
理学療法学科

浦添総合病院 浦添市伊祖4-16-1

沖縄県立中部病院 うるま市宮里208-3

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター（申請時：沖縄県立那覇病院）島尻郡南風原町字新川118-1

友愛会　南部病院（申請時：沖縄県立南部病院） 糸満市真栄里870

沖縄中部療育医療センター 沖縄市比屋根5-2-17

沖縄南部療育医療センター 那覇市寄宮2-3-1

沖縄赤十字病院 那覇市与儀1-3-1

中部徳洲会病院 沖縄市照屋3-20-1

南部徳洲会病院 八重瀬町字外間171-1

友愛医療センター 豊見城市字上田25

那覇市立病院 那覇市古島2丁目31-1

牧港中央病院 浦添市牧港1199番地

嶺井第一病院 浦添市大平466

大浜第一病院 那覇市天久1000番地

琉球大学医学部附属病院 西原町字上原207

金丸脳神経外科病院 宮崎県宮崎市池内町八幡田803番地

野崎病院 宮崎県宮崎市大字恒久5567番地

市民の森病院 宮崎県宮崎市大字塩路江良の上2783-37

東京都立神経病院 東京都府中市武蔵台2-6-1

東京女子医科大学病院 東京都新宿区河田町8番１号

昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 神奈川県横浜市緑区藤が丘2-1-1

熊本市立熊本市民病院 熊本県熊本市湖東1-1-60

熊本労災病院 熊本県八代市竹原町1670

熊本機能病院 熊本県熊本市山室6-8-1

潤和会記念病院 宮崎県宮崎市小松1119

長崎大学医学部・歯学部附属病院 長崎県長崎市坂本1-7-1

大浜第二病院 豊見城村字渡嘉敷150 

介護老人保健施設　ぎのわんおもと園 宜野湾市字嘉数4-4-10

北部地区医師会病院 名護市宇茂佐1712-3

沖縄県立北部病院 名護市大仲2-12-3

中頭病院 沖縄市字登川610

沖縄ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ病院 沖縄市比屋根2-15-1

海邦病院 宜野湾市真志喜190

同仁病院 浦添市城間2602

ロクト整形外科クリニック 浦添市牧港2丁目46番12号-202

おもろまちメディカルセンター 那覇市上之屋1-3-1

大道中央病院 那覇市安里1-468-59

オリブ山病院 那覇市首里石嶺町4-356

嶺井リハビリ病院 浦添市牧港3-1-10

沖縄第一病院 南風原町字兼城642-1



与那原中央病院 与那原町字与那原2905

沖縄協同病院 那覇市古波蔵4-10-55

勝連病院 糸満市真栄平1026

沖縄県立宮古病院 宮古島市平良東仲807

沖縄県立八重山病院 石垣市大川732

昭南病院 鹿児島県曽於市大隅町下窪町１番地

大隈鹿屋病院 鹿児島県鹿屋市新川町6080-1

大勝病院 鹿児島県鹿児島市真砂本町3-95

くまもと成仁病院 熊本県熊本市戸島町3592

熊本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 熊本県菊池郡菊陽町曲手760

山鹿市立病院 熊本県山鹿市山鹿511

野村病院 宮崎県延岡市出北5-4-26

平田東九州病院 宮崎県延岡市土々呂町4-4390-16

宮永病院 宮崎県都城市松元町15-10

宮崎大学医学部付属病院 宮崎県宮崎郡清武町木原5200

宮崎県立宮崎病院 宮崎県宮崎市北高松町5-30

宮崎医療センター病院 宮崎県宮崎市高松町2-16

貝田外科医院 長崎県諫早市東小路12-10

池田病院 鹿児島県鹿屋市下祓川町1830

重工記念長崎病院 長崎県長崎市飽の浦町1-73

ながさき内科・リウマチ科病院 長崎県長崎市油屋町1-21

長崎記念病院 長崎県長崎市深堀町1-11-54

西諫早病院 長崎県諫早市貝津町3015

長崎北病院 長崎県長崎市滑石5-4-61

高木病院 福岡県大川市酒見浦田141-11

東原整形外科病院 福岡県大牟田市田隈830-1

大牟田天領病院 福岡県大牟田市天領町1-100

久留米大学医療センター 福岡県久留米市国分町155-1

聖マリア病院 福岡県久留米市津福本町422

八女ﾘﾊﾋﾞﾘ病院 福岡県八女市大字吉田2220-1

総泉病院 千葉県千葉市若葉区更科町2592

千葉中央メディカルセンター 千葉県千葉市若葉区加曽利町1835-1

長崎市立市民病院 長崎県長崎市新地町6-39

松岡病院 長崎県島原市江戸丁1919

宮崎県立延岡病院 宮崎県延岡市新小路2-1-10

鹿児島大学医学部附属病院霧島リハビリテーション
センター

鹿児島霧島市牧園町高千穂3930-7

長崎呼吸器リハビリクリニック 長崎県諌早市貝津町1694

菊地病院 長崎県松浦市志佐町浦免1765-4

熊本整形外科病院 熊本県熊本市九品寺1-15-7

沖縄メディカル病院 南城市佐敷字新開1-344

小禄病院 那覇市小禄547-1



勝山病院 名護市屋部468-1

北中城若松病院 北中城村字大城311

宜野湾記念病院 宜野湾市志真志3-3-13

コザクリニック 沖縄市仲宗根町19-1

潮平病院 沖縄市胡屋1-17-1

翔南病院 沖縄市山内3-14-28

ちゅうざん病院 沖縄市松本6-2-1

中部協同病院 沖縄市美里1-31-15

名嘉病院 嘉手納町嘉手納258

ハートライフ病院 中城村伊集208番地

北山病院 今帰仁村字今泊280番地

宮古島徳洲会病院 宮古島市平良松原552-1

南部病院 糸満市真栄里870

甘木中央病院 福岡県甘木市甘木667

田主丸中央病院 久留米市田主丸町益生田892

誠愛ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 福岡県大野城市南大利2-7-2

