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は じ め に

関東信越厚生局は、平成１３年の発足以来、関東・甲信越地区

（ 、 、 、 、 、 、 、 、１都９県 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟

山梨、長野）を管轄区域として、厚生労働省が所管している業務

のうち健康、福祉、医療、食品衛生、社会保険及び麻薬取締等に

関する業務の実施機能を担ってまいりました。

具体的には、関東・甲信越地区における医師、看護師等の国家

試験の実施、医療費適正化計画等を策定する際の指導、保健、福

祉関係の補助金の執行、医療法人等の指導監督、保健、福祉、医

療関係の専門職を育成する養成施設の指定・指導監督、医師、歯

科医師の臨床研修病院の指定や臨床研修の実施体制の確保、心神

喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の移送や指定入院医療

機関の調整・選定、食品の安全性確保のための関係機関に対する

指導監督、健康保険組合・企業年金の指導監督、社会福祉法人や

消費生活協同組合等の指導監査及び、麻薬・覚せい剤の取締等に

係る業務などを行っております。

平成２０年１０月１日、社会保険庁改革に伴い、これまで社会

保険事務局において実施されてきた保険医療機関・保険薬局等に

対する指導監査等の事務が移管されました。この移管に併せて、

関東信越厚生局の組織を再編し医療法・健康保険法を含む総合的

な医療行政を推進することとなり、管理課・医療指導課・福祉指

導課・指導監査課・特別指導第一課、二課及び各所在都県内にお

いて、保険医療機関等に対する指導監査等を実施する各都県事務

所（埼玉県を除く）が新設されました。

また、局の総合企画調整、医療構造改革推進等を担当する企画

、 、 、調整課が新設され 健康福祉部内では 健康課と福祉課を統合し



各種補助金の執行事務を総合的に行う健康福祉課の設置、各種養

成施設の指導監督を一元管理する指導養成課の設置など、より効

率的な体制に再編されました。

関東信越厚生局は、今後とも関東甲信越地域における厚生行政

の拠点として、国民の皆様や自治体をはじめ関係する皆様の期待

にこたえるべく日々励んでまいる所存ですので、関係各位のご理

解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

本書は、平成２０年度に当局が実施した業務実績や、各種の厚

生行政の指標等を中心に取りまとめたものです。本書が、当局の

業務や厚生行政について、国民の皆様や、自治体をはじめ多くの

関係団体の皆様方に一層のご理解を深めていただく一助となれば

幸いです。

平成２２年１月

厚生労働省 関東信越厚生局長

鶴 田 憲 一
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【第Ⅰ章 関東信越厚生局の概要】

１ 沿革

中央省庁等改革基本法により、平成１３年１月６日、厚生省と労働省が

統合し、厚生労働省が設置されました。併せて地方支分部局についてもブ

ロック単位で統合化することにより国の行政組織の減量効率化を図ること

とされ、従来から設置されていた地方医務局と地区麻薬取締官事務所を統

合して、地方厚生局が設置されました。

分掌する事務については、従来の地方医務局及び地区麻薬取締官事務所

の所掌事務に加え、厚生労働省から移管した指導監査や許認可事務、検疫

所管理事務の一部及び社会保険事務局から移管した事務を新たに所掌する

こととなり、主として次の事務を行うこととなりました。

［本省から移管された事務］

○検疫所の管理業務の一部（共済組合関係）

○衛生、福祉関係の法人、施設の監督等業務

（医療監視、医薬品・毒劇物等の取締、法人の指導監督、指定医療機

関、養成施設の指導監督等）

○医師等の国家試験に関する業務

○国保の保険者・国保連合会の監督

○健保組合、厚生年金、国年基金等の監督

［旧地方医務局、旧地区麻薬取締官事務所の事務］

○国立病院及び国立療養所に関する事務

○麻薬等の取締に関する事務

また、組織については、総務管理官が設置され、病院管理部、麻薬取締

部の２部及び総務課、本省移管業務を行う保健福祉課、食品衛生課、社会

保険課の４課のほか、指導・監査部門が設置され、大幅な組織改正が図ら

れました。

その後、平成１５年４月１日には病院管理部が廃止され、新たに健康福

。 、 、祉部が設置されました 本省移管業務を所掌する保健福祉課 食品衛生課

社会保険課の３課並びに指導・監査部門が健康福祉部となり、組織の改正

が図られました。

さらに、平成１６年４月１日、旧地方医務局が所管していた国立病院等

に関する事務が独立行政法人国立病院機構に引き継がれた結果、健康福祉

部と麻薬取締部の２部体制となり、これに総務管理官及び総務課を加えた

組織となりました。また、同日付けで社会保険課が保険課と年金課に分か

れました。

平成２０年１０月１日、社会保険庁改革に伴い、これまで社会保険事務

局において実施されてきた保険医療機関・保険薬局に対する指導監査等の

事務が移管されました。この移管に併せて、関東信越厚生局の組織を再編

し、医療法・健康保険法を含む総合的な医療行政を推進等することとなり

ました。主な再編は、指導部門として管理課・医療指導課・福祉指導課・

指導監査課・特別指導第一課、二課及び各所在都県内において、保険医療
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機関等に対する指導監査等を実施する各都県事務所（埼玉県を除く）が設

置されました。

また、局の総合企画調整、医療構造改革推進等を担当する企画調整課

が新設され、健康福祉部内では、健康課と福祉課を統合し、各種補助金の

執行事務を総合的に行う健康福祉課の設置、各種養成施設の指導監督事務

を一元管理する指導養成課の設置など、より効率的な体制に再編されまし

た。

、 、 、 、 、 、 、当局の管轄区域は 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都

神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県の１都９県となっています。

２ 組織

総 務 管 理 官

総 務 課

企 画 調 整 課

健 康 福 祉 課

指 導 養 成 課

健康福祉部長 医 事 課

さ い た ま

食 品 衛 生 課 新 都 心

合 同 庁 舎

保 険 課

年 金 課

指 導 管 理 官

局 長 管 理 課

医 療 指 導 課

福 祉 指 導 課

特別指導第一課

特別指導第二課

指 導 監 査 課 さいたま市

浦 和 区

2



都 県 事 務 所

東京都新宿区及

び各県庁所在地

（ ）審査課 埼玉県を除く

指導課

調 査 総 務 課

捜査企画情報課

捜 査 第 一 課

捜 査 第 二 課 九 段 第 ３

合 同 庁 舎

麻薬取締部長 特 別 捜 査 課

国 際 情 報 課

鑑 定 官

横 浜 分 室

横 浜 第 ２

情 報 官 合 同 庁 舎

鑑 定 官

３ 所在地

（さいたま新都心合同庁舎１号館）

〒 埼玉県さいたま市中央区新都心１－１330-9713
さいたま新都心合同庁舎１号館７階

交通機関 ＪＲさいたま新都心駅 徒歩３分

［総務課等］

所属部署 電話番号 番号FAX
048-740-0711 048-601-1325総務課 （代）

048-740-0830 048-601-1330企画調整課

048-740-0811 048-601-0514管理課

048-740-0814 0815 048-601-0514医療指導課 ・

048-740-0797 048-601-0513福祉指導課

048-740-0817 048-601-0514特別指導第一課
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[健康福祉部]

所属部署 電話番号 番号FAX
048-740-0744 048-601-1332健康福祉課

048-740-0823 048-601-0512指導養成課

048-740-0754 048-601-1331 1333医事課 ・

048-740-0761 048-601-1335食品衛生課

048-740-0772 048-601-1337保険課

048-740-0782 048-601-1338年金課

[指導監査課]

330-0063 1-1-1住 所 〒 埼玉県さいたま市浦和区高砂

指 導 朝日生命浦和ビル８階

監査課 交通機関 ＪＲ浦和駅 徒歩１分

048-612-7508 FAX 048-612-7534電話番号 番号

[都県事務所]

〒 茨城県水戸市北見町１－１１住 所 310-0061
茨 城 水戸地方合同庁舎４階

事務所 交通機関 ＪＲ水戸駅 徒歩１５分

029-277-1316 FAX 029-277-1336電話番号 番号

〒 栃木県宇都宮市本町３－９住 所 320-0033
栃 木 栃木県本町合同ビル２階

事務所 交通機関 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 徒歩５分

028-341-2009 FAX 028-341-2233電話番号 番号

〒 群馬県前橋市表町２－２－６住 所 371-0024
群 馬 前橋第一生命ビルディング７階

事務所 交通機関 ＪＲ前橋駅 徒歩５分

027-896-0488 FAX 027-896-0540電話番号 番号

〒 千葉県千葉市中央区中央３－３－８住 所 260-0013
千 葉 日本生命千葉中央ビル７階

事務所 交通機関 千葉都市モノレール葭川公園駅 徒歩１分

043-379-2716 FAX 043-379-2800電話番号 番号

〒 東京都新宿区西新宿６－２２－１住 所 163-1111
東 京 新宿スクエアタワー１１階

事務所 交通機関 東京メトロ西新宿駅 徒歩７分

03-6692-5119 FAX 03-6698-5447電話番号 番号
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〒 神奈川県横浜市中区尾上町１－６住 所 231-0015
神奈川 住友生命横浜関内ビル６階

事務所 交通機関 ＪＲ関内駅 徒歩１分

045-270-2053 FAX 045-270-5276電話番号 番号

〒 新潟県新潟市中央区万代２－３－６住 所 950-0088
新 潟 新潟東京海上日動ビルディング１階

事務所 交通機関 ＪＲ新潟駅 徒歩１０分

025-364-1847 FAX 025-364-1862電話番号 番号

〒 山梨県甲府市相生１－４－２３住 所 400-0858
山 梨 日本興和鮎川ビル５階

事務所 交通機関 ＪＲ甲府駅 徒歩１０分

055-206-0569 FAX 055-206-0571電話番号 番号

380-0836 1040-1住 所 〒 長野市大字南長野南県町

長 野 日本生命長野県庁前ビル９階

事務所 交通機関 ＪＲ長野駅 徒歩１５分

026-474-1002 FAX 026-474-1034電話番号 番号

（九段第３合同庁舎）

〒 東京都千代田区九段南１－２－１102-8309
九段第３合同庁舎１７階

交通機関 東京メトロ九段下駅 徒歩３分

［麻薬取締部］

所属部署 電話番号 番号FAX
03-3512-8688 03-3512-8689九段第３合同庁舎 （代）

03-3512-8690麻薬・覚せい剤相談

（横浜第２合同庁舎）

〒 神奈川県横浜市中区北仲通５－５７231-0003
横浜第２合同庁舎２階

交通機関 みなとみらい線馬車道駅 徒歩１分

［麻薬取締部 横浜分室］

所属部署 電話番号 番号FAX
045-201-0770 045-212-2840横浜分室 （代）

045-201-0770麻薬・覚せい剤相談
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４ 主な業務

（総務課）

・関東信越厚生局の総務

・関東信越厚生局職員の人事、教養、訓練及び研修等に関すること

・厚生労働省共済組合に関すること

・行政文書の開示に関すること

・個人情報の保護に関すること

・各種国家試験に関すること

国家試験の種類

医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検

査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、薬剤師、管理栄養士

（企画調整課）

・都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に

関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整

・関東信越厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整

・関東信越地方社会保険医療協議会の運営

・医療安全対策に関すること（医事課の所掌に属するものを除く）

（管理課）

・医療・福祉サービスの指導業務に関する総合調整

・２以上の都道府県の区域において、病院、診療所または介護老人保健施

設を開設する医療法人の定款変更認可等の指導監督

・病院用等建物の建替えに係る租税特別措置法上の特別償却制度における

証明業務

・医療保健業を行う公益法人等に対する法人税法上の非課税措置に係る証

明業務

・特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明業務

・保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師及び指定訪問看護事業者

その他の医療保険事業の療養担当者に係る情報の管理

・社会保険診療報酬支払基金の行う業務（高齢者医療制度関係業務及び介

護保険事業関係業務を除く ）の監督。

・後期高齢者医療広域連合が行う業務、市町村が行う後期高齢者医療制度

に関する業務、及び後期高齢者支援金等の額の算定に関する指導

・国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務（介護保

険事業関係業務、障害者自立支援事業関係業務及び児童福祉事業関係業

務を除く ）についての指導。

（医療指導課）

・国の開設する病院等の監督（開設承認、変更承認、構造設備の使用承認

等）

・特定機能病院に対する立入検査

・健康保険事業、政府が管掌する船員保険事業、国民健康保険事業及び後

期高齢者医療制度に係る療養に関する監督
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・保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者そ

の他医療保健事業の療養担当者に対する監督

・関東信越厚生局事務所等が行う業務に関する事務の指導及び監督

（福祉指導課）

・２以上の都道府県の区域において事業を行う社会福祉法人の設立認可、

定款変更認可、監督等

・介護保険法による市町村等（保険者）の事務の指導（技術的助言）

・介護保険の地域密着型サービス事業者等に対する指導

・障害者自立支援法による都県等の事務の指導（技術的助言）

・障害福祉サービス事業者等に対する指導

（特別指導第一・二課）

・保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者そ

の他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務のうち、地方

厚生局長が特別の監督を行う必要があると認めた特定事項

（指導監査課）

・健康保険事業、政府が管掌する船員保険事業、国民健康保険事業及び後

期高齢者医療制度に係る療養に関する監督（埼玉県内）

・保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者そ

の他医療保険事業の療養担当者に対する監督（埼玉県内）

・関東信越地方社会保険医療協議会埼玉部会の運営

（都県事務所）

所在都県（埼玉県を除く）内における以下の業務

・健康保険事業、政府が管掌する船員保険事業、国民健康保険事業及び後

期高齢者医療制度に係る療養に関する監督

・保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者そ

の他医療保険事業の療養担当者に対する監督

・関東信越地方社会保険医療協議会担当部会の運営

○健康福祉部

（健康福祉課）

・２以上の都県の区域を越えて活動する中小企業等協同組合の設立認可、

定款変更認可等の指導監督

・指定医療機関の指定、監督

指定医療機関の種類

・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定医療機関

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく

特定感染症指定医療機関（監督のみ）

・母子保健法に基づく指定養育医療機関（国が開設したものに限る ）。

・児童福祉法に基づく指定療育医療機関（国が開設したものに限る ）。

・生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護機関（国が開設した
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ものに限る ）。

・戦傷病者特別援護法に基づく指定医療機関

・クリーニング業法に基づく指定試験機関の指定及び監督

・生活衛生同業組合の振興計画の認定

・三種病原体等の所持・輸入の届出及び監督

・温室効果ガス算定排出量報告受付等

・民生委員及び主任・児童委員の委嘱（指名 、解職及び表彰）

・精神保健指定医の指定等

・特別弔慰金国庫債券及び特別給付金国庫債券の特別買上償還の証明書の

交付

・２以上の都県の区域において事業を行う消費生活協同組合の設立認可、

変更認可、監督等

・地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律に基

づく特定民間施設の整備計画の認定等

・地方厚生局に委任された補助金等に関する書類審査、交付、精算確定等

補助金等の種類

保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金、保健衛生施設等災害復旧

費国庫補助金、地域介護・福祉空間整備等交付金、次世代育成支援対策

施設整備交付金、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金、社会福祉施設

等災害復旧費国庫補助金

結核医療費国庫負担（補助）金、原爆被爆者健康診断費交付金、原爆被

爆者手当交付金、原爆被爆者葬祭料交付金、児童扶養手当給付費国庫補

助金、特別児童扶養手当事務取扱交付金、特別障害者手当等給付費国庫

負担金、婦人保護費国庫負担（補助）金、児童入所施設措置費等国庫負

担金、保育所運営費国庫負担金

・児童扶養手当の支給事務に関する都県及び市町村の指導（技術的助言）

・都県、指定都市及び中核市が設置する保護施設の監督

（指導養成課）

・各種養成施設（所）の指定等

養成施設の種類

保健師、助産師、看護師、救急救命士、理学療法士、作業療法士、診

療放射線技師、臨床検査技師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅ

う師、柔道整復師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚

士、歯科衛生士、歯科技工士、栄養士、調理師（入学及び学力認定の事

務を含む 、理容師 （入学及び学力認定の事務を含む 、美容師（入。） 、 。）

学及び学力認定の事務を含む 、製菓衛生師、食品衛生管理者、食品。）

衛生監視員、食鳥処理衛生管理者（入学及び学力認定の事務を含む 、。）

保育士、社会福祉士、介護福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士、児

童福祉司、児童福祉施設職員、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司

・各種講習会（介護技術講習会、社会福祉主事資格認定講習会、児童福祉

司資格認定講習会）の届出、実施報告書等の受理等
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・食鳥処理衛生管理者及び食品衛生管理者の資格取得講習会の登録

（医事課）

・原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれが

ある緊急の事態への対処に関する総括

・医療の安全に関する取組の普及及び啓発

・医師、歯科医師臨床研修病院の指定に係る審査及び指導並びに適正な臨

床研修の実施体制の確保等

・医療観察法による決定の執行、指定医療機関の指定及び指導等

・医師確保及び地域医療の確保・推進

・行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施等

・血液製剤、放射性医薬品等の医薬品及び医療機器の製造業等の許可、並

びに医薬品等輸入届の確認

・毒物及び劇物の製造及び輸入業の登録及び監視

・医薬品等の輸入監視

・地方厚生局に委任された補助金等に関する業務

補助金の種類

医師臨床研修費等補助金

（食品衛生課）

・総合衛生管理製造過程（ ）の食品の製造又は加工に係る承認等HACCP

（ ）とはHACCP Hazard Analysis and Critical Control Point

、１９６０年代に米国で考案された宇宙計画向けの食品衛生管理方法で

膨大な数の検体を必要とする 終製品検査システムではなく、製造にお

ける重要な行程を連続的に監視することにより、一つ一つの製品の安全

性を保証しようとする衛生管理方法である。現在、乳・乳製品、食肉製

品、魚肉練り製品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品及び清涼飲料水の５種

類が の承認対象品として指定されている。HACCP

・食品衛生法の規定に基づく登録検査機関の登録及び監督並びに食品衛生

検査施設に対する技術的助言

・健康の保持増進効果等に係る虚偽・誇大広告等の表示の禁止

・食肉輸出施設に対する認定について

・対 、対米国輸出水産食品認定施設に対する認定に係る指導、確認及びEU
視察

・対中国輸出水産取扱施設に係る事務

・食中毒に係る調整事務

・食品の安全確保に関するリスクコミュニケーション

（保険課）

・健康保険組合の行う業務についての指導及び監督
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・全国健康保険協会支部の指導監督

（年金課）

・厚生年金基金の認可、指導監督等

・国民年金基金等の認可、指導監督等

・確定拠出年金（企業型年金に限る）の承認、指導監督等

・確定給付企業年金の認可、承認及び指導監査等

○麻薬取締部

・麻薬等事犯の取締りに関すること

・麻薬取扱者等に対する指導・監督に関すること

・麻薬等中毒者対策（相談の受理を含む ）に関すること。

・薬物乱用防止普及啓発活動に関すること
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【第 章 業務の概要及び実績等】Ⅱ



【第Ⅱ章 業務の概要及び実績等】

１ 総務課

（１）情報公開について

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第４条第１項に基づく、

情報公開の状況は次のとおりです。

開示請求 開 示 結 果

件 数 不開示 取り下げ開示（部分開示含）

１７年度 １４ １１

１８年度 １４ １６ １

１９年度 １３ １０ １

２０年度 ６５５ ６３１ １３ １

なお、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第１２条に基

づく、開示請求はありませんでした。

平成２０年度に至り、急激に開示請求件数が増えています。これは、

平成２０年１０月１日の組織再編成に伴い指導監査課及び各都県事務所

が設置されましたが、個人及び法人から監査指導課及び各都県事務所宛

に保険医療機関の施設基準の取得状況の開示請求があったためです。

指導監査課並びに各都県事務所（９カ所）への開示請求件数は平均６

３件でした。本局への開示請求は２３件で、主な請求内容は医療法人

等の事業報告書及び監事の監査報告書、健康保険組合の事業報告書・

収支決算書等です。

また、不開示の主な理由は個人に関する情報に該当するためです。

（２）国家試験について

平成２０年度において、１２職種の国家試験を実施しました。

国家試験は各法律、施行令、施行規則等に基づき実施されます。総務課

において、

①受験願書等受付（受付処理、受験願書等の内容審査、受験番号の設

定、受験票の交付）

②試験の実施（試験会場の確保、試験会場の整備、試験当日の運営）

③受験資格の確認（卒業証明書、実習終了証明書等）

④合格発表

の業務を担当しています。

受験地（会場）は、医師・歯科医師は東京都・新潟県において、それ

以外の試験は東京都２３区内又は東京都下の各大学の教室を借用して行

われます。
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２ 企画調整課

（１）局内の総合的な企画及び立案について

関東信越厚生局の再編等

①概要

平成２０年１０月より、社会保険庁改革に伴い、それまで社会保険

事務局において実施されてきた保険医療機関・保険薬局等に対する指

導監査業務等が地方厚生局に移管されるとともに、医療法、健康保険

法等を含む総合的な医療行政の推進を図るため各地方厚生局の再編が

行われました。

こうした組織再編を円滑に行うため、平成２０年４月には、後に企

画調整課を構成することとなる医療構造改革推進官が中心となって、

｢関東信越厚生局再編準備本部｣を設置し、再編準備の段階から組織再

編後における各業務の実施体制等の整備に関すること、保険医療指導

監査業務の社会保険事務局からの引継に関すること等につき、企画及

び立案並びに調整等を行ってきました。

実績②

関東信越厚生局では、管内社会保険事務局の保険医療指導担当者を

「 」メンバーに加えた 関東信越厚生局再編準備連絡協議会医療行政部会

を設置し検討を行い、再編に伴う保険医療指導監査業務の円滑な移管

を図りました。

また、パンフレットの作成やホームページの活用により再編の内容

を広く周知するとともに、この機会にホームページの活用による国民

への情報発信機能の強化等を図るため、局内に組織横断的なワーキン

グチームを設置し、ホームページを一新しました。

（２）関東信越地方社会保険医療協議会について

①概要

平成２０年１０月の地方厚生局組織再編に伴い、従来各都道府県単

位に設置されていた地方社会保険医療協議会を全国８ブロックに設置

されている地方厚生（支）局ごとに設置することになりました。

関東信越厚生局では関東信越地方社会保険医療協議会（以下「協議

会」という ）が、平成２０年１０月より社会保険医療協議会法（以。

下「法」という ）第１条第２項に基づき設置されています。。

ア 協議会の所掌事務

同法第２条第２項の規定により「保険医療機関及び保険薬局の指

定及び指定の取消し並びに保険医及び保険薬剤師の登録の取消しに

ついて、厚生労働大臣の諮問に応じて審議、及び文書をもって答申

するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができ

る」と定められています。

イ 協議会の組織

審議内容により「保険医療機関及び保険薬局の指定の取消し並び

に保険医及び保険薬剤師の登録の取消し」などを審議する「総会」
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と「保険医療機関及び保険薬局の指定（総会の審議事項を除く 」）

を審議する「部会」で構成され、定数はそれぞれ２０名と８名です

（(参考)参照 。なお、部会については関東信越地方社会保険医療）

協議会議事規則第７条１項の規定により、都道府県ごとに部会を置

くことができ、管内１都９県に設置されています。

ウ 協議会の構成員

総会審議のみに参画する委員３名、総会及び部会の審議に参画す

る委員１７名と、原則として部会審議にのみ参画し事案により総会

審議に参画する臨時委員６３名の計８３名です（平成２１年３月末

現在 。）

（参考）地方社会保険医療協議会の委員及び臨時委員の構成

(※)法第３条第１項各号に定められた代表

エ 協議会の庶務

総会及び部会の庶務は、関東信越厚生局企画調整課が総会を、各

都県の関東信越厚生局の事務所(埼玉県については指導監査課)が１

都９県に設置された部会をそれぞれ担当しています。

②実績

ア 総会

（ア）開催状況

２回開催しました。

第一回総会は、協議会の発足にあたり会長及び会長代行の選挙

による選出などを議題として開催しました。

また、第二回総会は、関東信越厚生局長が行った保険医療機関

の指定の取消し及び保険医の登録の取消しに関する諮問を議題と

して開催しました。

平成２０年度に開催した総会の結果概要は以下のとおりです。

支払側代表(※) 診療側代表(※) 公益代表(※)
１号側委員 ２号側委員 ３号側委員

①　総会のみに参画する委員 0　名 0　名 3　名 3　名

②　部会審議にも参画する委員 7　名 7　名 3　名 17　名

総会の委員定数 7　名 7　名 6　名 20　名

②　部会審議にも参画する委員 7　名 7　名 3　名 17　名

③　臨時委員（原則：部会審議のみ） 23　名 23　名 17　名 63　名

部会の委員定数（計）
（８名×１０部会） 30　名 30　名 20　名 80　名

30　名 30　名 (注)　23　名 (注)　83　名

（注）　総会審議のみに参画する委員３名を含む

　関東信越地方社会保険医療協議会を
　構成する委員及び臨時委員（計）

合計

総会

部会

構成する委員・臨時委員
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議 題

・会長及び会長代行の選出

第一回総会 ・関東信越地方社会保険医療協議

（ 開催） 会議事規則の策定H20.10.15
・部会に属する委員の承認・指名

・保険医療機関の指定の取消し

第二回総会 及び保険医の登録の取消し

（ 開催） ・保険医療機関の指定の取消しH21.2.18

※ 議事要旨等は、関東信越厚生局ＨＰに掲載しています。

（イ）議決された保険医療機関及び保険薬局の取消件数

保険医療機関 （医科） ２件

保険医 （医科） １件

イ 部会

（ア）開催状況

管内１０部会とも、平成２０年１０月から平成２１年３月まで

の各月について開催し、保険医療機関の指定を審議しました。

（イ）議決された保険医療機関及び保険薬局の指定件数

保険医療機関 新規指定 １，３３４件

指定更新 １，１７２件

保険薬局 新規指定 ５６６件

指定更新 ５００件

（ウ）部会ごとの指定状況

資料２．企画調整課（１）関東信越地方社会保険医療協議会議

事規則第７条１項の規定により各都県に置かれた「部会ごとの保

険医療機関及び保険薬局の指定状況」を参照

（３）医療安全に関する取り組みの普及及び啓発に関すること（診療関連死

の調査等に関すること（技術的事項に関することを除く）に限る）に

ついて

①概要

医療は、私たちが安心して健康に暮らす上で欠かすことができない

。 、 、 、ものです 一方 医療事故は相次いで発生しており 場合によっては

死亡などの不幸な結果につながるものもあります。医療の安全を確保

することは、とても重要な課題です。

厚生労働省においては、医療の安全を確保するため、有識者からな

る検討会における検討や意見募集に寄せられた意見を踏まえながら、

医療事故を調査・評価する仕組みについて検討しています。

これを踏まえ、当局では２０年度（１０月以降）において、仕組み

の創設に向けた取組状況の周知、及び都県毎の協力体制を構築する等

の環境を整備等を行いました。
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②実績

ア 地域説明会の開催

医療事故を調査・評価する仕組みについて、広く国民の理解を

深める（普及及び啓発）ため、地域説明会を開催しました。

（ア）日時

平成２１年１月３１日（土） 時 分～ 時 分13 30 16 00
（イ）会場

（ ）筑波大学 図書館情報専門学群講堂 茨城県つくば市春日 1-2
（ウ）議題

・講演１

医療安全調査委員会（仮称）を巡るこれまでの動き（概要）

榮畑 潤 厚生労働省大臣官房審議官

・講演２

「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」の概要

本間 覚 氏 モデル事業茨城地域事務局 総合調整医

筑波大学附属病院臨床医療管理部病院教授

・シンポジウム

「第三次試案」及び「医療安全調査委員会設置法案（仮称）

大綱案」に基づく医療安全調査委員会（仮称）を考える

＜コーディネーター＞

（ ）樋口 範雄 氏 東京大学大学院法学政治学研究科教授 英米法

＜パネリスト＞

大井 利夫 氏 社団法人 日本病院会副会長

西澤 寛俊 氏 社団法人 全日本病院協会会長

神谷 惠子 氏 弁護士 神谷法律事務所

小室 義幸 氏 医療の良心を守る市民の会

（エ) 開催結果

３００名を超える参加者の下、説明会後半のフロアーとの

意見交換ではそれぞれのお立場から多くの発言をいただき、

予定時間を超過し閉会しました。

イ その他、医療安全に資する協力体制の構築等の環境の整備

医療機関医療安全管理者等から意見を伺う等の取組を行いま

した。

（４）医療構造改革について

①概要

国民皆保険を維持し、将来にわたって持続可能な医療保険制度を

構築するためには、治療を重視した医療から、疾病の予防を重視し

た保健医療への転換を図るとともに、医療提供体制、医療保険制度

等の在り方等にまで踏み込んだ見直しを行うなど、抜本的な医療構

造改革が必要です。

平成１８年６月に成立した医療構造改革関連法は、これらのため

に制度的改正が必要な内容を盛り込んだものであり、今後数年をか
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けて段階的に実施することとしています。

医療構造改革に係わる都道府県の役割としては、地域の実情を踏

（ 、まえた医療費適正化計画の策定及び関連する三計画 健康増進計画

医療計画、介護保険事業支援計画）の見直しを総合的・一体的に進

めるとともに、各種施策のコーディネート、様々な関係者との調整

等を果たしていくことが求められています。

関東信越厚生局においては、管内都県に対して、制度の円滑かつ

適切な実施が行われるよう必要な助言やヒアリングを通じた指導等

を行っています。

②実績

ア 医療費適正化計画（平成２０年度策定計画）

都道府県が策定する医療費適正化計画においては、国の定める参

酌標準に即して医療費適正化のための目標を定め、その実現に向け

た施策を明らかにする必要があることから、管内都県に対する説明

会及びヒアリングの実施、各種の情報提供等を行っています。

イ 健康増進計画（平成２０年度策定計画）

特定健診及び特定保健指導の実施率、メタボリック症候群の改善

に向けた目標等を定めて必要な施策を講じるよう、管内都県に対す

る各種の情報提供等を行っています。

ウ 医療計画（平成２０年度策定計画）

４疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）及び５事業（救

、 、 、 、 ） 、急医療 災害医療 へき地医療 周産期医療 小児医療 について

関係者と協議の上、地域の医療連携体制を構築し、地域の実情に応

じた各医療機関の機能分担及び連携の状況を医療計画に明らかにし

た上で必要な施策を講じるよう、管内都県に対する各種の情報提供

等を行っています。

エ 介護保険事業支援計画（平成２１年度策定計画）

療養病床再編等を踏まえつつ、地域実情に応じた第４期介護保険

事業支援計画が策定されるよう、管内都県に対する各種の情報提供

等を行っています。
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３ 健康福祉課

（１）中小企業等協同組合の設立認可等について

①概要

中小企業等協同組合とは、中小企業等協同組合法に基づく組合（事

業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協

同組合連合会、企業組合）、中小企業団体の組織に関する法律に基づ

く組合（協業組合、商工組合、商工組合連合会）及び商店街振興組合

法に基づく組合（商店街振興組合、商店街振興組合連合会）のことで

す。

この組合のうち、中小企業等協同組合法に基づく組合及び中小企業

団体の組織に関する法律に基づく組合で、その組合が定める定款の事

業（職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。）の

全部又は一部が厚生労働大臣の所管する法律に属するもの（全国を区

域とするものを除く。）であって、主たる事務所の所在地が管内１都

９県にある中小企業等協同組合（平成２１年３月３１日現在１９６組

合）の監督に関する業務を行っています。

②実績

設立認可・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５件

定款変更認可・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９６件

（２）原爆被爆者に係る指定医療機関の指定等について

①概要

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づき、被爆者

の原爆放射能に起因する疾病に対し、医療費を全額国費で給付する認

定疾病医療を担当する医療機関を指定する業務を行っており、管内１

都９県に所在する病院若しくは診療所（これらに準ずるものとして政

令で定めるものを含む。）又は薬局の指定及び所管指定医療機関（平

成２１年３月３１日現在１３３機関（病院７４機関、診療所２５機関、

薬局３３機関、訪問看護１機関））の指定の取消、変更届出等の受理

事務及び指定辞退の申出の受理事務に関する業務を行っています。

②実績

指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６件

指定の取消・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件

変更届等の受理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５件

指定辞退の申出の受理・・・・・・・・・・・・・・・・・０件

（３）特定感染症指定医療機関に係る監督について

①概要

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、

新感染症（人から人に感染すると認められる疾病であって、既知の感

染症と症状等が明らかに異なり、その伝染力及び罹患した場合の重篤
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度から判断した危険性が極めて高い感染症）の患者の医療を担当する

医療機関について、管内１都９県に所在する厚生労働大臣が指定した

特定感染症指定医療機関の監督に関する業務を行っています。

・管内の指定医療機関

国立国際医療センター（東京都）：４床

成田赤十字病院（千葉県） ：２床

②実績

報告の受理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件

検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件

（４）クリーニング師試験の実施に係る指定試験機関の指定等について

①概要

クリーニング業法に基づき、都道府県知事がクリーニング師の試験

の実施事務の全部又は一部を厚生労働大臣の指定する者（指定試験機

関）に行わせる場合の管内１都９県に所在する指定試験機関の指定及

び監督に関する業務（クリーニング師試験の受験資格の認定の業務を

含む。）を行っています。

②実績

指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件

役員の選任等の認可等・・・・・・・・・・・・・・・・・０件

受験資格の認定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件

（５）生活衛生同業組合に係る振興計画の認定等について

①概要

生活衛生同業組合とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興

に関する法律に基づき営業者が自主的に衛生措置の基準を遵守し、衛

生施設の改善向上を図るための法人格を有した非営利団体として、

１７業種（すし、麺、中華、社交（バー等）、料理（料亭）、一般飲

食、喫茶、食肉販売、食鳥肉販売、氷雪販売、理容、美容、興行場、

ホテル・旅館、簡易宿所、浴場、クリーニング）ごとに都道府県単位

で厚生労働大臣の認可により設立される組合のことです。

この組合は、組合員である営業者の振興を図るために必要な事業（

以下「振興事業」という。）に関する計画（以下「振興計画」とい

う。）を作成し、この振興計画が厚生労働大臣が定める各業種に係る

営業の振興に必要な事項に関する指針（振興指針）に適合し、かつ、

政令で定める基準に該当するものとして適当である旨の厚生労働大臣

の認定を受けることができますので、管内１都９県に所在する組合か

らの申請により、振興計画の認定及び取消、変更認定、実施状況報告

の受理に関する業務を行っています。

なお、振興事業に対する国の特別措置として、融資上の恩典（振興

事業に基づいて整備する施設整備については、日本政策金融公庫の融

資が、有利な条件で適用される。）及び税制上の恩典（振興事業に基
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づいて整備する共同施設については、租税特別措置法の定めるところ

により減価償却の特例が認められる。）が受けられます。

②実績

振興計画の認定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件

振興計画の変更認定・・・・・・・・・・・・・・・・・４７件

※平成２０年度見直し業種 クリーニング業、飲食店営業（す

し店）理容業、美容業、興行場

実施状況報告書の受理・・・・・・・・・・・・・・・１１９件

（６）三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに三種病原体及び四種病原体

等を所持し、又は輸入した者の監督について

①概要

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部

を改正する法律による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律、予防接種法及び検疫法の規定を実施するため政

