩手
岩手
岩手
岩手
岩手
岩手
宮城

弘前大学医学部附属病院
弘前市立病院
医療法人 あべ神経内科クリニック
岩手医科大学
岩手県立二戸病院
社会福祉法人恩賜財団済生会 北上済生会病院
松園第二病院
三田記念病院
盛岡市立病院
あおば脳神経外科

住所
北海道旭川市曙1条1丁目1番地
北海道旭川市花咲町7丁目4048番地
北海道旭川市東旭川町下兵村252
北海道札幌市厚別区大谷地東5-7-10
北海道函館市石川町191-4
北海道北見市北6条東2丁目1番地
北海道札幌市厚別区厚別西5条5丁目1番1号
北海道札幌市中央区南一条西16丁目
北海道札幌市東区北三十六条東15丁目1-20
北海道札幌市清田区真栄319番地
北海道札幌市東区北33丁目東14丁目3番1号
北海道札幌市中央区南15条西15丁目1-30
北海道札幌市西区西町南20丁目1番30号
北海道札幌市西区西町南20丁目1番30号
北海道釧路市春湖台１−１２
北海道札幌市豊平区平岸四条18-1-21
北海道伊達市末永町８１番地
北海道千歳市東雲町1-11
北海道札幌市東区北12条東3丁目1-1
北海道苫小牧市矢代町２丁目９−１３
北海道函館市駒場町9-18
札幌市中央区南１条西１４丁目
北海道札幌市西区山の手5条7丁目1-1
北海道札幌市北区北15条西7丁目
青森県弘前市本町35
青森県弘前市大字大町三丁目８番地１
岩手県盛岡市肴町6-6
岩手県盛岡市内丸19-1
岩手県二戸市堀野字大川原毛38-2
岩手県北上市花園町1丁目6-8
岩手県盛岡市西松園3-22-3
岩手県盛岡市加賀野三丁目14-1
岩手県盛岡市本宮５丁目1-5
宮城県仙台市青葉区中央2-11-19 仙南ビル1階
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県名
宮城
宮城
宮城
宮城
秋田
秋田
秋田
山形
山形
山形
山形
福岡
福島
福島
福島
福島
福島
福島
福島
茨城
茨城
茨城
茨城
茨城
茨城
茨城
茨城
茨城
茨城
茨城
茨城
茨城
栃木
栃木
栃木
栃木

施設名 (地域別に法人格略の５０音順)
医療法人朋心会 旭山病院
大崎市民病院 田尻診療所
一般財団法人広南会 広南病院
東北大学病院
秋田県立脳血管研究センター
秋田緑ヶ丘病院
市立大曲病院
北村山公立病院
社会医療法人公徳会 佐藤病院
鶴岡協立リハビリテーション病院
山形大学医学部附属病院
医療法人 井口野間病院
北福島医療センター
総合南東北病院 附属南東北クリニック
公益財団法人金森和心会 針生ヶ丘病院
ひらた中央クリニック
医療法人篤仁会 富士病院
公益財団法人 星総合病院
磐城済世会 舞子浜病院
医療法人社団有朋会 栗田病院
山王台病院
JAとりで総合医療センター
筑波大学附属病院
筑波記念病院 筑波総合クリニック
東京医科大学茨城医療センター
株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院
医療法人 ふたば内科クリニック
医療法人清風会 ホスピタル坂東
医療法人清風会 ホスピタル坂東
医療法人盡誠会 宮本病院
龍ヶ崎済生会病院
医療法人緑和会 わだクリニック
足利赤十字病院
医療法人根岸会 足利富士見台病院
栃木県済生会 宇都宮病院
鹿沼病院

住所
宮城県大崎市鹿島台平渡字大沢21-18
宮城県大崎市田尻通木字中崎東10番地1
宮城県仙台市太白区長町南四丁目２０番１号
宮城県仙台市青葉区星陵町1-1
秋田県秋田市千秋久保多町6-10
秋田県秋田市飯島字堀川84番地
秋田県大仙市飯田字堰東210
山形県東根市温泉町2-15-1
山形県南陽市椚塚948-1
山形県鶴岡市上山添字神明前３８
山形県山形市飯田西2-2-2
福岡県福岡市南区寺塚1-3-47
福島県伊達市箱崎字東23-1
福島県郡山市八山田7-115
福島県郡山市大槻町字天正坦11
福島県石川郡平田村大字上蓬田字大隅30
福島県福島市大波字熊野山1番地
福島県郡山市向河原町159番1号
福島県いわき市平藤間字川前63
茨城県那珂市豊喰505
茨城県石岡市東石岡4-1-38
茨城県取手市本郷2-1-1
茨城県つくば市天久保2-1-1
茨城県つくば市要1187-299
茨城県稲敷郡阿見町中央3－20－1
茨城県ひたちなか市石川町20-1
茨城県水戸市双葉台4-173-5
茨城県坂東市沓掛411
茨城県坂東市沓掛411
茨城県稲敷市幸田1247
茨城県龍ケ崎市中里1-1
茨城県日立市東金沢町5-6-18
栃木県足利市五十部町284-1
栃木県足利市大前町1272
栃木県宇都宮市竹林町911-1
栃木県鹿沼市千渡1585-2
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県名
栃木
栃木
栃木
栃木
栃木
栃木
栃木
栃木
群馬
群馬
群馬
群馬
群馬
群馬
群馬
群馬
群馬
群馬
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
千葉
千葉
千葉