有島病院 佐賀県杵島郡白石町戸ヶ里2352-3

ひらまつ病院 佐賀県小城市小城町815-1

あかがき内科循環器科病院 佐世保市萩坂町1741

池田病院 長崎県島原市湖南町6893-2

大久保病院 長崎市戸石町1470-1

柿添病院 平戸市鏡川町278

光風台病院 長崎市鳴見台2-45-20

昭和会病院 長崎市東山手町6-51

真珠園療養所 長崎県西海市西彼町八木原郷3453-1

虹が丘病院 長崎県長崎市虹が丘1-1

三川内病院 佐世保市三川内本町290

和仁会病院 長崎市中里町96

大阿蘇病院 阿蘇市一の宮町宮地5833

菊南病院 熊本市鶴羽田町685

熊本再春荘病院 合志市須屋2659

熊本セントラル病院 菊池郡大津町室955

杉村病院 熊本市本荘3-7-18

井野辺病院 大分市中尾字平255

河野脳神経外科病院 大分市森町250-7

黒木記念病院 別府市照波園町14-28

佐藤第一病院 大分県宇佐市法鏡寺77-1

天心堂へつぎ病院 大分市中戸次二本木5956

湯布院厚生年金病院 由布市湯布院町川南252

あたご整形外科 延岡市愛宕町3-161

古賀総合病院 宮崎市池内町数太木1749-1



野崎東病院 宮崎市村角町高尊2105

藤元早鈴病院 宮崎県都城市早鈴町17街区１号

宮崎県立こども療育センター 宮崎県宮崎郡清武町木原字山内4257-8

宮崎県立日南病院 日南市木山1-9-5

宮崎善仁会病院 宮崎市新別府町江口950-1

今村病院分院 鹿児島市鴨池新町11-23

青雲会病院（申請時：青雲病院） 鹿児島県姶良市西餅田3011

川内市医師会立市民病院 薩摩川内市永利町4107-7

若松記念病院 鹿児島県薩摩川内市神田町11-20

武田総合病院 京都府京都市伏見区石田森南町28-1

十条武田リハビリテーション病院 京都府京都市南区吉祥院八反田町32

宇治武田病院 京都府宇治市宇治字文字24-1

大阪医科大学附属病院 大阪府高槻市大学町2-7

柴田長庚堂病院 長崎県島原市中堀町68

かりゆし病院 沖縄県石垣市字新川２１２４－１Ｆ

下地第２脳神経外科 沖縄県石垣市字新川１６９５－１２３

やいま中央クリニック 沖縄県石垣市字平得120-3

ふくやま整形外科 沖縄県宜野湾市長田1-28-1

西崎病院 沖縄県糸満市字座波371-1

宜保クリニック 沖縄県宜野湾市字愛知507

隼人温泉病院 鹿児島県霧島市隼人町姫城1-264-2

宮古島リハビリ温泉病院 宮古島市平良東仲宗根添1898-7

日浦病院 長崎市下黒崎町1402

クオラリハビリテーション病院 鹿児島県薩摩郡さつま町舟木2311-6

みなみ野クリニック 南城市大里字大里2584-2

平安病院 浦添市字経塚346番地

石垣島徳洲会病院 石垣市大浜字南大浜446-1

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

和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺219番地

釧路孝仁会記念病院 北海道釧路市愛国191番212号

星が浦病院 北海道釧路市星が浦大通3丁目9番13号

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丁目2-1

浜松市リハビリテーション病院 静岡県浜松市中区和合町1327番地の1

大阪市更生療育センター 大阪府大阪市平野区喜連西6丁目2番55号

赤磐医師会病院 岡山県赤磐市下市187番地1

山口リハビリテーション病院 山口県山口市黒川3380番地

ひまわり病院 鹿児島県鹿児島市上之園町20番28号

千葉こどもとおとなの整形外科 千葉県千葉市緑区おゆみ野南3-24-2

野瀬病院 兵庫県神戸市長田区二葉町5-1-36

聖フランシスコ病院 長崎県長崎市小峰町9-20

長崎リハビリテーション病院 長崎県長崎市銀屋町4番11号



とよみ生協病院 豊見城市字真玉橋593番地の1

介護老人保健施設　おおざと信和苑 南城市大里字稲嶺1014番地

介護老人保健施設　桜山荘 豊見城市字高嶺111番地

介護老人保健施設　白寿園 糸満市武富175-1

伊佐整形外科 沖縄市比屋根2-3-3

もとぶ野毛病院 国頭郡本部町字大浜880-1

あいわクリニック 中頭郡西原町字池田766番地の2

沖縄セントラル病院 那覇市与儀1丁目26番6号

くらはし整形外科クリニック 宮古島市平良字西里782番地1

国立療養所沖縄愛楽園 名護市字済井出1192番地

名護市スポーツリハビリテーションセンター　スポー
ク・クリニック

名護市字屋部117番地

整形外科よざクリニック 那覇市松尾2丁目2番25－4号

たばる内科胃腸科 那覇市金城5丁目3番地1

栄光病院 福岡県粕屋郡志免町別府西3丁目8番15号

福岡大学病院 福岡県福岡市城南区七隈7丁目45番1号

古梅記念病院 和歌山県和歌山市新生町5－37

八王子北部病院 東京都八王子市川口町1540－19

平良川整形外科 うるま市喜屋武169－5

屋宜原病院 中頭郡北中城字屋宜原722番地

ロクト整形Ｊ２ 中頭郡嘉手納町字屋良1063番1

介護老人保健施設　池田苑 中頭郡西原町字池田757番地

介護老人保健施設　サクラビア 糸満市字座波371番地1

介護老人保健施設　中城苑 中城村字奥間909番地１

介護老人保健施設　西原敬愛園 中頭郡西原町字徳佐田159－1

介護老人保健施設　パークヒル天久 那覇市字天久1123番地

介護老人保健施設　和光園 国頭郡今帰仁村今泊280

新別府病院 大分県別府市大字鶴見3898番地