省令の改正等が行われ、「病原体等の所持等を規制する制度の創設」

により、三種病原体等の所持、輸入等について届出の制度が設けられ、

それらの手続に際して指示事項等が定められました。

これにより、管内１都９県の三種病原体等の所持者からの所持等の

届出等の受理事務及び三種、四種病原体等の所持者（輸入者）の施設

への立入検査等に関する業務を行っています。

②実績

所持の届出の受理・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２件

所持の変更届出の受理・・・・・・・・・・・・・・・・８件

三種、四種所持施設への立入検査・・・・・・・・・・１６件

（７）温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度に係る処理業務について

①概要

改正された地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）に基づき、

温室効果ガスを一定量排出する者に温室効果ガスの排出量を算定し、

国に報告することが義務付けられました。

これにより、管内１都９県に所在する事業者からの排出量報告書の

受理、排出量一覧表の入力等の業務を行っています。

②実績

排出量報告書の受理・・・・・・・・・・・・・・・・・１件

（８）民生委員及び児童委員の委嘱、解嘱及び表彰並びに主任児童委員の指

名について

①概要

民生委員は、民生委員法の規定により、都道府県知事（指定都市、

中核市の長を含む。以下同じ。）の推薦によって厚生労働大臣が委嘱

し、福祉事務所等関係行政機関に対する協力や民間の篤志奉仕者とし
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て自主的な民間福祉活動に従事しています。

また、民生委員は、児童福祉法の規定により、児童委員を兼務する

こととされており、児童委員のうち主任児童委員は、都道府県知事の

推薦によって厚生労働大臣が指名し、児童の福祉に関する児童相談所

等関係行政機関と児童委員との連絡調整や児童委員の活動に対する援

助を行っています。

民生委員及び児童委員の任期は、民生委員法第１０条の規定により

３年とされており、かつ、補欠（後任者等）の任期は前任者の在任期

間とされていることから、３年ごとに一斉改選が行われています。前

回の一斉改選は平成１９年１２月１日に行われ、その任期は２２年１

１月３０日までとなっています。

当厚生局においては、管内１都９県にかかる民生委員及び児童委員

の委嘱・解嘱 、主任児童委員の指名並びに厚生労働大臣表彰状及び

感謝状の授与などの業務を行っています。

（参考）民生委員数（平成21年3月31日現在）

◇６５，８１９ うち主任児童委員 ５，６７７人

②実績

平成２０年度における民生委員・児童委員の委嘱や解嘱等に関する業

務の実績は、次表のとおりです。

区 分 処理件数

民生委員・児童委員の委嘱 １，２２５

民生委員・児童委員の解嘱 １，１５１

主任児童委員の指名 １４９

厚生労働大臣表彰状の授与 １０６

厚生労働大臣感謝状の授与 ４１８

計 ３，０４９

（９）精神保健指定医の申請等について

①概要

措置及び医療保護による入院及び退院の際の診療、一定の行動制限

の判定等の職務を行う精神保健指定医は、精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律の規定により、所定の要件を満たす医師の申請に基づ

いて、厚生労働大臣が医道審議会の意見を聴いた上で、指定すること

とされています。

当厚生局においては、管内１都９県にかかる精神保健指定医の指定

申請書の受理及び本省への進達並びに精神保健指定医の証の発行及び

再発行などの業務を行っています。

（参考）精神保健指定医数（平成21年3月31日現在）

◇４，５９９人
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②実績

平成２０年度における精神保健指定医の申請等に関する事務の処理

実績は、次表のとおりです。

区 分 処理件数

指定医の証の発行（新規） ２０８

指定医の証の発行（更新等） ９７３

指定医の証の再発行 ３１

指定医の取消 １

指定不適格者への通知 １４

研修会受講延長の未承認 ５

辞退届・死亡届の受理 ６

計 １ ２３８,

（10）特別弔慰金国庫債券及び特別給付金国庫債券の特別買上償還の証明に

ついて

①概要

特別弔慰金国庫債券及び特別給付金国庫債券は、戦没者等の一定範

囲の遺族等に対し、国として弔慰の意を表すため又は精神的痛苦に対

して特別の慰藉を行うために支給されています。

特別買上償還は、特別弔慰金等の国庫債券について、当該国庫債券

の記名者が、生活保護を受けている又は受けるおそれがある旨の証明

を福祉事務所から受けた場合に限り、一定の割合で割り引かれた金額

で残りの賦札を国が買い上げる制度です。

当厚生局においては、管内１都９県にお住まいの方に対し、特別買

上償還を受けるために必要な「国庫債券の買上を必要とする旨の証明

書」を交付しています。

②実績

平成２０年度における特別買上償還に係る証明書の交付業務の処理

実績は、次表のとおりです。

区 分 交付件数

第２２回特別給付金国庫債券 ２７

第２３回特別給付金国庫債券 ０

第８回特別弔慰金国庫債券 ２０４

計 ２３１

（11）消費生活協同組合の認可等及び監督について

①概要
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消費生活協同組合（以下「生協」という。）は、国民の自発的な生

活協同組織の発達を図り、もって国民生活の安定と生活文化の向上を

期することを目的として、消費生活協同組合法に基づいて設立された

法人であり、当厚生局においては、管内の２以上の都県の区域におい

て事業を行う生協について、設立認可及び定款変更認可などの業務を

行うとともに、これらの法人に対する監督を行っています。

（参考）所管の生協数（平成 年 月 日現在）21 3 31
◇２５組合

年度末 年度末 年度末 年度末 年度末年度別 16 17 18 19 20

生協数 ２４ ２４ ２３ ２６ ２５

②実績

平成２０年度における生協の認可等に関する業務の実績は、次表の

とおりです。

区 分 処理件数

定款変更の認可 １８

契約者割戻準備金積立の承認 １

計 １９

（12）指定医療機関等の指定等について

①概要

母子保健法に規定する指定養育医療機関、児童福祉法に規定する指

定療育機関、生活保護法に規定する指定医療機関並びに指定介護機関、

及び戦傷病者特別援護法に規定する更生医療の給付を行わせる指定医

療機関の指定及び変更届の受理などの業務を行っています。（戦傷病

者特別援護法に基づくもの以外は、国が開設した病院等に限る。）

②実績

平成２０年度における上記①の指定医療機関の指定等に関する業務

の実績は２３件です。

（13）地域における公的介護施設等の整備計画の認定等について

①概要

民間事業者による高齢者のための健康・福祉施設（特定民間施設）
の総合的な整備を促進し、高齢者が健康で安心し生きがいをもって暮
らせる地域社会の形成に資するため、平成元年６月「民間事業者によ
る老後の保健及び福祉のための総合的施設整備の促進に関する法律」
が施行されました。その後、平成１７年４月より、各地方公共団体が
地域の実情に合わせて予防から介護に至るまでのサービス基盤を面的
に整備することを支援する新たな交付金制度の創設のための見直しを
行い、「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関す
る法律」に改正され、これに基づく管内１都９県にかかる整備計画の
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認定に関する事務を行っています。

②実績

変更認定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件

（参考）当厚生局管内の認定施設数（平成 年 月 日現在）21 3 31
◇１施設

(14)補助金等の交付等について

①施設整備に係る補助金等

ア 概要

施設整備に係る補助金等の交付については、平成１６年度からその

業務を行っており、管内各都県等から提出された交付申請書及び実績

報告書を審査の上、交付決定及び精算確定等を行っています。

また、対象となる補助金等は、施設種別により次のように区分され

ています。

(ア）「保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金」は、農村検診セン

ター、特定感染症指定医療機関等の施設及び設備を対象として整備し

ています。また、「保健衛生施設等災害復旧費国庫補助金」は、保健

衛生施設等が災害により被害を受けた場合、その復旧に要する経費の

一部を補助しています。

（イ）「地域介護・福祉空間整備等交付金」等は、高齢者関連施設を対象

としています。

（ウ）「次世代育成支援対策施設整備交付金」は、児童及び母子関連施設

を対象としています。

（エ）「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」は、障害者（児）関連施

設及び保護施設等を対象としています。

（オ）「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」は、施設種別にかかわら

ずすべての社会福祉施設等を対象としています。

なお、「地域介護・福祉空間整備等交付金」及び「次世代育成支援

対策施設整備交付金」は平成１７年度に創設された交付金です。

また、三位一体の改革に伴い、平成１８年度から「地域介護・福祉

空間整備等交付金」では、特別養護老人ホーム（定員30人以上）及び

これに併設される老人ショートステイ用居室、養護老人ホーム及びこ

れに併設される老人ショートステイ用居室、老人保健施設（定員30人

以上）及び訪問看護ステーション等の整備費が、また、「次世代育成

支援対策施設整備交付金」では、公立保育所、児童相談所（一時保護

施設を除く。）及び婦人相談所（一時保護施設を除く。）の整備費が、

それぞれ税源移譲の上、国庫補助制度としては廃止されました。

イ 実績等

平成２０年度における施設整備に係る補助金等の交付に関する業務の

実績は、次表のとおりです。
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補助金等名 交付目的及び対象施設 交付件数及び交付額

保健衛生施設 精神保健及び精神障害者福祉に関する （施設整備）
等施設・設備 法律第７条及び第１９条の１０、感染症 交付件数1.
整備費国庫補 の予防及び感染症の患者に対する医療に ９件
助金 関する法律第６２条等。医療機関等の施 交付額2.

設及び設備を整備し、地域住民の健康増 千円71,356
進並びに疾病の予防及び治療を行い、も （設備整備）
って公衆衛生の向上に寄与することを目 交付件数1.
的とする。 ２９１件

交付額2.
千円668,639

保健衛生施設 都道府県が設置する保健所、市町村保 交付件数1.
等災害復旧費 健センター、精神病院等の保健衛生施設 １件
国庫補助金 等が暴風、洪水、高潮、地震、その他の 交付額2.

異常な自然現象により被害を受けた災害 千円6,500
復旧事業に要する費用の一部を負担（補
助）することにより、公衆衛生の向上に
寄与することを目的とする。

地域介護・福 市町村が作成した「地域における公的
祉空間整備等 介護施設等の計画的な整備等の促進に関
交付金等 する法律」第４条に基づく市町村整備計

画に基づく事業又は事務の実施に要する
費用に充てるため、市町村に交付するこ
とにより、地域における公的介護施設等
の施設及び設備等の整備事業を推進する
ことを目的とする。

地域介護・ （対象施設） 交付件数1.
福祉空間整 小規模多機能型居宅介護拠点、小規 １３８件
備交付金 模（定員 人以下）の特別養護老人ホ 交付額29 2.

ーム、小規模の特定施設入所者生活介護 千円2,977,914
の指定を受けるケアハウス、認知症高齢
者グループホーム、認知症対応型デイサ
ービスセンター、夜間対応型訪問介護ス
テーション、小規模の老人保健施設、介
護予防拠点、地域包括支援センター及び
生活支援ハウス（離島、山村等の特別処
置法に基づくものに限る。）

地域介護・ （対象事業） 交付件数1.
福祉空間推 夜間対応型訪問介護の実施のために必 ８６件
進交付金 要な事業、高齢者と障害者や子どもとの 交付額2.

共生型サービスを行う事業、「高齢者活 千円510,045
力創造」地域再生プロジェクトの推進の
ための地域における包括的なサービスを
推進する事業及びその他高齢者が居宅に
おいて自立した生活を営むことができる
よう支援する事業

先進的事業 ア 介護療養型医療施設転換整備計画分 交付件数) 1.
支援特例交 （介護療養型医療施設から次に揚げる施 ４７件
付金 設に転換するための整備事業） 交付額2.

老人保健施設、ケアハウス、有料老人 千円1,162,734
ホーム（居室は原則個室とし、 人当た1
りの居室の床面積が概ね１３㎡以上であ
るものでかつ、利用者負担第３段階以下
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の人でも入居可能な居室を確保している
ものに限る。）、特別養護老人ホーム及
び併設されるショートステイ用居室（社
会 福 祉 法 人 を 設 立 等 す る 場 合 に 限
る。）、認知症高齢者グループホーム、
小規模多機能型居宅介護拠点、生活支援
ハウス（離島、山村等の特別処置法に基
づくものに限る。）、「高齢者の居住の
安定確保に関する法律」第４条の規定に
より登録されている賃貸住宅のうち、厚
生労働大臣が定める基準に適合する都道
府県知事に届出のあるもの。

イ 先進的事業整備計画分)
（対象事業）

既存の特別養護老人ホームをユニット
型施設へ改修する事業及び介護療養型医
療施設の改修により、老人保健施設、特
別養護老人ホームに併設されるショート
ステイ居室、認知症高齢者グループホー
ムのユニット型に転換する事業、虐待の
ほか、要介護者の急な疾病等に対応する
ための緊急ショートステイの整備事業及
び市町村から提案された全国的に見て先
進的な事業

次世代育成支 次世代育成支援対策推進法の規定に基 交付件数1.
援対策施設整 づき、児童福祉施設整備等の整備に要す １０４件
備交付金 る経費の一部を交付することにより、次 交付額2.

世代育成支援対策を推進することを目的 千円3,843,395
とする。
（対象施設）

児童相談所一時保護施設、助産施設、
乳児院、母子生活支援施設、民間保育
所、児童養護施設、情緒障害児短期治療
施設、児童自立支援施設、児童家庭支援
センター、子育て支援のための拠点施
設、婦人相談所一時保護施設及び婦人保
護施設

社会福祉施設 福祉各法等の規定に基づき、地方公共 交付件数1.
等施設整備費 団体等が整備する施設整備に要する費用 １０９件
国庫補助金 の一部を補助することにより、施設入所 交付額2.

者等の福祉の向上を図ることを目的とす 千円4,619,474
注 上記件数及び交付る。 )

額には、児童関連施（対象施設）
設の繰越分が含まれ障害者（児）関連施設及び保護施設等
る。

社会福祉施設 福祉各法等の規定に基づき、地方公共 交付件数1.
等災害復旧費 団体等が整備した施設であって、暴風、 ５件
国庫補助金 洪水、高潮、地震、その他の異常な自然 交付額2.

現象により被害を受けた施設の災害復旧 千円136,869
（ 年度中に工事完了事業に要する費用の一部を補助すること 19

5により、施設入所者等の福祉の向上を図 しなかった新潟県の

件については、本省にることを目的とする。
て繰越を行ったので、
工事完了後に精算交付
決定を行った）
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②施設整備関係以外の補助金等

ア 概要

施設整備費以外の補助金等に係る交付については、平成１５年度からそ

の業務を行っており、管内各都県等から提出された交付申請書及び実績報

告書を審査の上、交付決定及び精算確定等を行っています。

イ 実績等

平成２０年度における施設整備費以外の補助金等の交付に関する業務

の実績は、次表のとおりです。

補助金等名 交 付 目 的 交付先及び交付額

結核医療費国庫負 都道府県、保健所を設置す 交付先1.
担金 る政令市及び特別区が行う入 １０都県・１４市・２３

院患者に対する医療に要する 特別区
費用等の一部を負担すること 交付額2.
により、結核の予防及び結核 円1,308,237,887
患者に対する適正な医療の普
及を図り、もって公共の福祉
の増進を図ることを目的とす
る。

結核医療費国庫補 都道府県、保健所を設置す 交付先1.
助金 る政令市及び特別区が行う一 １０都県・１４市・２３

般患者に対する医療に要する 特別区
費用等の一部を補助すること 交付額2.
により、結核の予防及び結核 円105,724,118
患者に対する適正な医療の普
及を図り、もって公共の福祉
の増進を図ることを目的とす
る。

原爆被爆者健康診 都道府県、広島市及び長崎 交付先1.
断費交付金 市が行う原爆被爆者の健康診 １０都県

断に要する経費を交付するこ 交付額2.
とにより、被爆者の健康の保 円171,100,367
持及び向上を図ることを目的
とする。

原爆被爆者手当交 都道府県、広島市及び長崎 交付先1.
付金 市が行う医療特別手当、特別 １０都県

手当、健康管理手当、保健手 交付額2.
当並びに原子爆弾小頭症手当 円7,450,245,657
の支給事業に要する経費の全
部を交付することにより、被
爆者の受療の促進、健康の保
持増進を図ることを目的とす
る。

原爆被爆者葬祭料 都道府県、広島市及び長崎 交付先1.
交付金 市が行う原爆被爆者葬祭料支 １０都県

給事業に要する経費の全部を 交付額2.
交付することにより、被爆者 円116,709,291
の精神的不安を和らげること
を目的とする。
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補助金等名 交 付 目 的 交付先及び交付額

児童扶養手当給付 都道府県、市等が行う児童 交付先1.
費国庫負担金 扶養手当の支給に要する費用 １都９県２５４市区

の一部を負担することによ 交付額2.
り、父と生計を同じくしてい 千円44,377,295
ない児童が育成される家庭の
生活の安定と自立の促進に寄
与し、もって児童福祉の増進
を図ることを目的とする。

特別児童扶養手当 都道府県知事または市町村 交付先1.
事務取扱交付金 長が行う特別児童扶養手当の １都９県４５６市区町村

支給に係る事務の処理に必要 交付額2.
な費用を交付することによ 千円252,076
り、当該制度の円滑な運営を
図ることを目的とする。

特別障害者手当等 都道府県市が行う特別障害 交付先1.
給付費国庫負担金 者手当、障害児福祉手当等の １都９県２５４市区

支給に要する費用の一部を負 交付額2.
担することにより、精神又は 千円10,962,549
身体に重度の障害を有する者
の福祉の増進を図ることを目
的とする。

婦人保護費国庫負 売春防止法に基づき、要保 交付先1.
担金及び国庫補助 護女子についてその転落の未 １都９県
金 然防止と保護更生を図ること 交付額2.

及び配偶者暴力防止法に基づ 千円698,254
き、配偶者からの暴力被害者
である女性の保護等を図るこ
とを目的とする。

児童入所施設措置 児童福祉法第２７条第１項 交付先1.
費等国庫負担金 第３号による施設等への入所 １都９県１９５市区

又は委託、第２２条による助 交付額2.
産の実施、第２３条による母 千円24,641,634
子保護の実施に係る同法第４
５条の 低基準の維持を図る
ことを目的とする。

保育所運営費国庫 保育所の運営に必要な経費 交付先1.
負担金 を負担することにより、保育 ３９７市区町村

所において保育に欠ける児童 交付額2.
に対して保育の実施を図るこ 千円75,084,118
とを目的とする。

③財産処分について

ア 概要

補助金等の交付を受けた施設等に対する国庫補助財産の財産処分につ

いては、その業務を平成１６年度から行っており、管内各都県等から提

出された財産処分承認申請書の審査及び報告（包括承認事項）の受理等

を行っています。
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イ 実績等

平成２０年度における財産処分に関する業務の実績は、次表のとおり

です。

区 分 処理件数 処理件数 合 計
（保健衛生関係） （社会福祉関係）

財産処分承認申請 １０ ３３ ４３

報告（包括承認）の受理 ５ ８８ ９３

計 １５ １２１ １３６

財産処分の処理状況は、資料編を参照

ウ その他

上記イの財産処分の承認に伴い、２０年度返還金が生じたものは17

件(保健衛生関係5件、社会福祉関係12件）です。

（15）児童扶養手当支給事務指導監査について

①概要

ア 平成１４年８月から児童扶養手当の受給資格認定等の事務が都道府

県から市 区 及び福祉事務所設置町村へ権限移譲されたことに伴い、( )
指導監査の対象についても市等まで拡大されたことから、平成１５年

度から関東信越厚生局管内の市等に対する指導監査を実施しています。

イ 本指導監査は、児童扶養手当支給事務の円滑な実施の確保を目的と

して、地方自治法第２４５条の４の規定に基づき実施するものです。

ウ 指導監査は、児童扶養手当支給事務指導監査実施要綱に基づき、各

都道県、指定都市及び中核市にあっては３年に１回程度、指定都市、

中核市を除く市、福祉事務所を設置する町村及び特別区については５

年に１回程度の頻度により実施するものとし、平成２０年度は４都県、

２９市区を対象として指導監査を行いました。

エ 指導監査の具体的な内容としては、 ｱ 事前に提出された資料の精( )
査、 ｲ 県市等へ出向いてのヒアリングや請求書等の閲覧を行い、さ( )
らに必要に応じて ｳ 是正又は改善指導などの技術的な助言を行って( )
います。

なお、是正又は改善指導などの技術的な助言に当たっては、現地に

おいて行うほか指導監査の結果を検討し、必要がある場合は文書をも

って行うとともに、その結果について報告を求めることとしています。

②実績

ア 実地指導監査の状況

指導監査は４県、２９市区を対象に実施しました。

（平成２０年度当初都県市区数 １０都県 ２５４市区）

イ 実地指導監査結果（概要）

平成２０年度の指導監査結果の概要は以下のとおりです。

28



事 項 主 な 内 容

障害認定医の配置 ・障害認定の体制を確立するよう努めること。

新規認定請求書の受 ・請求書の記載内容や添付書類に不備のないこと

理事務 を確認の上受理すること。

公的年金受給等の確 ・認定請求書及び現況届の受理・審査に際し公的

認 年金等の受給状況の確認を十分行うこと。

所得の審査 ・養育費や所得証明書等による所得額の確認を十

分行うこと。

認定請求書の事務処 ・事由発生日の取扱いは的確に行うこと。

理

現況届の事務処理 ・記載内容や添付書類に不備のないことを確認の

上受理すること。

・現況届未提出者に対する時効処理等の対応を遺

漏なく行うこと。

資格喪失届に係る事 ・資格喪失日の公簿確認、資格喪失に至った事実

務処理 の的確な確認等に努めること。

・辞退を理由とした資格喪失を行わないこと。

諸帳簿の整備 ・受給資格者台帳の事由発生年月日、当初支給開

始年月日を正しく記録すること。

（16）保護施設に対する指導監査について

①概要

保護施設に対する指導監査は、生活保護法第２３条第１項の規定に

基づき、保護施設の適正な運営の確保を図ることを目的として実施し

ています。

指導監査の対象は、関東信越厚生局管内の都県市が設置する保護施

設です。

指導監査は、社会福祉監査官が担当しています。

実施頻度は、３年に１回実地による監査を行います。

（注）指定都市・中核市以外の市町村が設置する保護施設及び社会福

祉法人が指定都市・中核市以外の市町村に設置する保護施設の指

導監査は都道府県が実施し、指定都市・中核市内に社会福祉法人

が設置する保護施設の指導監査は、指定都市・中核市が実施して

います。

②実績

・実施結果…………対象施設５のうち２施設

（過去の主な指導事項）
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事 項 主 な 内 容

入所者処遇 ・入所者の個別処遇の策定が不十分

・入所者預り金の管理及び取扱いが不適切

・入所者の心情に対する配慮が不十分

職員処遇 ・勤務体制の整備が不十分

・健康診断が不十分

運営管理 ・災害事故防止対策が不十分

・苦情解決体制の周知が不十分

（17）消費生活協同組合に対する調査指導について

①概要

消費生活協同組合（以下「組合」という。）に対する調査指導は、

消費生活協同組合法に基づき組合の適正な運営を図ることを目的とし

て実施しています。

調査指導の対象は、関東信越厚生局管内の複数の都県で事業活動す

る組合です。

調査指導は、社会福祉監査官が担当しています。

実施頻度は、消費生活協同組合連合会は３年に１回、消費生活協同

組合は４年に１回実地による調査指導を行います。

（注）組合の行う事業活動の区域が、都県の管轄する区域に限られて

いる場合は、それぞれの都県が実施し、厚生局の管轄区域をまた

がって事業活動を行っている場合は厚生労働省社会・援護局が実

施しています。

②実績

・実施結果…………対象組合２６のうち１組合

（過去の主な指導事項）

事 項 主 な 内 容

組織・管理 ・定款と実態の乖離

・整備すべき規程の不備

理事会運営 ・議事録署名人の不備

監査の実施 ・監事監査が不適正
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４ 指導養成課

（１）各種養成施設等の指定及び監督について
①概要

次表に掲げる養成施設等について、指定、変更の承認及び変更届・
報告書の受理等の業務を行っています。

また、平成１６年度に関東管区行政評価局において「保健福祉・食
品衛生関係養成施設の指導監査に関する行政評価・監視」として、当
厚生局管内の指定保育士養成施設を始め１０種９７施設の養成施設に
対し実地調査が行われ、１７年１月に調査結果が当厚生局長あて報告
されました。

その報告書を見ると、教員資格が基準を満たしていない者による授
業が行われていたもの、専任教員数が指定規則及び指導要領等に定め
る基準数を満たしていないもの等、不適正な内容のものが多数認めら
れたことを踏まえ、平成１７年度から監督業務の一環として、現地に
おいて、指定基準に係る関係法令や関係通知の遵守状況を確認し、必
要に応じ指導や助言を行い、もって養成施設の適正な運営に資するこ
とを目的とした指導調査を行っています。

なお、次表の学校数、課程数及び入学定員は、平成２１年４月１日
現在のものです。

施 設 種 別 学校数 課程数 入学定員

栄養士養成施設 ５９ ５９ ５,６８５

調理師養成施設 ７７ １６０ １０,９１０

理容師養成施設 ２７ ４８ １,７７２

美容師養成施設 ７７ １５９ １７,５８８

製菓衛生師養成施設 ２２ ３９ ２,８３９

食品衛生管理者養成施設 ４４ ６２ ５,６４１

指定保育士養成施設 １６６ １９５ １９,６３７

社会福祉士養成施設 １９ ２５ ４,６７０

介護福祉士養成施設 １３２ １５４ ７,７２５

福祉系高等学校 ２８ ２９ ２,３５６

社会福祉主事養成機関 ２０ ２４ ７,２５５

精神保健福祉士養成施設 １３ ２４ ２,３９０

児童福祉司養成施設 ３ ３ １０５

児童福祉施設職員養成施設 ４ ４ １６３

知的障害者福祉司養成施設 １ １ ４０

社会福祉主事資格認定講習会 ２ ２ ６５

児童福祉司資格認定講習会 １ １ ３００

救急救命士養成所 １６ １７ １，２８５
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診療放射線技師養成所 ６ ７ ４５９

臨床検査技師養成所 １１ １１ ６３０

理学療法士養成施設 ４０ ５４ ２，７９５

作業療法士養成施設 ３１ ３８ １，４７９

視能訓練士養成所 ５ ６ ２４０

臨床工学技士養成所 １１ １５ ７７７

義肢装具士養成所 ３ ３ ６８

言語聴覚士養成所 １２ １５ ６９８

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師養成施設 ２ ４ ２４０

はり師・きゅう師養成施設 ２９ ５３ １，９７７

あ・は・き師養成施設 １３ ２１ ８２４

柔道整復師養成施設 ３３ ６５ ３，１９８

歯科衛生士養成所 ３６ ３８ ２，１６８

歯科技工士養成所 ９ ９ ５３９

１８８ ２２３ １１,４６６保健師助産師看護師養成所

合 計 1,140 1,568 －

注１）食品衛生管理者養成施設には食品衛生監視員養成施設を含み
ます （１施設を除く ）。 。

注２）社会福祉士養成施設には社会福祉士学校を、また、介護福祉
士養成施設には介護福祉士学校をそれぞれ含みます （以下、。
同じ ）。

注３）身体障害者福祉司養成施設は、当厚生局管内には指定を受け
た養成施設がありません。

〔資料：各都県別養成施設の指定状況は、資料４－(１)を参照〕

②実績
ア 指定等に関する事務

平成２０年度における指定、変更の承認及び変更届の受理等に関
する業務の実績は、次表のとおりです。

処理件数
施 設 種 別 内 容 実 習

指 定 取 消 変更届
変 更 施 設

栄養士養成施設 ４ ２ ２４ － ２０

調理師養成施設 ０ ０ １４ － １０

理容師養成施設 ０ １ １ － ４７

美容師 ３ ３ ７ － １９６養成施設

製菓衛生師養成施設 ３ ０ ３ － １１

食品衛生管理者養成施設 ４ ０ － － ６３
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指定保育士養成施設 １２ ５ ３３ － ５０

社会福祉士養成施設 ４ ４ ６ ２２ ２８

介護福祉士養成施設 ６ ８ ３９ ５２ １６９

福祉系高等学校 ２９ － － － －

社会福祉主事養成機関 ０ ３ １１ － １１

精神保健福祉士養成施設 ２ ２ ２３ ２９ ５

救急救命士養成所 ３ ０ １ ２ １

診療放射線技師養成所 ０ １ １ ０ １

臨床検査技師養成所 ０ １ ２ ５ ０

理学療法士養成施設 １ １ １９ ３０ １７

作業療法士養成施設 １ ３ １２ ２６ １６

視能訓練士養成所 １ ０ ０ ０ １

臨床工学技士養成所 １ ０ ２ ４ １１

義肢装具士養成所 ０ ０ ０ ３ ２

言語聴覚士養成所 １ ０ ６ １１ ９

０ ０ ０ ０ ２あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師養成施設

３ ２ ２２ ０ ２３はり師 きゅう師養成施設・

あ・は・き師養成施設 １ １ ４ ０ １３

柔道整復師養成施設 ５ ２ １６ ０ １５

歯科衛生士養成所 １ １ １０ ８ ８

歯科技工士養成所 ０ ０ １ ０ ４

１０ ５ １５１ ５６ ４１保健師助産師看護師養成所

計 ９５ ４５ ４０８ ２４８ ７７４

注１）上記の表に用いている用語は、次のように省略しています。
・指 定：新規指定
・取 消：申請による指定の取消し承認（但し栄養士、調

理師は届け出数）
・内容変更：指定内容変更の承認（カリキュラム変更等）
・実習施設：実習施設の追加承認
・変 更 届：変更届の受理

注２）栄養士養成施設の新規指定は管理栄養士養成施設新規指定校
（厚生労働省で指定）の栄養士養成施設の指定

注３）上記の養成施設を除く他の養成施設の実績は、ありません。
〔資料：養成施設の指定又は取消の状況は、資料４－(２)、(３)及

び(１２)を参照〕

イ 指導監督に関する業務
（ア）指導調査の実施

平成２０年度における養成施設に対する指導調査の実施状況
は、次表のとおりです。
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実施施設数
施設種別

（課程数）

栄養士養成施設 ８

調理師養成施設 ４

理容師養成施設 ３

美容師養成施設 ６

製菓衛生師養成施設 ７

食品衛生管理者養成施設 ４

指定保育士養成施設 ９

介護福祉士養成施設 ６

社会福祉主事養成機関 １

精神保健福祉士養成施設 ３

保健師助産師看護師養成所 ９

社会福祉主事養成機関 １

精神保健福祉士養成施設 ３

救急救命士養成所 １

理学療法士養成施設 ４

作業療法士養成施設 ４

視能訓練士養成所 １

臨床工学技士養成所 １

義肢装具士養成所 １

言語聴覚士養成所 １

はり師・きゅう師養成施設 ４

柔道整復師養成施設 ５

保健師助産師看護師養成所 ７

計 ９３

（２）福祉系高等学校の指定及び監督に関する業務について
①概要

平成２１年４月１日施行の社会福祉士及び介護福祉士法の改正に伴
い、福祉系高等学校についても、介護福祉士の養成施設等と同様に、
介護福祉士に求められる役割等を踏まえ、教育の質の確保及び向上を
図るため、指定制度が創設されました。

当厚生局では、その準備行為として、２０年度から福祉系高等学校
の指定に関する業務を行っています。

②実績
平成２０年度における福祉系高等学校の指定等に関する業務の実績

は、上記(１)の②のアに掲げる表のとおりです。
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（３）大学等において開講する社会福祉に関する科目の確認に関する業務に
ついて

①概要
平成２１年４月１日施行の社会福祉士及び介護福祉士法の改正に伴

い、社会福祉に関する科目又は基礎科目を修了し、社会福祉士又は介
護福祉士の試験を受験しようとする者について、当該受験者の利便性
に配慮し、その修了した科目が基準を満たしているかどうかを個別に
審査する手続を省略できるよう、実習演習科目について、文部科学大
臣及び厚生労働大臣による事前の確認を受けることができる仕組みが
定められました。

当厚生局では、その準備行為として、２０年度から、当該実習演習
科目の確認を行っています。

②実績
平成２０年度における実習演習科目の確認に関する業務の実績は、

次表のとおりです。

区 分 処理件数

実習演習科目の確認 １０６

計 １０６

（４）各種講習会に関する業務について
①介護技術講習等に係る実施報告及び変更届出の受理について

ア 概要
介護福祉士試験の実技試験の受験者数の増大を受けて、介護福祉

士試験の受験者の資質向上及び介護福祉士実技試験の適正実施に資
するため、介護等に関する専門的技術についての講習（介護技術講
習）を修了した者について、その者の申請により、以後３回の実技
試験を免除する制度が、平成１７年度から実施されました。

当厚生局では、当該講習の実施届、変更届及び実施報告書などの
受理業務を行っています。
（参考）当厚生局管内の実施施設数（平成20年度実施分）

◇６８施設
〔 、 〕資料：当厚生局管内の実施施設の状況は 資料４－(３８)を参照

イ 実績
平成２０年度における介護技術講習等に関する業務の実績は、次

表のとおりです。

区 分 処理件数 書類の届出期限

講習実施届の受理 ５３ 実施予定年度の前年度の１月末

実施変更届の受理 ３５ 講習実施届後から実施年度の８月末

実施報告書の受理 ２３６ 講習会終了後１か月以内

計 ３２４

受講者数(人) 14,940人

修了者数(人) 14,677人
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（イ）主任指導者養成講習及び指導者養成講習の処理状況

区 分 主任指導者 指導者 計

修了者名簿の受理(件) １０ ２０ ３０

修了者数(人) ２０ ４６ ６６

②社会福祉主事資格認定講習会の指定及び監督について
ア 概要

社会福祉主事の人材の確保及び資質の向上を図るため、社会福祉
法第１９条第１項第２号に基づき、社会福祉主事資格認定講習会が
実施されています。

当厚生局では、当該講習会の指定、変更届及び報告書の受理等の
業務を行っています。
〔資料：当厚生局管内の講習会の一覧は、資料４－(３９)を参照〕

イ 実績
平成２０年度における社会福祉主事資格認定講習会に関する業務

の実績は、次表のとおりです。

区 分 処理件数

事業報告書の受理 ２

計 ２

③児童福祉司資格認定講習会の指定及び監督について
ア 概要

平成１２年に「児童虐待の防止等に関する法律」が公布されたこ
とに伴い、児童福祉司の人材の確保及び資質の向上を図るため、児
童福祉法第１３条第２項第１号に基づき、児童福祉司資格認定講習
会が実施されています。

当厚生局では、当該講習会の指定、変更届及び報告書の受理等の
業務を行っています。

〔資料：当厚生局管内の講習会の一覧は、資料４－(４０)を参照〕

イ 実績
平成２０年度における児童福祉司資格認定講習会に関する業務の

実績は、次表のとおりです。

区 分 処理件数

事業報告書の受理 １

計 １
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④社会福祉士実習演習担当教員講習会及び社会福祉士実習指導者講習会
並びに介護教員講習会及び介護福祉士実習指導者講習会の実施届出及
び変更届出の受理について
ア 概要

平成２１年４月１日施行の社会福祉士及び介護福祉士法の改正に
伴い、社会福祉士実習演習担当教員講習会及び社会福祉士実習指導
者講習会並びに介護教員講習会及び介護福祉士実習指導者講習会に
ついて、平成２１年度実施分から、当厚生局において実施届等の受
理業務を行っています。

イ 実績
平成２０年度における社会福祉士実習演習担当教員講習会及び社

会福祉士実習指導者講習会並びに介護教員講習会及び介護福祉士実
習指導者講習会に関する業務の実績は、次表のとおりです。

区 分 処理件数

社会福祉士実習演習担当教員講習会実施届の受理 ０

社会福祉士実習指導者講習会実施届の受理 ０

介護教員講習会実施届の受理 １

介護福祉士実習指導者講習会実施届の受理 ４

計 ５

⑤関東信越地区保健師助産師看護師実習指導者講習会（特定分野）の実
施について
ア 概要

病院以外の実習施設で次に掲げる特定分野について実習指導の任
にある者を対象として、効果的な臨地実習指導のために必要な知識
・技術を習得すること等を目的に、平成１９年度から「関東信越地
区保健師助産師看護師実習指導者講習会（特定分野 」を実施して）
います。
（特定分野）