施設名 (地域別に法人格略の５０音順)
烏山台病院 栃木県指定認知症疾患医療センター
国際医療福祉大学病院
自治医科大学附属病院
医療法人慈啓会 白澤病院
とちぎメディカルセンター下都賀総合病院
とちぎメディカルセンターしもつが
獨協医科大学 日光医療センター
医療法人慈全会 那須高原病院
医療法人久生会 いきいきクリニック
医療法人大誠会 内田病院
公益財団法人 老年病研究所附属病院
大井戸診療所
群馬大学医学部附属病院
医療法人育生会 篠塚病院
国立病院機構 高崎総合医療センター
医療法人康生会 つつじメンタルホスピタル
医療法人原会原病院
前橋赤十字病院
医療法人尚寿会 あさひ病院
医療法人社団 磯部クリニック
埼玉医科大学国際医療センター
埼玉医科大学総合医療センター
埼玉医科大学病院
埼玉県総合リハビリテーションセンター
篠田中央クリニック
順天堂大学医学部附属 順天堂越谷病院
医療法人千清會 鈴木脳神経外科
トワーム小江戸病院
公益財団法人 西熊谷病院
医療法人社団彩輝会ねぎし内科神経内科クリニック
飯能老年病センター
平沢記念病院
医療法人 山口病院
医療法人静和会 浅井病院
旭神経内科リハビリテーション病院
塩田病院

住所
栃木県那須烏山市滝田1868
栃木県那須塩原市井口537-3
栃木県下野市薬師寺3311-1
栃木県宇都宮市白沢町1813番地16
栃木県栃木市富士見町5-32
栃木県栃木市大平町川連420-1
栃木県日光市高徳632番地
栃木県那須郡那須町高久甲375
群馬県沼田市久屋原町340-3
群馬県沼田市久屋原町345-1
群馬県前橋市大友町三丁目26-8
群馬県伊勢崎市東小保方町4005-1
群馬県前橋市昭和町3-39-15
群馬県藤岡市篠塚105-1
群馬県高崎市高松町36
群馬県館林市小桑原町1505番地
群馬県伊勢崎市境上武士898-1
群馬県前橋市朝日町3-21-36
埼玉県狭山市水野592
埼玉県深谷市新井926
埼玉県日高市山根1397-1
埼玉県川越市鴨田辻迫町1981
埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38
埼玉県上尾市西貝塚 148-1
埼玉県富士見市鶴瀬東1-8-19
埼玉県越谷市大字袋山560
埼玉県川越市笠幡2082
埼玉県川越市下老袋490-9
埼玉県熊谷市石原572
埼玉県さいたま市中央区下落合2-19-16
埼玉県飯能市下加治147
埼玉県所沢市北野3-20-1
埼玉県川越市脇田町16-13
千葉県東金市家徳38-1
千葉県松戸市栗ヶ沢789-1
千葉県勝浦市出水1221

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

県名
千葉
千葉
千葉
千葉
千葉
千葉
千葉
千葉
千葉
千葉
千葉
千葉
千葉
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

施設名 (地域別に法人格略の５０音順)
順天堂大学医学部附属浦安病院
医療法人診誠会 すずき内科クリニック
総合病院国保旭中央病院
医療法人社団 誠馨会 総泉病院
千葉大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構 千葉東病院
独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院
帝京大学ちば総合医療センター
東京歯科大学市川総合病院
日本医科大学千葉北総病院
松戸市立福祉医療センター東松戸病院
医療法人社団三結会 みつば脳神経クリニック
復光会 介護老人保健施設 やすらぎ
医療法人社団青山会 青木病院
永寿総合病院
青梅市立総合病院
大内病院
上野毛脳神経外科クリニック
河北総合病院
北里大学北里大学研究所病院
杏林大学医学部付属病院
慶應義塾大学病院
厚生中央病院
国際医療福祉大学三田病院
国立精神・神経医療研究センター病院
一般社団法人 至誠会第二病院
順天堂大学医学部附属順天堂医院
順天堂大学医学部附属・順天堂江東高齢者医療センター
順天堂大学医学部附属練馬病院
医療法人社団鳳優会 城南ホームケアクリニック
昭和大学病院・昭和大学病院附属東病院
医療法人財団天翁会 新天本病院
医療社団法人健育会 竹川病院
国家公務員共済組合連合会 立川病院
日産厚生会 玉川病院
国立病院機構 東京病院

住所
千葉県浦安市富岡2-1-1
千葉県流山市平和台4-5-43
千葉県旭市イ-1326
千葉県千葉市若葉区更科町2592
千葉県千葉市中央区亥鼻1－8－1
千葉県千葉市中央区仁戸名町673
千葉県市原市辰巳台東２丁目１６
千葉県市原市姉崎3426-3
千葉県市川市菅野５−１１−１３
千葉県印西市鎌苅1715
千葉県松戸市高塚新田123-13
千葉県佐倉市城343-3 プチモンドさくら1-A
千葉県船橋市市場３丁目３番１号
東京都調布市上石原3-33-17
東京都台東区東上野2-23-16
東京都青梅市東青梅4-16-5
東京都足立区西新井5-41-1
東京都世田谷区上野毛3-14-14 アーバンプレイス上野毛1階
東京都杉並区阿佐谷北1-7-3
東京都港区白金5-9-1
東京都三鷹市新川6-20-2
東京都新宿区信濃町35
東京都目黒区三田1-11-7
東京都港区三田1-4-3
東京都小平市小川東町4-1-1
東京都世田谷区上祖師谷5-19-1
東京都文京区本郷3-1-3
東京都江東区新砂3-3-20
東京都練馬区高野台３丁目1-10
東京都世田谷区下馬6-8-6 サタケハウス1階
東京都品川区旗の台1-5-8
東京都多摩市中沢2-5-1
東京都板橋区桜川2-19-1
東京都立川市錦町4-2-22
東京都世田谷区瀬田4-8-1
東京都清瀬市竹丘3-1-1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