有明成仁病院 熊本県玉名郡長洲長宮野2775番地

ごきげんリハビリクリニック 北中城村字島袋1253-4

上尾中央総合病院 埼玉県上尾市柏座1-10-10

名護療育医療センター 名護市字宇茂佐1765番地

かず整形外科クリニック 那覇市繁多川3-7-8

宜野湾整形外科医院 宜野湾市真栄原3丁目7番7号

じのん整形外科クリニック 宜野湾市宇地泊820番地

武内整形外科 浦添市当山2丁目2番11-201号

なかそね整形外科リハビリクリニック 豊見城市字豊見城444-2

にこにこ整形外科 那覇市壺川2丁目11-2

千樹の杜クリニック 那覇市首里崎山町4-195-50

宮里病院 名護市字宇茂佐1763-2

与勝病院 うるま市勝連南風原3584番地

読谷村診療所 読谷村字都屋179番地



日浦病院 長崎県長崎市下黒崎町1402番地

田上病院 長崎県長崎市田上2丁目14番15号

道ノ尾病院 長崎県長崎市虹が丘町1番1号

池之上整形外科 宮崎県都城市上川東2-6-2

倉内整形外科病院 宮崎県都城市上町16街区6号

海老名総合病院 神奈川県海老名市河原口1320番地

ファミリークリニックきたなかぐすく 北中城村字喜舎場360番地1

愛聖クリニック 沖縄市高原5丁目15番11号

バークレー整形外科スポーツクリニック 浦添市当山二丁目2番11-201号

とうま整形外科クリニック 北谷町字桑江123番地2階

介護老人保健施設　アルカディア 浦添市伊祖四丁目16番1号

介護老人保健施設　はまゆう 豊見城市字渡嘉敷150番地

介護老人保健施設　いずみ苑 うるま市栄野比1150番地

沖縄こどもとおとなの整形外科 八重瀬町字東風平1209

大分健生病院 大分県大分市古ヶ鶴1丁目1番15号

オレンジ学園 鹿児島県霧島市福山町福山838番地

鶴田病院 熊本県熊本市東区保田窪本町10-112

やなせ整形外科 和歌山県和歌山市次郎丸167-2

城山病院 大阪府羽曳野市はびきの2丁目8番1号

徳山リハビリテーション病院 山口県周南市大字徳山626番地

大和成和病院 神奈川県大和市南林間九丁目8番2号

みやざと整形クリニック経塚駅前 浦添市経塚745-7　経塚駅前医療モール1階

浦添医院 浦添市仲間3丁目23番2号

ごきげん整形クリニック 那覇市長田1-24-26

朋友クリニック 豊見城市上田1-17

うむやすみゃあす・ん診療所 宮古島市平良字下里1477-4

介護老人保健施設　亀の里 沖縄市比屋根2丁目15番2号

介護老人保健施設　久英荘 福岡県久留米市上津1-8-15

江夏整形外科クリニック 宮崎県北諸県郡三股町大字宮村2841-4

ロクト整形Ａｚ 那覇市奥武山46番5階

県南病院 宮崎県串間市大字西方3728

衛藤外科 大分県杵築市大字大内字7695番1

前田クリニック 兵庫県丹波市柏原町母坪353-1

北水会記念病院 茨城県水戸市東原3丁目2番1号

服部病院 兵庫県三木市大塚218-3

三好病院 大阪府大阪市平野区流町4丁目10番10号

越谷誠和病院 埼玉県越谷市谷中町4-25-5

仲本病院 那覇市古島1丁目22番地の1

介護老人保健施設　信愛の丘 金武町字屋嘉2724番地

出水総合医療センター 鹿児島県出水市明神町520番地

釘宮整形外科リハビリクリニック 大分県別府市鶴見9-4



杵築中央病院 大分県杵築市大字杵築120番地

ＫＩＮスポーツ・整形クリニック 金武町字金武10912番地

きせ整形外科 那覇市宇栄原3-5-14

増田整形外科 長崎県佐世保市高砂町4-21

大野記念病院 大阪府大阪市西区南堀江1丁目26番10号

岸和田リハビリテーション病院 大阪府岸和田市上松町2丁目8番10号

作業療法学科

大浜第一病院 那覇市天久1000番地

玉木病院 宜野湾市愛知252

新垣病院 沖縄市安慶田4-10-3

沖縄南部療育医療センター 那覇市寄宮2-3-1

オリブ山病院 那覇市首里石嶺町4-356

潤和会記念病院 宮崎県宮崎市小松1119

九州労災病院 福岡県北九州市小倉南区葛原高松１丁目３番１号

国立療養所福岡東病院 福岡県粕屋郡古賀町千鳥１丁目１番１号

聖マリア病院 福岡県久留米市津福本町422

高木病院 福岡県大川市酒見浦田141-11

柳川リハビリテーション病院 福岡県柳川市大字上宮永町西本田113番地2

熊本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 熊本県菊池郡菊陽町曲手760

熊本労災病院 熊本県八代市竹原町1670

聖ヶ塔病院 熊本県熊本市河内町船津897

西日本病院 熊本県熊本市長嶺町3153

サンライフみのり 熊本県球磨郡相良村大字川辺1778

国立療養所村山病院 東京都武蔵村山市学園町２丁目３７番地の１

東京都多摩老人医療センター 東京都東村山市青葉町１丁目７番地１

東京都リハビリテーション病院 東京都墨田区堤通２丁目１４番１号

東京都厚生年金病院 東京都新宿区津久戸町５番１号

東村山ナーシング病院 東京都東村山青葉町１丁目７番地１

東京都心身障害者福祉センター 東京都新宿区戸山３-１７-２

大浜第二病院 豊見城市字渡嘉敷150

もとぶ記念病院 本部町字石川972

宮里病院 名護市字茂佐1763-2

国立病院機構　琉球病院 国頭郡金武町金武7958-1

平和病院 うるま市字上江洲665

中頭病院 沖縄市字登川610

中部徳洲会病院 沖縄市照屋3-20-1

沖縄中部療育医療センター 沖縄市比屋根629

沖縄ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ病院 沖縄市比屋根2-15-1

天久台病院 那覇市天久1123

大道中央病院 那覇市安里1-468-59