・ 保健師養成所における地域看護学
・ 助産師養成所における助産学
・ 看護師養成所における老年看護学、小児看護学、母性看護学

及び在宅看護論
・ 准看護師養成所における老年看護及び母子看護

イ 実績
平成１９年度及び２０年度の当該講習会の受講者数は、次表のと

おりです。

区 分 平成１９年度 平成２０年度 計

受 講 者 数(人) ４８ ７７ １２５
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５ 医事課

（１）健康危機管理について

①概要

医薬品、食中毒、感染症、飲料水、その他何らかの原因により生じ

る国民の生命、健康安全を脅かす事態に対し、健康被害の発生予防、

拡大防止、治療等に関する業務を総括しております。

関東信越厚生局では、平成１７年度より、管内１都９県の健康危機

管理関係所管課及び関係機関（検疫所、地方衛生研究所等）の連絡網

を作成し、また、関係職員を対象として「関東信越ブロック健康危機

管理連絡協議会」を定期的に開催し、健康危機管理に対する共通の認

識、情報の共有化等により、関係機関の職員の相互連携を強化し、現

実に健康危機が発生した場合、有効な対策がとれるよう推進していま

す。

②実績（平成２０年度）

都県及び地方衛生研究所主催による健康危機発生時における自治体

間協定の具体化及びマニュアル作成等に関する会議への出席････３回

（２）医療安全に関する取り組みの普及及び啓発について

①概要

医療機関等に対して、医療の安全に関する取り組みの普及及び啓発

に関する業務を所管しております。

厚生労働省では平成１３年度より毎年１１月２５日を含む１週間

を「医療安全週間」と位置け医療安全対策の推進を図っております。

関東信越厚生局では、平成１４年度から、管内病院の医療機関の管

理者及び医療安全管理者等を対象に、医療安全に関する知識の習得を

、「 」 。目的として 医療安全に関するワークショップ を開催しています

②実績（平成２０年度）

平成２０年６月２３日～６月２７日までの５日間におきまして、医

療安全管理者等の資質向上を図るため 「医療安全に関するワークシ、

ョップ」を開催しました。

開 催 日 : 平成２０年６月２３日～６月２７日

場 所 : さいたま新都心合同庁舎１号館６階

参加者数 : ９０名

（３）医師の臨床研修について

①概要

臨床研修病院の指定に係る審査及び指導並びに適正な臨床研修の実

施体制の確保に関する業務を所管しております。

医師臨床研修制度は昭和２３年に卒後１年のインターン制度として

開始され昭和４６年に臨床研修医制度として創設されました。昭和４
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６年に創設された制度は、努力規定として位置づけられた研修であり

ましたが､ 平成１６年４月からは、診療に従事しようとする医師は、

２年以上の臨床研修を受けることが必修となり医師法により義務づけ

られました。

この医師臨床研修制度の基本理念は 「臨床研修は、医師が、医師、

としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学お

よび医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療におい

て頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療

能力を身につけることのできるものでなければならない 」となって。

おり各臨床研修指定病院で作成されたプログラムで研修が実施されま

す。

関東信越厚生局では、臨床研修修了に伴う医籍登録業務のほか、効

果的な研修が実施されるよう、新規指定もしくはプログラム変更の申

請を行った病院の研修プログラムの内容を精査し、関係法令の定める

、 。基準に照らして審査を行い 円滑に運用されるよう指導しております

また、平成１９年４月からは、臨床研修費等補助金の交付に関する事

業が厚生労働省より事務委任され、各都県より提出される申請書の審

査等も行っております。

②実績（平成２０年度）

新規指定申請等の審査の状況

臨床研修病院の指定申請に係る審査 ･････････････ ２５件

臨床研修プログラムの変更 ･････････････････････１５０件

臨床研修病院等の実地調査の状況

既指定臨床研修病院 ･･････････････････････････････ ３件

医籍登録の状況

医籍登録件数 ････････････････････････････ ２，８８４件

臨床研修費等補助金の交付状況

交付先及び交付額 交付先 ････････ １都９県(285件)

交付額 ･････････ 5,849,392千円

臨床研修病院指定状況（平成２１年４月１日現在）

都県別指定病院数

府県名 施設数

施設数計 単独型 管理型 協力型

茨 城 県 50 0 23 27

栃 木 県 25 5 7 13

群 馬 県 43 0 16 27

東 京 都 171 10 86 75

千 葉 県 85 6 35 44

埼 玉 県 61 2 34 25

神奈川県 117 7 56 54

39



新 潟 県 61 1 16 44

山 梨 県 27 0 8 19

長 野 県 49 3 25 21

合 計 689 34 306 349

※単独型（管理型）であり、協力型病院でもある場合は、単独型

（管理型）に計上

大学医学部附属病院数

府県名 施設数

施設数計 単独型相当 管理型相当 協力型相当

茨 城 県 2 0 2 0

栃 木 県 4 0 3 1

群 馬 県 1 0 1 0

東 京 都 29 2 21 6

千 葉 県 8 2 6 0

埼 玉 県 8 0 7 1

神奈川県 14 1 8 5

新 潟 県 1 0 1 0

山 梨 県 1 0 1 0

長 野 県 1 0 1 0

合 計 69 5 51 13

※単独型（管理型）であり、協力型病院でもある場合は、単独型

（管理型）に計上

※単独型であり管理型でもある場合は管理型に計上

（４）歯科医師の臨床研修について

①概要

歯科医師臨床研修施設の指定に係る審査及び指導並びに適正な臨床

研修の実施体制の確保に関する業務を所管しております。

歯科医師臨床研修は昭和６２年に一般歯科医養成研修事業として開

始されました。その後､平成１２年の歯科医師法改正により､診療に従

事しようとする歯科医師は、１年以上の臨床研修を受けなければなら

ないものとされ､平成１８年４月より歯科医師臨床研修の必修化が開

始されました｡

この歯科医師臨床研修制度の基本理念は 「臨床研修については、、

患者中心の全人格的医療を理解した上で､歯科医師としての人格をか

ん養し､総合的な診療能力(態度･技能･知識)を身につけ､臨床研修を生

涯研修の第一歩とすることのできるものでなければならない｡｣となっ

ており、大学病院や各臨床研修施設で作成し、医道審議会歯科医師臨

、 。床研修部会に諮られ 承認を受けたプログラムで研修が実施されます

関東信越厚生局では、新規指定もしくはプログラム変更等の申請を

行った施設の研修プログラムの内容を関係法令の定める基準に照らし

て審査しております。また、他の地方厚生局管轄の申請の２次審査や

臨床研修施設の実地調査も各厚生局の担当者との共同で実施していま

す。
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また、全国各地で開催される指導歯科医講習会において、臨床研修

制度に関する講演を担当するなど、全国の厚生局の総括的な役割も有

しております。

臨床研修修了に伴う歯科医籍への登録に関する業務としては、修了

者から提出される登録証交付申請書の審査及び発送業務を行っており

ます。

②実績（平成２０年度）

新規指定申請等の審査の状況

臨床研修施設の指定申請に係る審査･･７０件(うち関信分２７件)

臨床研修プログラムの変更･････････６５件(うち関信分２１件)

歯科医籍登録の状況

歯科医籍登録件数 ･･･････････････････････････ １，１１５件

臨床研修施設の実地調査の状況

新規指定申請施設 ････････････････１２件(うち関信分 ５件)

大学病院・既指定施設 ････････････３０件(うち関信分１３件)

指導歯科医講習会への講師派遣件数･･････ ７件

臨床研修施設指定状況（平成２１年４月１日現在）

都県別指定施設数

都県名 施設数

施設数計 単独型 管理型 協力型

茨 城 県 23 0 0 23

栃 木 県 19 1 0 18

群 馬 県 16 1 0 15

東 京 都 240 14 4 222

千 葉 県 106 3 3 100

埼 玉 県 124 3 1 120

神奈川県 167 5 1 161

新 潟 県 23 0 0 23

山 梨 県 7 0 1 6

長 野 県 24 4 0 20

合 計 749 31 10 708

※単独型（管理型）であり、協力型施設でもある場合は、単独型

（管理型）に計上

※単独型であり管理型でもある場合は管理型に計上
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医科大学・歯科大学（附属）病院数

府県名 施設数

施設数計 単独型相当 管理型相当 協力型相当

茨 城 県 2 1 0 1

栃 木 県 2 2 0 0

群 馬 県 1 0 1 0

東 京 都 16 6 7 3

千 葉 県 4 1 3 0

埼 玉 県 3 0 3 0

神奈川県 5 0 5 0

新 潟 県 2 0 2 0

山 梨 県 1 1 0 0

長 野 県 2 1 1 0

合 計 38 12 22 4

※単独型（管理型）であり、協力型病院でもある場合は、単独型

（管理型）に計上

※単独型であり管理型でもある場合は管理型に計上

（５）心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療について

①概要

心神喪失の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察に関す

る業務を所管しております。

心神喪失の状態で重大な他害行為を行った者に対し継続的かつ適切

な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによっ

て、その症状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、

その社会復帰を促進することを目的として 「心神喪失等の状態で重、

大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」が平成１７

年７月施行されました。

、 、この法律は 心神喪失の状態で重大な他害行為を行った者であって

不起訴処分又は無罪等の裁判が確定した者に対しての処遇が定められ

たものであります。関東信越厚生局では、対象者の医療を行う指定医

療機関の指定、地方裁判所の処遇決定に伴う指定医療機関の選定、入

院処遇決定となった対象者の指定入院医療機関への移送等を行ってい

ます。また､この法律では、対象者の処遇を決定するために、裁判官

と精神科医（精神保健審判員 、必要に応じて精神保健福祉の専門家）

（精神保健参与員)で審判が行われますが、その構成員を地方裁判所

が選任するための精神保健判定医及び精神保健参与員候補者名簿の作

成なども行っています。

②実績（平成２０年度）

指定通院医療機関の指定 ･････････････････････････････ １８件

指定通院医療機関の指定の取消 ･････････････････････････ ４件

指定入院医療機関の選定及び移送 ･････････････････････ ９４件

指定通院医療機関の選定 ･････････････････････････････ ７０件

精神保健判定医の名簿収載･･･････････････････････････ ２８３件
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精神保健参与員の名簿収載･･･････････････････････････ ２４３件

診療報酬請求の審査・支払 ･････････････････････ ３，５４５件

指定入院医療機関に対する指導監査 ･･･････････････････････５件

指定通院医療機関に対する指導監査 ･･･････････････････････４件

、 、 、 、その他 法施行に際し 制度の円滑な運用のために 厚生労働本省

各都県担当部局、地方裁判所、保護観察所、鑑定病院等の関係機関と

度重なる打合せを行っております。

（６）医師確保及び地域医療の確保・推進について

①概要

医師の確保に関すること及び地域医療の確保・推進に関する業務を

所管しております。

平成１８年度に成立した医療制度改革関連法に基づき、地域や診療

科による医師不足問題への対応や、医療計画・健康増進計画等の見直

し等に関して、地方自治体等に対し支援を行っています。

②実績（平成２０年度）

地方公共団体からの医師派遣申請･･････････････････申請なし

各都県が開催する地域医療対策協議会等への出席････７都県１０回

（７）行政処分を受けた医師・歯科医師の再教育について

①概要

医師等の行政処分に係る調査の実施に関する業務及び行政処分を受

けた医師等に対する再教育の実施に関する業務を所管しております。

医師法及び歯科医師法の改正に伴い、平成１９年４月１日より、１

年以上の業務停止の行政処分を受けた医師・歯科医師、免許の取り消

し処分に対し再免許を受けようとする者は 再教育として個別研修 倫、 （

理研修又は技術研修）を実施することになりました。

関東信越厚生局では、個別研修開始前における個別研修計画書の受

理及び個別研修終了後における個別研修修了証の交付を行っていま

す。

②実績（平成２０年度）

個別研修計画書受理･･････････････････････１０件

個別研修修了証交付･･････････････････････ ３件

（８）薬事監視業務

１）医薬品製造業等の許可業務について

①概要

ア 業務の概要

業として医薬品等を製造する場合は、薬事法に基づき、あらかじめ

厚生労働大臣の許可を取得する必要があります。厚生労働大臣の指定

する医薬品等を製造する製造所の許可については、地方厚生局長にそ
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の権限が委任されており、それ以外の医薬品等を製造する製造所の許

可については、都道府県にその権限が委譲されています。

地方厚生局ではこれらの許可に関する申請書及び届出書について、

所定の要件を満たしているかを審査します。

イ 厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器

・生物学的製剤

・放射性医薬品

・国家検定医薬品

・遺伝子組換え技術応用医薬品

・細胞培養技術応用医薬品

・細胞組織医薬品

・特定生物由来製品医薬品

・細胞組織医療機器

ウ 地方厚生局における具体的業務

・医薬品、医療機器製造業許可

・医薬品、医療機器製造業許可更新

・医薬品、医療機器製造業区分追加（変更）許可

・生物由来製品製造管理者の承認

・各種届出の受理（変更、休止、廃止、再開の届）

・医薬品製造、医療機器製造業許可証書換・再交付

②実績（平成２０年度）

医薬品・医療機器製造業の許可等件数 １４６件

詳細資料のとおり

２）毒物劇物製造業等の登録等事務について

①概要

ア 業務の概要

毒物及び劇物取締法に基づき、毒物劇物製造業又は輸入業の登録を

受けた毒物劇物営業者でなければ、毒物及び劇物を販売又は授与の目

的で、製造又は輸入してはならない。また、毒物劇物販売業の登録を

受けた者でなければ、毒物及び劇物を販売し、授与し、又は販売若し

くは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならないとさ

れています。このうち毒物劇物製造業又は輸入業の一部の登録に係る

厚生労働大臣の権限が地方厚生局に委任されています （毒物劇物製。

造業又は輸入業の一部及び毒物劇物販売業の全部の登録が都道府県知

事の権限となっています ）。

地方厚生局では、これらに係る申請書及び届出書について、所定の

要件を満たしているかを審査します。

イ 地方厚生局長が行う登録業の範囲

都道府県知事が行う製造業及び輸入業（製剤の製造若しくは原体の

小分けのみを行う製造業者又は製剤の輸入のみを行う輸入業者）以外
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の製造業及び輸入業です。

ウ 地方厚生局における具体的業務

毒物劇物製造（輸入）業登録・

・毒物劇物製造（輸入）業登録更新

・毒物劇物製造（輸入）業登録変更（品目追加）

・登録票（許可証）書換え交付

・登録票（許可証）再交付

・毒物劇物取扱い責任者設置届（変更届）

・各種変更届

②実績（平成２０年度）

毒劇物営業者の登録等業務件数 １，０３５件

詳細資料のとおり

３）輸入監視業務（薬監証明発給業務）について

①概要

ア 業務の概要

平成17年3月31日薬食発第0331002号厚生労働省医薬食品局長通知

「医薬品等輸入監視要領の改正について」の別添「医薬品等輸入監視

要領」に基づき、薬事法又は毒物及び劇物取締法の規定により、輸入

される医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、毒物及び劇物の検査

を通関前に行い、無許可、無登録品又は不良品等が違法に国内に流通

することを未然に防ぐことを目的とし、通関前に輸入者に指定の書類

、 、 「 」を提出させ 審査し 問題がなければ 厚生労働省確認済輸入報告書

（以降「薬監証明書」という ）を発給します。。

イ 輸入監視業務の所轄範囲

函館税関、東京税関及び横浜税関で通関される輸入貨物

（参考）

・近畿厚生局：名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長

崎税関

・九州厚生局沖縄麻薬取締支所：沖縄地区税関

②実績（平成２０年度）

薬監証明書発給件数 ３４，００８件

薬監証明等に係る電話照会件数 約１，０００件/月

４）立入検査等業務

①概要

医薬品等の製造業の許可要件として、その製造所（前記の許可を受け

た業態）の構造設備が厚生労働省令で定める基準に適合することが求め

られています。地方厚生局では、平成16年3月まで医薬品等の大臣許可

施設に対して厚生労働省令で定める基準に適合しているかを実地又は書

類により調査していましたが、平成16年4月よりこの業務を独立行政法
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人医薬品医療機器総合機構に行わせることとなり、地方厚生局ではその

結果を受け許可要件を満たしているかどうかを確認することとなりまし

た。

ただし、許可対象施設において違反が判明した場合等、保健衛生上の

確保を図る必要性があると判断される場合には、事情聴取や立入検査等

を行い、その結果に応じて報告命令や改善命令及び業務停止の法に基づ

く執行を、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課と連絡、相談し

ながら実施します。

参考：製造所が遵守すべき要件

「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理規則」

「医療用具の製造管理及び品質管理規則」

「放射性医薬品の製造及び取扱規則」

「薬局等構造設備規則」

②実績（平成２０年度）

なし

５）医薬品等輸入届書の確認業務について

①概要

未承認医薬品等の日本国への不法な持込の水際での防止及び医薬品等

の輸入の際の通関手続きの円滑化・効率化の観点から、改正薬事法の施

行に伴い平成１７年４月１日より、医薬品等を輸入し、製造販売又は製

造しようとする製造販売業者又は製造業者は、通関のときまでに輸入品

目等を届けなければならないこととされています。

地方厚生局では、提出された輸入届書について、添付書類との照合に

より記載内容の確認を行い、届出者に確認印を捺印したものを返送しま

す。

②実績（平成２０年度）

医薬品等輸入届の確認件数 １７，２４１件
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６ 食品衛生課

(１) 総合衛生管理製造過程の承認について

①概要

平成７年５月、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律が

公布され、食品の製造等に関し、危害を未然に防止する衛生管理手法

Hazard Analysis and Criticalとして国際的にも有効とされる、ＨＡＣＣＰ(

)に基づく、総合衛生管理製造過程の承認制度が創設されControl Point
。 、 、 、ました 本制度は 規制緩和策の一環として発足し 承認を受ければ

必ずしも食品衛生法の製造基準によることなく、独自の方法により食

品を製造できる仕組みを導入したものです。

なお、この制度の発足時は厚生本省においてその承認や承認後の指

導を行っていましたが、平成１２年に発生した雪印乳業（株）の食中

毒事件を契機にして、地方厚生局に食品衛生監視員を配置してその審

査、監視、指導体制の充実が図られたほか、平成１６年より承認に関

して一定の有効期限（３年間）を設定する更新制を導入し、本制度の

一層の充実・強化を図り、ＨＡＣＣＰによる衛生管理の推進とその基

礎を成す一般的衛生管理、特に、事業者による内部検証の向上に努め

ています。

業務内容

・総合衛生管理製造過程の承認審査等

・事前相談（申請者及び都道府県等）

・書類審査（原料から製品出荷までの製造工程での衛生管理及科学

的根拠に基づいた重要な管理点の設定等承認基準に基づく審査）

（ ）・立入調査 現地における製造工程の確認及び改善指摘などの調査

・指摘事項の確認（書類審査、現地調査で発出した指摘事項に対す

る改善状況などの確認・審査）

・承認書の交付

②実績

新規承認件数 ３件ア

変更承認件数 ２１件

更新承認件数 ８７件

承認施設の立入調査 １９８件

(２) 食品衛生法の規定に基づく登録検査機関の登録及び監督並びに食品衛

生検査施設に対する技術的助言について

①概要

食品衛生法第２９条に規定される都道府県等の食品衛生検査施設及

び法第３１条に規定される登録検査機関では、食品衛生検査技術の高

度化・多様化に伴い試験検査の信頼性を確保する見地から、適切な業

務管理を実施する必要が生じ、平成７年の食品衛生法改正において、

Good Laboratoryこれらの食品衛生検査施設及び登録検査機関にＧＬＰ（

) による業務管理が導入されたところです。Practice
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このため、当課では検査機関の登録業務の他に、登録検査機関に対

し、業務規程の遵守、帳簿等の適正な記録とその保存をはじめとした

ＧＬＰへの適合性に関する監査指導等を実施しています。また、地方

衛生研究所等の都道府県等の設置する食品衛生検査施設に対しては、

必要に応じＧＬＰに関する技術的助言を行っています。

業務内容

登録検査機関ア

登録・認可に関する事項

・登録の申請

・検査事業所の設置等の届出受理

・業務規程の認可及び変更認可

・検査業務の休止・廃止の許可

・登録事項変更の届出受理

・適合命令、改善命令

製品検査・自主検査等の業務管理に関する事項

・業務管理に関する技術上の基準への適合性（組織、施設・検

査器具等の管理、製品検査の管理、信頼性確保業務等）に係

る監査指導

・業務規程の遵守に係る監査指導

・帳簿の記載事項・保存に関する監査指導

・立入調査等の実施

都道府県等の設置する食品衛生検査施設に対する技術的助言等イ

②実績

新規登録施設 ４施設ア

ＳＧＳジャパン株式会社

株式会社ＢＭＬフード・サイエンス

社団法人全日本検数協会

株式会社分析センター

登録検査機関への立入回数 ５８回

登録検査機関の登録更新手続きに関する説明会の開催イ

対象者：登録検査施設の担当者

開催日：平成２０年７月４日

場 所：さいたま新都心合同庁舎１号館６階会議室

(３) 食品の安全確保に関するリスクコミュニケーションについて

①概要

国民の健康保護を優先する新たな食品安全行政の基本的な方策とし

て「リスク分析手法」が導入され、その具体的な実施と展開を支える

柱として「リスクコミュニケーション」が法律上位置づけられたこと

から、厚生労働省では、平成１５年から、内閣府（食品安全委員会 、）

、 、 、 、農林水産省との連携を図りながら 消費者 食品関連事業者 専門家

メディアなどを中心としたリスクコミュニケーションの取組が進めら

れています。このため、各地域におけるリスクコミュニケーションに
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関する施策を進めるため、当課においても都道府県等と協力しながら

その取組を行っています。

②実績

埼玉県生活協同組合連合会消費者懇談会

・実施年月日 平成２０年１１月１０日

・実施場所 埼玉県生活協同組合連合会

(４) 健康の保持増進効果等に係る虚偽・誇大広告等の表示の禁止について

①概要

健康の保持増進に役立つものとして販売される食品が増加してきて

おり、これらの食品について虚偽又は誇大な広告が行われた場合、こ

、れを信じた国民が適切な診療の機会を失う等のおそれがあることから

健康増進法の一部が改正（平成１５年５月３０日）され、食品として

販売するものに関し、健康の保持増進効果等について、著しく事実に

相違する表示を行い、又は著しく人を誤認させるような表示をしては

ならないこととされました。

また、この規定に違反する者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧

告、および勧告に従わない場合の命令の権限が平成１６年４月１日よ

り厚生労働大臣から地方厚生局長に委任されたことに伴い、当課では

。厚生労働本省や都道府県等と連携しながらその指導等を行っています

②実績

都道府県等からの相談及び指導 ９２件

事業者からの相談及び指導 ８件

(５) 食肉輸出施設に対する認定について

①概要

国産牛肉の米国への輸出は、米国政府が定める施設の構造・設備、

衛生管理及び検査法等の衛生要件に適合すること、並びにこれらの適

正な実施が米国政府の査察により確認されることが要件となっていま

す。

このため、これまで対米国輸出食肉取扱い施設として認定されてい

る各施設に対しては、厚生省（当時）の職員が毎月１回の査察を行う

とともに、米国政府との定期的な打ち合わせ会議、国内輸出施設等の

改善指導等を実施していましたが、地方厚生局の発足により、認定施

設に対する毎月の査察を含む監視・指導業務が当課に移され、現在、

厚生労働本省は施設の認定、米国との打ち合わせ等の業務を行ってい

ます。

また、カナダ政府、香港政府も同様な政策を行っており、平成１９

年３月に対米国輸出食肉取扱い施設が対カナダ輸出食肉取扱い施設と

して認定され、平成２０年１月に対香港輸出食肉取扱い施設としても

認定され、又、平成２１年７月には対シンガポール輸出食肉取扱い施

設としても認定されました。
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業務内容

食肉輸出施設の認定準備作業ア

・事前相談（申請者及び都道府県等）

・認定に関する本省との連絡調整

認定施設に対する査察及び指導イ

・認定施設への定期的な現地査察（１２回／年）

・査察結果に基づく改善措置を都道府県等に通知するとともに本

省に報告

・輸入国による査察の際の対象施設への同行

②実績

現地査察 月１回

(６) 対ＥＵ、対米国輸出水産食品認定施設に対する認定に係る指導、確認

及び査察について

①概要

ＥＵ域内に輸出される水産食品については、その加工場等がＥＵの定

めた要件に適合しなければならないこととされ、平成７年３月の欧州委

員会の担当官による我が国の水産食品加工場への査察の結果、ＥＵの要

件に適合していないとして、同年４月７日から日本産水産食品の全面輸

入禁止措置がとられました。その後、欧州委員会との協議を踏まえ、厚

生省（当時）は「対ＥＵ輸出水産食品取扱い要領」を改正し、欧州委員

会の査察官による再度の査察の結果、平成７年１２月６日に日本産水産

食品の輸入が解禁されることとなりました。

一方、米国では、水産食品に対するＨＡＣＣＰの導入に関する連邦規

則が平成９年１２月１８日から施行され、この規則が我が国から米国へ

輸出される水産食品に対しても適用されることとなり、その取扱いにつ

いて厚生省（当時）は平成９年１２月に「対米輸出水産食品の取扱い要

領」を定めました。

このため、ＥＵや米国に水産食品を輸出する場合にあってはこれらの

要領に基づいて、都道府県等がＨＡＣＣＰをはじめとした諸要件を具備

していることを確認した認定施設において、製造加工された水産食品の

みが輸出可能となっています。当課では、これらの水産食品取扱施設の

認定に係る現地調査や、認定後の現地査察等について、都道府県等と共

に実施しています。

業務内容

認定に係る指導・確認ア

・都道府県等からの事前確認

・認定可否の決定（都道府県等の審査及び調査の結果に基づ

いた協議に対する可否決定及びその結果の通知）

認定施設に対する査察イ

2・認定施設への定期的な現地査察（年間の査察計画、対ＥＵ

回／年、対米１回／年）

・査察結果の通知（対象施設の改善指導等を都道府県等へ通知）
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・輸入国の査察における対象施設への同行

②実績

現地査察

対米国輸出水産施設 １２回

対ＥＵ輸出水産施設 ４回

(７) 食中毒に係る調整事務について

①概要

食中毒の発生を防止するため、都道府県等の地方自治体１３４（当

局管内４７）に所属する食品衛生監視員が、食品関係営業施設に対し

て監視指導を実施していますが、近年の食品の広域流通化を踏まえ、

複数の都道府県をまたがるような大規模食中毒事件の発生時には、迅

速な対応を図ることを目的として、厚生労働本省の指示に基づいて、

地方厚生局が都道府県等と共同で立ち入り調査等を行い、また、日常

の食中毒予防対策等の実施及び食中毒事件の情報収集に関しても、都

道府県等と厚生労働省との間の連絡調整を行うこととされています。

業務内容

・食中毒事例の情報収集

・都道府県等との連絡調整

・厚生労働本省の指示に基づく調査

②実績

食中毒速報等収集 ２４４件

（８) 対中国輸出水産食品取扱施設に係る事務について

①概要

中国に輸出される水産食品については、輸出国の衛生当局が発行し

た衛生証明書の添付が求められていることから、厚生労働省は平成１

８年１月に「対中国輸出水産食品の取扱いについて」を定め、現在で

は都道府県等により、その証明書が発行されています。

厚生局においては、都道府県等から毎月報告される対中国輸出水産

食品の登録施設の取りまとめや、都道府県等における署名担当者の署

名見本等の取りまとめを行い厚生労働本省に報告しています。

また、必要に応じ都道府県等の食品衛生監視員と共に登録施設の現

地調査を行います。

業務内容

・都道府県等における施設（製造、加工、処理、保管）の登録・変

更・取消の取りまとめ、及び厚生労働本省への報告

・都道府県等の衛生証明書発行機関名・印章・署名の登録の取りま

とめ、及び厚生労働本省への報告

・都道府県等の食品衛生監視員と共に登録施設の監視

②実績

都道府県等からの報告受理 １０４件
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７ 保険課

(１) 健康保険組合について
①概要

当管内における健康保険組合数は、平成２１年３月末現在で８３５
（茨城１７、栃木９、群馬１１、埼玉３７、千葉３３、東京６０２、

、 、 ） 、 ，神奈川８１ 新潟１８ 山梨５及び長野２２ 組合であり 全国の１
４９７組合のうちの５５ ８％を占めています。.

平成２０年度における新設組合等については、次のとおりです。
（新設）

平成２０年１０月１日 新日本有限責任監査法人健康保険組合
（解散）

平成２０年４月１日 栃木県石灰工業健康保険組合
群馬県石油業健康保険組合
関東文具健康保険組合
神東塗料健康保険組合
京浜電子機器健康保険組合

平成２０年９月１日 京樽健康保険組合
（合併消滅）

平成２０年４月１日 栃木ニコン健康保険組合
図書印刷健康保険組合
ペンタックス健康保険組合
日産車体健康保険組合

平成２０年１０月１日 中小企業金融公庫健康保険組合
七公庫健康保険組合

②実績
ア 各申請書等の処理件数

平成２０年度における各申請書等の処理件数は、次のとおりです。

(単位：件)

規約変更認可申 規約変更届 厚生労働大臣への 公法人証明

請書等の認可 書等の受理 提出書類の経由 ・印鑑証明

４，７４６ ６，０４０ １０，９０２ ３，４５２

イ 指導監督

健康保険組合への指導監査は、平成１３年３月２２日保発第７６

号厚生労働省保険局長通知及び平成２０年３月２４日保保発第０３

２４００１号厚生労働省保険局保険課長通知において示された指導

監査の実施方針に基づき、財政状況が悪化している組合、被保険者

数の減少により財政基盤が脆弱となっている組合、被保険者等の１

人当たり医療費の高い組合、保険料の未収のある組合等に対して、

適正かつ円滑な組合運営を図る観点から実施しました。

平成２０年度における実地監査等の件数は、次のとおりです。

(単位：件)

実施件数

１３６
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(２) 全国健康保険協会支部について

①概要

平成２０年１０月１日に全国健康保険協会が設立され、当管内１０
都県に所在する支部の指導監督を行うこととなりました。

実績②
ア 各申請書等の処理件数

健康保険協会支部が自ら滞納処分を行う場合は、滞納処分認可申

請書を提出し認可を受けなければなりませんが、平成２０年度は申

請がありませんでした。

イ 指導監督

、 。設立して間もないため 平成２０年度においては実施していません
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８ 年金課

(１) 厚生年金基金について
①概要

ア 厚生年金基金
厚生年金基金制度は、厚生年金の一部を国に代わって支給(代行部

分)するともに、各厚生年金基金ごとに定められた独自の上乗せ給付
（プラスアルファ部分）を行う年金制度で、昭和４１年１１月に発
足しました。

また、厚生年金基金は、厚生年金保険法に基づき厚生労働大臣の
、 。認可を受け 特別の公法人として制度の運営・管理を行っています

、 、関東信越厚生局では 厚生年金基金にかかる規約変更認可申請書

規約変更届書等の受理、認可、厚生労働大臣への提出書類の経由及

。び公法人証明・印鑑証明並びに指導監督などの業務を行っています

なお、平成２１年３月３１日現在における管内の厚生年金基金数

は、３２３基金です。

イ 代行返上（将来返上・過去返上）
平成１４年４月の法律改正により、厚生年金基金が国に代わって

厚生年金の給付や運用を代行していた部分(代行部分)を、厚生労働

。大臣の認可に基づいて国に返上することができるようになりました

代行返上は、将来期間分の支給義務を停止（将来返上）し、過去

期間分に係る積立金（ 低責任準備金相当額）の返上（過去返上）

をすることにより行われます。

将来返上は平成１４年４月から、過去返上は平成１５年９月から

実施されています。

なお、管内において平成２０年度は、将来返上の認可が４基金、

過去返上の認可が３基金となっています。

ウ 指定厚生年金基金

平成１７年度から、年金給付等積立金の水準が著しく低い厚生年

金基金(３事業年度の決算において、連続して純資産額が 低責任準

備金の９割を下回っている厚生年金基金）に対し、厚生労働大臣に

よる指定を行い、重点的な指導を行うことにより早期かつ確実な財

政の健全化を図ることとなりました。

なお、管内において平成２０年度現在、１基金が指定厚生年金基

金となっています。

②実績

ア 各申請書等の処理件数
、 。平成２０年度における各申請書等の処理件数は 次のとおりです

54



(単位：件)

規約変更認可申 規約変更届書等 厚生労働大臣への 公法人証明

請書等の認可 の受理 提出書類の経由 ・印鑑証明

１，２６２ ２，５４８ ２，９４３ １，１７７

（注）各申請書等の処理件数は、受付年月日で整理している （以下、各実績欄同様）。

イ 指導監督

指導監督にあたっては、財政上問題のある又は問題があると考え

られる基金について、財政の早期健全化を図る観点からの監査を重

点的に実施することとしています。

選定にあたっては、年金給付費等積立金の水準、加入員数の減少

及び掛金の未収率などに着目して選定しています。

また、解散した厚生年金基金に対して、財産目録等承認申請時及
び決算報告書等承認申請時に実地監査を実施しています。

平成２０年度における実地監査件数は、次のとおりです。
(単位：件)

現存の厚生年金基金 解散した厚生年金基金

５２ ５

(２) 確定拠出年金について
①概要

確定拠出年金は、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己責任
において運用の指図を行い、高齢期において、その結果に基づいた給
付を受けることが出来るようにするための制度であり、平成１３年１
０月１日から施行されました。

関東信越厚生局管内の事業所からの規約承認申請書及び規約変更承

認申請書・規約変更届出書等の受理を行い、関東信越厚生局長が承認

をすることとしています。

なお、平成２０年度は新たに２０１件の規約の承認がなされ、平成

２１年３月３１日現在、１，６７２件です。

②実績
平成２０年度における各申請書等の処理件数は、次のとおりです。

(単位：件)

規約承認申請書 規約変更承認書 規約変更届書等

の承認 等の承認 の受理

２０１ ８１５ ２，０８２

(３) 確定給付企業年金について
①概要

確定給付企業年金は、平成１４年４月から導入された制度で、労使

合意の年金規約に基づき、事業所と信託会社・生保会社等が契約を結

、 「 」び 母体企業の外で年金資産を管理・運用し年金給付を行う 規約型

と母体企業とは別の法人格をもった基金を設立した上で、基金におい

て年金資産を管理・運用し年金給付を行う「基金型」があります。

関東信越厚生局では、企業年金基金及び事業所からの規約認可・承
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認申請書、規約変更認可・承認申請書、規約変更届出書等の受理、承

認、厚生労働大臣への提出書類の経由及び公法人証明・印鑑証明など

の業務を行っています。

なお、平成２０年度は新たに８４７事業所(基金)の承認及び認可が

され、平成２１年３月３１日現在における管内の事業所(基金)数は、2

２，３０８事業所(基金)となっています。

②実績
平成２０年度における各申請書等の処理件数は、次のとおりです。

(単位：件)

規約承認申請書 規約変更届出書 厚生労働大臣へ 公法人証明・

・規約変更承認 等の受理 の提出書類の経 印鑑証明

申請書等の承認等 由

７６５ １，９７８ １，７３２ １，１１６

(４) 国民年金基金について
①概要

国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受け都道府県ごとや業種別
に公法人である国民年金基金（地域型又は職域型）を設立し、自営業
者等の方々に老齢基礎年金に上乗せする給付を支給する制度として、
平成３年５月に発足しました。