県名

施設名 (地域別に法人格略の５０音順)

東京医科大学病院
東京医科歯科大学医学部附属病院
東京 東京医科大学 八王子医療センター
東京 東京慈恵会医科大学附属第三病院
東京 東京慈恵会医科大学附属青戸病院
東京 東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター
東京 東京慈恵会医科大学附属病院
東京 東京女子医科大学附属成人医学センター
東京 東京女子医科大学東医療センター
東京 東京女子医科大学病院
東京 東京大学医学部附属病院
東京 東京都健康長寿医療センター
東京 東京都済生会中央病院
東京 東京都保健医療公社 荏原病院
東京 東京都立大塚病院
東京 東京都立駒込病院
東京 東京都立神経病院
東京 東京都立墨東病院
東京 東邦大学医療センター大森病院
東京 公益財団法人東京都保健医療公社 豊島病院
東京 都立松沢病院
東京 医療法人社団翠会 成増厚生病院
東京 日本医科大学付属病院
東京 日本赤十字社医療センター
東京 日本大学医学部附属板橋病院
東京 ねりま健育会病院
東京 初台リハビリテーション病院
東京 社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院
東京 町田市民病院
東京 国家公務員共済組合連合会 三宿病院
東京 三井記念病院
東京 武蔵野赤十字病院
東京 社会医療法人社団森山医会 森山記念病院
東京 社会福祉法人浴風会 浴風会病院
神奈川 かわさき記念病院
神奈川 川崎市立川崎病院
東京
東京

住所
東京都新宿区西新宿6-7-1
東京都文京区湯島1-5-45
東京都八王子市館町1163
東京都狛江市和泉本町4-11-1
東京都葛飾区青戸6-41-2
東京都葛飾区青戸6-41-2
東京都港区西新橋3-19-18
東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー20階
東京都荒川区西尾久2-1-10
東京都新宿区河田町8－1
東京都文京区本郷7-3-1
東京都板橋区栄町３５－２
東京都港区三田1-4-17
東京都大田区東雪谷4-5-10
東京都豊島区南大塚2-8-1
東京都文京区本駒込3-18-22
東京都府中市武蔵台2-6-1
東京都墨田区江東橋4-23-15
東京都大田区大森西6-11-1
東京都板橋区栄町33-1
東京都世田谷区上北沢2-1-1
東京都板橋区三園1-19-1
東京都文京区千駄木1-1-5
東京都渋谷区広尾4-1-22
東京都板橋区大谷口30-1
東京都練馬区大泉学園町7-3-28
東京都渋谷区本町３－５３－３
東京都大田区大森北1-34-6
東京都町田市旭町2‐15‐41
東京都目黒区上目黒5-33-12
東京都千代田区神田和泉町1
東京都武蔵野市境南町1-26-1
東京都江戸川区北葛西4-3-1
東京都杉並区高井戸西1-12-1
神奈川県川崎市宮前区潮見台 20-1
神奈川県川崎市川崎区新川通12-1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

県名

施設名 (地域別に法人格略の５０音順)

神奈川 川崎市立多摩病院
神奈川 北里大学東病院
神奈川 北里大学病院
神奈川 独立行政法人国立病院機構 久里浜アルコール症センター
神奈川 独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター
神奈川 済生会横浜市南部病院
神奈川 済生会横浜市東部病院
神奈川 興生会相模台病院
神奈川 相模原協同病院
神奈川 汐田総合病院
神奈川 湘南鎌倉総合病院
神奈川 湘南いなほクリニック
神奈川 湘南藤沢徳洲会病院
神奈川 昭和大学横浜市北部病院
神奈川 新百合ガ丘総合病院
神奈川 聖マリアンナ医科大学病院
神奈川 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
神奈川 聖隷横浜病院
神奈川 総合高津中央病院
神奈川 虎の門病院 分院
神奈川 平塚共済病院
神奈川 藤沢市民病院
神奈川 ほどがや脳神経外科クリニック
神奈川 医療法人社団元気会 横浜病院
神奈川 横浜旭中央総合病院
神奈川 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター
神奈川 横浜栄共済病院
神奈川 横浜市総合保健医療センター
神奈川 横浜市立大学附属市民総合医療センター
神奈川 横浜市立大学付属病院
神奈川 横浜市立みなと赤十字病院
神奈川 横浜新都市脳神経外科病院
神奈川 横浜総合病院
神奈川 横浜ほうゆう病院
神奈川 横浜南共済病院
神奈川 積愛会 横浜舞岡病院

住所
神奈川県川崎市多摩区宿河原1-30-37
神奈川県相模原市麻溝台2-1-1
神奈川県相模原市南区北里1-15-1
神奈川県横須賀市野比5-3-1
神奈川県横須賀市野比5-3-1
神奈川県横浜市港南区港南台3-2-10
神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1
神奈川県座間市相模ヶ丘6-24-28
神奈川県相模原市緑区橋本2-8-18
神奈川連横浜市鶴見区矢向1-6-20
神奈川県鎌倉市岡本1370-1
神奈川県平塚市四之宮1丁目3-57
神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1
神奈川県川崎市麻生区古沢都古255
神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1
神奈川県横浜市旭区矢指町1197-1
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町215
神奈川県川崎市高津区溝口1-16-7
神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷1-3-1
神奈川平塚市追分9-11
神奈川県藤沢市藤沢2-6-1
神奈川県横浜市保土ヶ谷区帷子町1-17 YGY202
神奈川県横浜市緑区寺山町729
神奈川県横浜市旭区若葉台4-20-1
神奈川県横浜市戸塚区原宿3-60-2
神奈川県横浜市栄区桂町132
神奈川県横浜市港北区鳥山町1735
神奈川県横浜市南区浦舟町4-57
神奈川県横浜市金沢区福浦3-9
神奈川県横浜市中区新山下３丁目 12-1
神奈川県横浜市青葉区荏田町433
神奈川県横浜市青葉区鉄町2201-5
神奈川県横浜市旭区金が谷644-1
神奈川県横浜市金沢区六浦1-21-1
神奈川県横浜市戸塚区舞岡町3482