浦添総合病院 浦添市伊租4-16-1

嶺井リハビリ病院 浦添市牧港3-1-10

沖縄県立精和病院 南風原町新川260

沖縄第一病院 南風原町兼城642-1

南部徳洲会病院 八重瀬町外間171-1

友愛医療センター 豊見城市字上田25

沖縄協同病院 沖縄県那覇市古波蔵4-10-55

勝連病院 糸満市真栄平1026

いずみ病院 うるま市栄野比1150

昭南病院 鹿児島県曽於市大隅町下窪町１番地

大勝病院 鹿児島市真砂本町3-95

くまもと成仁病院 熊本県熊本市戸島町3592

熊本機能病院 熊本県熊本市山室6-8-1

山鹿市立病院 熊本県山鹿市山鹿511

平田病院 宮崎県延岡市土々呂町4-4390-16

宮崎医療センター病院 宮崎県宮崎市高松町2-16

潤和会記念病院 宮崎県宮崎市小松1119

池田病院 鹿児島県鹿屋市下祓川町1830

西諫早病院 長崎県諫早市貝津町3015

長崎北病院 長崎県長崎市滑石5-4-61

夫婦石病院 福岡県福岡市南区桧原大字夫婦石853-9

大牟田天領病院 福岡県大牟田市天領町1-100

久留米大学医療センター 福岡県久留米市国分町155-1

八女ﾘﾊﾋﾞﾘ病院 福岡県八女市大字吉田2220-1

浅香山病院 大阪府堺市今池町3-3-16

石和温泉病院 山梨県東八代郡石和町八田330-5

諏訪湖畔病院 長野県岡谷市長地小萩1-11-30

東京青梅病院 東京都青梅市富岡3-1254

藤沢湘南台病院 神奈川県藤沢市高倉2345

総泉病院 千葉県千葉市若葉区更科町2592

千葉中央メディカルセンター 千葉県千葉市若葉区加曽利町1835-1

鹿児島大学医学部附属病院霧島リハビリテーション
センター

鹿児島霧島市牧園町高千穂3930-7

熊本整形外科病院 熊本県熊本市九品寺1-15-7

沖縄赤十字病院 那覇市与儀1-3-1

宜野湾記念病院 宜野湾市宜野湾3-3-13

ちゅうざん病院 沖縄市松本6-2-1

名護療育園 名護市字宇茂佐1765

南部病院 糸満市真栄里870

ハートライフ病院 中城村伊集208

北部地区医師会病院 名護市字宇茂佐1712-3

嶺井第一病院 浦添市大平466



琉球大学医学部附属病院 西原町字上原207番地

井野辺病院 大分県大分市大字中尾字平255

八尾はあとふる病院 大阪府八尾市三園町2－18-1

聖隷浜松病院 静岡県浜松市住吉2丁目12-12

諏訪赤十字病院 長野県諏訪市湖岸通り5-11-50

山梨リハビリテーション病院 山梨県笛吹市春日居町小松855

富士温泉病院 山梨県笛吹市春日居町小松下河原1177

鶴巻温泉病院 神奈川県秦野市鶴巻北1-16-1

横浜市立大学医学部附属病院 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9

久我山病院       東京都世田谷区北鳥山2-14-20     

うるま記念病院 うるま市昆布1832-397

嬉野が丘サマリヤ人病院 南風原町新川460

沖縄中央病院 沖縄市知花5-26-1

沖縄県立宮古病院 宮古島市平良字東仲宗根807

沖縄県立八重山病院 石垣市大川732

北中城若松病院 北中城村字大城311

田崎病院 那覇市松川319

南山病院 糸満市賀数406-1

平安病院 浦添市字経塚346

松城クリニック 那覇市松川3-23-37

博愛診療所 大分県大分市字野田818番地

博愛病院 大分県大分市字野田1111番地

熊本県立こころの医療センター 熊本県下益城郡富合町平原391

菊池有働病院 熊本県菊池市深川433

南ヶ丘病院 福岡県北九州市小倉北区今町3-13-1

呉やけやま病院　 広島県呉市焼山南1-8-23

北勢病院 三重県員弁郡北勢町麻生田1525

北野台病院 東京都八王子市打越町1068

駒木野病院 東京都八王子市裏高尾町273

よしの病院 東京都町田市図師町2252

介護老人保健施設　かりゆしの里 南風原町字山川256-2

那覇市安謝福祉複合施設 那覇市安謝2丁目15番2号

介護老人保健施設　友愛園 豊見城市字上田25番地

介護老人保健施設　嬉野の園 南風原町字新川468-1

沖縄メディカル病院 南城市佐敷新開1-344

翔南病院 沖縄市山内3－14-28

三池病院 福岡県大牟田市大字三池855

菊池病院 菊池郡合志町福原208

吉田病院 奈良県奈良市西大寺赤田町1丁目7番1号

財団法人昭和会　今給黎総合病院 鹿児島県鹿児島市下竜尾町4番16号

とよみ生協病院 豊見城市字真玉橋593番地の1



沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 南風原町字新川118-1

介護老人保健施設　桜山荘 豊見城市字高嶺111

介護老人保健施設　禄寿園 那覇市小禄1-30-45

博愛病院 南風原町字新川485-1

介護老人保健施設　池田苑 西原町字池田757番地

勝山病院 名護市字屋部468番地1

糸満晴明病院 糸満市字大度520番地

沖縄県立中部病院 うるま市字宮里281番地

介護老人保健施設　ぎのわんおもと園 宜野湾市嘉数4丁目4番地10号

久田病院 南風原町字大名275番地

同仁病院 浦添市城間1丁目37番地12号

倉光病院 福岡県福岡市西区大字飯盛664番地1

伊丹天神川病院 兵庫県伊丹市北野6丁目38番地

川添記念病院 福岡県福岡市西区今津4760番地

ソーシャルトレーニング　アソシア 沖縄県北谷町上勢頭669-1

うむやすみゃあす・ん診療所 沖縄県宮古島市平良字下里1477-4

向陽台病院 熊本県熊本市北区植木町鐙田1025

佐世保北病院 長崎県佐世保市下本山町432番地1

共和病院 愛知県大府市梶田町2丁目123番地