関東信越厚生局では、国民年金基金にかかる規約変更認可申請書・

規約変更届出書等の受理、認可、厚生労働大臣への提出書類の経由及

び公法人証明・印鑑証明並びに指導監督などの業務を行っています。

なお、平成２１年３月３１日現在における管内の国民年金基金は、

地域型１０基金、職域型２５基金となっています。

②実績

ア 各申請書等の処理件数

、 。平成２０年度における各申請書等の処理件数は 次のとおりです

(単位：件）

規約変更認可申 規約変更届書 厚生労働大臣への 公法人証明・

請書等の認可 等の受理 提出書類の経由 印鑑証明

４ ４５ ３４６ １６

イ 指導監督

指導監督にあたっては、基金の自立の推進を図る観点から、制度
の周知を図るための広報活動の実施状況、加入員確保事業の推進状
況等を中心に実施することとしています。

平成２０年度における実地監査件数は、次のとおりです。

(単位：件)

地域型国民年金基金 職能型国民年金基金

４ ８
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９ 管理課
（１）医療法人の定款変更の認可等について

①概要

医療法人は医療法に基づく法人であり、設立認可事務は各都道府県

知事が行っています。ただし、２以上の都道府県において病院、診療

所又は介護老人保健施設を開設しようとする場合には厚生労働大臣の

認可が必要です。

関東信越厚生局では、主たる事務所の所在地が管内（１都９県）に

ある医療法人で２以上の都道府県において病院、診療所又は介護老人

保健施設を開設する場合の定款変更認可等に関する業務を行っていま

す。

（参考）関東信越厚生局所管の医療法人数

１８年度 １９年度 ２０年度

４６１法人 ４７７法人 ５１０法人

②実績

（件）

１８年度 １９年度 ２０年度

定款変更認可 ２０９ ２９３ ３６７

(うち都県所管から変更と （４０） （３８） （３６）

なったもの)

非医師又は非歯科医師 １ １ １

の理事長の選任認可

特別代理人の選任認可 １０ ３ ４

事業報告書等の受理及び ３８０ ４１６ ４４８

審査

役員変更届の受理及び審査 ２９８ ３５６ ４３８

登記届の受理及び審査 ３４０ ３９２ ３９３

（２）医療保健業を行う公益法人等に対する法人税法上の非課税措置に係る

証明について
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①概要

公益法人が行う医療保健業のうち、収益事業に該当しない無料、低

額の医療を提供している公益法人については、厚生労働大臣の証明に

より法人税の課税が免除されることとなっています。この厚生労働大

臣が証明する収益事業に該当しない医療保健業とは、法人税法施行規

則第６条第４号の規定に基づき、次のイからハのいづれかを満たし、

かつ、ニを満たす内容であること、又は、ホの内容を満たすこととさ

れており、関東信越厚生局では、この要件等を満たしている公益法人

等であることの証明書の交付を行っています。

地域医療支援病院の施設基準に掲げる施設をすべて有しているこイ

と。

臨床研修を行う施設を有していること。ロ

医師、歯科医師の再教育を行っていること。ハ

患者の総延べ数の１０分の１以上が、生活保護法の医療扶助若しニ

くは出産扶助による診療を受けた者又は無料若しくは診療報酬が１

０分の１以上減額された者であること。

社会福祉法の規定により、同法第２条第３項第９号（無料又は低ホ

） 、 、額な料金による診療事業 に掲げる事業を行う旨の届出をし かつ

厚生労働大臣の定める基準に従って当該事業を行っていること。

②実績

（件）

１８年度 １９年度 ２０年度

証明件数 １０ １２ ８

（３）病院用建替えに係る租税特別措置法上の特別償却制度の証明について

①概要

平成１３年３月に施行された第４次医療法の改正により、病院の構

造設備基準が引き上げられ、病院等が建替え又は全面改築をする場合

には、この基準を満たさなければならないこととされています。

この基準に基づいて早期に建替えが行われるように税制上の優遇措

置（取得年度において、基準取得価格（実際の取得価格の１／２）の

１５％を特別償却することがきる ）が講じられているが、この優遇。

措置を受けるために必要となる、①要件を満たした建替え病院用等建

、 、物であること ②救急医療等の一定の政策的医療を実施していること

について審査をして証明書の交付を行っています。
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②実績

（件）

１８年度 １９年度 ２０年度

証明件数 ５ １ １

（４）特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明について

①概要

特定医療法人とは、租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第

１号の規定に基づき、医療法人が税法上の承認を国税庁長官から受け

ることにより、承認後に終了する各事業年度において、法人税率（通

常は３０％）が軽減税率（２２％）の適用を受ける医療法人のことで

す。

この特定医療法人として、法人税率の特例を受ける要件（各事業年

度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉へ

の貢献その他公益の増進に著しく寄与するもの）とされる基準（厚生

労働大臣が財務大臣と協議して定める）を満たすものである旨の厚生

労働大臣の当該事業年度における証明書の交付を行っています。

②実績

（件）

１８年度 １９年度 ２０年度

証明件数 ９９ １０４ １０６

（５）事業報告書等の情報公開について

①閲覧申請の概要

医療法人から提出された事業報告書等について、医療法第５２条第

２項に基づき、閲覧を希望する者がいる場合には、事業報告書等を閲

覧に供しています （閲覧は無料です ）。 。

②閲覧申請の実績

（件）

１８年度 １９年度 ２０年度

閲覧行政文書数 なし なし １８１

（閲覧件数） （なし） （なし） （７８）
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③開示請求の概要

医療法人から提出された事業報告書等について、行政機関の保有す

る情報の公開に関する法律第４条第１項の規定に基づく、行政文書開

示請求が申請された場合には、行政文書の写しの交付（開示）を行っ

ています （手数料がかかります ）。 。

④開示請求の実績

（件）

１８年度 １９年度 ２０年度

開示行政文書数 なし ３ ７０

（開示件数） （なし） （３） （１６）

（６）社会保険診療報酬支払基金支部の監督について

①概要

これまで社会保険事務局において実施されてきた保険医療機関及び

保険薬局から提出された被用者保険分に係るレセプトの審査・支払業

務等を行っている社会保険診療報酬支払基金支部の検査については、

平成２０年１０月の社会保険庁改革に伴い、地方厚生局へ事務が移管

されました。

管理課では、関東信越厚生局管内（１都９県）の社会保険診療報酬

支払基金支部に対して、業務の適正かつ効率的な運営を確保すること

を目的として検査を実施します。

実施時期については 「行政改革に関する第５次答申 （昭和５８、 」

年３月１４日臨時行政調査会）の中で、民間法人化された法人に対す

る政府の関与は 小限のものとすべきであるとされていることを踏ま

え、公益法人の立入検査の実施状況を参考に、平成２０年１０月１日

から、それと同程度の少なくとも３年に１回実施します。

なお、支部の業務において重大な事故が発生した場合等は、必要に

応じて実施します。

②実績

関東信越厚生局管内（１都９県）の社会保険事務局より、過去に実

施された検査に関する資料の引継を受け、実施状況及び実施内容の把

握を行いました。

今後、厚生労働省本省より通知される監査指針に基づき、関東信越

厚生局としての実施計画の策定及び実施内容の重点的事項を決定し、

検査を実施していくこととしています。

（７）事務所が作成する業務の実施に関する計画の調整、進捗管理及び分析

等について

①概要

これまで社会保険事務局において実施されてきた保険医療機関、保
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険薬局（以下 「保険医療機関等」という ）並びに保険医、保険薬、 。

剤師（以下 「保険医等」という ）の指導監査業務については、平、 。

成２０年１０月の社会保険庁改革に伴い、地方厚生局へ事務が移管さ

れました。

管理課では、保険医療機関等及び保険医等の指導監査業務を所掌す

（ ） （ 。）る関東信越厚生局管内 １都９県 の都県事務所 指導監査課を含む

が作成する次年度の指導計画について 「指導大綱 （平成２０年９、 」

月３０日保発第０９３０００８号）に基づく計画となるよう調整を行

います。

また、都県事務所を集めた会議を設ける等により、必要な情報の提

供や実施状況の把握を行っていきます。

②実績

平成２０年度の保険医療機関等及び保険医等の指導業務の進捗状況

の管理については、指導計画の作成及び９月までの指導監査業務を社

会保険事務局において行っており、その業務の引継を受けた都県事務

所（指導監査課を含む ）より、指導監査業務の指導計画及び実施状。

況の把握を行いました。

（８）国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の技術的助言・指

導監督について

①概要

都道府県知事が行う国民健康保険事業の助言・指導監督については

「国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の指導監督につ

いて」(平成２０年９月３０日付保発第０９３０００４号厚生労働省

保険局長通知)また、その細部については「国民健康保険の保険者及

び国民健康保険団体連合会の指導監督について」(平成２０年９月３

０日付保国発第０９３０００１号国民健康保険課長通知）に基づき行

われています。

地方厚生局における保険者及び国民健康保険団体連合会の助言・指

導監督については、同通知に準じて実施する他、保険料（税）収納率

の向上、累積赤字の額の計画的な早期解消、診療報酬明細書の点検調

査等の充実強化、保険事業の推進を重点事項とし、国民健康保険事業

の適正かつ安定的運営の確保を図り、保険財政の健全化、医療費の適

正化及び保険事業の推進に努めるよう助言指導を行っています。

②実績

１８年度 １９年度 ２０年度

助 言 ２０ １９ １６

指導監督 １ １ ４
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ア 実地による助言

平成２０年 ７月 茨城県・神栖市・北茨城市

平成２０年 ８月 新潟県・湯沢市・新潟県国民健康保険団体８

連合会・栃木県・那須塩原市・茨城県国民

健康保険団体連合会

平成２０年１１月 埼玉県・朝霞市・埼玉県国民健康保険団体

連合会

平成２１年 １月 神奈川県・箱根町・神奈川県国民健康保険１

団体連合会

平成２０年度における主な助言事項については 「保険料(税)の、

収納率の進行管理に関すもの」が も多く、続いて「レセプト点検

に関するもの 「重複頻回受診者対策に関するもの」の順になっ」、

ています。

イ 書面による助言

平成２０年１２月 群馬県・山梨県・長野県・千葉県・東京都

（９）長寿医療制度に係る技術的助言・指導監督について

①概要

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）及び

関係法令の規定に基づき、地方厚生局及び都道府県は、後期高齢者医

療広域連合及び市町村並びに国民健康保険団体連合会に対し報告の徴

収、技術的助言等を行うこととされています。

地方厚生局では、長寿医療制度の適正かつ安定的な運営に資するこ

とを目的として、都道府県、後期高齢者医療広域連合及び市町村並び

に国民健康保険団体連合会における長寿医療制度の事務の実施状況を

関係法令等に照らして検討し、長寿医療制度の事務の適正かつ効果的

運営の促進について必要な助言指導を行うこととしています。

②実績

平成２０年度は 長寿医療制度の施行初年度であり、制度の円滑な

実施に重点をおき、都道府県、後期高齢者医療広域連合及び市町村並

びに国民健康保険団体連合会からの照会等に対し、必要な情報提供を

行いました。

62



１０ 医療指導課・特別指導第一課

（１）特定機能病院に対する立入検査業務について

①概要

ア 業務の概要

関東信越厚生局管内（１都９県）に所在する病院のうち、２７の

大学（附属）病院及び国立がんセンター中央病院が、厚生労働大臣

から特定機能病院として称することができる承認を得ています。

これら２８の特定機能病院が、法令により人員及び構造設備等を

有し、適正な管理を行っているか否かについて検査し、不適切な場

合は指導等を通じ改善を図ることにより、良質で適正な医療を行う

場合にふさわしいものとするために、医療法第２５条第３項の規定

に基づき、原則として１年に一度立入検査を実施しています。

立入検査の実施体制としては、医療監視監査官等の医療監視員が

２～４程度で、書面調査や現場確認を行うなどの検査を行っていま

す。

なお、特定機能病院の検査体制の負担軽減を図るため、医療法第

２５条第１項の規定に基づく地方自治体(保健所等)の立入検査日に

併せ実施しています。

イ 立入検査実施方法

立入検査の実施方法は、厚生労働省医政局指導課から通知された

「特定機能病院への立ち入り検査業務実施要領」等に基づき実施し

ています。

◎特定機能病院に対する主な立入検査項目

・安全管理体制の確保状況 ・院内感染防止対策

・医薬品に係る安全管理体制 ・医療機器に係る安全管理体制

・職員健康診断 ・特定機能病院としての要件事項

等

②実績(平成２０年度)

特に、特定機能病院における医療安全管理体制の確保等について徹

底を図るため 「医療安全対策に関する通知等に基づき適正に管理さ、

れているか 「院内感染防止に関する通知に基づき適正に管理され」、

ているか」などについて重点をおき、関東信越厚生局管内の２８病院

の立入検査を実施し、次のような内容について、改善や検討を指示し

ました。

◎改善及び検討を指導した主な内容

・院内感染防止対策のための指針を策定し従業者に周知徹底を図る

こと。

・保守点検が必要と考えられる医療機器の機種別の保守点検計画等を

早急に策定すること（または一部の機種の保守点検計画等を再検

63



討 。）

・医療安全に関する指針及び改善策等重要伝達事項等の周知方法を

検証し、再発防止策等の更なる周知徹底を図ること。

・医療に係る安全管理のための指針に医療従事者と患者との間の情

報に関する基本方針を文章化して記載すること。

（２）国の開設する病院等の開設承認について

①概要

国が開設する病院、診療所及び助産所の監督に関する業務について

所管しています。

国が開設する病院、診療所及び助産所を開設しようとする場合や開

設承認事項の変更については厚生労働大臣の承認を受けなければなり

ません。そのため、新規開設、変更に伴う構造設備の使用前の立入検

査を実施しています。

国が開設する病院、診療所及び助産所とは、各省庁が開設者となっ

ている病院の他、国と見なす国立大学法人、独立行政法人及び公社等

を含みます。

②実績(平成２０年度)

・開設承認事項の変更の承認……………………………… １７４件

・構造設備の使用の承認…………………………………… １６４件

・通知の受理………………………………………………… １８３件

（３）保険医療機関及び保険医等に対する指導監督について

①概要

管内の保険医療機関は、約２，４００施設の病院、約３０，７００

施設の医科診療所、約２７，８００施設の歯科診療所及び約１８，５

００施設の保険薬局が指定を受け、また、保険医は約１８５，１００

人、保険薬剤師は約９９，８００人が登録を受け、さらに、柔道整復

師は約１１，３００人が受領委任契約を受けています （何れも平成。

２１年３月末現在）

これらの保険医療機関等及び保険医等にかかる指導と監督業務は、

指導監査課と９カ所の都県に所在する事務所（管轄事務所等）が直接

的に担当しています。しかし、特殊な事案や大規模な指導・監督業務

については管轄事務所等において単独で実施することが困難であるこ

とから、当課と共同して業務を実施しています。具体的には、厚生労

働省及び各都県と共同で実施する特定共同指導や特定機能病院などの

大規模な病院などに対する指導等が該当します。

これらの事案については、２～４名程度の医療指導監視監査官等を

現地に派遣し、管轄事務所等と共同して業務を実施しています。

また、窓口を担当する管轄事務所等が業務を円滑に実施することが

出来るように、普段から業務指導や連絡調整等を行っています。

実績(平成２０年１０月から平成２１年３月)②

・特定共同指導及び共同指導の実施件数…………………… ６件
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１１ 福祉指導課

（１）社会福祉法人の認可等及び監督について

①概要

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉

法の規定に基づいて設立された法人であり、当厚生局においては、主

たる事業所の所在地が管内にあり、２以上の都道府県において事業を

行う社会福祉法人について、設立認可及び定款変更認可などの業務を

行うとともに、これらの法人に対する監督を行っています。

なお、当厚生局所管の社会福祉法人数は、平成２０年度中に新たに

２０法人が厚生労働省から、７法人が都県市から移管され、１１０法

人となっております。

（ ） （ ）参考 当厚生局所管の社会福祉法人数 平成２１年３月３１日現在

◇１１０法人

年度別 １６年度末 １７年度末 １８年度末 １９年度末 ２０年度末

法人数 ４５ ５２ ６５ ８３ １１０

〔資料：当厚生局が所管する社会福祉法人の一覧は、資料（１）を

参照〕

②実績

平成２０年度における社会福祉法人の認可等に関する業務の実績

は、次表のとおりです。

区 分 処理件数

定款変更の認可 ４６

基本財産処分の承認 ６

基本財産担保提供の承認 ８

計 ６０
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２）社会福祉法人指導監査等業務（

１）社会福祉法人に対する指導監査について

①概要

社会福祉法人に対する指導監査は、社会福祉法第５６条第１項の規

定に基づき、社会福祉法人の適正な法人運営と円滑な社会福祉事業経

営の確保を目的として実施しています。

関東信越厚生局所管の法人１１０法人のうち、老人の福祉に関する

社会福祉事業を主たる事業としている社会福祉法人に対する指導監査

を介護サービス指導官が担当し、それ以外の社会福祉事業（保育園、

障害者支援施設等）を行う社会福祉法人に対する指導監査を社会福祉

監査官が担当しております。

社会福祉法人に対する指導監査は概ね２年に１回を基本に実施しま

すが、これまでの指導監査の結果を基に毎年実施、通常実施（２年に

１回 、４年に１回の３段階に区分し、計画的に実施しております。）

②実績

・社会福祉監査官実施分･･････････１６法人

・介護サービス指導官実施分････････７法人

③主な指摘事項

事 項 主な指摘事項

組織運営 ・定款変更の不備又は実態と乖離

・役員の選任及び手続きが不適切

・特定の理事の欠席が継続

・特定の評議員の欠席が継続

・監事監査が形式的又は遅延

会計管理 ・会計帳簿等の未整備又は実態との乖離

・会計責任者等の任命手続きの不備

・経理事務処理が不十分

２）都県市が行う社会福祉法人指導監査等に対する技術的助言について

①概要

都県市が実施する管内の社会福祉法人に対する指導監査について地

方自治法第２４５条の４項の規定の基づき技術的助言を行うもので

す。

対象となる自治体は、関東信越厚生局管内の都県市です。

技術的助言は、社会福祉監査官が担当しています。

②実績（平成２０年度）

２０年度に実施した自治体はありませんでした。
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（３）介護保険者・介護サービス事業者等指導業務

１）介護保険者（市町村等）に対する指導について

①概要

関東信越厚生局管内１０都県の保険者（特別区及び広域連合等を含

み、指定都市及び中核市を除く市町村）の内、各地域で中核となる保

険者を対象として、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよ

う、介護保険法第１９７条及び地方自治法第２４５条の４の規定に基

づき実地指導を実施しています。

②実績（平成２０年度）

対象保険者【４４６保険者（平成２０年４月現在 】のうち、３３）

保険者に対し実地指導を行い、その結果、改善すべき事項が認められ

た保険者に対して、必要な技術的助言を行いました。

◎実施保険者数（県別）

・茨城県 ３保険者

・群馬県 ３保険者
・栃木県 ２保険者
・埼玉県 ５保険者
・千葉県 ５保険者
・東京都 ６保険者
・神奈川県 ２保険者
・新潟県 ２保険者
・山梨県 ２保険者
・長野県 ３保険者（※）

（※）２広域連合を含む。

◎技術的助言の概要
○地域密着型サービス事業者等の指定等事務関係

･事業所の廃止届の提出に伴う公示がされていなかった｡

･事業所の指定に伴う公示がされていなかった｡

２）介護サービス事業者等に対する指導について

①概要

関東信越厚生局管内１０都県の事業所（地域密着型サービス）に対

し、その適切な運営を確保することを目的として、介護保険法第２４

条の規定に基づき実地指導を実施しています。

なお、実地指導に当たっては、改正介護保険法の大きな柱で政策上

の重要な課題である「サービスの質の確保と向上 「尊厳の保持 「高」 」

齢者虐待防止・身体拘束禁止」等を踏まえて、関係保険者の担当者と

合同で行っています。

②実績（平成２０年度）

当該指導対象保険者が指定権限を有する市区内の地域密着型サービ

ス事業所【各１ヶ所（計３３事業所 】に対して、実地指導を実施し）
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ました。

◎実施事業所数

（サービス種別）

【認知症対応型共同生活介護(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 】 ３１事業所）

【小規模多機能型居宅介護】 １事業所

【認知症対応型通所介護】 １事業所

（県別）

・茨城県 ３事業所

・群馬県 ３事業所
・栃木県 ２事業所
・埼玉県 ５事業所
・千葉県 ５事業所
・東京都 ６事業所
・神奈川県 ２事業所
・新潟県 ２事業所
・山梨県 ２事業所
・長野県 ３事業所
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（４）障害者自立支援業務実地指導について

①概要

関東信越厚生局管内１０都県に対し、障害者自立支援法第２条第３

項及び地方自治法第２４５条の４の規定に基づき、実地指導を実施し

ています。

②実績（平成２０年度）

関東信越厚生局管内１０都県のうち、２県に対し実地指導を行い、

その結果、改善すべき事項が認められた県に対して、必要な技術的助

言を行いました。

○実施自治体（実地検証市）

・神奈川県（藤沢市）

・山梨県（甲府市）

○技術的助言の概要

事 項 主 な 内 容

市町村指導 ・ 統一的な観点から実施するために必要な指摘基準

が策定されていなかった。

指導・監査 ・ 指定自立支援医療機関に対する指導が実施されて

いなかった。

指定事務 ・ 指定自立支援医療機関の指定年月日が遡って行わ

れていた。

・ 指定辞退の届出について、一月以上の予告期間を

設けず、受理されていた。

自立支援医療 ・ 自立支援医療費の審査点検について、診療報酬明

細書・連名簿の審査点検が不十分であった。

障害福祉計画 ・ 障害福祉計画の策定委員会の構成について、雇用

・教育・医療の関係者が含まれていなかった。

地域生活支援 ・ 市町村における地域生活支援事業の実施状況が把

事業 握されていなかった。

支給決定 ・ 支給決定基準が、個々の利用者に対する支給量の

上限となっていた。
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１２ 指導監査課

（１）保険医療機関等及び保険医等に対する監督について

①概要

健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に

関する法律の規定に基づき、保険医療機関及び保険薬局は療養の給付

に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関する指

導及び調査を行います。

また、指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看

護師その他の従業者に対し指定訪問看護に関する指導及び調査を行い

ます。

②実績

ア 保険医療機関等の指導状況

集団指導 個別指導 監 査新規個別指導 集団的個別指導

３ ０ ２０ ３ ０医科 ・ 病院

５０ ４５ ２２５ ４７ ０医科・診療所

５１ ５０ ２４３ ２７ ０歯 科

６９ ３９ １５０ １６ ０薬 局

イ 指定訪問看護事業者の指導状況

集団指導 個別指導 監 査新規個別指導 集団的個別指導

０ ０ ０ ０ ０件 数

（２）保険医療機関等の指定及び保険医等の登録について

①概要

健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局並びに指定訪問看護

事業者の指定を行います。

また、保険医療機関等において健康保険の診療に従事する医師又は

保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師の保険医及び保険

薬剤師の登録を行います。

②実績

ア 保険医療機関等の指定状況

医 科 歯 科 薬 局

指 定 廃止等 指 定 廃止等 指 定 廃止等

１５９ １５２ １４７ １２６ １２４ ９３件 数

注）廃止等欄は廃止、辞退、取消の合計件数です。

イ 指定訪問看護事業者の指定状況

指 定 廃 止 辞 退 取 消

１ ４ ０ ０件 数
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ウ 保険医等の登録状況

異 動
新規登録 抹消等

転 入 転 出

８ ２１ ２７２ ３２０医 師

２ ９ １０７ ９０歯科医師

１３６ ２ ２２１ ２２３薬 剤 師

注）抹消等欄は抹消、死亡、取消の合計件数です。

（３）関東信越地方社会保険医療協議会埼玉部会の運営について

①概要

関東信越地方社会保険医療協議会議事規則により、保険医療機関又

は保険薬局の指定について審議するための関東信越地方社会保険医療

協議会埼玉部会の庶務を行っています。

②実績

関東信越地方社会保険医療協議会埼玉部会の開催状況 １２回

※ 実績は関東信越厚生局へ事務が移管された平成２０年１０月１日から平成

２１年３月３１日までの半年分です。

１都９県の実績については、第Ⅲ章資料編に掲載しています。

（資料編には、移管前を含めた１年間分の実績を掲載しています。なお、平

成２０年４月から９月分のデータについては、各都県社会保険事務局より

引き継いだものを使用しています ）。
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１３ 麻薬取締部

（１）麻薬等事犯の取締りに関すること

麻薬取締部は、医薬品である麻薬等の取扱いに関する免許事務等の行

政事務のほか、不正な麻薬、大麻、覚せい剤などの薬物犯罪の取締りを

行っています。

我が国で主に乱用される薬物は覚せい剤であり、その乱用の歴史をみ

ると、昭和２９年をピークとする第１次乱用期、昭和６０年をピークと

する第２次乱用期がありました。そして、平成７年頃からは三たび乱用

、 。者が増加し 小康状態を挟みながら現在までその乱用期が続いています

平成２０年における我が国の薬物乱用は、薬物事犯の検挙人員をみる

と、前年に比べて覚せい剤事犯では減少したものの、ＭＤＭＡ事犯では

横ばいとなっており、大麻事犯については、過去 高を記録するなど依

然として厳しい状況が続いています。

特に、大麻事犯については、その検挙件数が１０年前に比べてほぼ倍

増しています。中でも、栽培事犯については、検挙人員は同6倍に増加

するなどその乱用の深刻さが増しています。

このような現状を踏まえ、麻薬取締部では、麻薬取締官を増員するな

ど取締りを強化しており、関東信越厚生局管内では、平成２０年中に、

覚せい剤６５８g、ＭＤＭＡ１，１２２錠、乾燥大麻１．２kg等の薬物

を押収するとともに、計１１９人を検挙しました。

（２）麻薬取扱者等に対する指導・監督に関すること

麻薬は、医療上極めて高い価値を有していますが、その使用方法を誤

まると、乱用者個人の健康だけでなく、各種犯罪の原因となるなど、社

会全体に危害をもたらすおそれがあります。

このため、我が国では、法令により、麻薬等の輸入、輸出、製造等に

ついて免許制とするなど必要な取締りを行うこと等により、麻薬等の乱

用による保健衛生上の危害の防止を図っています。

麻薬取締部では、麻薬元卸売業者等に関する免許事務や、麻薬の携帯

輸出入等の許可事務、麻薬向精神薬原料の輸出入に関する届出受理事務

などを行っています。

関東信越厚生局管内では、平成２０年度中に、５１件の免許及び８９

９件の許可をし、９３７件の届出を受理しました。

また、医薬品である麻薬や向精神薬などは、その円滑な流通を確保し

つつ、一方では不正ルートへの流出を防止するため、これらを取り扱う

施設に対し立入検査を実施しています。

関東信越厚生局管内では、平成２０年度中に、麻薬関係業務所等に対

して７１件の立入検査を実施しました。

（３）麻薬等中毒者対策（相談の受理を含む ）に関すること。

薬物中毒者が再び薬物を乱用することのないよう、麻薬取締部では、

麻薬中毒者相談員、都道府県麻薬取締員などと協力し、相談指導や観察

指導等の業務を実施しています。

関東信越厚生局管内では、独立行政法人国立病院機構下総精神医療セ
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ンターと連携し、治療中の薬物乱用者に対して、麻薬取締官による相談

業務を実施しています。

このほか、精神保健指定医、精神保健福祉センター職員、麻薬中毒者

相談員など中毒治療や社会支援に携わる専門家と問題点を検証するとと

もに関係機関間の相互の連携を図るため「薬物中毒対策連絡会議」を開

催しており、関東信越厚生局管内では、平成２０年度は１１月に神奈川

県で開催しました。

（４）薬物乱用防止普及啓発活動に関すること

薬物乱用をさせないためには、新たな乱用者をつくらない社会環境を

構築することが重要です。このため、麻薬取締部では、小・中・高等学

校の生徒や教師、ＰＴＡを対象とした薬物乱用防止教室の講師として麻

薬取締官ＯＢや現職の麻薬取締官を派遣しています。

関東信越厚生局管内では、平成２０年度に、中学校３校、高等学校１

３校をはじめとして合計５０カ所、約１万１千人の方に対して講演活動

を行いました。また、１１月には、東京都と共催で「麻薬･覚せい剤乱

用防止運動東京都大会」を実施し、薬物に対する正しい知識の普及に努

めました。

麻薬取締部は、薬物乱用のない社会を目指して薬物犯罪の取締りを強

力に推進しています。ご意見や情報があれば麻薬取締官ホームページ

（ ）にお寄せ下さい。http://www.nco.go.jp

※資料1 法令別検挙人員推移（全国）

※資料2 法令別検挙人員・押収量（関東信越厚生局麻薬取締部）
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【第 章 資 料 編】Ⅲ





（１）国家試験 受験者・合格率

○国家試験受験者の推移 （単位：人数）

全国 関東信越

１９年 ２０年 ２１年 １９年 ２０年 ２１年

医師 8,573 8,535 8,428 2,891 2,935 2,827

歯科医師 3,201 3,295 3,531 1,590 1,634 1,624

保健師 11,140 11,055 12,049 3,102 3,099 3,682

助産師 1,621 1,722 1,742 500 552 528

看護師 50,766 51,313 50,906 15,383 15,131 15,330

診療放射線技師 2,823 2,444 2,547 1,244 944 1,058

臨床検査技師 4,029 3,997 3,701 1,805 1,773 1,602

理学療法士 7,036 7,997 9,119 2,158 2,431 2,804

作業療法士 5,131 5,783 6,675 1,519 1,690 2,047

視能訓練士 573 683 675 245 333 352

薬剤師 12,112 13,773 15,189 5,011 5,816 6,259

管理栄養士 21,571 22,073 23,744 7,180 7,497 8,253

○職種別合格率の推移 （単位：％）

全国 関東信越

１９年 ２０年 ２１年 １９年 ２０年 ２１年

医師 87.9 90.6 91.0 87.0 88.9 90.5

歯科医師 74.2 68.9 67.5 74.2 68.5 64.7

保健師 99.0 91.1 97.7 99.5 90.0 97.4

助産師 94.3 98.1 99.9 95.2 98.9 99.8

看護師 90.6 90.3 89.9 91.5 90.8 90.5

診療放射線技師 74.4 73.2 74.4 74.2 71.9 74.1

臨床検査技師 74.1 73.7 71.8 76.7 73.4 70.1

理学療法士 93.2 86.6 90.9 92.9 86.2 89.6

作業療法士 85.8 73.6 81.0 83.1 72.0 79.1

視能訓練士 94.6 94.9 92.4 91.0 92.2 90.0

薬剤師 75.6 76.1 74.4 78.1 78.8 76.0

管理栄養士 35.2 31.6 29.0 33.7 30.0 27.5
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（１）関東信越地方社会保険医療協議会議事規則第7条1項の規定により各都県に置かれた
部会ごとの保険医療機関及び保険薬局の指定状況

（平成２０年１０月～平成２１年３月開催分）

医科 28 12 25 86 87 302 137 37 14 32 760

歯科 23 16 24 81 62 232 101 18 2 15 574

薬科 37 20 34 80 60 179 102 23 17 14 566

計 88 48 83 247 209 713 340 78 33 61 1,900

医科 28 15 31 72 68 281 131 26 11 23 686

歯科 25 12 12 55 58 192 86 17 9 20 486

薬科 57 26 13 60 59 145 76 34 12 18 500

計 110 53 56 187 185 618 293 77 32 61 1,672

医科 56 27 56 158 155 583 268 63 25 55 1,446

歯科 48 28 36 136 120 424 187 35 11 35 1,060

薬科 94 46 47 140 119 324 178 57 29 32 1,066

計 198 101 139 434 394 1331 633 155 65 122 3,572

※　指定日は原則として、部会開催日の翌月初日（遡及指定を除く）。

山梨 長野 計

（平成２０年１１月から平成２１年４月指定分）

神奈川 新潟千葉 東京茨城 栃木 群馬 埼玉

新規指定

指定更新

合計
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番号 組　　合　　名 組合分類 組合員資格業種 所管別

1 経済ネットワーク協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

2 中央サプライ協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

3 帝都医薬品配置協同組合 事業協同組合 小売業 専管

4 ベンサムネットワーク協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

5 大東京歯科用品商協同組合 事業協同組合 小売業 専管

6 協同組合東京高速道路利用センター 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

7 協同組合経営情報システムズ 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

8 さつき工業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

9 東西商工協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

10 メディカル共栄会商業協同組合 事業協同組合 小売業 専管

11 アロカ協力会協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

12 協同組合双助会 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

13 鹿光事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

14 協同組合東京産業振興会 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

15 協同組合ユニオン 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

16 協同組合ハイコープ 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

17 協同組合栃木情報ｾﾝﾀｰ 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

18 群馬県経営者協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

19 協同組合埼玉県高速道路利用センター 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

20 協同組合エム・アール・ビー 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

21 北関東歯科用品商協同組合 事業協同組合 小売業 専管

22 協同組合くすりのユーアイ 事業協同組合 小売業 専管

23 リタネッツ事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

24 ＳＪＮ協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

（１）中小企業等協同組合一覧（１９６組合）

平成２１年３月３１日　現在
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番号 組　　合　　名 組合分類 組合員資格業種 所管別

25 ワールド産学技術協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

26 東部衛生材料協同組合 事業協同組合 小売業 専管

27 東京衛生材料協同組合 事業協同組合 小売業 専管

28 医療介護ネットワーク事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

29 ジェー・エフ・ビイネットワーク協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

30 協同組合東京共同事務センター 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

31 日中医薬事業協同組合 事業協同組合 小売業 専管

32 協同組合ジャンプサークル 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

33 関東経営合理化協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

34 協同組合ディーディーケー 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

35 協同組合ビジネス情報センター 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

36 富士経友会協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

37 協同組合エヌ・ティー・アイ 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

38 協同組合エム・ビー・エイ産業振興 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

39 東京義肢装具協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
専管

40 紅白薬業協同組合 事業協同組合 小売業 専管

41 東京医師歯科医師協同組合 事業協同組合 医療・福祉 専管

42 ジェイウェック協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

43 ビジネスサポート協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

44 先端歯科医療協同組合 事業協同組合 医療・福祉 専管

45 エスピーシー東関東理美容事業協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

46 とちぎ人材開発協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

47 環境システム事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

48 東葉理美容事業協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

49 品質管理向上協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

50 理美容協同組合 事業協同組合 サービス業 専管
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番号 組　　合　　名 組合分類 組合員資格業種 所管別

51 エルベンセ美容協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

52 東北ツアーズ協同組合 事業協同組合 飲食店・宿泊業 専管

53 東京簡易旅館協同組合 事業協同組合 飲食店・宿泊業 専管

54 マルハククリーニング協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

55 東日本おしぼり協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

56 協同組合カンクリ 事業協同組合 サービス業 専管

57 日本中小企業共栄協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

58 東日本ビジネス交流協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

59 協同組合情報サービス 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

60 環境総合事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

61 協同組合メディアセンター 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

62 国際交流協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

63 キッツ協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

64 同友建設環境協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

65 南関東ビルメンテナンス協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

66 都市建物環境サービス協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

67 協同組合東日本ソリューション 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

68 長寿庵協同組合 事業協同組合 小売業 専管

69 エスエムオーネットワーク協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

70 調整療術師事業協同組合 事業協同組合 医療・福祉 専管

71 ゼルネットワーク事業協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

72 ディエイチケイ理美容協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

73 カイロプラクティック療法振興事業協同組合 事業協同組合 医療・福祉 専管

74 保健医療福祉協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

75 杏友医科器械商業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
専管

76 都市近代化事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管
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番号 組　　合　　名 組合分類 組合員資格業種 所管別