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

県名
新潟
新潟
新潟
新潟
新潟
新潟
新潟
新潟
新潟
新潟
富山
富山
石川
石川
石川
石川
石川
石川
石川
石川
石川
石川
福井
福井
福井
福井
福井
山梨
山梨
山梨
山梨
長野
長野
長野
長野
長野

施設名 (地域別に法人格略の５０音順)
新潟勤医協 下越病院
川瀬神経内科クリニック
長岡中央綜合病院
崇徳会長岡西病院
新潟県立新発田病院
新潟県立中央病院
新潟大学医歯学総合病院
独立行政法人国立病院機構 新潟病院
特定医療法人楽山会 三島病院
悠遊健康村病院
谷野呉山病院
独立行政法人国立病院機構 北陸病院
国立病院機構 石川病院
石川県立高松病院
加賀市民病院
加賀市医療センター
金沢大学附属病院
金沢医科大学病院
金沢西病院
公立能登総合病院
国民健康保険 小松市民病院
公立松任石川中央病院
医療法人博俊会 春江病院
福井赤十字病院
福井総合クリニック
福井大学医学部附属病院
公益財団法人 松原病院
日下部記念病院
山角病院
公益財団法人リヴィーズ HANAZONO ホスピタル
山梨大学医学部附属病院
慈泉会 相澤病院
慈善会 安藤病院
鹿教湯三才山リハビリテーションセンター 鹿教湯病院
桔梗ケ原病院
健和会病院

住所
新潟市秋葉区東金沢1459番地1
新潟県三条市東本成寺20-8
新潟県長岡市川崎町2041番地
新潟県長岡市三ツ郷屋町371番地1
新潟県新発田市本町1-2-8
新潟県上越市新南町205
新潟県新潟市旭通町1
新潟県柏崎市赤坂町３番５２号
新潟県長岡市藤川1713-8
新潟県長岡市日越337
富山県富山市北代5200
富山県南砺市信末5963
石川県加賀市手塚町サ150番地
石川県かほく市内高松ヤ３６
石川県加賀市大聖寺八間道65
石川県加賀市作見町リ36番地
石川県金沢市宝町13-1
石川県河北郡内灘町大学1-1
石川県金沢市駅西本町6-15-41
石川県七尾市藤橋町ア部6番地4
石川県小松市向本折町ホ60
石川県白山市倉光三丁目8番地
福井県坂井市春江町針原65-7
福井県福井市月見2丁目4-1
福井県福井市新田塚1-42-1
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
福井県福井市文京2-9-1
山梨県山梨市上神内川1363
山梨県甲府市美咲1-6-10
山梨県甲府市和田町2968
山梨県中央市下河東1110
長野県松本市本庄2-5-1
長野県上田市中央西1-1-20
長野県上田市鹿教湯温泉1308
長野県塩尻市宗賀1295
長野県飯田市鼎中平1936

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

県名

施設名 (地域別に法人格略の５０音順)

長野

小林脳神経外科・神経内科病院
独立行政法人国立病院機構 小諸高原病院
JA長野厚生連 北信総合病院
社会医療法人城西医療財団 城西病院
信州大学医学部附属病院
諏訪赤十字病院
長野市民病院
長野赤十字病院
まつもと医療センター中信松本病院
医療法人昭伊会まるやまファミリークリニック
南十字脳神経外科
医療法人三折堂 宮下医院
朝日大学歯学部附属村上記念病院
岐阜県厚生農業協同組合連合会 揖斐厚生病院
ウェルネス高井クリニック
おくむらクリニック
おくむらメモリークリニック
各務原リハビリテーション病院
かわぐちクリニック
医療法人社団カワムラヤスオメディカルソサエティ 河村病院
岐阜市民病院
岐阜大学医学部附属病院
市立恵那病院
医療法人生仁会 須田病院
社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院
医療法人オカニューロケアクリニック 岡クリニック
掛川市立総合病院
静岡市立清水病院
静岡赤十字病院
国立病院機構 静岡てんかん・神経医療センター
すずかけヘルスケアホスピタル
聖隷浜松病院
公益財団法人復康会 鷹岡病院
掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター
独立行政法人国立病院機構 天竜病院
天竜すずかけ病院

長野
長野
長野
長野
長野
長野
長野
長野
長野
長野
長野
岐阜
岐阜
岐阜
岐阜
岐阜
岐阜
岐阜
岐阜
岐阜
岐阜
岐阜
岐阜
岐阜
静岡
静岡
静岡
静岡
静岡
静岡
静岡
静岡
静岡
静岡
静岡