上林記念病院 愛知県一宮市奥町字下口西89-1

岩屋病院 愛知県豊橋市岩屋町字岩屋下39番地1

輔仁クリニック 那覇市字松川301番地

就労継続支援Ｂ型事業所　Caf'eわきみず 那覇市首里石嶺町4-356-5　首里石嶺ビル2階

クリニック安里 那覇市安里1-7--3

介護老人保健施設　はまゆう 豊見城市字渡嘉敷150番地

県南病院 宮崎県串間市大字西方3728番地

言語聴覚学科

施設名 住所

宇良耳鼻咽喉科クリニック 那覇市古島2-6-5

浦添総合病院 浦添市伊祖4-16-1

大浜第一病院 那覇市天久1000番地

大浜第二病院 豊見城市渡嘉敷150

沖縄協同病院 那覇市古波蔵4-10-55

沖縄県立中部病院 うるま市字宮里281番地

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 南風原町字新川118番地の1

沖縄県立八重山病院 石垣市字大川732

沖縄赤十字病院 那覇市古波蔵4-11-1

沖縄第一病院 島尻郡南風原町字兼城642-1

沖縄中部療育医療センター 沖縄市比屋根629

沖縄南部療育医療センター 那覇市寄宮2-3-1



施設名 住所

沖縄メディカル病院 南城市佐敷字新開1番地344

沖縄ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ病院 沖縄市比屋根2-15-1

沖縄療育園 浦添市経塚714

オリブ山病院 那覇市首里石嶺町4-356

介護老人保健施設　池田苑 中頭郡西原町池田757

介護老人保健施設　嬉野の園 南風原町字新川４５８－１

介護老人保健施設 サクラビア 糸満市字座波371番地1

介護老人保健施設　はまゆう 豊見城市渡嘉敷150

勝山病院 名護市屋部468-1

かりゆし病院 石垣市新川2124

かんな病院 宜野座村漢那469

北中城若松病院 北中城村字大城311

ぎのわんおもと園 宜野湾市嘉数4-4-10

宜野湾記念病院 宜野湾市宜野湾3-3-13

東風の里 八重瀬町字友寄891-1

ことばの療育園 那覇市泊1-5-8

コロニー児童デイサービス 浦添市宮城4丁目9番17号

シャロンクリニック 那覇市首里石嶺町4丁目238-2

障害者支援施設　更生ソフィア 糸満市字阿波根1021番地

障害福祉サービス事業所ソフィア 糸満市字阿波根1029番地１０

翔南病院 沖縄市山内3丁目14番28号

大道中央病院 那覇市安里1-468-59

ちゅうざん病院 北谷町字桑江339-1

中部協同病院 美里1-31-15

中部徳洲会病院 北中城村アワセ土地区画整理事業地内2街区１番

つるかめ訪問看護ステーション 浦添市伊祖4丁目16番1号

ディサービスくばごころ 島尻郡南風原町字喜屋武422番地-1　1階

ディサービスくばの葉 島尻郡南風原町字新川522番地    1階

同仁病院 浦添市城間1丁目37番12号

東部クリニック 沖縄市与儀622-3

豊見城中央病院 豊見城市字上田25

とよみ生協病院 豊見城市字真玉橋593-1

中頭病院 沖縄市登川610

名護市幼児ことばの教室 名護市港2-1-1 名護市社会福祉協議会

名護療育医療センター 名護市宇茂佐1765

那覇市立病院 那覇市古島2-31-1

那覇市療育センター 那覇市鏡原町10-40

南部徳洲会病院 島尻郡八重瀬町字外間171-1

南部病院 糸満市字真栄里870

西崎病院 糸満市字座波371-1



施設名 住所

西原敬愛園 西原町字徳佐田159-1

ハートライフ病院 中城村伊集208

発達神経クリニック　プロップ 島尻郡南風原町新川215-3

ファーストハンドコミュニケーション 石垣市登野城1015-2

北部地区医師会病院 名護市宇茂佐1712-3

嶺井第一病院 浦添市大平466

嶺井リハビリ病院 浦添市牧港3-1-10

宮里病院 名護市字宇茂佐1763-2

宮古リハビリ温泉病院 平良市字東仲宗根添1898-7

(有)在宅介護サービスひまわり うるま市字具志川１３４５－１

与勝病院 うるま市勝連南風原

与那原中央病院 与那原町字与那原2905

琉球大学医学部附属病院 西原町字上原207

赤間病院 宗像市石丸1-6-7

大牟田天領病院 福岡県大牟田市天領町1-100

北九州安部山公園病院 北九州市小倉南区大字湯川139番地の21

北九州市立障害福祉センター 北九州市小倉北区馬借１-７-１

北九州市立総合療育センター 北九州市小倉南区春ヶ丘１０-２

北九州中央病院 北九州市小倉北区香春口1-13-1

九州厚生年金病院 北九州市八幡西区岸の浦1-8-1

久留米大学医療センター 久留米市国分町155-1

聖マリア病院 福岡県久留米市津福本町422

高木病院 福岡県大川市字酒見141-11

戸畑けんわ病院 北九州市戸畑区新池 1丁目5-5

飯塚病院 福岡県飯塚市芳雄町      3-83

福岡大学病院 福岡市城南区七隈7-45-1

福岡徳洲会病院 春日市須玖北4-5

誠愛ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 福岡県大野城市上大利724-1

芳野病院 北九州市若松区本町2丁目15-6

佐賀医科大学附属病院 佐賀市鍋島５-１-１

佐賀ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 佐賀市南佐賀1丁目17-1

諫早療育センター 諫早市有喜町537-2

佐世保中央病院 佐世保市大和町15番地

三川内病院 長崎県佐世保市三河内本町290

サンレモリハビリ病院 長崎県佐世保市江上町4848-1

真珠園療養所 長崎県西彼杵郡西彼町八木原郷3453-1