77 新潟異業種支援センター事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

78 新潟県中小企業経友会事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

79 ヴェント事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

80 東京中小企業経友会事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

81 日本整体施術協同組合 事業協同組合 医療・福祉 専管

82 日新事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

83 ヘアービジネス協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

84 靴内環境歩行改善協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

85 協同組合アイエス情報ハイウェイ 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

86 整体師教育振興会協同組合 事業協同組合 医療・福祉 専管

87 協同組合メイクアップスペシャリスト協会 事業協同組合 サービス業 専管

88 ＰＮＪ事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

89 健康の友協同組合 事業協同組合 医療・福祉 専管

90 帝国ビル管理協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

91 イフサ美容協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

92 日本療法師協同組合 事業協同組合 医療・福祉 専管

93 情報ビジネス協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

94 日本医科歯科協同組合 事業協同組合 医療・福祉 専管

95 協同組合ビジネスフォーラム 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

96 協同組合　マップス 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

97 商工組合東京医療機器協会 商工組合
異業種

（複数業種）
専管

98 経済融合会事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

99 ベンチャービジネス事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

100 協同組合　東京高速道路利用センター 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

101 エヌ・ジェイ・ビイ事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

102 経費節約情報開発協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管
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番号 組　　合　　名 組合分類 組合員資格業種 所管別

103 首都圏中小企業ネットワーク協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

104 千葉中部流通協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

105 企業合理化協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

106 東日本中小企業経友会事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

107 東日本手技療法振興協同組合 事業協同組合 医療・福祉 専管

108 京葉技術情報交流協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

109 健康堂整体術協同組合 事業協同組合 医療・福祉 専管

110 ビジネスホテルアイ・ティー協同組合 事業協同組合 飲食店・宿泊業 専管

111 シー・ディー・アイ協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

112 シティーサイクル協同組合 事業協同組合 サービス業 共管

113 関東情報産業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

114 エイ・エイチ・ピーネットワーク協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

115 関東事業者互恵協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

116 協同組合中小企業経振会 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

117 協同組合トーニチ共栄会 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

118 協同組合フォワード 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

119 協同組合エヌ・ケー・ユー 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

120 首都圏物流事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

121 マルチメディア情報協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

122 茨城中小企業交流協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

123 日本療術業協同組合 事業協同組合 医療・福祉 専管

124 協同組合神奈川県中小企業振興会 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

125 地域環境開発協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

126 関越商工協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

127 国際エステティック事業協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

128 流通産業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管
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番号 組　　合　　名 組合分類 組合員資格業種 所管別

129 ジェイ・アイ・ティ協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

130 協同組合凡ネット 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

131 環境経営事業協同組合連合会
事業協同組合連合

会
異業種

（複数業種）
共管

132 生活環境菌対策事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

133 協同組合　F・A・D 事業協同組合 小売業 専管

134 埼玉建築物総合管理協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

135 中央着付士能力開発協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

136 国際観光事業旅館協同組合 事業協同組合 飲食店・宿泊業 専管

137 アジアネットワーク協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

138 協同組合埼玉共同計算センター 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

139 協同組合首都圏情報サービスセンター 事業協同組合 異業種（複数業種） 共管

140 食品循環協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

141 ニュービルメン協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

142 東洋商工事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

143 日本タオルリース協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
専管

144 東京商工協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

145 共栄事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

146 協同組合アジア交流会 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

147 三経ホテルズ事業協同組合 事業協同組合 飲食店・宿泊業 専管

148 東京はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師協同組合 事業協同組合 医療・福祉 専管

149 地域環境福祉事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

150 協同組合ビジネスプラザ 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

151 ACT不動産開発協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

152 人材支援事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

153 協同組合埼玉企業交流センター 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

154 エス・ピー・シー中央理美容事業協同組合 事業協同組合 サービス業 専管
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番号 組　　合　　名 組合分類 組合員資格業種 所管別

155 協同組合千住柔整師会 事業協同組合 医療・福祉 専管

156 協同組合東西ビジネス交流センター 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

157 エス・ピー・シー関越理美容事業協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

158 東京虎ノ門経済協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

159 関東中央クリーニング協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

160 協同組合理容芸術協会 事業協同組合 サービス業 専管

161 自然総合療術業協同組合 事業協同組合 医療・福祉 専管

162 トラベルネット協同組合 事業協同組合 飲食店・宿泊業 共管

163 中小企業育成事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

164 協同組合中央経友会 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

165 常陸クリーニング事業協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

166 ビューティークリエイターズ協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

167 新潟生活ネット協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

168 HRS事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

169 協同組合メディアバンク・エデュケーション 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

170 第一興産協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

171 流通ネットワーク協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

172 関東ロジテック協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

173 関東メディカルサービス協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

174 東京鍼灸マッサージ協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

175 首都圏建物サービス協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

176 ビューティーデザイナーズ協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

177 経済流通サービス協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

178 外国人技能者支援事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

179 信州国際事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

180 協同組合ユニバーサルワークネット 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管
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番号 組　　合　　名 組合分類 組合員資格業種 所管別

181 自由生産消費協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

182 東京都・神奈川県連合福祉事業協同組合 事業協同組合 医療・福祉 専管

183 リラクセーション業協同組合 事業協同組合 医療・福祉 専管

184 協同組合すばる 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

185 協同組合エフ・ケイビジネス 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

186 富士ビジネス協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

187 共和飲食協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

188 国際交流事業協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

189 ﾅｶｸﾘｰﾆﾝｸﾞ協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

190 国際カイロプラクティック協同組合 事業協同組合 サービス業 専管

191 協同組合首都圏コンストラクト 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

192 事業協同組合経営高度化センター 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

193 阪東協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

194 アミティー・ネットワーク協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

195 クイックリサーチ協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管

196 ケイアイディ協同組合 事業協同組合
異業種

（複数業種）
共管
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平成２１年３月３１日　現在

業　　種 組　合　名 所　在　地 認可年月日

茨城県すし商生活衛生同業組合
水戸市青柳町4566　水戸市公設
市場水戸中央水産内

S45.12.10

栃木県寿司商生活衛生同業組合 宇都宮市西2-2-26 S35. 6. 8

群馬県鮨商生活衛生同業組合 前橋市三河町1-22-8 S47. 5. 1

埼玉県鮨商生活衛生同業組合
さいたま市浦和区高砂4-4-17　埼
玉県食環ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ内

S33. 6.16

千葉県すし商生活衛生同業組合 千葉市中央区中央3-5-7-604 S34.10.10

東京都鮨商生活衛生同業組合
中央区築地5-2-1  中央卸売市場
内

S32.12.27

神奈川県鮨商生活衛生同業組合
横浜市中区宮川町2-55 ﾙﾘｴ横浜
宮川町301

S33.10. 3

新潟県すし商生活衛生同業組合 新潟市幸西1-5-19 S34. 1.27

山梨県鮨商生活衛生同業組合 甲府市朝気1-5-10 S40.12.19

長野県鮨商生活衛生同業組合 長野市権堂町2336 S34. 5.11

茨城県麺類業生活衛生同業組合 水戸市圷大野279 S34. 1.16

栃木県めん類業生活衛生同業組合
宇都宮市下戸祭2-3-3 栃木県調
理師会館2F

S34.10.20

群馬県麺類生活衛生同業組合
前橋市小相木町63-5　 日比谷ハ
イツ202

S33. 5.13

埼玉県麺類業生活衛生同業組合
さいたま市浦和区高砂4-4-17　埼
玉県食環ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ内

S33. 3. 1

千葉県麺類業生活衛生同業組合
千葉市中央区長洲1-15-7　森林
会館内

S33. 5.12

東京都麺類生活衛生同業組合 千代田区神田神保町2-4 S33. 6.28

神奈川県麺類生活衛生同業組合 横浜市中区末吉町3-44 S35. 4.26

新潟県麺類業生活衛生同業組合
新潟市東堀通2番町481丸山米店
ビル２階

S33. 9. 8

長野県そば商生活衛生同業組合 長野市権堂町2336 S42.10. 7

茨城県中華料理生活衛生同業組合 水戸市三の丸2-5-25  「珍満」内 S47. 3.10

栃木県中華料理生活衛生同業組合 宇都宮市弥生町2-1-4 S41. 3.19

群馬県中華料理生活衛生同業組合 前橋市総社町1640-5 S41. 6.25

埼玉県中華料理生活衛生同業組合
さいたま市浦和区仲町4-1-15　恭
永ﾋﾞﾙ3F

S43. 3.22

千葉県中華料理生活衛生同業組合
習志野市東習志野6-15-13 （株）
東魁楼食品内

S41. 5.10

東京都中華料理生活衛生同業組合 台東区根岸1-1-17 S40.12.27

神奈川県中華料理業生活衛生同業組合
横浜市中区伊勢佐木町3-107 飯
田屋ビル202

S44. 4.18

（２）生活衛生同業組合一覧（１３３組合）

すし
（１０組合）

めん類
　（９組合）

中華料理
（７組合）
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業　　種 組　合　名 所　在　地 認可年月日

栃木県社交飲食業生活衛生同業組合
宇都宮市松原3-9-13 松原ハイツ
105

S53. 9.19

群馬県社交飲食業生活衛生同業組合 太田市小舞木町592 S42. 8. 4

埼玉県社交飲食業生活衛生同業組合
さいたま市浦和区高砂4-4-17  埼
玉県食環ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ内

S41. 3. 8

東京都社交飲食業生活衛生同業組合
新宿区西新宿7-10-12　 KKDﾋﾞﾙ
501

S41. 7.25

神奈川県社交飲食業生活衛生同業組合
横浜市中区福富町仲通り3-2  井
上共同ﾋﾞﾙ202号

S45. 7.15

新潟県社交飲食業生活衛生同業組合
新潟市本町通７番町1153 新潟本
町通ﾋﾞﾙ4F

S61.10. 1

長野県社交飲食業生活衛生同業組合 長野市権堂町1449 S42. 2.20

茨城県料理飲食業生活衛生同業組合 水戸市天王町4-18 S50. 4.11

栃木県料理業生活衛生同業組合 真岡市台町2415　割烹手塚屋内 S36. 4. 5

千葉県料理業生活衛生同業組合 木更津市中央3-3-5　千楽内 S43. 9.16

東京都料理生活衛生同業組合
中央区築地6-20-6　第2低温ﾋﾞﾙ
318

S41.12.19

神奈川県料理業生活衛生同業組合 横浜市港北区篠原西町17-16 S43.12. 9

新潟県料理業生活衛生同業組合
新潟市西堀前通9番町1538　三業
会館内

S42. 5.23

長野県料理業生活衛生同業組合 南安曇郡豊科町豊科2453 S45. 3.18

栃木県飲食業生活衛生同業組合
宇都宮市戸祭町2183-1 栃木県電
機商業組合事務所2F

S53.11.20

群馬県飲食業生活衛生同業組合
前橋市新前橋町18-48　丸正駅前
ﾋﾞﾙ302号

S42. 8. 1

埼玉県料飲業生活衛生同業組合
さいたま市浦和区高砂4-4-17  埼
玉県食環ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ内

S33.11.15

千葉県飲食業生活衛生同業組合
船橋市市場1-8-1　船橋中央卸売
市場内関連棟2F

S43. 10.3

東京都飲食業生活衛生同業組合
中央区築地6-20-6  第2低温ﾋﾞﾙ
316

S42. 7.15

神奈川県飲食業生活衛生同業組合
横浜市中区長者町8-134 　湘南
信金ﾋﾞﾙ8F

S44.10. 9

長野県飲食業生活衛生同業組合 長野市大字鶴賀629-1 S51.12. 9

料理
（７組合）

一般飲食
（７組合）

社交
（７組合）

88



業　　種 組　合　名 所　在　地 認可年月日

茨城県喫茶業生活衛生同業組合 水戸市宮町2-3-102   梅善ﾋﾞﾙ S51. 5. 7

埼玉県喫茶飲食生活衛生同業組合
さいたま市浦和区高砂4-4-17  埼
玉県食環ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ内

S34. 3.1

東京都喫茶飲食生活衛生同業組合 台東区根岸1-6-12-801 S35. 6.29

神奈川県喫茶飲食生活衛生同業組合
横浜市中区長者町8-131  ﾔｶﾒﾋﾞﾙ
4F

S43.11.25

新潟県喫茶飲食生活衛生同業組合 新潟市神道寺南1-8-12 S50. 2. 1

栃木県食鳥肉販売業生活衛生同業組合
宇都宮市本丸町14-2 （有）樋口屋
本店内

S57. 3. 5

埼玉県食鳥肉販売業生活衛生同業組合
川越市中原町1-14-4　島田食鳥
店内

S34. 8.25

東京都食鳥肉販売業生活衛生同業組合 台東区下谷2-1-10  伊尾ﾋﾞﾙ2F S33.10. 9

神奈川県食鳥肉販売業生活衛生同業組
合

横浜市神奈川区山之内町1-1  横
浜食鳥鶏卵㈱内

S35. 4.11

茨城県食肉生活衛生同業組合 水戸市見川町1822-2 S37. 4.11

栃木県食肉生活衛生同業組合 宇都宮市川田町220 S33. 9.24

群馬県食肉生活衛生同業組合 前橋市昭和町3-17-17 S34. 1. 9

埼玉県食肉業生活衛生同業組合
さいたま市浦和区高砂4-4-17  埼
玉県食環ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ内

S34. 3 1

千葉県食肉生活衛生同業組合 千葉市中央区千葉港4-3 S33. 9.24

東京都食肉生活衛生同業組合 港区港南2-7-19 S33. 6.16

神奈川県食肉生活衛生同業組合 横浜市戸塚区矢部町969-38 S34. 4.14

新潟県食肉生活衛生同業組合
新潟市弁天3-3-5　新潟ﾏﾝｼｮﾝ
317号室

S34. 4.14

山梨県食肉生活衛生同業組合 甲府市高畑1-4-5 S34. 2.10

長野県食肉生活衛生同業組合 長野市大字南長野幅下692-2 S49. 3.18

茨城県氷雪販売業生活衛生同業組合
（休止中）

埼玉県氷雪販売業生活衛生同業組合
（休止中）

千葉県氷雪販売業生活衛生同業組合
（休止中）

東京都氷雪販売業生活衛生同業組合
千代田区外神田3-10-10  白銀会
館

S33. 5.15

神奈川県氷雪販売業生活衛生同業組合
横浜市中区野毛町2-64　野毛産
業方

S33.11.25

氷雪
（５組合）

食鳥肉
（４組合）

喫茶
（５組合）

食肉
（１０組合）
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業　　種 組　合　名 所　在　地 認可年月日

茨城県理容生活衛生同業組合 水戸市常磐町2-3-37 S32.12.23

栃木県理容生活衛生同業組合 宇都宮市塙田4-4-10 S32.12.28

群馬県理容生活衛生同業組合 前橋市南町3-61-5 S32.11.13

埼玉県理容生活衛生同業組合 鴻巣市天神5-1-26 S33. 1.20

千葉県理容生活衛生同業組合
千葉市中央区春日1-22-4　千葉
県理容会館

S32.12. 6

東京都理容生活衛生同業組合
新宿区下落合4-26-7　東京理容
会館

S32.11.14

神奈川県理容生活衛生同業組合
横浜市磯子区中原1-1-14　神奈
川県理容会館内

S32.12.20

新潟県理容生活衛生同業組合
新潟市東大畑通1番町490-13
(社)新潟県理容美容福祉会館内

S33. 2.19

山梨県理容生活衛生同業組合 甲府市南口町4-8 S33. 1. 9

長野県理容生活衛生同業組合 松本市中央1-21-3 S33. 3.12

茨城県美容業生活衛生同業組合 水戸市柳町1-13-21 S32.12.20

栃木県美容業生活衛生同業組合 宇都宮市宿郷2-10-11 S33. 1.13

群馬県美容業生活衛生同業組合 前橋市石関町136-1 S32.11.26

埼玉県美容業生活衛生同業組合
さいたま市浦和区高砂4-4-17　埼
玉県食環ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ内

S33.12.24

千葉県美容業生活衛生同業組合 千葉市花見川区幕張本郷1-22-6 S32.11.29

東京都美容生活衛生同業組合 渋谷区代々木1-56-4　美容会館 S32.11.14

神奈川県美容業生活衛生同業組合 横浜市中区本町2-17 S44.10. 9

新潟県美容業生活衛生同業組合
新潟市東大畑通1番町490-13
(社)新潟県理容美容福祉会館内

S33. 3.11

山梨県美容業生活衛生同業組合 甲府市緑が丘2-13-36 S32.11.25

長野県美容業生活衛生同業組合 長野市中御所3-15-4 S32.12.27

茨城県興行生活衛生同業組合
土浦市中央2-5-1 土浦ピカデリー
内

33. 3.27

栃木県興行生活衛生同業組合
宇都宮市江野町7-13　プラザヒカ
リ内

S33. 1.10

群馬県興行生活衛生同業組合 沼田市西倉内町665-3 S32. 10.18

生活衛生同業組合埼玉県映画協会
さいたま市浦和区高砂4-4-17　埼
玉県食環ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ内

S33. 6.16

千葉県興行生活衛生同業組合
千葉市中央区中央3-8-8　中央ＣＩ
Ｂ8F　千葉興行（株）内

S32.12.26

東京都興行生活衛生同業組合 港区新橋6-8-2　全国生衛会館 S32.11.14

神奈川県興行生活衛生同業組合 横浜市中区末吉町2-29 S32.12.26

新潟県興行生活衛生同業組合 亀田町西町5丁目4番43号 S33. 4.19

山梨県興行生活衛生同業組合
甲府市中央4-3-5　甲府武蔵野ｼ
ﾈﾏﾌｧｲﾌﾞ内

S32.11. 5

長野県興行生活衛生同業組合 長野市権堂町2255　相生座内 S33. 1.30

理容
（１０組合）

美容
（１０組合）

興行場
（１０組合）
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業　　種 組　合　名 所　在　地 認可年月日

茨城県旅館生活衛生同業組合
水戸市三の丸1-3-2 　林業会館
内

S40. 1.26

栃木県旅館生活衛生同業組合
宇都宮市一番町3-17 福田ﾋﾞｼﾞﾈｽ
ﾋﾞﾙ1F

S33.  9.27

群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合 前橋市上細井町2035 S34. 7.22

埼玉県ホテル旅館生活衛生同業組合
さいたま市浦和区高砂4-4-17　埼
玉県食環ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ内

S33.11.15

千葉県旅館ホテル生活衛生同業組合
千葉市中央区富士見1-12-7　千
葉県観光物産センタービル3F

S33. 2.27

東京都ホテル旅館生活衛生同業組合
千代田区平河町2-5-5　全国旅館
会館

S33. 2.26

神奈川県旅館生活衛生同業組合
足柄下郡箱根町湯本698 箱根温
泉旅館協同組合内

S33. 9.29

新潟県旅館生活衛生同業組合 新潟市花園1-1-1 S33. 9.22

山梨県旅館生活衛生同業組合 甲府市湯村3丁目10-2 S33. 8. 1

長野県ホテル旅館生活衛生同業組合 長野市中御所岡田178-2 S44. 3.17

東京都簡易宿泊業生活衛生同業組合 新宿区新宿4-4-21 S33. 4.14

神奈川県簡易宿泊業生活衛生同業組合
川崎市川崎区日進町10-13 ﾛｰﾔﾙ
三協内

S35.10.17

栃木県公衆浴場業生活衛生同業組合 小山市城山町2-5-21 幸の湯内 S33. 3.31

群馬県公衆浴場業生活衛生同業組合 桐生市本町1-4-35 一の湯内 S33.1.23

埼玉県公衆浴場業生活衛生同業組合 さいたま市浦和区高砂2-1-5 S33. 6.21

千葉県公衆浴場業生活衛生同業組合 千葉市中央区長洲2-9-6 S33. 1.18

東京都公衆浴場業生活衛生同業組合 千代田区東神田1-10-2 S32.12.15

神奈川県公衆浴場業生活衛生同業組合 横浜市南区高根町2-10 S33. 6.30

新潟県公衆浴場業生活衛生同業組合 新潟市礎町通上一ノ町1926番地 S33. 7.28

山梨県公衆浴場業生活衛生同業組合 甲府市国母1-3-4 国母温泉内 S33.11.21

長野県公衆浴場業生活衛生同業組合 長野市大字南長野字宮東426-1 S34. 4.21

簡易宿所
（２組合）

公衆浴場
（９組合）

ホテル・旅館
（１０組合）
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業　　種 組　合　名 所　在　地 認可年月日

茨城県ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ生活衛生同業組合 水戸市見川2-60-6 S33. 2.17

栃木県ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ業生活衛生同業組合
宇都宮市戸祭元町1-25　栃木県
保健福祉会館4F

S32.12.28

群馬県ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ生活衛生同業組合 前橋市平和町1-4-22 S32.12. 3

埼玉県ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ生活衛生同業組合 さいたま市西区西遊馬1270-1 S33. 2.26

千葉県ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ生活衛生同業組合 千葉市美浜区幸町2-19-21 S32.12.26

東京都ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ生活衛生同業組合
文京区後楽2-3-10　日本ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

S32.12.27

神奈川県ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ生活衛生同業組合
横浜市中区北仲通り2-20 ｸﾘｰﾆﾝ
ｸﾞ会館内

S32.12.31

新潟県ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ生活衛生同業組合 新潟市北浜通一番町390-8 S33. 1.27

山梨県ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ生活衛生同業組合 甲府市朝日1-9-10 S33. 1. 1

長野県ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ生活衛生同業組合 長野市大字問御所1241-1 S33. 1.30

一般飲食
（小組合）

栃木県飲食業黒磯那須生活衛生同業小
組合

那須塩原市住吉町4-36 梅寿司内 S59. 7.25

クリーニング
（１０組合）
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平成２１年３月３１日現在

名称 所在地

1 水戸赤十字病院 水戸市三の丸３－１２－４８

2 総合病院土浦協同病院 土浦市真鍋新町１１－７

3 白十字会　白十字総合病院 神栖市賀２１４８

4 今川薬局　潮来店 潮来市辻４１６－１

1 独立行政法人国立病院機構　栃木病院 宇都宮市中戸祭１－１０－３７

2 獨協医科大学病院 下都賀郡壬生町北小林８８０

3 自治医科大学附属病院 下野市薬師寺３３１１－１

4 医療法人雄三会　おおくぼ眼科 宇都宮市平松本町１１３７－４

5 芳賀赤十字病院 栃木県真岡市台町２４６１

1 独立行政法人国立病院機構　高崎病院 高崎市高松町３６

2 桐生厚生総合病院 桐生市織姫町６－３

3 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　群馬県済生会前橋病院 前橋市上新田町５６４－１

4 訪問看護ステーション　まつかぜ 沼田市東原新町１５４８番地１

5 ヒロ薬局太田店 太田市高林南町６１６－４

6 水上医院 利根郡みなかみ町鹿野沢乙１９６番地

7 群馬県立がんセンター 太田市高林西町６１７－１

8 株式会社　宮前薬局 渋川市渋川１８７７－１

9 ウエルシア薬局前橋上新田店 前橋市上新田５９１－１

10 藤岡中央薬局 藤岡市森字滝川３５１－２

1 埼玉社会保険病院 さいたま市浦和区北浦和４－９－３

2 独立行政法人国立病院機構　埼玉病院 和光市諏訪２－１

3 防衛医科大学校病院 所沢市並木３－２

4 埼玉協同病院 川口市木曽呂１３１７

5 浦和民主診療所 さいたま市浦和区北浦和３－１０－４

6 健和会みさと健和病院 三郷市鷹野４－４９４－１

1 独立行政法人国立病院機構　千葉医療センター 千葉市中央区椿森４－１－２

2 独立行政法人放射線医学総合研究所　重粒子医科学センター病院 千葉市稲毛区穴川４－９－１

3 医療法人明星会　東条病院 鴨川市広場１６１５

4 医療法人社団千葉県勤労者医療協会　北部診療所 千葉市稲毛区天台３－４－５

5 医療法人社団千葉県勤労者医療協会　千葉健生病院 千葉市花見川区幕張町４－５２４－２

6 国立国際医療センター国府台病院 市川市国府台１－７－１

7 医療法人社団千葉県勤労者医療協会　船橋二和病院 船橋市二和東５－１－１

8 医療法人社団千葉県勤労者医療協会　船橋二和病院付属ふたわ診療所 船橋市二和東３－１６－１

9 医療法人社団馨仁会　妙典内科クリニック 市川市富浜２－１４－４　ヴァンテアン３０２号

10 順天堂大学医学部附属浦安病院 浦安市富岡２－１－１

11 国立がんセンター東病院 千葉県柏市柏の葉６－５－１

12 国保直営総合病院君津中央病院 千葉県木更津市桜井１０１０

13 東京歯科大学市川総合病院 市川市菅野５－１１－１３

14 医療法人鉄蕉会　亀田クリニック 鴨川市東町１３４４

15 千葉県がんセンター 千葉市中央区仁戸名町６６６－２

16 東京慈恵会医科大学附属柏病院 千葉県柏市柏下１６３－１

（３－１）原爆被爆者に係る指定医療機関（１３３施設）

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

都道府県
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名称 所在地都道府県

1 国立国際医療センター　戸山病院 新宿区戸山１－２１－１

2 東京大学医学部附属病院 文京区本郷７－３－１

3 日本赤十字社　医療センター 渋谷区広尾４－１－２２

4 東京勤労者医療会代々木病院 渋谷区千駄ヶ谷１－３０－７

5 財団健和会柳原病院 足立区千住曙町３５－１

6 医療法人財団健和会四ツ木診療所 葛飾区東四ツ木４－４５－１６

7 ＪＲ東京総合病院 渋谷区代々木２－１－３

8 港勤労者医療協会　芝病院 港区新橋６－１９－２１

9 東京ほくと医療生活協同組合生協北診療所 北区東十条２－８－５

10 ゆたか診療所 品川区豊町４－３－２０

11 東京女子医科大学病院 新宿区河田町８－１

12 健友会中野共立病院 中野区中野５－４４－７

13 清水薬局 港区西麻布４－１８－１６

14 株式会社戸山薬局 新宿区若松９３

15 本郷薬局 文京区本郷５－２４－７

16 みつぎ薬局 品川区西品川２－６－４　メゾン岩村１０１号

17 東が丘薬局 目黒区東が丘２－６－１７

18 みずほ薬局 大田区中馬込１－１－１７

19 かみいけだい調剤薬局 大田区上池台１－４５－１５

20 田辺薬局祖師谷店 世田谷区祖師谷３－３１－６

21 薬日本堂薬局 世田谷区南鳥山６－７－１９

22 たくみ外苑薬局 渋谷区千駄ヶ谷１－２９－３　日本パーテイービル１階

23 桜台薬局 練馬区桜台１－７－５　吉本ビル１階

24 みなみ調剤薬局 足立区柳原１－２５－５

25 へいわ橋調剤薬局 葛飾区東四ツ木４－４５－１０

26 水元調剤薬局 葛飾区東金町４－１－１２　金町ハイツ１０４号

27 薬日本堂薬局 八王子市明神町４－６－３　みつげんビル１階

28 山崎南成瀬薬局 町田市南成瀬１－１１－２５　メール南成瀬

29 日本調剤　花小金井店 小平市花小金井６－１－１

30 アビック薬局　清瀬の森店 清瀬市竹丘１－１７－４６

31 国立がんセンター中央病院 中央区築地５－１－１

32 東京厚生年金病院 新宿区津久戸町５番１号

33 練馬総合病院 練馬区旭丘１－２４－１

34 国分寺病院 国分寺市東恋ヶ窪四丁目２－２

35 小金井太陽病院 小金井市本町１－９－１７

36 福原病院 世田谷区北沢２－８－１６

37 蒲原診療所 足立区東和３丁目４番１５号

38 なるせクリニック 町田市成瀬２２１３－１

39 前澤クリニック 武蔵野市境南町３－１５－２１

40 南麻布医院 港区南麻布１－１２－１

41 さくら医院 国分寺市本多１－３－１５

42 増子整形外科まり皮膚科 町田市鶴川１－１７－１８

43 藤川クリニック 大田区千鳥３－７－２

44 医療法人社団鵲志会伴野内科クリニック 大田区久が原３－３６－１３－１Ｆ

45 公立昭和病院 小平市天神町二丁目４５０番地

46 多摩みなみクリニック 多摩市永山１－７－８

47 医療法人社団正樹会オーク・クリニック 東京都東村山栄町２－７－１５

東京都
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名称 所在地都道府県

1 公立大学法人横浜市立大学医学部附属病院 横浜市金沢区福浦３－９

2 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 横浜市南区浦舟町４－５７

3 川崎市立川崎病院 川崎市川崎区新川通１２－１

4 国家公務員共済組合連合会総合病院　横須賀共済病院 横須賀市米が浜通１－１６

5 財団法人横浜勤労者福祉協会　汐田総合病院 横浜市鶴見区矢向１－６－２０

6 川崎医療生活協同組合　川崎協同病院 川崎市川崎区桜本２－１－５

7 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 横浜市旭区矢指町１１９７－１

8 清水平安堂薬局 横浜市中区相生町５－７８

9 キリン堂薬局 横浜市西区みなとみらい３－３　三菱重工横浜ビル１F

10 恩賜財団　済生会横浜市南部病院 横浜市港南区港南台３－２－１０

11 桂台内科クリニック 横浜市青葉区桂台１－２１－６　１Ｆ

12 横浜栄共済病院 横浜市栄区桂町１３２番地

13 ワタキュー薬局はしもと店 相模原市上九沢４市営上九沢団地　Ｉ　棟１Ｆ

14 コトブキ調剤薬局 小田原店 小田原市酒匂１丁目１６－１６

15 森のくまさん薬局 相模原市西橋本５－１－１

16 医療法人福和会　横浜さくらクリニック 横浜市西区戸部町７－２２０　第二粕川ビル２０２

17 ヒロ薬局相模原店 相模原市相模原７－６－６

18 まごころ薬局橋本店 相模原市橋本４－２－１３

19 しなだ呼吸器循環器クリニック 相模原市橋本３－１４－１

20 株式会社　カマヤ薬局 藤沢市辻堂１－３－１４

21 日本医科大学　武蔵小杉病院 神奈川県川崎市中原区小杉町１－３９６

22 岩波胃腸科外科医院 神奈川県横浜市緑区青砥１１２２

23 東海大学医学部付属病院 伊勢原市下糟屋１４３

24 昭和大学藤が丘病院 横浜市青葉区藤が丘１－３０

25 医療法人社団愛心会　湘南鎌倉総合病院 鎌倉市山崎１２０２－１

26 大和市立病院 大和市深見西８－３－６

27 厚木市立病院 厚木市水引１－１６－３６

28 横浜市立市民病院 横浜市保土ヶ谷区岡沢町５６

29 医療法人社団明芳会　横浜旭中央総合病院 横浜市旭区若葉台４－２０－１

30 独立行政法人労働者健康福祉機構　横浜労災病院 横浜市港北区小机町３２１１

31 神奈川県立がんセンター 横浜市旭区中尾１－１－２

32 秦野メディカルクリニック 神奈川県秦野市南が丘４－４－１　サンシティー神奈川

33 医療法人社団蒼紫会 森下記念病院 神奈川県相模原市東林間４－２－１８

新潟県 1 新潟大学医歯学総合病院 新潟市中央区旭町通１番町７５４

1 山梨県立中央病院 甲府市富士見１－１－１

2 みどり薬局富士見店 甲府市富士見１丁目５－２１

3 みどり薬局玉穂店 中央市若宮２７－６

1 長野県厚生連　北信総合病院 中野市西１－５－６３

2 市立岡谷病院 岡谷市本町４－１１－３３

3 諏訪赤十字病院 諏訪市湖岸通り５－１１－５０

4 飯田市立病院 飯田市八幡町４３８

5 長野赤十字病院 長野市若里５－２２－１

6 長野県厚生連　佐久総合病院 南佐久郡臼田町臼田１９７

7 独立行政法人国立病院機構　松本病院 松本市芳川村井町１２０９

8 信州大学医学部附属病院 松本市旭３－１－１

神奈川

山梨県

長野県
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H21.3.31

名　称 所　在　地

1 独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷２８０番地

2 独立行政法人国立病院機構　霞ヶ浦医療センター 茨城県土浦市下高津２－７－１４

3 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１

4 独立行政法人国立病院機構　栃木病院 栃木県宇都宮市中戸祭１－１０－３７

5 独立行政法人国立病院機構　宇都宮病院 栃木県宇都宮市下岡本町２１６０

6 独立行政法人国立病院機構　高崎病院 群馬県高崎市高松町３６

7 独立行政法人国立病院機構　沼田病院 群馬県沼田市上原町１５５１－４

8 群馬大学医学部附属病院 前橋市昭和町３－３９－１５

9 独立行政法人国立病院機構　西埼玉中央病院 埼玉県所沢市若狭２－１６７１

10 独立行政法人国立病院機構　埼玉病院 埼玉県和光市諏訪２－１

11 防衛医科大学校病院 埼玉県所沢市並木３－２

12 国立国際医療センター国府台病院 千葉県市川市国府台１－７－１

13 独立行政法人国立病院機構　千葉医療センター 千葉県千葉市中央区椿森４－１－２

14 千葉大学医学部附属病院 千葉県千葉市中央区亥鼻１－８－１

15 国立成育医療センター 東京都世田谷区大蔵２－１０－１

16 国立国際医療センター 東京都新宿区戸山１－２１－１

17 独立行政法人国立病院機構　東京医療センター 東京都目黒区東が丘２－５－１

18 独立行政法人国立病院機構　災害医療センター 東京都立川市緑町３２５６

19 東京大学医学部附属病院 東京都文京区本郷７－３－１

20 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

21 独立行政法人国立病院機構　村山医療センター 東京都武蔵村山市学園２－３７－１

22 独立行政法人国立病院機構　相模原病院 神奈川県相模原市桜台１８－１

23 関東労災病院 神奈川県川崎市中原区木月住吉町１－１

24 横浜労災病院 神奈川県横浜市

25 独立行政法人国立病院機構　新潟病院 新潟県柏崎市赤坂町３－５２

26 新潟大学医歯学総合病院 新潟県新潟市中央区旭町通一番町７５４番地

27 独立行政法人国立病院機構　甲府病院 山梨県甲府市天神町１１－３５

28 山梨大学医学部附属病院 山梨県中央市下河東１１１０

29 独立行政法人国立病院機構　東長野病院 長野県長野市上野２－４７７

30 独立行政法人国立病院機構　松本病院 長野県松本市大字芳川村井町１２０９

31 独立行政法人国立病院機構　長野病院 長野県上田市緑が丘１－２７－２１

32 信州大学医学部附属病院 長野県松本市旭３－１－１

（３－２）母子保健指定養育医療機関
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H21.3.31

名　称 所　在　地

1 独立行政法人国立病院機構　栃木病院 栃木県宇都宮市中戸祭１－１０－３７

2 独立行政法人国立病院機構　宇都宮病院 栃木県宇都宮市下岡本町２１６０

3 独立行政法人国立病院機構　高崎病院 群馬県高崎市高松町３６

4 独立行政法人国立病院機構　沼田病院 群馬県沼田市上原町１５５１－４

5 独立行政法人国立病院機構　西埼玉中央病院 埼玉県所沢市若狭２－１６７１

6 独立行政法人国立病院機構　埼玉病院 埼玉県和光市諏訪２－１

7 独立行政法人国立病院機構　下総精神医療センター 千葉県千葉市緑区辺田町５７８

8 独立行政法人国立病院機構　下志津病院 千葉県四街道市鹿渡９３４－５

9 独立行政法人国立病院機構　東京医療センター 東京都目黒区東が丘２－５－１

10 独立行政法人国立病院機構　災害医療センター 東京都立川市緑町３２５６

11 独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター 神奈川県横浜市戸塚区原宿３－６０－２

12 独立行政法人国立病院機構　箱根病院 神奈川県小田原市風祭４１２

13 独立行政法人国立病院機構　神奈川病院 神奈川県秦野市落合６６６－１

14 独立行政法人国立病院機構　新潟病院 新潟県柏崎市赤坂町３－５２

15 独立行政法人国立病院機構　さいがた病院 新潟県上越市大潟区犀潟４６８－１

16 独立行政法人国立病院機構　東長野病院 長野県長野市上野２－４７７

17 独立行政法人国立病院機構　松本病院 長野県松本市大字芳川村井町１２０９

18 独立行政法人国立病院機構　中信松本病院 長野県松本市大字寿豊丘８１１

19 独立行政法人国立病院機構　長野病院 長野県上田市緑が丘１－２７－２１

20 独立行政法人国立病院機構　小諸高原病院 長野県小諸市甲４５９８

（３－３）児童福祉指定療育機関
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H21.3.31

名　称 所　在　地

1 独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷２８０番地

2 独立行政法人国立病院機構　霞ヶ浦医療センター 茨城県土浦市下高津２－７－１４

3 独立行政法人国立病院機構　茨城東病院 茨城県那珂郡東海村照沼８２５

4 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１

5 国立大学法人筑波技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センター 茨城県つくば市春日4-12-7