住所
長野県上田市常田3-15-41
長野県小諸市甲4598
長野県中野市西1-5-63
長野県松本市城西1-5-16
長野県松本市旭3-1-1
長野県諏訪市湖岸通り5-11-50
長野県長野市大字富竹1333-1
長野県長野市若里5-22-1
長野県松本市大字寿豊丘811
長野県飯田市大瀬木1106-2
長野県長野市小柴見123番地
長野県上田市中央西1-15-12
岐阜県岐阜市橋本町3-23
岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪2547番地
岐阜県関市稲口774-4
岐阜県岐阜市清住町2-16 萬甚ビル
岐阜県羽島郡岐南町下印食3-14-1
岐阜県各務原市鵜沼山崎町6-8-2
岐阜県岐阜市清住町2-16 萬甚ビル1F
岐阜県岐阜市芥見大般若1丁目84番地
岐阜県岐阜市鹿島町７丁目１
岐阜県岐阜市柳戸1-1
岐阜県恵那市大井町2725
岐阜県高山市国府町村山235番地5
岐阜県羽島郡笠松町田代185-1
静岡県裾野市二ツ屋140-1
静岡県掛川市杉谷南1-1-1
静岡県静岡市清水区宮加三1231
静岡県静岡市葵区追手町8-2
静岡県静岡市葵区漆山886
静岡県磐田市大原2042-4
静岡県浜松市中区住吉2-12-12
静岡県富士市天間1585
静岡県掛川市菖蒲ヶ池1番地の1
静岡県浜松市浜北区於呂4201-2
静岡県浜松市天竜区二俣町二俣2396-56
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県名

施設名 (地域別に法人格略の５０音順)

静岡

東静脳神経センター
浜松医科大学附属病院
県西部浜松医療センター
浜松医療センター
独立行政法人地域医療機能推進機構 三島総合病院
百葉メディカルケアセンター ももはクリニック石坂
愛知医科大学病院
晴和会 あさひが丘ホスピタル
社会医療法人杏嶺会 いまいせ心療センター
医療法人大真会 大隈病院
岡崎市民病院
愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院
春日井市民病院
医療法人義興会 可知記念病院
南医療生協 かなめ病院
社会医療法人杏嶺会 上林記念病院
刈谷豊田総合病院
久米クリニック
公立陶生病院
独立行政法人 国立長寿医療研究センター
小牧市民病院
医療法人永仁会 佐藤病院
社会医療法人志聖会 総合犬山中央病院
総合上飯田第一病院
総合大雄会病院
知多厚生病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院
津島市民病院
冨田病院
豊川市民病院
トヨタ記念病院
豊田厚生病院
豊橋こころのケアセンター
名古屋市立西部医療センター
名古屋市立西部医療センター城北病院
名古屋市立大学病院

静岡
静岡
静岡
静岡
静岡
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知

住所
静岡県富士宮市西小泉町14-9
静岡県浜松市東区半田山1-20-1
静岡県浜松市中区富塚町３２８
静岡県浜松市中区富塚町３２８
静岡県三島市谷田字藤久保2276
静岡県富士市石坂420番地1
愛知県長久手市岩作字雁又1-1
愛知県春日井市神屋町字地福1295-31
愛知県一宮市今伊勢町宮後郷中茶原30
愛知県名古屋市北区大曽根二丁目9番34号
愛知県岡崎市高隆寺町五所合3番地1
愛知県弥富市前ヶ須町南本田396
愛知県春日井市鷹来町１丁目１番地１
愛知県豊橋市南大清水町字富士見４５６番地
愛知県名古屋市南区天白町１−５
愛知県一宮市奥町字下口西89番地の1
愛知県刈谷市住吉町5-15
愛知県名古屋市瑞穂区丸根町1-8
愛知県瀬戸市西追分町160
愛知県大府市森岡町源吾35
愛知県小牧市常普請１－２０
愛知県江南市上奈良町緑４８番地
愛知県犬山市大字五郎丸字二夕子塚６
愛知県名古屋市北区上飯田北町2-70
愛知県一宮市桜1-9-9
愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81-6
愛知県名古屋市南区三条1-1-10
愛知県津島市橘町３丁目７３番地
愛知県岡崎市本宿町字南中町26
愛知県豊川市八幡町野路23番地
愛知県豊田市平和町1-1
愛知県豊田市浄水町伊保原500-1
愛知県豊橋市三本木町元三本木20-1
愛知県名古屋市北区平手町1-1-1
愛知県名古屋市北区金田町2-15
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

県名

施設名 (地域別に法人格略の５０音順)

愛知

名古屋市立東部医療センター
名古屋大学医学部附属病院
名古屋第二赤十字病院
名古屋逓信病院
藤田保健衛生大学病院
まつかげシニアホスピタル 認知症疾患医療センター
名鉄病院
やまね病院
おがわ脳神経外科クリニック
小山田記念温泉病院
桑名市民病院
桑名西医療センター
市立四日市病院
国立病院機構 鈴鹿病院
藤田保健衛生大学 七栗記念病院
三重大学医学部附属病院
大津赤十字病院
大津赤十字志賀病院
公立甲賀病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院
滋賀医科大学医学部付属病院
滋賀県立成人病センター
宇治おうばく病院
宇治武田病院
国立病院機構 宇多野病院 関西脳神経筋センター
医療法人 三幸会 北山病院
国立病院機構京都医療センター
京都市立病院
京都大学医学部付属病院
京都府立医科大学附属病院
社団法人信和会京都民医連第二中央病院
京都民医連中央病院
医仁会 武田総合病院
康生会 武田病院
医療法人医誠会 東舞鶴医誠会病院
国立病院機構 舞鶴医療センター

愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
愛知
三重
三重
三重
三重
三重
三重
三重
三重
滋賀
滋賀
滋賀
滋賀
滋賀
滋賀
京都
京都
京都
京都
京都
京都
京都
京都
京都
京都
京都
京都
京都
京都