長崎記念病院 長崎県長崎市深堀町 1-11-54

長崎リハビリテーション病院 長崎市銀屋町4番11号

西諫早病院 諫早市貝津町3015

大分市医師会立            　　　アルメイダ病院 大分県大分市大字富崎1315



施設名 住所

黒木記念病院 大分県別府市照波園町14-28

農協共済別府リハビリテーションセンター 別府市鶴見1026-10

別府医療センター 別府市大字内かまど1473番地

別府発達医療センター 別府市大字鶴見4085-1

湯布院厚生年金病院 大分郡湯布院町川南252

あきた病院 熊本市南区会富町1120

有明成仁病院 玉名郡長洲町宮野2775

熊本労災病院 熊本県八代市竹原町1970

潤和会記念病院 宮崎県宮崎市大字小松1119

天生堂医院 日向市亀崎西１丁目２５番地

延岡リハビリテーション病院 延岡市長浜町1丁目1777番地

藤元総合病院 宮崎県都城市早鈴17街区4号

宮崎医療センター病院 宮崎市高松町2-16

宮崎江南病院 宮崎県宮崎市大坪西 1-2-1

宮崎市総合発達ｾﾝﾀｰ 宮崎市新別府町久保田657-4

MKリハビリテーション病院 鹿児島県薩摩郡宮之城町舟木2311-6

厚地脳神経外科病院 東千石町4-13

池田病院 鹿児島県鹿屋市下祓川町1830

池田病院 鹿児島県鹿屋市下祓川町1830

出水総合医療センター 出水市明神町520番地

今給黎総合病院 鹿児島市下竜尾町４番１６号

大勝病院 鹿児島県鹿児島市真砂本町3-95

鹿児島医療センター 鹿児島市城山町8番1号

鹿児島徳洲会病院 鹿児島市下荒田3-8-1

菊野病院 鹿児島県南九州市川辺町平山3815番地

霧島杉安病院 霧島市霧島田口2143

サンセリテのがた 曽於市末吉町栄町2-12-1

昭南病院 鹿児島県曽於郡大隅町岩川5500乙

川内市医師会立市民病院     　ﾘﾊｾﾝﾀｰ 鹿児島県川内市永利町4107-7

高原病院 曽於市末吉町栄町2丁目12番地１

垂水中央病院 垂水市錦江町1番地140

八反丸リハビリテーション病院 鹿児島市下竜尾町3番28号

南風病院 鹿児島市長田町14番3号

ひまわり病院 鹿児島市上之園町20番28号

三船病院 鹿児島市吉野町10004番地1

北広島町豊平病院 広島県山県郡北広島町阿坂4705

宇部記念病院 宇部市上町1-4-11

宇部リハビリテーション病院 宇部市西岐波229-3

セントヒル病院 宇部市今村北3-7-18

常盤台病院 宇部市野中1-3-26



施設名 住所

村重医院 山口県山陽小野田市須恵１

香川こだま学園 高松市木太町1997-3

滋賀県立小児保健医療センター 守山市守山5-7-30

アクティブ訪問看護ステーション 大阪府松原市東新町4-13-12

アクティブ訪問看護ステーション大阪 大阪府大阪市東成区大今里3-22-36　2F

池田病院 大阪府東大阪市宝持1-9-28

千里リハビリテーション病院 大阪府箕面市小野原西４丁目６番１号

森之宮病院 大阪市城東区森之宮2丁目1番88号

あいの里クリニック 岡山市大福950-6

岡山東部脳神経外科　東備クリニック 岡山市瀬戸町光明谷203-1

重井医学研究所附属病院 岡山市山田２１１７

南岡山医療センター 岡山県都窪郡早島町大字早島4066

光生病院　－リハビリテーション科－ 岡山市厚生町3丁目8-35

倉敷スイートホスピタル 倉敷市中庄3542番1

倉敷廣済病院 －言語聴覚機能訓練室－ 倉敷市東塚5丁目4番16号

十条リハビリテーション病院 京都市南区吉祥院八反田町32番地

武田総合病院 京都市伏見区石田森南町２８－１

武田病院
京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町
841-5

奈良県総合リハビリテーションセンター 奈良県磯城郡田原本町大字多７２２番地

石和共立病院 笛吹市石和町広瀬623

春日居サイバーナイフ・リハビリ病院 笛吹市春日居町国府436

巨摩共立病院 南アルプス市桃園340

湯村温泉病院 甲府市湯村3-3-4

浜松市リハビリテーション病院 浜松市中区和合北１丁目６番１号

藤田医科大学病院 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98

イムス板橋リハビリテーション病院 東京都板橋区小豆沢3-11-1

新宿ボイスクリニック耳鼻咽喉科 東京都新宿区歌舞伎町1-1-17

総合東京病院 東京都中野区江古田3-15-2

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

長生病院 東京都青梅市小曽木 1-3438

日本歯科大学附属病院 東京都千代田区富士見2-3-16

聖マリアンナ医科大学 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1

亀田総合病院 千葉県鴨川市東町929

亀田ファミリークリニック館山 千葉県館山市正木4304-9

小張総合病院 千葉県野田市横内29-1

千葉中央メディカルセンター 千葉市若葉区加曽利町1835-1

野田病院 千葉県野田市中里1554-1

リハビリデイあびこの家 千葉県我孫子市天王台2-10-7　ロイヤルパレス102

福井赤十字病院 福井市月見2-4-1

釧路孝仁会記念病院 釧路市愛国191-212

http://ax3.www.infoseek.co.jp/bin/go?1048618a
http://ax3.www.infoseek.co.jp/bin/go?1048618a
http://ax3.www.infoseek.co.jp/bin/go?1048618a