6 独立行政法人労働者健康福祉機構　鹿島労災病院 茨城県神栖市土合本町1-9108-2

7 独立行政法人国立病院機構　栃木病院 栃木県宇都宮市中戸祭１－１０－３７

8 独立行政法人国立病院機構　宇都宮病院 栃木県宇都宮市下岡本町２１６０

9 独立行政法人国立病院機構　高崎病院 群馬県高崎市高松町３６

10 独立行政法人国立病院機構　沼田病院 群馬県沼田市上原町１５５１－４

11 独立行政法人国立病院機構　西群馬病院 群馬県渋川市金井２８５４

12 国立療養所栗生楽泉園 群馬県吾妻郡草津町大字草津乙６４７

13 群馬大学医学部附属病院 前橋市昭和町３－３９－１５

14 独立行政法人国立病院機構　西埼玉中央病院 埼玉県所沢市若狭２－１６７１

15 独立行政法人国立病院機構　埼玉病院 埼玉県和光市諏訪２－１

16 独立行政法人国立病院機構　東埼玉病院 埼玉県蓮田市大字黒浜４１４７

17 防衛医科大学校病院 埼玉県所沢市並木３－２

18 国立身体障害者リハビリテーションセンター病院 埼玉県所沢市並木４－１

19 国立秩父学園発達診療所 埼玉県所沢市北原町８６０

20 独立行政法人国立病院機構　千葉医療センター 千葉県千葉市中央区椿森４－１－２

21 独立行政法人国立病院機構　千葉東病院 千葉県千葉市中央区仁戸名町６７３

22 独立行政法人国立病院機構　下総精神医療センター 千葉県千葉市緑区辺田町５７８

23 独立行政法人国立病院機構　下志津病院 千葉県四街道市鹿渡９３４－５

24 国立がんセンター東病院 千葉県柏市柏の葉６－５－１

25 国立国際医療センター国府台病院 千葉県市川市国府台１－７－１

26 千葉大学医学部附属病院 千葉県千葉市中央区亥鼻１－８－１

27 独立行政法人放射線医学総合研究所重粒子医科学センター病院 千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１

28 独立行政法人労働者健康福祉機構　千葉労災病院 千葉県市原市辰巳台東2-16

29 国立がんセンター中央病院 東京都中央区築地５－１－１

30 国立精神・神経センター病院 東京都小平市小川東町４－１－１

31 国立成育医療センター 東京都世田谷区大蔵２－１０－１

32 国立国際医療センター 東京都新宿区戸山１－２１－１

33 独立行政法人国立病院機構　東京医療センター 東京都目黒区東が丘２－５－１

34 独立行政法人国立病院機構　災害医療センター 東京都立川市緑町３２５６

35 独立行政法人国立病院機構　東京病院 東京都清瀬市竹丘３－１－１

36 独立行政法人国立病院機構　村山医療センター 東京都武蔵村山市学園２－３７－１

37 東京大学医学部附属病院 東京都文京区本郷７－３－１

38 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

39 東京医科歯科大学歯学部附属病院 東京都文京区湯島１－５－４５

40 独立行政法人労働者健康福祉機構　東京労災病院 東京都大田区大森南4-13-21

41 国立療養所多磨全生園 東京都東村山市青葉町４－１－１

42 独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター 神奈川県横浜市戸塚区原宿３－６０－２

43 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 神奈川県横須賀市野比５－３－１

（３－４）生活保護指定医療（介護）機関
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名　称 所　在　地

44 独立行政法人国立病院機構　箱根病院 神奈川県小田原市風祭４１２

45 独立行政法人国立病院機構　相模原病院 神奈川県相模原市桜台１８－１

46 独立行政法人国立病院機構　神奈川病院 神奈川県秦野市落合６６６－１

47 独立行政法人労働者健康福祉機構　関東労災病院 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1-1

48 独立行政法人労働者健康福祉機構　横浜労災病院 神奈川県横浜市港北区小机町3211

49 独立行政法人国立病院機構　西新潟中央病院 新潟県新潟市西区真砂１－１４－１

50 独立行政法人国立病院機構　新潟病院 新潟県柏崎市赤坂町３－５２

51 独立行政法人国立病院機構　さいがた病院 新潟県上越市大潟区犀潟４６８－１

52 独立行政法人労働者健康福祉機構　新潟労災病院 新潟県上越市東雲町1-7-12

53 独立行政法人労働者健康福祉機構　燕労災病院 新潟県燕市大字佐渡633

54 新潟大学医歯学総合病院 新潟県新潟市中央区旭町通一番町７５４番地

55 独立行政法人国立病院機構　甲府病院 山梨県甲府市天神町１１－３５

56 山梨大学医学部附属病院 山梨県中央市下河東１１１０

57 独立行政法人国立病院機構　東長野病院 長野県長野市上野２－４７７

58 独立行政法人国立病院機構　松本病院 長野県松本市大字芳川村井町１２０９

59 独立行政法人国立病院機構　中信松本病院 長野県松本市大字寿豊丘８１１

60 独立行政法人国立病院機構　長野病院 長野県上田市緑が丘１－２７－２１

61 独立行政法人国立病院機構　小諸高原病院 長野県小諸市甲４５９８

62 信州大学医学部附属病院 長野県松本市旭３－１－１

63 横浜逓信病院 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-13-10

64 新潟逓信病院 新潟県新潟市中央区八千代２丁目２番８号
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H21.3.31

名　称 所　在　地

1 独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷２８０番地

2 独立行政法人国立病院機構　霞ヶ浦医療センター 茨城県土浦市下高津２－７－１４

3 独立行政法人国立病院機構　茨城東病院 茨城県那珂郡東海村照沼８２５

4 独立行政法人国立病院機構　栃木病院 栃木県宇都宮市中戸祭１－１０－３７

5 独立行政法人国立病院機構　宇都宮病院 栃木県宇都宮市下岡本町２１６０

6 独立行政法人国立病院機構　高崎病院 群馬県高崎市高松町３６

7 独立行政法人国立病院機構　沼田病院 群馬県沼田市上原町１５５１－４

8 独立行政法人国立病院機構　西群馬病院 群馬県渋川市金井２８５４

9 国立療養所栗生楽泉園 群馬県吾妻郡草津町大字草津乙６４７

10 独立行政法人国立病院機構　西埼玉中央病院 埼玉県所沢市若狭２－１６７１

11 独立行政法人国立病院機構　埼玉病院 埼玉県和光市諏訪２－１

12 独立行政法人国立病院機構　東埼玉病院 埼玉県蓮田市大字黒浜４１４７

13 国立がんセンター東病院 千葉県柏市柏の葉６－５－１

14 国立国際医療センター国府台病院 千葉県市川市国府台１－７－１

15 独立行政法人国立病院機構　千葉医療センター 千葉県千葉市中央区椿森４－１－２

16 独立行政法人国立病院機構　千葉東病院 千葉県千葉市中央区仁戸名町６７３

17 独立行政法人国立病院機構　下総精神医療センター 千葉県千葉市緑区辺田町５７８

18 独立行政法人国立病院機構　下志津病院 千葉県四街道市鹿渡９３４－５

19 国立成育医療センター 東京都世田谷区大蔵２－１０－１

20 国立国際医療センター 東京都新宿区戸山１－２１－１

21 国立がんセンター中央病院 東京都中央区築地５－１－１

22 国立精神・神経センター病院 東京都小平市小川東町４－１－１

23 独立行政法人国立病院機構　東京医療センター 東京都目黒区東が丘２－５－１

24 独立行政法人国立病院機構　災害医療センター 東京都立川市緑町３２５６

25 独立行政法人国立病院機構　東京病院 東京都清瀬市竹丘３－１－１

26 独立行政法人国立病院機構　村山医療センター 東京都武蔵村山市学園２－３７－１

27 国立療養所多磨全生園 東京都東村山市青葉町４－１－１

28 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 神奈川県横須賀市野比５－３－１

29 独立行政法人国立病院機構　相模原病院 神奈川県相模原市桜台１８－１

30 独立行政法人国立病院機構　神奈川病院 神奈川県秦野市落合６６６－１

31 独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター 神奈川県横浜市戸塚区原宿３－６０－２

32 独立行政法人国立病院機構　西新潟中央病院 新潟県新潟市西区真砂１－１４－１

33 独立行政法人国立病院機構　新潟病院 新潟県柏崎市赤坂町３－５２

34 独立行政法人国立病院機構　さいがた病院 新潟県上越市大潟区犀潟４６８－１

35 独立行政法人国立病院機構　甲府病院 山梨県甲府市天神町１１－３５

36 独立行政法人国立病院機構　東長野病院 長野県長野市上野２－４７７

37 独立行政法人国立病院機構　松本病院 長野県松本市大字芳川村井町１２０９

38 独立行政法人国立病院機構　中信松本病院 長野県松本市大字寿豊丘８１１

39 独立行政法人国立病院機構　長野病院 長野県上田市緑が丘１－２７－２１

40 独立行政法人国立病院機構　小諸高原病院 長野県小諸市甲４５９８

41 独立行政法人国立病院機構　箱根病院 神奈川県小田原市風祭４１２

42 新潟県立新発田病院 新潟県新発田市本町１丁目２番８号

（３－５）戦傷病者指定医療機関
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（単位：人）

現在数 うち主任児童委員

茨城県 5,157 319

栃木県 3,027 293

群馬県 4,056 366

埼玉県 8,583 644

千葉県 5,907 569

東京都 10,194 788

神奈川県 3,825 350

新潟県 3,458 304

山梨県 2,516 253

長野県 4,428 393

さいたま市 1,299 100

千葉市 1,414 147

横浜市 4,388 515

川崎市 1,529 108

新潟市 1,357 151

宇都宮市 772 79

川越市 466 44

船橋市 725 49

柏市 489 41

横須賀市 559 38

相模原市 881 52

長野市 789 74

65,819 5,677

中
 

核
 

市

合　計

（４）民生委員・児童委員及び主任児童委員の委嘱・指名状況

【平成２1年３月３１日現在】

都県市

都
　
　
県

指
定
都
市
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（単位：人）

人　数

茨城県 169

栃木県 144

群馬県 189

埼玉県 270

千葉県 313

東京都 2,097

神奈川県 298

新潟県 132

山梨県 67

長野県 175

さいたま市 85

千葉市 141

横浜市 360

川崎市 80

新潟市 79

4,599合　　　計

都
　
　
　
県

（５）都県別精神保健指定医の状況

【平成２1年３月３１日現在】

都 県 市 名

指
定
都
市
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（平成21年3月31日現在）

No. 組　　　合　　　名 主たる事務所の所在地

1 東和銀行生活協同組合 群馬県前橋市本町2-12-6

2 大東文化学園生活協同組合 埼玉県東松山市大字岩殿 560

3 生活協同組合連合会コープネット事業連合 埼玉県さいたま市根岸 1-4-13

4 新日軽生活協同組合 千葉県船橋市習志野 4-12-2

5 京成電鉄生活協同組合 千葉県習志野市津田沼 4-8-12

6 法政大学生活協同組合 東京都新宿区市ヶ谷田町 3-24-1

7 慶應義塾生活協同組合 東京都港区三田 2-15-45

8 東京医科歯科大学生活協同組合 東京都文京区湯島 1-5-45

9 芝浦工業大学消費生活協同組合 東京都江東区豊洲３－７－５

10 生活協同組合連合会大学生活協同組合東京事業連合 東京都渋谷区神宮前 6-24-4

11 東京工業大学生活協同組合 東京都目黒区大岡山 2-12-1

12 東洋大学生活協同組合 東京都文京区白山 5-28-20

13 日本無線生活協同組合 東京都三鷹市下連雀 5-1-1

14 明治学院消費生活協同組合 東京都港区白金台 1-2-37

15 國學院大學生活協同組合 東京都渋谷区東 4-10-28

16 早稲田大学生活協同組合 東京都新宿区西早稲田 1-6-1

17 日本女子大学生活協同組合 東京都文京区目白台 2-8-1

18 東京芸術大学生活協同組合 東京都台東区上野公園 12-8

19 東京電機大学生活協同組合 東京都千代田区神田錦町 2-2

20 シチズン生活協同組合 東京都西東京市田無町 6-1-12

21 東京工芸大学生活協同組合 神奈川県厚木市飯山 1583

22 共同印刷生活協同組合 東京都文京区小石川4-13-24

23 東京大学消費生活協同組合 東京都文京区本郷7-3-1

24 東京理科大学消費生活協同組合 東京都新宿区神楽坂1-3

25 昭和大学生活協同組合 東京都品川区旗の台1-5-8

（６）消費生活協同組合一覧
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  平成２１年３月３１日現在

都県名 施設所在地

埼玉県 川越市大字笠幡４０３３－２

千葉市緑区辺田町６０４

銚子市猿田町４４０

横浜市南区浦舟町３－４６

横浜市南区中村町３－２１１

（７） 保 護 施 設 一 覧　（5施設）

 

保護施設名

千葉県松風園

千葉県救護盲老人施設猿田荘

横浜市浦舟園

横浜市中央浩生館

川越市職業センター

千葉県

神奈川県
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○保健衛生施設等施設整備費国庫補助金 （単位：円）

都県市名 施　　　　設　　　　種　　　　別 施　　　設　　　名 設　　置　　主　　体
新規

・
継続

交　付　決　定　額

千葉県 結核患者収容モデル病室 総合病院国保旭中央病院 旭市 新規 989,000

千葉県 感染症指定医療機関 国保国吉病院 国保国吉病院組合 継続 1,823,000

東京都 感染症指定医療機関 公立昭和病院 昭和病院組合 新規 1,140,000

長野県 感染症指定医療機関 独立行政法人国立病院機構長野病院 独立行政法人国立病院機構長野病院 新規 1,512,000

千葉県 感染症外来協力医療機関 流山中央病院 医療法人社団曙会 新規 2,402,000

東京都 感染症外来協力医療機関 多摩総合医療センター（仮称） 東京都 新規 1,890,000

東京都 感染症外来協力医療機関 河北総合病院 医療法人財団河北総合病院 新規 4,282,000

東京都 感染症外来協力医療機関 聖路加国際病院 財団法人聖路加国際病院 新規 7,365,000

千葉市 精神保健福祉センター 千葉市こころの健康センター 千葉市 新規 49,953,000

9件 71,356,000

○保健衛生施設等設備整備費国庫補助金 （単位：円）

都県市名 設　　　備　　　　種　　　　別 施　　　設　　　名 設　　置　　主　　体 区分 交　付　決　定　額

東京都 エイズ治療拠点病院設備 大久保病院 財団法人東京都保健医療公社 　 3,115,000

東京都 エイズ治療拠点病院設備 青梅市立総合病院 青梅市 　 17,367,000

東京都 エイズ治療拠点病院設備 日本医科大学付属病院 学校法人日本医科大学 　 6,335,000

東京都 エイズ治療拠点病院設備 帝京大学医学部附属病院 学校法人帝京大学 　 11,584,000

東京都 エイズ治療拠点病院設備 東京女子医科大学病院 学校法人東京女子医科大学 　 2,084,000

東京都 エイズ治療拠点病院設備 日本赤十字社医療センター 日本赤十字社 　 8,505,000

東京都 エイズ治療拠点病院設備 武蔵野赤十字病院 日本赤十字社東京支部 　 2,499,000

東京都 エイズ治療拠点病院設備 聖路加国際病院 財団法人聖路加国際病院 　 4,723,000

長野県 難病医療拠点・協力病院 健和会病院 医療法人健和会 　 794,000

群馬県 感染症指定医療機関 前橋赤十字病院 日本赤十字社群馬県支部 陰圧 1,050,000

群馬県 感染症指定医療機関 原町赤十字病院 日本赤十字社群馬県支部 陰圧 1,050,000

群馬県 感染症指定医療機関 館林厚生病院 邑楽館林医療事務組合 陰圧 1,050,000

栃木県 感染症指定医療機関 独立行政法人国立病院機構栃木病院 独立行政法人国立病院機構栃木病院 陰圧 7,140,000

千葉県 感染症指定医療機関 国保国吉病院 国保国吉病院組合 初度 260,000

千葉県 感染症指定医療機関 国保国吉病院 国保国吉病院組合 陰圧 3,814,000

千葉県 感染症指定医療機関 千葉大学医学部附属病院 国立大学法人千葉大学 初度 325,000

長野県 感染症指定医療機関 独立行政法人国立病院機構長野病院 独立行政法人国立病院機構長野病院 陰圧 787,000

長野県 感染症指定医療機関 北信総合病院 長野県厚生農業協同組合連合会 陰圧 1,974,000

茨城県 食肉衛生検査所 県北・県西食肉衛生検査所 茨城県 ＢＳＥ 13,358,000

栃木県 食肉衛生検査所 県南・県北食肉衛生検査所 栃木県 ＢＳＥ 8,657,000

群馬県 食肉衛生検査所 食肉衛生検査所 群馬健 ＢＳＥ 8,446,000

埼玉県 食肉衛生検査所 食肉衛生検査センター 埼玉県 ＢＳＥ 15,997,000

千葉県 食肉衛生検査所 東総食肉衛生検査所 千葉県 ＢＳＥ 18,918,000

東京都 食肉衛生検査所 芝浦食肉衛生検査所 東京都 ＢＳＥ 87,034,000

東京都 食肉衛生検査所 芝浦食肉衛生検査所 東京都 その他 2,583,000

神奈川県 食肉衛生検査所 食肉衛生検査所 神奈川県 ＢＳＥ 9,993,000

新潟県 食肉衛生検査所 長岡食肉衛生検査センター 新潟県 ＢＳＥ 2,079,000

山梨県 食肉衛生検査所 食肉衛生検査所 山梨県 ＢＳＥ 3,316,000

長野県 食肉衛生検査所 上田、飯田、松本、長野食肉衛生検査所長野県 ＢＳＥ 8,928,000

さいたま市 食肉衛生検査所 食肉衛生検査所 さいたま市 ＢＳＥ 10,928,000

横浜市 食肉衛生検査所 食肉衛生検査所 横浜市 ＢＳＥ 13,138,000

新潟市 食肉衛生検査所 食肉衛生検査所 新潟市 ＢＳＥ 1,469,000

（８－１）保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金の交付状況

合　　　計
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（単位：円）

都県市名 設　　　備　　　　種　　　　別 施　　　設　　　名 設　　置　　主　　体 区分 交　付　決　定　額

新潟市 食肉衛生検査所 食肉衛生検査所 新潟市 その他 238,000

宇都宮市 食肉衛生検査所 食肉衛生検査所 宇都宮市 ＢＳＥ 3,213,000

宇都宮市 食肉衛生検査所 食肉衛生検査所 宇都宮市 その他 702,000

八王子市 食肉衛生検査所 食肉衛生検査所 八王子市 ＢＳＥ 3,061,000

長野県 精神科救急情報センター 精神科救急情報センター（仮称） 長野県 　 206,000

茨城県 マンモグラフィ検診精度向上事業 牛尾病院 医療法人竜仁会 　 7,759,000

埼玉県 マンモグラフィ検診精度向上事業 東松山医師会病院健診センター 社団法人東松山医師会病院 　 7,875,000

埼玉県 マンモグラフィ検診精度向上事業 朝霞台中央病院 医療法人社団武蔵野会 　 7,875,000

東京都 マンモグラフィ検診精度向上事業 こころとからだの元氣プラザ 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 　 7,875,000

新潟県 マンモグラフィ検診精度向上事業 新潟ブレスト健診センター 社団法人新潟県労働衛生医学協会 　 6,825,000

八王子市 マンモグラフィ検診精度向上事業 北原ＲＤクリニック 医療法人社団北原脳神経外科病院 　 7,875,000

東京都 組織バンク 東京大学医学部附属病院 国立大学法人東京大学 　 11,514,000

東京都 組織バンク 杏林大学医学部付属病院 学校法人杏林学園 　 52,048,000

茨城県 新型インフルエンザ患者入院医療機関 ４６医療機関 　 　 37,493,000

栃木県 新型インフルエンザ患者入院医療機関 １７医療機関 　 　 40,046,000

群馬県 新型インフルエンザ患者入院医療機関 　８医療機関 　 　 13,132,000

埼玉県 新型インフルエンザ患者入院医療機関 　９医療機関 　 　 4,034,000

千葉県 新型インフルエンザ患者入院医療機関 ４４医療機関 　 　 66,105,000

新潟県 新型インフルエンザ患者入院医療機関 ３５医療機関 　 　 53,802,000

山梨県 新型インフルエンザ患者入院医療機関 １９医療機関 　 　 16,517,000

長野県 新型インフルエンザ患者入院医療機関 ６８医療機関 　 　 41,144,000

291件 668,639,000合　　計
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阿見町 阿見町地域介護福祉空間整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 (仮)メディカルアシスト (有)メディカルアシスト 新規 15,000,000

大子町 日常生活圏域における公的介護保険施設等の面的整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 小規模多機能型居住介護ふれあいホーム虹の丘 医療法人　久仁会 新規 15,000,000

つくば市 つくば市市町村整備計画（桜地区） 小規模多機能型居宅介護拠点 (仮)楓 有限会社メディカルアシスト 新規 15,000,000

つくばみらい
市

つくばみらい市介護施設整備計画(小張・板橋・東地区） 小規模多機能型居宅介護拠点 小規模多機能型居住介護どんぐり 社会福祉法人　青洲会 新規 30,000,000

本庁北地区整備計画 介護予防拠点 本宮老人福祉センター 日立市 新規 1,764,000

多賀北地区整備計画 介護予防拠点 日立市油縄子交流センター 日立市 新規 7,500,000

南部地区整備計画 介護予防拠点 日立市大みか交流センター 日立市 新規 3,200,000

茨城県計 7計画 87,464,000

足利市 足利市地域密着型サービス整備事業（坂西地区）
認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型介護拠点

きらら 株式会社　ハートフルケア 新規 30,000,000

宇都宮市地域密着型サービス事業整備計画 認知症対応型共同生活介護 ホームタウン宝木 社会福祉法人　正恵会 新規 15,000,000

宇都宮市地域密着型サービス事業整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 ふじおか 社会福祉法人　長寿栄光会 新規 15,000,000

大田原市地域介護・福祉空間整備計画書 介護老人福祉施設 晴風園みどりの郷 (社）至誠会 新規 40,000,000

大田原市地域介護・福祉空間整備計画書 介護予防拠点 両郷コミュニティセンター 大田原市 新規 7,500,000

小山市大谷圏域整備計画 介護予防拠点 東野田東自治会公民館 小山市 新規 7,500,000

小山市間々田圏域整備計画 介護予防拠点 東黒田自治会公民館 小山市 新規 7,500,000

小山市豊田圏域整備計画 介護予防拠点 黒本自治会公民館 小山市 新規 7,500,000

小山市絹圏域整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 下梁公民館 小山市 新規 7,500,000

小山市生井圏域整備計画 介護予防拠点 旧生井公民館 小山市 新規 7,500,000

小山市桑圏域整備計画 介護予防拠点 羽川公民館 小山市 新規 7,500,000

佐野市佐野・堀米
認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護拠点

万葉堀米の里 社会福祉法人常磐福祉会 継続 30,000,000

佐野市犬伏
認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護拠点

いぬぶし ウェルエージング株式会社 継続 30,000,000

塩谷町 塩谷町（船生地域）介護施設基盤整備事業計画 認知症対応型共同生活介護 グループホームかわむら 社会福祉法人　あすなろ会 新規 15,000,000

真岡市山前地区公的介護施設整備計画 認知症高齢者グループホーム ふれんどグループホーム真岡 株式会社　フレンド 新規 15,000,000

真岡市大内地区公的介護施設整備計画 ユニット型小規模特別養護老人ホーム 三起の森 社会福祉法人　三起 新規 40,000,000

真岡市中村地区公的介護施設整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 きぬの園 株式会社ファミリーホームなか 新規 15,000,000

高根沢町 高根沢町高齢者総合保健福祉計画
小規模多機能型居住介護拠点
認知症対応型共同生活介護

そら、だいち 社会福祉法人　幸世会 新規 30,000,000

那珂川町 那珂川町中央圏域地域介護・福祉空間整備計画
小規模多機能型居宅介護拠点
認知症高齢者グループホーム

未定 医療法人社団　湘風会 新規 30,000,000

日光市大沢圏域地域介護・福祉空間整備計画
特別養護老人ホーム
小規模多機能型居宅介護拠点

特別養護老人ホーム「きわだの郷」 社会福祉法人日光福栄会 新規 55,000,000

日光市日光圏域地域介護・福祉空間整備計画 介護予防拠点 日光市小来川デイサービスセンター 日光市 新規 7,500,000

壬生町 壬生町壬生圏域整備計画
小規模多機能型居宅介護拠点
認知症高齢者グループホーム

ふれんど小規模多機能施設壬生
ふれんどグループホーム壬生

株式会社　フレンド 新規 30,000,000

栃木県計 22計画 450,000,000

伊勢崎市地域介護・福祉空間整備計画（あずま圏域） 小規模多機能型居宅介護拠点 (仮称)あおぞら 社会福祉法人　城東会 新規 15,000,000

伊勢崎市地域介護・福祉空間整備計画（さかい圏域） 認知症高齢者グループホーム (仮称)グループホームさかい ケアプライシステムズ株式会社 新規 15,000,000

板倉町 板倉町地域密着型サービス拠点整備 小規模多機能型居宅介護拠点 小規模多機能型居宅介護えがお 板倉町社会福祉協議会 新規 15,000,000

太田市 太田市中央圏域介護施設等整備計画 小規模特別養護老人ホーム 未定 社会福祉法人　福寿会 新規 40,000,000

渋川市 渋川市高齢者保健福祉計画（赤城・北橘） 小規模多機能型居宅介護拠点 小規模多機能型居宅介護八崎の家 (株)フジ建装 新規 15,000,000

沼田町東部圏域整備計画
認知症対応型デイサービスセンター
認知症高齢者グループホーム

(仮称)菜の花館園原デイサービス 社会福祉法人　なごみの杜 新規 25,000,000

沼田市北部圏域整備計画 認知症対応型デイサービスセンター ききようデイサービスセンター岡谷 社会福祉法人　桔梗会 新規 10,000,000

前橋市介護施設等整備計画（大胡） 認知症対応型共同生活介護 (仮称)グループホームかわらはま 特定非営利法人　三和会 新規 15,000,000

前橋市介護施設等整備計画（中川・文京・南部）
小規模多機能型居宅介護拠点
認知症対応型共同生活介護

未定 (医)富士たちばなクリニック 新規 30,000,000

群馬県計 9計画 180,000,000

朝霞市 朝霞市介護保険事業計画（第３生活圏域） 認知症対応型デイサービスセンター 第二ひいらぎの里 有限会社埼玉ライフサポート 新規 10,000,000

川口市 川口市横曽根地区面的整備計画 地域密着型特別養護老人ホーム (仮称)くすのき 社会福祉法人　くすのき 新規 40,000,000

（８－２）地域介護・福祉空間整備等交付金等の交付状況

○地域介護・福祉空間整備交付金

日立市

日光市

宇都宮市

小山市

大田原市

佐野市

真岡市

伊勢崎市

沼田市

前橋市
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行田市C圏域面的整備計画 認知症高齢者グループホーム 緑風苑グループホーム(仮称)百花 社会福祉法人　緑風苑 新規 15,000,000

行田市D圏域面的整備計画 認知症高齢者グループホーム 荘幸会グループホーム(仮称)憩いの杜荘幸会 医療法人　荘幸会 新規 15,000,000

久喜市 久喜市東地区整備計画 夜間対応型訪問介護ステーション (仮)ケア・ナイト ＮＰＯ法人いきいき社会生活センター 新規 5,000,000

鴻巣市 鴻巣市吹上圏域地域介護・福祉空間整備計画 介護予防拠点 鴻巣市高齢者福祉センターコスモスの家 鴻巣市 新規 7,500,000

白岡町 白岡町篠津・大山圏域整備計画 認知症対応型デイサービスセンター 光乃里認知症対応型通所介護 社会福祉法人　平盛会 新規 10,000,000

羽生市東中学校区地域介護・福祉空間整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 (仮称）アシストハウス藤井 有限会社アシストハウス 新規 15,000,000

羽生市南中学校区地域介護・福祉空間整備計画
認知症高齢者グループホーム
認知症対応型デイサービスセンター

(仮称)ふれあい羽生デイケア 埼玉県医療生活協同組合 新規 25,000,000

皆野町 皆野町面的整備計画 介護予防拠点 皆野町老人福祉センター　長生荘 皆野町 新規 7,500,000

和光市長寿あんしんグランドデザイン北エリア ケアハウス(特定施設) (仮)ケアハウス和光 社会福祉法人和光福祉会 新規 40,000,000

和光市長寿あんしんグランドデザイン中央エリア
小規模多機能型居宅介護拠点
認知症高齢者グループホーム

未定 未定 新規 30,000,000

埼玉県計 12計画 220,000,000

浦安市 浦安市中町地区介護保険施設等整備計画 介護予防拠点 浦安市老人福祉センター 浦安市 新規 7,500,000

大綱白里町 大綱白里町地域介護・福祉空間整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 かきつばた 社会福祉法人　翡翠会 新規 15,000,000

鴨川市 鴨川市鴨川地区地域介護・福祉空間整備等施設整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 未定 有限会社　フローラ 新規 15,000,000

野田市 野田市（南部・福田圏域）地域介護・福祉空間整備計画 特別養護老人ホーム (仮称)小規模特別養護老人ホームすばる 社会福井法人　昴 継続 40,000,000

松戸市 松戸市東部地区介護施設整備計画 特別養護老人ホーム (仮称)松峰苑 (仮称)社会福祉法人　松峰会 新規 40,000,000

茂原市 茂原市南地区整備計画 特別養護老人ホーム(定員29名以下) 特別養護老人ホームあんしん 社会福祉法人たむかい 新規 40,000,000

八街市 八街市八街中学校区生活圏域整備計画
小規模多機能型居宅介護拠点
認知症対応型デイサービスセンター

さわやかリビング八街さわやかデイ八街 株式会社　千葉総合介護サービス 新規 25,000,000

千葉県計 7計画 182,500,000

荒川区 南千住地区における公的介護施設等の整備計画 認知症対応型デイサービスセンター ゆうゆうらいふデイサービスセンター南千住 株式会社　いきいきらいふ 新規 10,000,000

大田区 地域密着型サービス整備計画（大田東） 認知症対応型共同生活介護 (仮称)グループホーム・ハート 株式会社　ハート 新規 15,000,000

葛飾区 葛飾区　南綾瀬・堀切・お花茶屋地区　整備計画 認知症対応型デイサービスセンター (仮称)かがやき 株式会社　グッドスタッフ 新規 10,000,000

北区 王子圏域地域介護・福祉空間整備計画
認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護拠点

多機能ホーム　トキ 東京リース株式会社 新規 30,000,000

江東区 江東区砂町圏域面的整備計画 認知症高齢者グループホーム (仮称)グループホームもしもし 非特定非営利活動法人なかよしネット遊歩 新規 15,000,000

品川区 品川第一地区整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 (仮称)小規模多機能型居宅介護：北品川倶楽部 未定 新規 15,000,000

新宿区介護保険サービス基盤整備計画（東圏域） 認知症高齢者グループホーム (仮称)矢来町グループホーム 社会福祉法人　三篠会 継続 15,000,000

新宿区介護保険サービス基盤整備計画（中央圏域）
小規模多機能型居宅介護拠点
認知症高齢者グループホーム
小規模特別養護老人ホーム

(仮称)マザアス新宿
(仮称)小規模多機能ホーム東戸山
(仮称)グループホーム東戸山
(仮称)小規模多機能ホーム

社会福祉法人　マザアス
医療法人社団　曙光会

継続 85,000,000

杉並区西荻地域整備計画 介護予防拠点 ゆうゆう善福寺館 杉並区 新規 6,050,000

杉並区高井戸地域整備計画 介護予防拠点 ゆうゆう高井戸東館 杉並区 新規 12,386,000

杉並区方南和泉地域整備計画 介護予防拠点 ゆうゆう大宮堀之内館 杉並区 新規 6,526,000

世田谷区九品仏地区公的介護施設等整備計画 認知症対応型共同生活介護 (仮称)奥沢７丁目ホーム 社会福祉法人　老後を幸せにする会 新規 15,000,000

世田谷区船橋地区公的介護施設等整備計画
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型通所介護

(仮称)グループホーム　千歳台 社会福祉法人　櫻灯会 新規 25,000,000

世田谷区上祖師谷地区公的介護施設等整備計画 認知症対応型共同生活介護 (仮称)せらび芦花公園 株式会社　日本ケアリンク 新規 15,000,000

台東区 台東区北部生活圏域整備計画
認知症対応型デイサービスセンター
介護予防拠点
地域包括支援センター

(仮称)清川二丁目福祉施設(仮称)北部老人福祉館 (福)清峰会、台東区 新規 18,500,000

千代田区 千代田区麹町高齢者施設整備

小規模多機能型居宅介護拠点
認知症高齢者グループホーム
小規模特別養護老人ホーム
認知症対応型デイサービスセンター

(仮称)麹町地域高齢者施設 社会福祉法人　新生寿会 新規 80,000,000

豊島区 平成２０年度豊島区西部圏域介護施設等整備計画 介護予防拠点 区民ひろば高松 豊島区 新規 7,500,000

中野区 中野区地域介護・福祉空間整備計画（南部圏域） 小規模多機能型居宅介護拠点地域包括支援センター (仮称)千代田會舘 社会福祉法人　ケアネット 新規 16,000,000

平成１９年度練馬区練馬地区公的介護施設等施設整備 認知症高齢者グループホーム (仮)グループホームゆりの花羽沢 (株)パル 継続 15,000,000

平成１９年度練馬区光が丘地区公的介護施設等整備計画 認知症高齢者グループホーム (仮)せらび光が丘 (株)日本ケアリンク 新規 15,000,000

平成１８年度練馬区石神井地区公的介護施設等整備計画
小規模多機能型居宅介護拠点
認知症高齢者グループホーム

(仮)薬師堂グループホームキミ (医)平真会 新規 30,000,000

平成１９年度練馬区大泉地区公的介護施設等整備計画 認知症対応型通所介護 (仮)大泉学園きんもくせい (医)翔洋会 新規 10,000,000

八王子市（元八王子地区）地域密着型サービス整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 ほっとひといき 八王子保険生活協同組合 新規 15,000,000

八王子市（片倉地区）地域密着型サービス整備計画 小規模特別養護老人ホーム (仮)丘の上レジテンス (社福)愛信芳主会 新規 40,000,000

東久留米市 東久留米市西部圏域整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 (仮称)小規模多機能事業所はちまん
特定非営利活動法人地域ケアネット
ワークゆいまある