住所
愛知県名古屋市千種区若水1丁目2番23号
愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65
愛知県名古屋市昭和区妙見町2-9
愛知県名古屋市東区泉2-2-5
愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98
愛知県名古屋市中川区打出二丁目347番
愛知県名古屋市西区栄生2-26-11
愛知県名古屋市北区楠味鋺4-1524
三重県津市一身田上津部田1414-1
三重県四日市市山田町5538-1
三重県桑名市北別所４１６－１
三重県桑名市北別所４１６－１
三重県四日市市芝田２丁目２−３７
三重県鈴鹿市加佐登３－２－1
三重県津市大鳥町424-1
三重県津市江戸橋2丁目174
滋賀県大津市長等1-1-35
滋賀県大津市和邇中298番地
滋賀県甲賀市水口町松尾1256番地
滋賀県大津市富士見台16-1
滋賀県大津市瀬田月輪町
滋賀県守山市守山5-4-30
京都府宇治市五ヶ庄三番割32-1
京都府宇治市宇治里尻36-26
京都府京都市右京区鳴滝音戸山町8
京都府京都市左京区岩倉上蔵町123
京都府京都市伏見区深草向畑町1-1
京都府京都市中京区壬生東高田町1-2
京都府京都市左京区聖護院川原町54
京都府京都市上京区河原町広小路上ル梶井町465
京都府京都市左京区田中飛鳥井町89
京都府京都市中京区西ノ京春日町16-1
京都府京都市伏見区石田森南町28-1
京都府京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841-5
京都府舞鶴市字大波下765-16
京都府舞鶴市字行永2410番地

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

県名
京都
京都
京都
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫

施設名 (地域別に法人格略の５０音順)
国立病院機構 南京都病院
洛和会音羽病院
洛和会音羽リハビリテーション病院
公益財団法人 浅香山病院
大阪府済生会 茨木病院
大阪さやま病院 認知症疾患医療センター
大阪市立弘済院附属病院
大阪市立大学医学部附属病院
大阪赤十字病院
大阪大学医学部附属病院
関西医科大学附属滝井病院
関西医科大学総合医療センター
医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院
北野病院
近畿大学医学部附属病院
国立循環器病研究センター
市立池田病院
市立岸和田市民病院
市立豊中病院
財団法人 住友病院
瀬野クリニック
社会医療法人愛仁会 高槻病院
社会医療法人寿会 富永病院
大阪府済生会 中津病院
医療法人紫博会なかむかいクリニック
大阪府済生会野江病院
馬場記念病院
医療法人杏和会 阪南病院
社会医療法人生長会 ベルランド総合病院
（医）健徳会 みやびクリニック
よねもと診療所
さわ病院
医療法人社団俊仁会 大植病院
医療法人紀洋会 岡本病院
加東市民病院
北播磨総合医療センター

住所
京都府城陽市中芦原11番地
京都府京都市山科区音羽珍事町２
京都府京都市山科区小山北溝町32-1
大阪府堺市堺区今池町3-3-16
大阪府茨木市見付山2-1-45
大阪府大阪狭山市岩室3丁目216-1
大阪府吹田市古江台6-2-1
大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7
大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30
大阪府吹田市山田丘2-15
大阪府守口市文園町10-15
大阪府守口市文園町10-15
大阪府岸和田市加守町4-27-1
大阪府大阪市北区扇町2-4-20
大阪府大阪狭山市大野東377-2
大阪府吹田市藤白台5丁目7番1号
大阪府池田市城南3丁目1番18号
大阪府岸和田市額原町1001番地
大阪府豊中市柴原町4-14-1
大阪府大阪市北区中之島5-3-20
大阪府堺市西区上７１４−１朝日医療ビル鳳南３階
大阪府高槻市古曽部町1-3-13
大阪府大阪市浪速区湊町1-4-48
大阪府大阪市北区芝田2-10-39
大阪阪府茨木市下中条町4-5 ラ・フレール 2階
大阪市城東区古市1-3-25
大阪府堺市西区浜寺船尾町東4-244
大阪府堺市中区八田南之町２７７
大阪府堺市中区東山500-3
大阪府堺市西区堀上緑町1-8-63-110
大阪府岸和田市下松町1-10-9ポートライフマンション1階
大阪府豊中市城山町1-9-1
兵庫県朝来市多々良木1514
兵庫県篠山市東吹1015-1
兵庫県加東市家原85
兵庫県小野市市場町926-250

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

県名

施設名 (地域別に法人格略の５０音順)

兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2
兵庫県加古川市別府町別府865-1
兵庫
兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字横尾238-475
兵庫
兵庫県神戸市灘区水道筋6-6-3
兵庫
兵庫県神戸市西区糀台5-7-1
兵庫
兵庫県西脇市下戸田652-1
兵庫
兵庫県神崎郡福崎町南田原1134番地2
兵庫
兵庫県姫路市飾磨区三宅2-36
兵庫
兵庫県西宮市武庫川町1-1
兵庫
兵庫県尼崎市東難波町2丁目17番77号
兵庫
兵庫県神戸市灘区岩屋北町7丁目3−2 JR灘駅ビル2F
兵庫 まつい栄養＆認知症クリニック（医療法人社団まついeークリニック） 兵庫県明石市大明石町1-3-3 エスポワ明石３階４階
奈良 社会福祉法人恩賜財団 済生会中和病院
奈良県桜井市阿部323番地
奈良 白庭病院
奈良県生駒市白庭台6-10-1
奈良 医療法人拓誠会 辻村病院
奈良県宇陀市菟田野松井7-1
奈良 奈良県立医科大学附属病院
奈良県橿原市四条町840
奈良 平成記念病院
奈良県橿原市四条町827
和歌山 日本赤十字社和歌山医療センター
和歌山県和歌山市小松原通り4-20
和歌山 和歌山県立医科大学附属病院
和歌山県和歌山市紀三井寺811番地1
和歌山 和歌山ろうさい病院
和歌山県和歌山市木ノ本93-1
鳥取 鳥取大学医学部附属病院
鳥取県米子市西町36-1
鳥取 社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院
鳥取県鳥取市東町3-307
島根 永生クリニック
島根県仁多郡奥出雲町横田1063-1
島根 大田市立病院
島根県大田市大田町吉永1428-3
島根 島根県立中央病院
島根県出雲市姫原４－１－１
島根 島根大学医学部附属病院
島根県出雲市塩治町89-1
島根 医療法人青葉会 松江青葉病院
島根県松江市上乃木5-1-8
島根 国立病院機構 松江医療センター
島根県松江市上乃木5-8-31
岡山 国立病院機構 岡山医療センター
岡山県岡山市北区田益1711-1
岡山 岡山市立市民病院
岡山市北区北長瀬表町三丁目20番1号
岡山 岡山大学病院
岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
岡山 岡山赤十字病院
岡山県岡山市北区青江2-1-1
岡山 川崎医科大学附属病院
岡山県倉敷市松島577
岡山 川崎医科大学総合医療センター
岡山県岡山市北区中山下2-6-1
岡山 きのこエスポアール病院
岡山県笠岡市東大戸2908
岡山 社会医療法人全仁会 倉敷平成病院
岡山県倉敷市老松町4-3-38
兵庫
兵庫

神戸大学医学部附属病院
特定医療法人社団 順心会 順心病院
新生病院
ろっこう医療生活協同組合 灘診療所
西神戸医療センター
西脇市立西脇病院
医療法人内海慈仁会 姫路北病院
医療法人公仁会 姫路中央病院
兵庫医科大学病院
兵庫県立尼崎総合医療センター
福本認知脳神経内科

住所

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

県名
岡山
岡山
岡山
岡山
岡山
岡山
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
山口
山口
山口
山口
山口
山口
山口
山口
山口
山口
山口
山口
山口
徳島
徳島
香川

施設名 (地域別に法人格略の５０音順)
大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
ごとうクリニック
公益財団法人慈圭会 慈圭病院
中津クリニック
国立病院機構 南岡山医療センター
医療法人 愛善会 由良病院
医療法人光臨会 荒木脳神経外科病院
医療法人社団 更生会 草津病院
国立病院機構呉医療センター
国家公務員組合連合会 呉共済病院
県立広島大学保健福祉学部附属診療所
公立下蒲刈病院
三次神経内科クリニック 花の里
独立行政法人労働者健康福祉機構 中国労災病院
社会医療法人社団陽正会 寺岡記念病院
脳神経センター 大田記念病院
医療法人微風会 ビハーラ花の里病院
広島大学病院
独立行政法人国立病院機構 広島西医療センター
医療社団法人知仁会 メープルヒル病院
医療法人協愛会 阿知須共立病院
宇部興産株式会社中央病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 下関医療センター
医療法人水の木会 下関病院
社会保険下関厚生病院
周南リハビリテーション病院
周南病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院
医療法人扶老会 扶老会病院
山口リハビリテーション病院
綜合病院 山口赤十字病院
山口大学医学部附属病院
よしかわ脳神経外科クリニック
徳島大学病院
独立行政法人国立病院機構 徳島病院
医療法人社団 以和貴会 いわき病院

住所
岡山県倉敷市美和1-1-1
岡山県岡山市大供1-2-15-201
岡山県岡山市南区浦安本町100-2
岡山県岡山市西古松237-127
岡山県都窪郡早島町4066
岡山県玉野市深井町11-13
広島県広島市西区庚午北２丁目８−７
広島県広島市西区草津梅が台10-1
広島県呉市青山町3-1
広島県呉市西中央2丁目3-28
広島県三原市学園町１番１号
広島県呉市下蒲刈町下島2120-4
広島県三次市十日町東4-3-10
広島県呉市広多賀谷1-5-1
広島県福山市新市町新市37番地
広島県福山市沖野上町3-6-28
広島県三次市山家町605-20
広島県広島市南区霞1-2-3
広島県大竹市玖波4-1-1
広島県大竹市玖波5-2-1
山口県山口市阿知須4171-1
山口県宇部市西岐波750番地
山口県下関市上新地町3-3-8
山口県下関市富任町6丁目18番18号
山口県下関市上新地町3-3-8
山口県周南市湯野4278番地１
山口県周南市御幸通2丁目8
山口県周南市孝田町１－１
山口県宇部市大字船木833番地
山口県山口市黒川3380
山口県山口市八幡馬場53-1
山口県宇部市小串1-1-1
山口県宇部市東小串2-1-6
徳島県徳島市蔵本町3-18-5
徳島県吉野川市鴨島町敷地1354
香川県高松市香南町由佐113-1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

県名

施設名 (地域別に法人格略の５０音順)