施設名 住所

シルバー病院 八戸市川原木字八太郎山10-444

八戸市民病院 青森県八戸市大字田向字毘沙門平1番地

ＭＭサポートセンター 福島県南相馬市月見2-4-1

介護福祉学科

特別養護老人ホーム沖縄一条園 沖縄市与儀3-5-10

特別養護老人ホーム緑樹苑 沖縄市胡屋

特別養護老人ホーム　おもと園 那覇市天久　　　１０００

特別養護老人ホーム与那原日の出園 与那原町字板良敷3782-1

特別養護老人ホーム春華園 中城村字添石363

障害者支援施設仁愛療護園 南城市玉城字屋嘉部200

身体障害者療護施設青葉園 糸満市字武富175－2

介護老人保健施設ぎのわんおもと園　 宜野湾市嘉数4-4-10

介護老人保健施設はまゆう 豊見城市字渡嘉敷150

沖縄一条園訪問　介護事業所 沖縄市与儀3-5-10

緑樹苑居宅サービス事業所 沖縄市胡屋7-2-10

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝおもと園 那覇市安里1-7-3

与那原日の出園ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 与那原町字与那原1792-1

糸満市在宅介護支援センター白寿園 糸満市字武富

沖縄中部療育医療センターアンデルセン 沖縄市比屋根　　5－2－17

介護老人保健施設　うりずん 与那原町字板良敷1281-1

訪問介護ｽﾃｰｼｮﾝうりずん 与那原町字板良敷　1281-1

あいわクリニックデイサービスセンター 西原町字池田766-2

通所介護事業所うりずん 与那原町字板良敷1281－1

デイサービスセンターおもと園 那覇市安里453-1

沖縄一条園デイサービスセンター 沖縄市与儀3-5-10

小谷園デイサービスセンター 南城市佐敷字小谷238-１

与那原日の出園デイサービスセンター 与那原町字与那原3782－1

デイサービスセンターフレンドリーあいわ 那覇市おもろまち3-6-3

在宅介護サービスセンター中城 中城村字奥間909-1

介護老人保健施設池田苑 西原町字池田757

介護老人保健施設おおざと信和苑 南城市大里稲嶺1014  

介護老人保健施設 おきなわ徳洲苑 沖縄市胡屋6-4-19 

介護老人保健施設亀の里 沖縄市比屋根2－15－2

介護老人保健施設中城苑 中城村字奥間909－1

デイサービスセンターとよみの杜 豊見城市渡嘉敷150

那覇市指定小規模多機能型居宅介護うまんちゅ首里那覇市首里赤平町2－67－5

小規模ホームこすもす 宜野湾市字嘉数4－4－10

小規模多機能ホームたづな 与那原町字与那原1792－1

小規模多機能　　ホーム寄宮 那覇市寄宮　　　1－16－12



施設名 住所

グループホームあいあい 浦添市城間1-2-12

グループホーム　　　いなほ 中城村字添石363

グループホーム沖縄一条園 沖縄市与儀453－1

グループホーム　かなち 与那原町与那原1792－1

グループホームさくら 宜野湾市字嘉数4-4-10

グループホームさわふじ　　　 西原町呉屋73-1

グループホーム美ら里さしき　 　 南城市佐敷字屋比久48

グループホームわかまつ　　　 北中城村字大城418－2

グループホームビボあいわ　　　 那覇市おもろまち3-6-3

訪問介護ステーションおもととよみの杜 豊見城市字渡嘉敷150

与那原在宅ケアセンター訪問介護事業所 与那原町字与那原1792－1

沖縄中部療育医療センター２病棟 沖縄市比屋根根5－2－17

沖縄南部療育医療センター 那覇市寄宮2－3－1

重症障害児施設若夏愛育園（上記施設に合併） 那覇市寄宮2－3－1

特別養護老人ホームすみれ 豊見城市字渡嘉敷150 

特別養護老人ホーム小谷園 南城市佐敷字小谷238-1

デイサービスセンターかみはら 那覇市寄宮1-9-5

デイサービスセンターうちま 浦添市内間2-2-8

デイサービスセンター上原 宜野湾市上原1-15-11

まごころデイサービスセンター 沖縄市高原5－2－8

デイサービスセンターげんき 那覇市金城2－4－1

はえばる日の出園デイサービスセンター 南風原町字与那覇448－1

パークヒル天久    デイサービスセンター 那覇市天久1123