新規 15,000,000

日野市 日野市いきいきタウン地域整備計画 認知症対応型デイサービスセンター 友遊ケアセンター 社会福祉法人　友遊ケアセンター 新規 10,000,000

羽生市

和光市

八王子市

新宿区

杉並区

世田谷区

練馬区

行田市
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市区町村名 計画名 施設種別 施設名 設置主体
新規

・
継続

交付決定額

町田市町田地区公的介護施設等整備計画 認知症高齢者グループホーム (仮称)グループホーム悠々園Ⅰ、Ⅱ 社会福祉法人　悠々会 新規 30,000,000

町田市南地区公的介護施設等整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 (仮称)南地区小規模多機能型居宅介護
ＮＰＯ法人アビリティクラブたすけあい町
田たすけあいワーカーズ

新規 15,000,000

町田市堺・忠生地区公的介護施設等整備計画 小規模多機能型居住介護拠点 (仮称)小規模多機能秋田高城 医療法人　久盛会 新規 5,000,000

三鷹市 三鷹市新川中原地区整備計画
夜間対応型訪問介護ステーション
地域包括支援センター

みたか紫水園(仮称) 社会福祉法人　たま紫水会 新規 6,000,000

東京都計 30計画 602,962,000

愛川町 愛川町介護保険施設等整備計画 認知症高齢者グループホーム グループホームさくら 医療法人　聖和会 新規 15,000,000

茅ヶ崎市 茅ヶ崎市地域密着型サービス等整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 ファミリーケアおざさ 医療法人社団　オーエフシー 新規 15,000,000

座間市 座間市地域介護・福祉空間整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 ふれんどりぃの郷 有限会社　ふれんどりぃ 新規 15,000,000

大和市 大和市地域介護・福祉空間推進計画 認知症高齢者グループホーム (仮称)プレマ会グループホーム 社会福祉法人　プレマ会 新規 15,000,000

横浜市保土ヶ谷区常盤台・上星川圏域整備計画
認知症対応型デイサービスセンター
介護予防拠点
域包括支援センター

常盤台地域ケアプラザ 社会福祉法人　なでしこ会横浜市 新規 18,500,000

横浜市金沢区六浦中学校区地域ケアプラザ圏域整備計画
認知症対応型デイサービスセンター
介護予防拠点
地域包括支援センター

柳町地域ケアプラザ 社会福祉法人　すみなす会横浜市 新規 18,500,000

横浜市栄区上条東圏域整備計画 地域包括支援センター 野七里地域ケアプラザ 横浜市 新規 1,000,000

横浜市瀬谷下瀬谷地域ケアプラザ圏域整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 六丁目のつどい 有限会社　有心会 新規 15,000,000

横浜市泉区中田中学校圏域整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 横浜いこいの里 社会福祉法人　きらめき会 新規 15,000,000

神奈川県計 9計画 128,000,000

柏崎市地域介護・福祉空間整備計画（東地域） 小規模多機能型居宅介護拠点 こもれび 株式会社　ケンブリッジ 新規 16,200,000

柏崎市地域介護・福祉空間整備計画（南地域） 小規模多機能型居宅介護拠点 ももの木柏崎 (株)スワロー 新規 16,200,000

五泉市五泉圏域公的介護施設等整備計画
認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護拠点

グループホーム楓の杜小規模多機能型居住介護　菜の花 株式会社ラカスタ、株式会社　菜の花 新規 30,000,000

五泉市村松圏域公的介護施設等整備計画 小規模特別養護老人ホーム 第二山王苑　あけぼの 社会福祉法人茨塚福祉会 継続 43,200,000

上越市直江津地区整備計画
認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護拠点
小規模特別養護老人ホーム

直江津あたごの園(仮称) 社会福祉法人　上越あたご福祉会 新規 75,600,000

上越市城東地区整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 ケアホーム樋場(仮称) 社会福祉法人　高田福祉会 新規 16,200,000

上越市清里地区整備計画 認知症対応型共同生活介護 グループホーム癒しの家 有限会社　藤田企画 新規 16,200,000

上越市中郷地区整備計画 認知症対応型共同生活介護 (仮称)グループホームえがお 株式会社　スマイル 新規 16,200,000

津南町 津南町公的介護施設等整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 スマイルハウスこたね (有)スマイルパートナーズ 新規 7,033,000

長岡市川東中央地域施設整備計画
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居住介護拠点
小規模特別養護老人ホーム

にこにこグループホーム第2ユニット
サポートセンター千手

ながおか医療生活協同組合
社会福祉法人　長岡福祉協会

新規 79,399,000

長岡市川東南地域施設整備計画
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型通所介護共同生活介護

グループホーム摂田屋デイホームささぶえ 社会福祉法人　信濃川令終会 新規 27,000,000

新潟市松浜・南浜・濁川地区整備計画 特別養護老人ホーム (仮)第二松浜園 (福)春陽福祉協会 新規 40,000,000

新潟市山の下、藤見、下山地区整備計画 認知症高齢者グループホーム (仮)グループホーム空港西 (福)愛宕福祉会 新規 15,000,000

新潟市曽野木・両川地区整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 (仮)ささえ愛わりの (仮)ささえあいコミュニティ生活協同組合 新規 15,000,000

新潟市新津第五・新関地区整備計画 認知症高齢者グループホーム (仮)滝谷の園 (福)心友会 新規 15,000,000

新潟市小合・金津・小須戸地区整備計画
特別養護老人ホーム
小規模多機能型居宅介護拠点

(仮)第二かんばらの里(仮)大鹿 (福)秋葉福祉会(福)心友会 新規 55,000,000

新潟市臼井・白根北地区整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 (仮)うすい (福)愛宕福祉会 新規 15,000,000

新潟市巻東・巻西地区整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 (仮)漆山久兵衛さあ一家 (福)新潟南福祉会 新規 15,000,000

新潟市岩室地区整備計画 特別養護老人ホーム（29人以下） (仮)遊生の森(仮)まいらいふ岩室 (福)遊生会 新規 55,000,000

村上市（旧山
北町）

山北町整備計画書 認知症高齢者グループホーム (仮称)グループホーム山北 有限会社　アシスト 新規 15,000,000

新潟県計 20計画 583,232,000

甲斐市 甲斐市介護保険竜王日常生活圏域整備計画 小規模特別養護老人ホーム あかさか (福)翔栄会 継続 40,000,000

甲府市介護・福祉空間整備計画(西部地域） 特別養護老人ホーム わか柳 (仮称)(福)裕良会 継続 40,000,000

甲府市介護・福祉空間整備計画(中道・上九一色地域)
認知症対応型デイサービスセンター
認知症高齢者グループホーム

デイサービス城南・グループホーム城南 (有)鈴の音 継続 50,000,000

甲府市介護・福祉空間整備計画(南部地域)
認知症対応型デイサービスセンター
認知症高齢者グループホーム

古上条認知症対応型通所介護
風林荘デイサービス
グループホームふるかみの家
風林荘グループホーム

(福)笹の葉会(福)さくら会 継続 70,000,000

甲府市介護・福祉空間整備計画(北部地域）
認知症高齢者グループホーム
特別養護老人ホーム

グループホームめだかの学校千塚公園西
グループホームめだかの学校・湯村
特別養護老人ホーム志摩の郷・湯村

(福)ひかりの里 新規 25,000,000

山梨県計 5計画 225,000,000

朝日村 朝日村地域介護・福祉空間整備計画 小規模の特別養護老人ホーム ゆめの里朝日 (福)松本ハイランド 新規 40,000,000

飯田市 飯田市Ｂブロック整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 北方の空(仮称) 社会福祉法人　一陽会 新規 15,000,000

上田市 上田市城下地域包括支援センター地区整備計画
認知症高齢者グループホーム
認知症対応型デイサービスセンター

グループホーム諏訪形諏訪形デイサービスセンター (福)山栄会 新規 25,000,000

長岡市

新潟市

甲府市

町田市

柏崎市

五泉市

上越市

横浜市
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市区町村名 計画名 施設種別 施設名 設置主体
新規

・
継続

交付決定額

大桑村 大桑村地域福祉・介護予防推進計画 地域包括支援センター 大桑村地域法勝支援センター 大桑村 新規 1,000,000

大鹿村 大鹿村地域介護・福祉空間整備計画 生活支援ハウス介護予防拠点 生活支援センター母子保健センター老人福祉センター 大鹿村 新規 40,471,000

木曽町 木曽町住みよい地域づくり計画 介護予防拠点 木曽福島老人憩いの家 木曽町 新規 7,455,000

塩尻市 塩尻市北部圏域における公的介護施設等整備事業計画 認知症高齢者グループホーム (仮称)グループホームこまくさ宮ノ前 (福)恵和会 継続 15,000,000

諏訪市 上諏訪中学・諏訪中学圏整備計画
小規模特別養護老人ホーム
認知症高齢者グループホーム
認知症対応型デイサービスセンター

諏訪福祉会複合福祉施設 (福)諏訪福祉会 新規 65,000,000

高森町 高森町地域介護・福祉空間整備計画 介護予防拠点 吉田第７常会集会施設山吹中集会施設 町内自治会 新規 4,830,000

高山村 高山村認知症高齢者グループホーム整備計画 認知症高齢者グループホーム グループホーム朝日 (福)ハイネスライフ 新規 15,000,000

辰野町 辰野町介護予防拠点整備計画 介護予防拠点 下辰野介護予防センター 辰野町 新規 7,500,000

東御市 東御市和圏域地域介護・福祉空間整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 小規模多機能型「愛和園」 (株)ライフサポート陽心 新規 15,000,000

富士見町 富士見町地域介護・福祉空間整備計画 認知症高齢者グループホーム 富士見高原病院グループホーム 長野県厚生農業協同組合連合会 新規 15,000,000

松本市地域介護・福祉空間整備計画 小規模多機能型居宅介護拠点 里山辺の杜 (株)ライフケア 継続 15,000,000

松本市地域介護・福祉空間整備計画 認知症高齢者グループホーム (仮称)グループホームとなりの縁側おかだ (福)平成会 新規 15,000,000

南木曽町 南木曽町介護予防拠点市施設整備計画 介護予防拠点 南木曽町公民館三留野分館 南木曽町 継続 7,500,000

宮田村 宮田村老人福祉センター（介護予防拠点施設）改修事業 介護予防拠点 宮田村老人福祉センター、なごみ家 宮田村 新規 15,000,000

長野県計 17計画 318,756,000

合　　計

(87市町村)
　注）「新規・継続」欄の「新規」は平成20年度における新規事業、「継続」は平成19年度からの継続事業を表しています。

2,977,914,000138計画

松本市
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（単位：千円）

つくば市 つくば市市町村整備計画（谷田部西地区） 夜間対応型訪問介護の実施に必要な事業 新規 30,000

古河市 古河市介護施設整備計画（１～５地区） 夜間対応型訪問介護の実施に必要な事業 新規 25,800

茨城県計 ２計画 55,800

高根沢町 高根沢町高齢者総合保健福祉計画 高齢者と障害者や小どもとの共生型サービスを行う事業 新規 3,000

小山市中圏域整備計画 介護予防拠点整備事業 新規 3,000

小山市穂積圏域整備計画 介護予防拠点整備事業 新規 3,000

宇都宮市地域密着型サービス事業整備計画 夜間対応型訪問介護の実施に必要な事業 新規 30,000

宇都宮市地域密着型サービス事業整備計画 夜間対応型訪問介護の実施に必要な事業 新規 30,000

栃木県計 ５計画 69,000

沼田市 沼田市南部圏域整備計画 認知症情報センター拠点及び認知症ケアサポートセンター諸設備購入事業 新規 3,000

桐生市第４生活圏域介護施設等整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 2,926

桐生市第１生活圏域介護施設等整備計画 高齢者自立生活支援テレビ電話設置事業 新規 2,949

板倉町 板倉町地域密着型サービス拠点整備 社会参加と健康づくり事業 新規 3,000

伊勢崎市地域介護・福祉空間整備計画（あかぼり圏域） 平成20年度伊勢崎市地域・介護福祉空間整備事業 新規 1,990

伊勢崎市地域介護・福祉空間整備計画（さかい圏域） 平成20年度伊勢崎市地域・介護福祉空間整備事業 新規 3,000

群馬県計 ６計画 16,865

長瀞町 長瀞町整備計画 夜間対応型訪問介護の実施に必要な事業 新規 3,000

久喜市 久喜市東地区整備計画 高齢者と障害者や小どもとの共生型サービスを行う事業 新規 30,000

埼玉県計 ２計画 33,000

酒々井町 酒々井町地域介護・福祉空間整備事業 酒々井町地域介護・福祉空間整備事業 新規 3,000

佐倉市 佐倉市の介護施設等の整備に関する計画（志津北部圏域）
夜間対応型訪問介護の実施に必要な事業
その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事
業

新規 33,000

君津市 君津市地域介護・福祉空間整備計画（君津地区） 屋外運動習慣化事業 新規 3,000

柏市地域介護・福祉空間整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 2,780

柏市地域介護・福祉空間整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 2,847

印西市 印西市地域介護・福祉空間整備計画
高齢者と障害者や小どもとの共生型サービスを行う事業
小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業

新規 6,000

千葉県計 ６計画 50,627

町田市南地区公的介護施設等整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 3,000

町田市堺・忠生地区公的介護施設等整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 3,000

日野市 日野市いきいきタウン地域整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 3,000

東久留米市 東久留米市西部圏域整備計画 高齢者と障害者や小どもとの共生型サービスを行う事業 新規 3,000

羽村市 市内光園への介護予防遊具の設置 川崎公園の整備 新規 2,993

平成２０年度練馬区光が丘地区公的介護施設等整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 3,000

平成２０年度練馬区石神井地区公的介護施設等整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 3,000

杉並区 杉並区荻窪地域整備計画 夜間対応型訪問介護の実施に必要な事業 新規 23,235

品川第一地区整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 3,000

大井第一地区整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 3,000

狛江市 屋外健康増進器具設置事業計画 屋外健康増進器具設置事業 新規 3,000

江戸川区小岩事務所圏域整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 2,997

江戸川区東部事務所圏域整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 2,918

江戸川区区民課圏域整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 3,000

足立区北東地区介護施設等基盤整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 6,000

足立区北西地区介護施設等基盤整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 3,000

東京都計 16計画 71,143

○地域介護・福祉空間推進交付金

品川区

練馬区

町田市

柏市

伊勢崎市

桐生市

小山市

宇都宮市

足立区

江戸川区

交付決定額整備計画名市区町村名 事業名
新規

・
継続
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新規

・
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横浜市港北区日吉台中学校区整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 3,000

横浜市瀬谷下瀬谷地域ケアプラザ圏域整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 3,000

横浜市西区藤棚地域ケアプラザ圏域整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 3,000

横浜市中区本牧和田地域ケアプラザ圏域整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 3,000

横浜市磯子区滝頭地域ケアプラザ圏域整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 3,000

横浜市東戸塚地域ケアプラザ圏域整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 2,540

横浜市瀬谷区二ツ橋地域ケアプラザ圏域整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 3,000

藤沢市 藤沢市湘南台地区市町村整備計画 共生型サービス拠点整備事業 新規 3,000

相模原市 相模原市藤野地域整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 3,000

寒川町 寒川町地域介護・福祉空間整備（推進）計画 都市公園における介護予防遊具の設置事業 新規 1,228

川崎市川崎区地域密着型サービス拠点整備計画
小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業
夜間対応型訪問介護の実施に必要な事業

新規 36,000

川崎市高津区地域密着型サービス事業整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 3,000

川崎市宮前区地域密着型サービス事業整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 6,000

川崎市宮前区地域密着型サービス拠点整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 3,000

茅ヶ崎市 茅ヶ崎市地域密着型サービス等整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 3,000

神奈川県計 15計画 78,768

妙高市 妙高市妙高地区地域介護・福祉空間整備計画 共生型サービス拠点整備事業 新規 3,000

新潟市葛塚・木崎・早通地区整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 3,000

新潟市鳥屋野・上山・山潟地区整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 2,942

新潟市亀田・亀田西地区整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 137

新潟市曽野木・両川地区整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 3,000

新潟市新津第五・新関地区整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 141

新潟市新津第一・新津第二地区整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 1,855

新潟市白井・白根北地区整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 3,000

新潟市白南・白根第一地区整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 858

新潟市巻東・巻西地区整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 3,854

長岡市川東中央地域施設整備計画 高齢者と障害者や小どもとの共生型サービスを行う事業 新規 3,000

長岡市川東南地域施設整備計画 高齢者と障害者や小どもとの共生型サービスを行う事業 新規 3,000

上越市 上越市城西地区整備計画 緊急通話システムの設備整備事業 新規 1,047

新潟県計 13計画 28,834

宮田村 宮田村老人福祉センター（介護予防拠点施設）改修事業 介護予防拠点整備事業 新規 3,000

箕輪町介護予防拠点整備計画
その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事
業
高齢者と障害者や小どもとの共生型サービスを行う事業

新規 9,000

箕輪町介護予防拠点整備計画
その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事
業
高齢者と障害者や小どもとの共生型サービスを行う事業

新規 24,000

南箕輪村世代間交流施設整備計画 世代間交流施設備品設置事業 新規 2,982

南箕輪村高齢者元気空間整備計画 多目的屋外運動施設付帯設備整備事業 新規 3,000

辰野町介護予防拠点整備計画（神戸地区） 介護予防空間整備事業 新規 3,000

辰野町介護予防拠点整備計画（かたくりの里） 介護予防空間整備事業 新規 3,000

辰野町介護予防拠点整備計画 介護予防空間整備事業 新規 6,000

辰野町介護予防拠点整備計画 介護予防空間整備事業 新規 6,000

辰野町介護予防拠点整備計画（今村地区） 介護予防空間整備事業 新規 3,000

辰野町介護予防拠点整備計画（唐木沢地区） 介護予防空間整備事業 新規 3,000

佐久市 岩村田・東・中部地域高齢者福祉施設整備計画 岩村田・東・中部地域高齢者福祉施設整備事業 新規 3,000

軽井沢町 軽井沢町社会福祉協議会小規模多機能型居宅介護整備計画 小規模多機能型居住介護拠点の設備の整備に必要な事業 新規 3,000

岡谷市 岡谷北部中学圏域整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 3,000

大桑村 大桑村地域福祉・介護予防推進計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 1,026

横浜市

長岡市

新潟市

川崎市

辰野町

南箕輪村

箕輪町
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交付決定額整備計画名市区町村名 事業名
新規

・
継続

上田市中央地域包括支援センター地区整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 3,000

上田市川西地域包括支援センター地区整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 3,000

上田市神川地域包括支援センター地区整備計画 その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 新規 3,000

飯島町介護予防拠点施設整備計画 共生型サービス拠点整備事業 新規 15,000

飯島町介護予防拠点施設整備計画 共生型サービス拠点整備事業 新規 3,000

朝日村 朝日村地域介護・福祉空間整備計画 高齢者と障害者や小どもとの共生型サービスを行う事業 新規 3,000

長野県計 21計画 106,008

合計
(23市区町村)

86計画 510,045

　注）「新規・継続」欄の「新規」は平成20年度における新規事業、「継続」は平成19年度からの継続事業を表しています。

上田市

飯島町
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那珂市 那珂市整備計画 先進的事業（ユニット化） 特別養護老人ホームナザレ園 (福)ナザレ園 新規 10,000,000

茨城県計 1計画 10,000,000

高崎市 高崎市整備計画
先進的事業(市町村提案
【SP】）

グループホーム　ビオラ 医療法人社団　醫光会 新規 3,444,000

群馬県計 1計画 3,444,000

長瀞町
長瀞町高齢者児童共生スペース施設整備事業
計画

先進的事業(市町村提
案）

長瀞町高齢者児童共生スペース 長瀞町 新規 30,000,000

坂戸市 坂戸市先進的整備計画
先進的事業(市町村提案
【SP】）

坂戸東グループホームそよ風
坂戸西グループホームそよ風
あったかホーム

株式会社　日本メディケア
サポート
有限会社あったかホーム

新規 13,032,000

埼玉県計 2計画 43,032,000

習志野市 ブレーメン型地域社会モデル事業
先進的事業(市町村提
案）

未定 未定 新規 30,000,000

酒々井町 酒々井町地域介護・福祉空間整備事業
先進的事業(市町村提
案）

酒々井町保健センター 酒々井町 新規 30,000,000

千葉県計 2計画 60,000,000

台東区 台東区　北部生活圏域整備計画
先進的事業(市町村提
案）

(仮称)清川二丁目福祉施設 (福)清峰会 新規 3,000,000

東京都計 1計画 3,000,000

横浜市

横浜市共生のまちづくり推進計画（①住民の社
会参加を踏まえた地域見守りネットワーク拠点
及び多世代交流スペース・就労支援拠点の整
備、②地域に開かれた多目的・多機能レストラ
ンを備えた高齢者グループリビング拠点の整
備）

先進的事業(市町村提
案）

さなぎの食堂・住民交流サロン
お好み焼きころんぶす石川町駅前
店
高齢者グループリビング「グレー
ス」・レストラン「風の音」

特定非営利活動法人さな
ぎ達
株式会社Ｋ2インターナショ
ナルジャパン
株式会社アイシマ

新規 60,000,000

神奈川県計 1計画 60,000,000

弥彦村
グループホームこいてスプリンクラー設備設置
計画

先進的事業(市町村提案
【SP】）

グループホームこいて 弥彦村 新規 3,240,000

妙高市 妙高市整備計画
先進的事業(市町村提
案）

共生型サービス拠点
社会福祉法人　妙心福祉
会

新規 30,000,000

新潟市整備計画書 先進的事業（ユニット化） 特別養護老人ホームまつはま園 (福)春陽福祉協会 新規 20,000,000

新潟整備計画
先進的事業(市町村提案
【SP】）

グループホームこもれび
グループホーム大杉
グループホームうすい

(福)愛宕福祉会
(福)大計福祉会

新規 13,338,000

長岡市高齢者介護・地域交流等推進事業計画
先進的事業(市町村提
案）

カフェテラス　サポートセンター千
手

社会福祉法人　長岡三古
老人福祉会

新規 2,600,000

長岡市高齢者介護・地域交流等推進事業計画
先進的事業(緊急ショート
ステイ）

高町　緊急ショートステイ
ながおか医療生活協同組
合

新規 1,000,000

長岡市高齢者介護・地域交流等推進事業計画
先進的事業(市町村提
案）

地域交流スペース　四郎丸わいが
家
地域交流スペース笹崎わいが家

未定 新規 52,000,000

新潟県計 7計画 122,178,000

甲府市 甲府市介護・福祉先進的事業整備計画 先進的事業（ユニット化） ロイヤルあかし (福)日新会 新規 12,000,000

甲斐市整備計画 先進的事業（ユニット化） 特別養護老人ホーム　めぐみ荘 (福)泉芽会 新規 36,000,000

甲斐市整備計画
先進的事業(市町村提案
【SP】）

認知症高齢者グループホーム　ナ
イスケア「樫の木」

(福)三井福祉会 新規 4,293,000

山梨県計 3計画 52,293,000

宮田村 高齢者・障がい者等の生きがいづくり支援事業
先進的事業(市町村提
案）

宮田村なごみ家夢工房 宮田村 新規 30,000,000

三日町上町地区高齢者支えあい拠点施設整備
事業

先進的事業(市町村提
案）

三日町上町地区高齢者支えあい
拠点

箕輪町 新規 30,000,000

特養みのわ園地域交流スペース事業
先進的事業(市町村提
案）

特養みのわ園地域交流スペース 箕輪町 新規 30,000,000

木下一の宮高齢者ふれあい施設整備事業
先進的事業(市町村提
案）

木下一の宮高齢者ふれあい施設 箕輪町 新規 30,000,000

ケアセンターふれあい広場設置事業
先進的事業(市町村提
案）

ケアセンターふれあい広場 箕輪町 新規 30,000,000

上古田地区高齢者生きがいづくり拠点整備事
業

先進的事業(市町村提
案）

上古田地区高齢者生きがいづくり
拠点

箕輪町 新規 30,000,000

南箕輪村特別養護老人ホーム整備計画
先進的事業（緊急ショー
トステイ）

特別養護老人ホーム南箕輪老人
ホーム

(福)上伊那福祉協会 新規 3,000,000

南箕輪村高齢者元気空間整備計画
先進的事業(市町村提
案）

多目的屋外運動施設 南箕輪村 新規 30,000,000

富士見町 富士見町地域介護・福祉空間整備計画
先進的事業(市町村提案
【SP】）

小規模福祉施設
長野県厚生農業協同組合
連合会

新規 2,055,000

波田町 波田町整備計画
先進的事業(市町村提
案）

養護老人ホーム
松塩安筑老人福祉施設組
合

新規 30,000,000

中川村 中川村終末ケア施設整備計画
先進的事業(市町村提
案）

グループホーム「妻の家・ぶどうの
木Ⅲ」

社会福祉法人妻の家 新規 30,000,000

新潟市

長岡市

甲斐市

箕輪町

○先進的事業支援特例交付金

市区町村名 交付決定額計画名
新規

・
継続

事業区分 施設名 設置主体

南箕輪村
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市区町村名 交付決定額計画名
新規

・
継続

事業区分 施設名 設置主体

赤羽介護予防空間整備事業
先進的事業(市町村提
案）

赤羽介護予防センター 辰野町 新規 30,000,000

神戸介護予防空間整備事業
先進的事業(市町村提
案）

神戸介護予防センター 辰野町 新規 30,000,000

唐木沢介護予防空間整備事業
先進的事業(市町村提
案）

唐木沢介護予防センター 辰野町 新規 29,097,000

下諏訪町 下諏訪町施設整備計画
先進的事業(市町村提
案）

介護老人福祉施設
介護老人保健施設　グレイスフル
下諏訪

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン

新規 30,000,000

塩尻市 塩尻市整備計画
先進的事業(市町村提案
【SP】）

グループホームまほろば 医療法人社団　啓仁会 新規 2,835,000

上田市介護療養型医療施設転換整備計画
介護療養型医療施設転
換整備計画に基づく事業

鹿教湯病院分院 長野県厚生農業協同組合 新規 9,000,000

上田市介護療養型医療施設転換整備計画
介護療養型医療施設転
換整備計画に基づく事業

三才山病院 長野県厚生農業協同組合 新規 118,800,000

共生型サービスの提供スペース設置
先進的事業(市町村提
案）

共生型サービスの提供スペース 長野県厚生農業協同組合 新規 30,000,000

介護老人保健施設共生型施設整備事業
先進的事業(市町村提
案）

飯田市上郷介護老人保健施設 飯田市 新規 30,000,000

養護老人ホーム信濃寮共生型施設整備事業
先進的事業(市町村提
案）

養護老人ホーム信濃寮 社会福祉法人　萱垣会 新規 30,000,000

柏木区高齢者支えあい拠点施設整備事業
先進的事業(市町村提
案）

高齢者支えあい拠点 飯島町 新規 30,000,000

南割区高齢者支えあい拠点施設整備事業
先進的事業(市町村提
案）

高齢者支えあい拠点 飯島町 新規 30,000,000

滝ヶ原交流センター施設整備事業
先進的事業(市町村提
案）

特別養護老人ホーム越百園地域
交流スペース

飯島町 新規 30,000,000

南街道地区高齢者支えあい拠点施設整備事業
先進的事業(市町村提
案）

高齢者支えあい拠点 飯島町 新規 30,000,000

特別養護老人ホーム越百園緊急用ショートス
ティ居室整備計画

先進的事業（緊急ショー
トステイ）

特別養護老人ホーム越百園緊急
用ショートスティ居室

飯島町 新規 4,000,000

地域交流スペース
先進的事業(市町村提
案）

特別養護老人ホーム越百園地域
交流スペース

飯島町 新規 30,000,000

朝日村地域介護・福祉空間整備計画
先進的事業(市町村提
案）

朝日村運動広場ゲートボールセン
ター・テニスコート

朝日村 新規 30,000,000

朝日村地域介護・福祉空間整備計画
先進的事業(市町村提
案）

ゆめの里朝日(仮称)
社会福祉法人　松本ハイ
ランド

新規 10,000,000

長野県計 29計画 808,787,000

合計

(27市区町村)
　注）「新規・継続」欄の「新規」は平成20年度における新規事業、「継続」は平成19年度からの継続事業を表しています。

47計画

朝日村

1,162,734,000

辰野町

上田市

飯田市

飯島町
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○都道府県交付金 (単位：円)

茨城県 児童養護施設  (仮）樹学園  (福)つつみ会 茨城町 創設 新規 113,558,000

1件 113,558,000

栃木県 児童養護施設  氏家養護園  (福)養徳園 さくら市 改築 新規 78,740,000

1件 78,740,000

婦人相談所一時保護施設  千葉県女性サポートセンター  千葉県 千葉市 改築 新規 4,200,000

乳児院 (仮）コミュニティ長柄 （仮）共育のひろば 長柄町 創設 新規 24,500,000

2件 28,700,000

児童養護施設  (仮）第二至誠学園  (福)至誠学舎立川 立川市 創設 新規 39,916,000

児童養護施設 　双葉園 　（福）恩賜財団東京都同胞援護会 昭島市 増築 新規 14,784,000

児童養護施設 　東京サレジオ学園 　（福）東京サレジオ学園 小平市 増築 新規 14,784,000

児童養護施設 　調布学園 　（福）六踏園 調布市 増築 新規 14,784,000

児童養護施設 共生会希望の家 （福）共生会 葛飾区 増築 新規 14,784,000

　婦人保護施設 いずみ寮 （社）ベテスダ奉仕女母の家 練馬区
大規模
修繕

継続 19,088,000

6件 118,140,000

神奈川県 　児童養護施設 （仮）ふれあい学園 　(福)輝雲会 愛川町 創設 継続 101,774,000

1件 101,774,000

新潟県 母子生活支援施設 　みこころ荘 （福）フランシスコ第三会マリア園 上越市 拡張 新規 26,880,000

1件 26,880,000

山梨県 児童自立支援施設  甲陽学園  山梨県 甲府市 増改築 継続 39,299,000

1件 39,299,000

長野県 児童養護施設 　おさひめチャイルドキャンプ  (福)長姫福祉会 飯田市 拡張 新規 27,806,000

1件 27,806,000

宇都宮市 保育所 　たんぽぽ保育園 （福）あさぐら会 宇都宮市
改築　　　　　民

老
新規 53,375,000

1件 53,375,000

川越市 保育所 　芳野保育園  (福）和会 川越市 増改築 新規 43,100,000

1件 43,100,000

柏市 保育所 　吉野沢保育園 （福）惠史会 柏市 創設 新規 57,720,000

1件 57,720,000

横浜市 児童養護施設  聖母愛児園  (福)キリスト教児童福祉会 横浜市
増改築
民老

継続 127,151,000

横浜市 児童養護施設  杜の郷  (福)杜の会 横浜市 創設 継続 100,660,000

横浜市 児童養護施設  (仮）ポート金が谷  (福)くるみの会 横浜市 創設 新規 22,163,000

横浜市 保育所  (仮）矢向三丁目方面保育所  (福)夢工房 横浜市 創設 新規 74,080,000

横浜市 保育所  (仮）下永谷二丁目方面保育所  (福)同塵会 横浜市 創設 新規 61,090,000

横浜市 保育所  (仮）さちが丘方面保育所  (福)伸愛会 横浜市 創設 新規 61,090,000

横浜市 保育所  (仮）松見町一丁目方面保育所  (福)そだちの杜 横浜市 創設 新規 45,700,000

横浜市 保育所  とつかルーテル保育園  (福)イクソスの会 横浜市 増築 新規 53,160,000

横浜市 保育所  金剛保育園  (福)金剛保育園 横浜市
増改築
民老

継続 81,995,000

横浜市 保育所  明徳乳児保育所  (福)明徳福祉会 横浜市
増改築
民老

新規 2,191,000

長野県計

柏市計

川越市計

宇都宮市計

山梨県計

新潟県計

工事
区分設置主体

神奈川県計

東京都計

茨城県計

千葉県

東京都

(８－３) 次世代育成支援対策施設整備交付金の交付状況

千葉県計

栃木県計

国庫所要額

新規
・

継続
所在地

市区町村名 施設名施設種別
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工事
区分設置主体 国庫所要額

新規
・

継続
所在地

市区町村名 施設名施設種別

横浜市 保育所  中希望が丘保育園  (福)みらい 横浜市
増改築
民老

新規 3,185,000

横浜市 保育所  聖母の園保育園  (福)聖母会 横浜市
増改築
民老

新規 2,873,000

13件 635,338,000

川崎市 保育所  (仮）京町保育園跡地保育所  (福)三條会 川崎市 創設 新規 67,660,000

川崎市 保育所  (仮）元住吉駅周辺保育所  (福)大慈会 川崎市 創設 新規 48,560,000

2件 116,220,000

新潟市 保育所  (仮）ふじみの森保育園  (学）藤見学園 新潟市 創設 新規 33,620,000

1件 33,620,000

32件 1,474,270,000

注１）「工事区分」欄の「民老」は老朽の程度の著しい民間社会福祉施設の整備を図る趣旨で設けられている整備区分です。

注２）「新規・継続」欄の「新規」は平成２０年度における新規事業、継続は平成１９年度からの継続事業を表しています。

合計（14都県市）

新潟市計

横浜市計

川崎市計
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○児童及び母子関連施設分
(単位：円)

行方市 保育所 玉造第一保育園 （福）聖隷会 行方市 改築 継続 49,030,000

鉾田市 保育所 青山保育園 （福）新宮福祉会 鉾田市 増改築 継続 69,415,000

茨城県計 2件 118,445,000

埼玉県 児童養護施設 いわつき  埼玉県 さいたま市 大規模修繕 継続 99,648,000

行田市 保育所 ホザナ保育園 （福）荒木ホザナ会 行田市 改築 継続 9,839,000

戸田市 保育所 （仮）戸田駅西保育園 （福）さきたま会 戸田市 創設 継続 69,810,000

埼玉県計 3件 179,297,000

松戸市 保育所 （仮）グローバルキッズ （福）東進 松戸市 創設 継続 55,880,000

千葉県計 1件 55,880,000

東京都 児童養護施設 興望館沓掛学荘 （福）興望館 東京都 改築 継続 86,926,000

東京都 児童養護施設 興望館沓掛学荘 （福）興望館 東京都 大規模 継続 5,926,000

中野区 保育所 （仮）桃が丘保育園 （福）さゆり会 中野区 創設 継続 72,020,000

北区 保育所 木の実保育園 （福）木の実会 北区 増改築 継続 32,216,000

北区 保育所 労働者クラブ保育園 （福）労働者クラブ保育園 北区 改築 継続 63,274,000

板橋区 保育所 松葉保育園 （福）松葉の園 板橋区 大規模修繕 継続 5,250,000

板橋区 保育所 東京自由保育園 （福）東京自由保育園 板橋区 大規模修繕 継続 17,996,000

八王子市 保育所 八王子隣保館保育園 （福）東京都福祉事業協会 八王子市 増改築 継続 62,400,000

八王子市 保育所 （仮）駅前なかよし保育園 （福）育美会 八王子市 創設 継続 77,150,000

青梅市 保育所 友田保育園 （福）友田保育園 青梅市 増改築 継続 54,306,000

町田市 保育所 ひかりの子保育園 （福）新生会 町田市 増改築 継続 20,965,000

町田市 保育所 木曽保育園 （福）蘭会 町田市 増改築 継続 63,972,000

小金井市 保育所 こむぎ保育園 （福）友好福祉会 小金井市 増改築 継続 34,295,000

東久留米市 保育所 くるみ保育園 （福）聖心会 東久留米市 大規模修繕 継続 2,980,000

東京都計 14件 599,676,000

神奈川県 児童養護施設 　エリザベスサンダースホーム 　（福）エリザベスサンダースホーム 神奈川県 改築 継続 122,777,000

神奈川県計 1件 122,777,000

さいたま市 保育所 　与野ひなどり保育園 　（福）ひなどり保育園 さいたま市 増改築 継続 58,890,000

さいたま市 保育所 　（仮）ゆめいろ保育園 　（福）三樹会 さいたま市 創設 継続 57,720,000

さいたま市計 2件 116,610,000

川崎市 保育所 （仮）日進町地内保育所 　（福）母子育成会 川崎市 創設 継続 67,660,000

川崎市 保育所 （仮）戸手本町２丁目地内保育所 　（福）川崎市社会福祉事業団 川崎市 創設 継続 67,660,000

川崎市 保育所 （仮）武蔵中原駅周辺保育所 　（福）あすみ福祉会 川崎市 創設 継続 69,590,000

川崎市 保育所 （仮）二子５丁目地内保育所 　（福）多摩福祉会 川崎市 創設 継続 71,980,000

川崎市 保育所 （仮）川崎小学校敷地内保育所 　（福）母子育成会 川崎市 創設 継続 7,198,000

川崎市 保育所 （仮）溝口１丁目地内保育所 　（福）横浜ＹＭＣＡ福祉会 川崎市 創設 継続 8,261,000

(８－４)　社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の交付状況

所在地
新規

・
継続

設置主体
工事
区分

国庫所要額都県市区町村名 施設名施設種別
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所在地
新規

・
継続

設置主体
工事
区分

国庫所要額都県市区町村名 施設名施設種別

川崎市 保育所 （仮）はるひ野保育園 　（福）春献美会 川崎市 創設 継続 7,205,000

川崎市計 7件 299,554,000

相模原市 保育所 ののはな文京保育園 （福）東香会 相模原市 創設 継続 86,565,000

相模原市計 1件 86,565,000

合計 31件 1,578,804,000

注1）「新規・継続」欄の「新規」は平成２０年度における新規事業、継続は平成１９年度からの継続事業を表しています。
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○市区町村交付金 (単位：円)