香川

医療法人社団新進会 おさか脳神経外科病院
医療法人社団豊南会 香川井下病院
香川大学医学部附属病院
医療法人財団博仁会 キナシ大林病院
こくぶ脳外科・内科クリニック
医療法人社団宝樹会 小豆島病院
滝宮総合病院
やましろクリニック
医療法人仁寿会 吉田病院
愛媛県立中央病院
愛媛大学附属病院
医療法人十全会 十全第二病院
医療法人鶯友会 牧病院
済生会 松山病院
松山赤十字病院
高知県立芸陽病院
高知県立幡多けんみん病院
城南病院
医療法人臼井会 田野病院
医療法人鳴子会 菜の花診療所
医療法人公世会 野市中央病院
飯塚病院
国立病院機構 大牟田病院
九州大学病院
九州労災病院
久留米大学医学部附属病院
三善病院
医療法人康和会柴田みえこ内科・神経内科クリニック
福岡大学病院
医療法人壽仁会方城中央クリニック
泯江堂 三野原病院
医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院
医療法人光風会 宗像病院
村上華林堂病院
医療法人弘恵会 ヨコクラ病院
医療法人財団友朋会 嬉野温泉病院

香川
香川
香川
香川
香川
香川
香川
香川
愛媛
愛媛
愛媛
愛媛
愛媛
愛媛
高知
高知
徳島
高知
高知
高知
福岡
福岡
福岡
福岡
福岡
福岡
福岡
福岡
福岡
福岡
福岡
福岡
福岡
福岡
佐賀

住所
香川県高松市三名町378-1
香川県観音寺市大野原町花稲818-1
香川県木田郡三木町池戸1750-1
香川県高松市鬼無町藤井435-1
香川県高松市国分寺町福家3812-1
香川県小豆郡小豆島町池田２５１９－４
香川県綾歌郡綾川町滝宮486
香川県綾歌郡宇多津町浜九番丁142番地6
香川県丸亀市宗古町5
愛媛県松山市春日町83
愛媛県東温市志津川454
愛媛県新居浜市角野新田町1丁目1番28号
愛媛県松山市菅沢町甲1151-1
愛媛県松山市山西町880-2
愛媛県松山市文京町１番地
高知県安芸市宝永町３ー３３
高知県宿毛市山奈町芳奈3-1
徳島県徳島市丈六町行正27番地1
高知県安芸郡田野町1414-1
高知県高知市追手筋1-9-22 高知ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ2階
高知県香南市野市町東野５５５−１８
福岡県飯塚市芳雄町3-83
福岡県大牟田市橘1044-1
福岡県福岡市東区馬出3-1-1
福岡県北九州市小倉南区葛原高松1-3-1
福岡県久留米市旭町67
福岡県福岡市東区唐原4-18-15
福岡県飯塚市鶴三緒1547‐10
福岡市城南区七隈7-45-1
福岡県田川郡福智町伊方4451-2
福岡県糟屋郡篠栗町金出3553
福岡県福津市会上西郷341-1
福岡県宗像市光岡１３０番地
福岡県福岡市西区戸切2-14-45
福岡県みやま市高田町濃施480-2
佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1919

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

県名
佐賀
佐賀
佐賀
長崎
長崎
長崎
長崎
長崎
熊本
熊本
熊本
熊本
熊本
熊本
大分
大分
大分
宮崎
宮崎
宮崎
鹿児島
鹿児島
鹿児島
鹿児島
鹿児島
鹿児島
鹿児島
沖縄
沖縄
沖縄

施設名 (地域別に法人格略の５０音順)
おそえがわ脳神経内科
佐賀県医療センター好生館
佐賀大学医学部附属病院
医療法人長寿会 清原龍内科
真珠園療養所
医療法人昌生会 出口病院
特別医療法人春回会 長崎北病院
貴田神経内科・呼吸器科・内科病院
天草病院
国立病院機構 菊池病院
菊池中央病院
熊本大学医学部附属病院
医療法人杏和会 城南病院
山鹿中央病院
大分大学医学部附属病院
介護老人保健施設 健寿荘
医療法人末広 白川病院
医療法人慶明会 けいめい記念病院
県南病院
社団法人藤元メディカルシステム 大悟病院
伊敷病院
国立病院機構 鹿児島医療センター
鹿児島市立病院
医療法人互舎会荘記念病院 認知症疾患医療センター
医療法人慈敬会 ながた脳神経外科
公益社団法人鹿児島共済会 南風病院
パールランド病院
沖縄県立中部病院
沖縄県立精和病院
特定医療法人アガぺ会 北中城若松病院

住所
佐賀県佐賀市神園3-4-5
佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原 400
佐賀県佐賀市鍋島5丁目1-1
長崎県長崎市川口町8-20
長崎県西海市西彼町八木原郷3453-1
長崎県長崎市柿泊町2250番地
長崎県西彼杵郡時津町元村郷800番地
長崎県島原市有明町大三東戊790番地2
熊本県天草市佐伊津町5789
熊本県菊池郡合志町福原208
熊本県菊池市隅府494
熊本県熊本市本荘1-1-1
熊本市城南町舞原無番地
熊本県山鹿市山鹿1000
大分県由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１
大分県由布市狭間町鬼崎4-1
大分県臼杵市大字広末938
宮崎県東諸県郡国富町岩知野字六江762
宮崎県串間市大字西方3728
宮崎県北諸県郡三股町長田1270
鹿児島県鹿児島市下伊敷2丁目4番15号
鹿児島市城山町８－１
鹿児島県鹿児島市上荒田町37番1号
鹿児島県出水市高尾野町下水流862-1
鹿児島県姶良市東餅田433-14
鹿児島県鹿児島市長田町14-3
鹿児島県鹿児島市犬迫町2253番地
沖縄県うるま市宮里281
沖縄県南風原町字新川260番地
沖縄県中頭郡北中城村字大城３１１
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