介護老人保健施設 友愛園 豊見城市字上田25 

介護老人保健施設緑樹園 那覇市小禄1－30－45

介護老人保健施設パークヒル天久 那覇市字天久1123

介護老人保健施設にしばる 浦添市西原3－20－10

小規模多機能ホーム比謝川の里 嘉手納町字水釜6－16－1

小規模多機能居宅介護 安波茶の家 浦添市安波茶2－16－1－1

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝかみはら 那覇市寄宮1-9-5

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ古島 那覇市古島2-26-1

身体障害者療護施設　美原の里 うるま市石川東恩納1517

障碍者支援施設　鵠生の叢 南城市大里字大城1388

障害者支援施設　よもぎ学園 南風原町字宮平550

障害者支援施設　てだこ学園 八重瀬町字東風平1168

障害者支援施設　 あけもどろ学園 八重瀬町東風平1161

独立行政法人国立病院機構　沖縄病院 宜野湾市我如古3-20-14

特別養護老人ホーム本部園 本部町字谷茶310

特別養護老人ホーム 比謝川の里 嘉手納町字久得242－2

特別養護老人ホーム読谷の里 読谷村字座喜味1875-1



施設名 住所

特別養護老人ホーム福寿園 宜野湾市赤道2－7－2

特別養護老人ホーム沖縄偕生園 糸満市字小波藏321

介護老人保健施設 桜山荘 豊見城市字高嶺111  

介護老人福祉施設　良長園 豊見城市字金良88

特別養護老人ホーム首里偕生園 那覇市首里石嶺町4－389

グループホーム　こもれび 豊見城市字高嶺111

グループホーム　　　よみたんふくぎの里 読谷村喜名2272-4

小規模多機能型居宅介護事業所よみたんふれあいの里読谷村喜納2272－4

小規模多機能ケアホームうえの家 那覇市字上之屋408－4

グループホーム　うえの家 那覇市字上之屋

障害者支援施設　更生ソフィア 糸満市字阿波根1029－10

小谷園訪問介護　センター 南城市佐敷小谷238－1

ヘルパーステーション若松 北中城村字安谷屋1346

介護老人保健施設　白川園 北谷町字吉原263

特別養護老人ホーム東雲の丘 南城市大里字大城1392

介護老人保健施設 東風の里 八重瀬町字友寄891-1 

特別養護老人ホーム朝日の家 南城市玉城字喜良原535

グループホーム    たんぽぽ 那覇市寄宮1-9-5

小規模ホーム　　すずらん 那覇市寄宮1-9-5

デイサービスすまいる南城 南城市つきしろ1739-43

吉長園通所介護　事業所 豊見城市字金良88

ホームヘルパー　ステーションりん 浦添市宮城3－12－12

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ　わかば 那覇市金城3-5-4

かりゆしぬ村指定訪問介護事業所 名護市宇茂佐1873－1

楽寿園指定訪問　介護事業所 うるま市石川嘉手苅961-17

愛誠ヘルパー　　ステーション 沖縄市海邦1丁目15番10号

ヘルパーステーションはごろも 宜野湾市大謝名　1-20-2

訪問介護事業所みずほ 中城村字268－4金永1階

具志川厚生園指定訪問介護事業所 うるま市天願1983

PORIアンナ 西原町字翁長175－1サンフラワーいとかず105

デイサービスセンターサンハート 嘉手納町屋良    1-21-1

 さわやかホーム　比謝川の里 嘉手納町字水釜336-2

ホームヘルパーステーション友愛 糸満市字真栄里870

老人デイサービスセンターおきなわ長寿苑 沖縄市字登川1403番地

介護老人保健施設アルカディア 浦添市伊祖4丁目16番1号

介護老人福祉施設嬉の里 南風原町字新川538番地

介護老人保健施設具志川厚生園 うるま市字天願1983番地

グループホーム東山 うるま市石川東山2丁目24-10

沖縄療育園 浦添市字経塚714番地

認知症対応型共同生活介護とことん 与那原町字板良敷161番5



施設名 住所

通所介護事業　　嬉の里 南風原町字新川538

介護老人保健施設オリブ園 那覇市首里石嶺町4丁目391番地1

グループホーム　かえで うるま市兼箇段922

認知症対応型共同生活介護グループホームももほ 那覇市安里51番