水戸市 保育所  (仮）スワン保育園 （福）北養会 水戸市 創設 新規 56,830,000

保育所  (仮）ことりの森保育園 （福）緑の郷福祉会 石岡市 創設 新規 39,280,000

保育所  (仮）りんりん八郷保育園 （福）リベルテ 石岡市 創設 新規 39,280,000

常陸大宮市 保育所  あゆみ保育園  (福)進歩会 常陸大宮市 増改築 新規 62,260,000

神栖市 保育所 （仮）新扇保育園  (福)小堀会 神栖市 創設 新規 45,700,000

保育所  恵泉保育園  (福）共愛福祉会 大洗町 大規模
修繕

新規 5,250,000

保育所  大洗かもめ保育園 （福）大洗町社会福祉協議会 大洗町 大規模
修繕

新規 8,851,000

潮来市 保育所 小羊保育園・小羊幼稚園 （福）水郷めぐみ会 潮来市 改築 継続 57,520,000

保育所 さしま保育園  (福）慈光学園 坂東市 増改築 継続 62,260,000

保育所 サンキッズいわい保育園 （学）大楽寺学園 坂東市 創設 継続 31,690,000

保育所 （仮）みなみ保育園 （福）聖朋会 かすみがうら市 創設 継続 80,145,000

保育所 （仮）霞ヶ浦保育園 （福）聖隷会 かすみがうら市 創設 継続 64,220,000

小美玉市 保育所 （仮）第二太陽保育園 （福）むつみ会 小美玉市 創設 継続 41,448,000

13件 594,734,000

小山市 保育所 　木の実保育園  (福)風の会 小山市 増築 新規 17,955,000

子育て支援のための拠点
施設

（仮）子育てプラザ 　大田原市 大田原市 創設 新規 5,920,000

保育所 　みはら保育園 （福）ふたば 大田原市 増築 新規 11,530,000

保育所 　みはら保育園 （福）ふたば 大田原市 大規模修繕 新規 44,394,000

足利市 児童養護施設 　泗水学園 　足利市 足利市 改築 継続 3,762,000

5件 83,561,000

前橋市 　保育所 　たちばな保育園 　（福）たちばな会 前橋市 拡張 継続 2,420,000

　保育所  　青空保育園 　 (福)城東会 伊勢崎市 増築 継続 13,890,000

保育所  みやさと保育園 　(福)宮郷会 伊勢崎市 増改築 新規 46,313,000

保育所  休泊保育園 　(福)翔龍会 太田市 増改築 新規 101,960,000

保育所 　飯田保育園 　（福）桃花会 太田市 増改築
民老

新規 71,565,000

渋川市 保育所  パンジー保育園 　(福)平和福祉会 渋川市 創設 新規 32,870,000

桐生市 子育て支援のための拠点
施設

 地域子育て支援センター 　桐生市 桐生市 創設 新規 5,920,000

藤岡市 保育所  あかね保育園 　(福)九十九会 藤岡市 改築
民老

新規 63,975,000

8件 338,913,000

保育所  なでしこ保育園 （社）なでしこ会 熊谷市 増築 新規 19,390,000

保育所  第二くるみ保育園 （福）くるみ会 熊谷市 拡張 新規 5,609,000

行田市 保育所  子羊チャイルドセンター （福）こひつじ会 行田市 大規模
修繕

新規 3,675,000

羽生市 保育所  とねの会保育園 （福）とねの会 羽生市 改築 新規 38,540,000

桶川市 保育所  (仮）ひがし保育園 （学）稲元学園 桶川市 創設 新規 9,600,000

鳩ヶ谷市 子育て支援のための拠点
施設

 (仮）子育てひろば 　鳩ヶ谷市 鳩ヶ谷市 創設 新規 5,920,000

寄居町 保育所 　寄居のこキッズ保育園 　 (学）県北若竹保育園 寄居町 創設 新規 16,930,000

7件 99,664,000

市川市 保育所  (仮）広尾福祉施設保育園 　(福)天祐会 市川市 創設 新規 23,088,000

浦安市 子育て支援のための拠点
施設

 弁天保育園地域子育て支援センター 　浦安市 浦安市 創設 新規 5,920,000

　保育所 （仮）原山保育園 　 (福)敬心会 印西市 創設 継続 43,230,000

　保育所 （仮）しおん保育園 　（学）西村学園 印西市 創設 継続 21,615,000

4件 93,853,000

所在地
工事
区分

茨城県計

国庫所要額

大洗町

坂東市

新規
・

継続
市区町村名 施設名

かすみがうら市

大田原市

印西市

熊谷市

伊勢崎市

太田市

設置主体

石岡市

栃木県計

群馬県計

千葉県計

埼玉県計

施設種別
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所在地
工事
区分 国庫所要額

新規
・

継続
市区町村名 施設名 設置主体施設種別

新宿区 保育所  (仮）高田馬場第一保育園 （福）　新栄会 新宿区 創設 新規 21,576,000

江東区 保育所  南砂町保育園 　東京都江東区 江東区 改築 新規 6,511,000

保育所  桐里保育園  (福)恒明会 大田区 増改築
民老

継続 17,004,000

保育所  子供の家保育園  (福)なぜの木会 大田区 増改築
民老

新規 61,069,000

北区 保育所  労働者クラブ保育園 （福）労働者クラブ保育園 北区 改築 新規 10,451,000

板橋区 保育所  前野保育園 （福）　前野常磐会 板橋区 増改築 継続 21,735,000

足立区 保育所  足立ひまわり保育園  (福)博友会 足立区 大規模
修繕

新規 2,962,000

保育所  たかさご保育園  (福)のゆり会 葛飾区 増改築 継続 47,155,000

保育所  さくら学園保育所  (福)さくら学園 葛飾区 増改築 新規 25,600,000

保育所  富士見保育園  (福)金剛会 立川市 増改築
民老

新規 34,728,000

保育所  愛光保育園 （福）愛光学舎 立川市 増改築
民老

新規 28,017,000

保育所  愛光第五保育園 （福）愛光学舎 立川市 増改築
民老

新規 20,002,000

武蔵野市 保育所  (仮）さくら保育園  (福)精華子ども会 武蔵野市 創設 新規 45,386,000

青梅市 保育所  新町東保育園  (福)新町保育会 青梅市 増改築
民老

新規 21,252,000

府中市 保育所  (仮)やまびこ保育園  (福)やまびこの会 府中市 創設 新規 45,950,000

町田市 保育所  桜台保育園  (福)やすらぎ会 町田市 増築 新規 5,330,000

武蔵村山市 保育所  (仮）つむぎ保育園  (福)武蔵村山正徳会 武蔵村山市 創設 新規 77,150,000

保育所  こばと第一保育園  (福)こばと会 多摩市 増改築
民老

継続 67,698,000

保育所  りすのき保育園  (福)至愛協会 多摩市 増改築 継続 39,148,000

あきる野市 保育所  草加保育園  (福)慈光会 あきる野市 増改築
民老

新規 36,298,000

渋谷区 子育て支援のための拠点
施設

 (仮）渋谷区子育て支援センター 　渋谷区 渋谷区 創設 新規 6,550,000

江戸川区 母子生活支援施設  そよ風松島荘 　江戸川区 江戸川区 大規模
修繕

新規 5,926,000

中野区 母子生活支援施設  中野区さつき寮 　中野区 中野区 改築 新規 11,360,000

三鷹市 母子生活支援施設  三鷹市母子生活支援施設三鷹療 　三鷹市 三鷹市 改築 新規 28,445,000

板橋区 保育所 　わかたけ第二保育園 （福）わかたけ会 板橋区 大規模
修繕

新規 8,910,000

世田谷区 保育所 　（仮）上祖師谷中学校保育施設分園 　（福）雲柱社 世田谷区 創設 新規 3,611,000

練馬区 保育所 (仮）なんこう保育園 （福）南光会 練馬区 創設 継続 47,470,000

国分寺市 保育所 千春第二保育園 （福）千春会 国分寺市 増築 継続 12,792,000

28件 760,086,000

小田原市 保育所  小田原愛児園  (福)宝安寺社会福祉事業部 小田原市 増改築
民老

新規 145,309,000

茅ヶ崎市 保育所  十間坂保育園 （福）十間坂保育園 茅ヶ崎市 増改築
民老

新規 84,825,000

海老名市 保育所  さくらい保育園  (福)慶泉会 海老名市 創設 新規 50,840,000

綾瀬市 保育所  おとぎ保育園  (福)誠心福祉協会 綾瀬市 増改築 新規 24,100,000

4件 305,074,000

上越市 保育所 　城西保育園 （福）鮫城親和会 上越市 改築
民老

新規 35,655,000

1件 35,655,000

飯田市 保育所  飯田子供の園保育園  (福)子供の園 飯田市 改築
民老

新規 52,860,000

山ノ内町 子育て支援のための拠点施設 (仮）子育て支援センター 　山ノ内町 山ノ内町 創設 新規 4,725,000

2件 57,585,000

72件 2,369,125,000

注１）「工事区分」欄の「民老」は老朽の程度の著しい民間社会福祉施設の整備を図る趣旨で設けられている整備区分です。

注２）「新規・継続」欄の「新規」は平成２０年度における新規事業、継続は平成１９年度からの継続事業を表しています。

立川市

大田区

葛飾区

新潟県計

合計(58市区町村)

長野県計

多摩市

神奈川県計

東京都計
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○障害者（児）関連施設及び保護施設等分 （単位：円）

都県市名 施　　　　設　　　　種　　　　別 施　　　設　　　名 設　　置　　主　　体 所　在　地
工　事
区　分

新規
　・

継続
交　付　決　定　額

茨城県 多機能型（生活介護・自立訓練・就労移行支援） 一想園 （福）愛正会 日立市 創設 新規 104,600,000

茨城県
多機能型（生活介護・就労移行支援・就労継続支
援（B型））

さくらのおか （福）桜川福祉会 櫻川市 創設 新規 68,863,000

2件 173,463,000

栃木県 共同生活援助 うぐいす寮 （医）恵愛会 足利市 修繕 新規 546,000

栃木県 共同生活介護 ケアホームつばさ （福）愛光園 足利市 修繕 新規 3,000,000

栃木県 共同生活介護 ケアホームあすか （福）愛光園 足利市 修繕 新規 2,380,000

栃木県 共同生活介護 さくらの家 （福）すぎのこ会 岩舟町 修繕 新規 486,000

栃木県 共同生活援助 キスゲ （福）すぎのこ会 日光市 修繕 新規 176,000

栃木県 共同生活介護・共同生活援助 花水木・第二花水木 （福）すぎのこ会 岩舟町 修繕 新規 590,000

栃木県 共同生活介護・共同生活援助 こすもす （福）すぎのこ会 岩舟町 修繕 新規 488,000

7件 7,666,000

群馬県 多機能型（就労移行支援、就労継続支援Ｂ型） リベルタ （医）唯愛会 安中市 改築 新規 73,620,000

群馬県 身体障害者入所授産施設 グレイスホーム （福）恵の園 渋川市 修繕 新規 33,776,000

群馬県 共同生活介護・共同生活援助 わたぼうしホーム （福）チハヤ会 みどり市 創設 新規 10,000,000

群馬県 共同生活介護・共同生活援助 ふじあぐホーム （福）太田松翠会 太田市 修繕 新規 3,000,000

群馬県 共同生活介護・共同生活援助 杉菜原ホーム （福）三和会 前橋市 修繕 新規 434,000

群馬県 共同生活介護・共同生活援助 生原ホーム （福）はるな郷 高崎市 修繕 新規 160,000

群馬県 共同生活介護・共同生活援助 榛名ホーム （福）はるな郷 高崎市 修繕 新規 336,000

群馬県 共同生活介護・共同生活援助 マンダラ （福）上州水土舎 富岡市 創設 新規 10,000,000

群馬県 共同生活介護・共同生活援助 せせらぎホーム （福）赤城会 渋川市 修繕 新規 3,000,000

9件 134,326,000

埼玉県 多機能型（就労移行支援・就労継続支援（B型）） 創和ユニット （福）創和 入間市 改築 新規 48,038,000

埼玉県 多機能型（就労移行支援・就労継続支援B型） かしの木作業所（仮称） （福）めぐみ会 三芳町 創設 新規 67,500,000

埼玉県 就労移行支援 レイズアップ（仮称） （福）福潤の会 行田市 創設 新規 54,508,000

埼玉県 共同生活援助 グループホーム萌 （医）藍生会 加須市 創設 新規 10,000,000

4件 180,046,000

千葉県 多機能型（自立訓練・就労継続支援B型） エコトピア酒々井（仮称） （福）鼎 酒々井町 創設 新規 35,339,000

千葉県 生活介護 八街わらの里（仮称） （福）泰斗会（仮称） 八街市 創設 新規 51,066,000

千葉県 生活介護（入所） モア・しょうえい （福）愛の友協会 長生村 修繕 新規 8,990,000

千葉県 共同生活介護 希望の家　うしく（仮称） （福）ききょう会 市原市 創設 新規 10,000,000

千葉県 共同生活介護・共同生活援助 tsubono（仮称） （福）まつど育成会 松戸市 修繕 新規 3,000,000

千葉県 共同生活介護・共同生活援助 創成会 （福）創成会 旭市 修繕 新規 750,000

千葉県 共同生活介護・共同生活援助 うぐいすホーム （福）クローバー会 市原市 修繕 新規 3,000,000

千葉県 共同生活介護・共同生活援助 スピリの家 （福）アルムの森 富津市 修繕 新規 3,000,000

8件 115,145,000

茨城県計

栃木県計

群馬県計

埼玉県計

千葉県計
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都県市名 施　　　　設　　　　種　　　　別 施　　　設　　　名 設　　置　　主　　体 所　在　地
工　事
区　分

新規
　・

継続
交　付　決　定　額

東京都
多機能型（入所）（生活介護・自立訓練・施設入所
支援・短期入所）

清川二丁目福祉施設（仮称） （福）清峰会 台東区 創設 新規 193,993,000

東京都
多機能型（就労継続支援Ｂ型・生活介護・就労移
行支援・短期入所）

泉の家（仮称） （福）泉会 世田谷区 創設 新規 116,100,000

東京都
多機能型（就労継続支援Ｂ型・生活介護・短期入
所）

東村山生活実習所（仮称） （福）恩賜財団東京都同胞援護会 東村山市 創設 新規 74,200,000

東京都 多機能型（就労継続支援Ｂ型・就労移行支援） 福祉作業所ひばり園（仮称） （福）そよかぜ 羽村市 創設 新規 125,333,000

東京都
多機能型（就労継続支援Ｂ型・自立訓練・就労移
行支援）

ウィズユー（仮称） （福）トポスの会 足立区 創設 新規 74,200,000

東京都
多機能型（入所）（生活介護・就労移行支援・施設
入所支援、短期入所）

愛成学園（仮称） （福）愛成会 中野区 民老 新規 204,293,000

東京都 就労移行支援、就労継続支援B型 調布くすの木作業所（仮称） （福）くすのき会 調布市 創設 新規 89,200,000

東京都 身体障害者通所授産施設 東村山市身体障害者通所授産所 （福）いずみ 東村山市 修繕 新規 8,436,000

東京都 知的障害者入所更生施設 澄水園 （福）黎明会 小平市 修繕 新規 100,188,000

東京都 知的障害者入所更生施設 第二皇海荘 （福）すかい 日光市 修繕 新規 153,030,000

東京都 知的障害者入所更生施設 穴山の里 （福）信和会 韮崎市 修繕 新規 29,268,000

東京都 救護施設 村山荘 （福）村山苑 東村山市 修繕 新規 43,709,000

東京都 救護施設 救世軍自省館 （福）救世軍社会事業団 清瀬市 修繕 新規 31,925,000

東京都 救護施設 優仁ホーム （福）アゼリヤ会 八王子市 修繕 新規 10,653,000

東京都 社会事業授産施設 桜ヶ丘共働学舎 （福）共働学舎 町田市 改築 新規 32,773,000

15件 1,287,301,000

神奈川県 生活介護、短期入所 進和万田ホーム （福）進和学園 平塚市 民老 新規 94,196,000

1件 94,196,000

新潟県
多機能型（入所）（生活介護・自立訓練・施設入所
支援、障害児施設、短期入所）

にしき園 （福）上越福祉会 妙高市 増改築 新規 231,726,000

1件 231,726,000

山梨県 知的障害児通園施設 ひかりの家学園 （福）ひかりの家 三郷町 民老 新規 54,236,000

1件 54,236,000

長野県 多機能型（生活介護、就労継続支援Ｂ型） （仮称）輪っこはうす・コスモスの家 （福）伊那市社会福祉協議会 伊那市 創設 新規 51,066,000

長野県 生活介護、施設入所支援 今井学園 （福）中信社会福祉協会 松本市 修繕 新規 60,328,000

長野県 共同生活介護 第４しらかばハイツ （福）しらかばの会 立科町 創設 新規 10,000,000

長野県 共同生活介護 傍陽ケアホーム （福）かりがね福祉会 上田市 創設 新規 10,000,000

長野県 共同生活介護・共同生活援助 きらきらハイム （福）夢のつばさ 阿智村 創設 新規 10,000,000

長野県 共同生活介護・共同生活援助 塩野生活舎 （福）小諸学舎 小諸市 創設 新規 10,000,000

長野県 共同生活介護・共同生活援助 第４ホーム（仮称） （福）信濃こぶし会 喬木村 修繕 新規 3,000,000

長野県 共同生活介護・共同生活援助 グループホーム第２ひまわり （医）泰清会 上田市 修繕 新規 3,000,000

長野県 共同生活介護・共同生活援助 こまくさ寮（仮称） （福）からし種の会 佐久市 創設 新規 10,000,000

長野県 共同生活介護・共同生活援助 精明学園ケアホーム（仮称） （福）愛泉会 茅野市 創設 新規 10,000,000

長野県 共同生活介護・共同生活援助 れんげ荘 （福）木曽社会福祉事業協会 上松町 創設 新規 10,000,000

長野県 共同生活介護・共同生活援助 南原１号棟ケアホーム （福）あゆみ会 飯田市 創設 新規 10,000,000

長野県 共同生活介護・共同生活援助 駒ヶ根ホーム（仮称） （福）長野県社会福祉事業団 駒ヶ根市 創設 新規 10,000,000

長野県 共同生活介護・共同生活援助 東春近ホーム（仮称） （福）長野県社会福祉事業団 伊那市 創設 新規 10,000,000

長野県 共同生活介護・共同生活援助 こんぺいとう２（仮称） （福）いなりやま福祉会 千曲市 創設 新規 10,000,000

長野県 肢体不自由児・重症心身障害児施設 信濃医療福祉センター （福）信濃医療福祉センター 下諏訪町 修繕 新規 8,961,000

16件 236,355,000

さいたま市 生活介護・施設入所支援、短期入所 めぐみ園 （福）久美愛園 さいたま市 民老 新規 172,493,000

1件 172,493,000

横浜市 生活介護・施設入所支援、短期入所
保土ヶ谷区障害者施設（入所支
援等）（仮称）

（福）十愛療育会 横浜市 創設 新規 137,260,000

横浜市
多機能型（生活介護・就労移行支援・就労継続支
援（B型））

愛 （福）和枝福祉会 横浜市 修繕 新規 6,140,000

2件 143,400,000

川崎市 知的障害児通園施設 西部地域療育センター（仮称） （福）新生会 川崎市 創設 新規 95,800,000

川崎市 救護施設 ノーマ・ヴィラージュ聖風苑 （福）川崎聖風福祉会 川崎市 修繕 新規 18,400,000

2件 114,200,000

さいたま市計

横浜市計

川崎市計

東京都計

神奈川県計

新潟県計

山梨県計

長野県計
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都県市名 施　　　　設　　　　種　　　　別 施　　　設　　　名 設　　置　　主　　体 所　在　地
工　事
区　分

新規
　・

継続
交　付　決　定　額

新潟市 共同生活介護 こぶしの里 （福）横越のぎく 新潟市 修繕 新規 346,000

新潟市 共同生活介護・共同生活援助 グループホームぎんが （福）亀田郷芦沼会 新潟市 修繕 新規 577,000

新潟市 共同生活介護・共同生活援助 グループホームあぽろ （福）亀田郷芦沼会 新潟市 修繕 新規 504,000

新潟市 共同生活介護・共同生活援助 パルク （福）更生慈仁会 新潟市 修繕 新規 241,000

新潟市 共同生活介護・共同生活援助 パルクⅡ （福）更生慈仁会 新潟市 修繕 新規 252,000

5件 1,920,000

船橋市 共同生活介護・共同生活援助 みやぎ台ホーム （福）大久保学園 船橋市 修繕 新規 1,396,000

1件 1,396,000

横須賀市 共同生活介護 はなあかり （福）みなと舎 横須賀市 創設 新規 10,466,000

1件 10,466,000

相模原市
多機能型（生活介護・就労移行支援・就労継続支
援B型）

あみ（仮称） （福）らっく 相模原市 創設 新規 71,869,000

相模原市 共同生活介護 コーポさんふらわー（仮称） （福）らっく 相模原市 創設 新規 10,466,000

2件 82,335,000

78件 3,040,670,000

注１）「工事区分」欄の「民老」は老朽の程度の著しい民間社会福祉施設の整備を図る趣旨で設けられている整備区分です。

注２）「新規・継続」欄の「新規」は平成２０年度における新規事業、継続は平成１９年度からの継続事業を表しています。

横須賀市計

船橋市計

新潟市計

相模原市計

合　　　　計
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（単位：円）

都県市名 災害呼称 施設種別 施設名 設置主体名 所在地
新規

・
継続

精算交付決定額 備考

新潟県 新潟県中越沖地震 火葬場 柏崎市斎場 柏崎市 柏崎 新規 6,500,000

合計 6,500,000

（単位：円）

都県市名 災害呼称 施設種別 施設名 設置主体名 所在地
新規

・
継続

精算交付決定額 備考

新潟県中越沖地震 特別養護老人ﾎｰﾑ やすらぎの里 (福)中越老人福祉協会 出雲崎町 継続 40,568,000

老人計 40,568,000

保育所 明照保育園 (福)明照園 柏崎市 継続 15,759,000

保育所 枇杷島保育園 新潟県柏崎市 柏崎市 継続 4,493,900 激甚災害の対象

保育所 半田保育園 新潟県柏崎市 柏崎市 継続 30,337,300 激甚災害の対象

児童計 50,590,200

新潟県中越沖地震 知的障害者入所更生施設 松風の里 (福)柏崎刈羽ミニコロニー 柏崎市 継続 45,711,000

障害計 45,711,000

合計 136,869,200

注1）「新規・継続」欄の「新規」は平成２０年度における新規事業、継続は平成１９年度からの継続事業を表しています。

（８－５）災害復旧費の交付状況

5件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1件

○保健衛生施設等災害復旧費国庫補助金

○社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金

新潟県中越沖地震

1件

3件

1件

新潟県
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○結核医療費国庫負担（補助金） （単位：円） ○原爆被爆者健康診断費交付金

負担金 補助金 計 （単位：円）

茨城県 47,996,159 3,962,761 51,958,920 茨城県 7,314,664

栃木県 35,565,638 2,610,092 38,175,730 栃木県 4,796,296

群馬県 33,389,282 2,297,899 35,687,181 群馬県 3,051,996

埼玉県 130,264,767 10,875,359 141,140,126 埼玉県 20,718,030

千葉県 69,755,035 7,346,974 77,102,009 千葉県 18,016,755

東京都 81,487,582 6,841,676 88,329,258 東京都 52,249,102

神奈川県 49,588,140 3,889,808 53,477,948 神奈川県 58,959,250

新潟県 30,405,774 1,467,705 31,873,479 新潟県 3,273,618

山梨県 12,285,545 671,387 12,956,932 山梨県 1,358,185

長野県 16,625,383 1,713,332 18,338,715 長野県 1,362,471

さいたま市 37,386,000 1,666,300 39,052,300 合　計 171,100,367

千葉市 32,358,466 1,883,296 34,241,762

横浜市 86,310,386 9,720,178 96,030,564

川崎市 56,717,865 4,011,808 60,729,673 ○原爆被爆者手当交付金

新潟市 9,853,880 664,171 10,518,051 （単位：円）

宇都宮市 7,880,319 1,145,144 9,025,463 茨城県 182,029,560

川越市 4,852,062 596,377 5,448,439 栃木県 93,964,735

船橋市 24,117,817 1,782,404 25,900,221 群馬県 79,449,310

柏市 11,211,135 560,992 11,772,127 埼玉県 781,674,168

横須賀市 7,277,569 928,428 8,205,997 千葉県 1,110,354,434

相模原市 23,728,992 1,014,189 24,743,181 東京都 3,064,467,600

長野市 4,960,327 317,236 5,277,563 神奈川県 1,967,958,240

八王子市 19,200,555 1,122,660 20,323,215 新潟県 55,220,615

藤沢市 5,704,917 655,754 6,360,671 山梨県 47,958,260

千代田区 13,257,000 430,098 13,687,098 長野県 67,168,735

中央区 5,730,338 323,190 6,053,528 合　計 7,450,245,657

港区 6,403,950 459,614 6,863,564

新宿区 48,427,821 2,170,432 50,598,253

文京区 7,469,511 702,607 8,172,118 ○原爆被爆者葬祭料交付金

台東区 33,796,737 2,350,980 36,147,717 （単位：円）

墨田区 20,620,159 1,389,717 22,009,876 茨城県 4,179,000

江東区 9,096,085 1,414,761 10,510,846 栃木県 2,587,000

品川区 12,483,103 1,123,067 13,606,170 群馬県 1,990,000

目黒区 8,285,625 680,400 8,966,025 埼玉県 9,959,450

大田区 28,883,689 2,615,287 31,498,976 千葉県 19,918,900

世田谷区 16,461,869 2,225,947 18,687,816 東京都 44,412,000

渋谷区 9,463,923 783,849 10,247,772 神奈川県 27,089,704

中野区 10,345,716 1,863,068 12,208,784 新潟県 1,394,323

杉並区 17,330,664 1,638,635 18,969,299 山梨県 1,991,890

豊島区 14,185,321 1,090,749 15,276,070 長野県 3,187,024

北区 32,572,449 2,449,440 35,021,889 合　計 116,709,291

荒川区 20,294,486 1,083,162 21,377,648

板橋区 32,403,293 3,568,371 35,971,664

練馬区 14,588,224 1,374,833 15,963,057

足立区 31,493,108 3,135,793 34,628,901

葛飾区 28,867,971 2,310,296 31,178,267

江戸川区 46,853,250 2,793,892 49,647,142

合　計 1,308,237,887 105,724,118 1,413,962,005

　注) 何れの補助金等も精算確定に伴う追加交付額は

　　　含んでいません。

(８－６) 施設整備費以外の補助金等の交付状況
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○児童扶養手当給付費国庫負担金 （単位：円） ○児童入所施設措置費等国庫負担金 （単位：円）

都県分 市区分 計 都県市分 市区分 計

茨城県 294,877,186 3,182,952,509 3,477,829,695 茨城県 1,607,260,477 33,418,195 1,640,678,672

栃木県 293,525,185 1,821,349,831 2,114,875,016 栃木県 1,119,457,929 33,414,489 1,152,872,418

群馬県 295,067,973 1,908,485,715 2,203,553,688 群馬県 928,946,085 53,213,117 982,159,202

埼玉県 606,627,000 5,995,293,790 6,601,920,790 埼玉県 2,702,915,952 63,810,347 2,766,726,299

千葉県 251,399,953 5,015,745,961 5,267,145,914 千葉県 1,583,379,257 53,099,436 1,636,478,693

東京都 107,570,569 11,679,223,124 11,786,793,693 東京都 7,393,518,727 1,000,962,101 8,394,480,828

神奈川県 275,000,000 7,416,690,946 7,691,690,946 神奈川県 1,556,515,169 32,156,897 1,588,672,066

新潟県 85,996,695 2,136,199,108 2,222,195,803 新潟県 362,522,879 53,486,129 416,009,008

山梨県 110,157,453 793,464,751 903,622,204 山梨県 598,623,899 18,110,774 616,734,673

長野県 365,179,023 1,742,488,862 2,107,667,885 長野県 1,406,894,296 47,702,842 1,454,597,138

合　計 2,685,401,037 41,691,894,597 44,377,295,634 さいたま市 554,657,687 － 554,657,687

千葉市 401,253,449 － 401,253,449

横浜市 1,799,749,657 － 1,799,749,657

（単位：円） 川崎市 676,836,174 － 676,836,174

都県分 市区町村分 計 新潟市 212,785,229 － 212,785,229

茨城県 12,454,000 6,017,314 18,471,314 宇都宮市 12,445,463 － 12,445,463

栃木県 7,864,456 3,893,136 11,757,592 川越市 5,044,395 － 5,044,395

群馬県 7,758,326 3,766,656 11,524,982 船橋市 16,920,285 － 16,920,285

埼玉県 24,681,008 13,570,417 38,251,425 柏市 3,398,157 － 3,398,157

千葉県 21,796,285 11,659,608 33,455,893 横須賀市 281,338,465 － 281,338,465

東京都 32,776,963 17,390,522 50,167,485 相模原市 17,026,850 － 17,026,850

神奈川県 30,458,920 16,682,011 47,140,931 長野市 10,298,662 － 10,298,662

新潟県 12,060,098 5,161,488 17,221,586 合　計 23,251,789,143 1,389,374,327 24,641,163,470

山梨県 3,875,550 1,818,648 5,694,198

長野県 12,228,864 6,161,991 18,390,855

合　計 165,954,470 86,121,791 252,076,261 ○保育所運営費国庫負担金 （単位：円）

都県市分 市区分 計

茨城県 － 6,733,914,415 6,733,914,415

（単位：円） 栃木県 － 2,678,948,340 2,678,948,340

都県分 市区分 計 群馬県 － 7,204,568,100 7,204,568,100

茨城県 51,874,110 485,608,125 537,482,235 埼玉県 － 7,726,580,840 7,726,580,840

栃木県 70,398,315 354,285,885 424,684,200 千葉県 － 4,403,865,691 4,403,865,691

群馬県 60,520,980 303,636,420 364,157,400 東京都 － 17,391,582,609 17,391,582,609

埼玉県 134,072,685 1,196,795,595 1,330,868,280 神奈川県 － 4,258,660,860 4,258,660,860

千葉県 65,914,725 1,185,230,445 1,251,145,170 新潟県 － 2,783,187,082 2,783,187,082

東京都 22,441,800 3,053,078,451 3,075,520,251 山梨県 － 2,157,466,179 2,157,466,179

神奈川県 38,751,975 1,511,829,562 1,550,581,537 長野県 － 1,415,611,895 1,415,611,895

新潟県 74,559,060 1,413,050,205 1,487,609,265 さいたま市 1,321,394,965 － 1,321,394,965

山梨県 27,116,865 181,407,930 208,524,795 千葉市 812,170,755 － 812,170,755

長野県 148,405,020 583,571,009 731,976,029 横浜市 6,897,085,530 － 6,897,085,530

合　計 694,055,535 10,268,493,627 10,962,549,162 川崎市 1,154,180,455 － 1,154,180,455

新潟市 2,431,384,896 － 2,431,384,896

宇都宮市 1,442,314,228 － 1,442,314,228

○婦人保護費国庫負担金及び国庫補助金 （単位：円） 川越市 286,185,570 － 286,185,570

負担金 補助金 計 船橋市 757,973,830 － 757,973,830

茨城県 15,320,948 3,402,951 18,723,899 柏市 218,514,905 － 218,514,905

栃木県 18,776,529 11,122,692 29,899,221 横須賀市 802,217,760 － 802,217,760

群馬県 4,198,620 3,682,240 7,880,860 相模原市 1,246,195,685 － 1,246,195,685

埼玉県 28,414,639 12,970,515 41,385,154 長野市 960,113,642 － 960,113,642

千葉県 48,078,698 41,850,188 89,928,886 合　計 18,329,732,221 56,754,386,011 75,084,118,232

東京都 76,119,995 270,918,511 347,038,506

神奈川県 49,372,202 58,270,701 107,642,903

新潟県 12,562,920 13,074,932 25,637,852 　注) 何れの補助金等も精算確定に伴う追加交付額は

山梨県 2,906,820 6,346,260 9,253,080 　　　含んでいません。

長野県 12,848,331 8,015,339 20,863,670

合　計 268,599,702 429,654,329 698,254,031

○特別児童扶養手当事務取扱交付金

○特別障害者手当等給付費国庫負担金
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（保健衛生関係）

№ 都県市名 施設名 施設種別 所在地
補　助
年　度

処　分　概　要 財産処分承認年月日

1 東京都
医療法人社団福寿会

関原クリニック
精神科ディケア施設 東京都足立区関原3-1-11 Ｈ１２年

精神科ディケア施設を介護保険通所
リハビリテーションへの転用

平成20年4月16日

2 群馬県 藪塚本町保健センター（設備） 市町村保健センター 群馬県太田市大原町482-1
Ｈ１６年
Ｈ１７年

下水道の開始に伴い浄化槽の取壊し 平成20年5月9日

3 新潟県 高柳町保健センター 市町村保健センター 新潟県柏崎市高柳町岡野町1849
Ｓ６１年
Ｓ６２年

在宅介護支援センターの相談室への
一部転用

平成21年1月6日

4 東京都
東新小岩訪問看護ステーション

（設備）
訪問看護ステーション 東京都葛飾区東新小岩2-1-12 Ｈ１２年

訪問看護ステーションの閉鎖に伴い、
併設の老人保健施設へ移管する。

平成20年10月14日

5 千葉県 浦安市川市民病院 感染症指定医療機関 千葉県浦安市当代島3-4-32 Ｈ１２年 民営化により無償譲渡する。 平成21年3月24日

6 群馬県
群馬町在宅介護支援センター

三愛
在宅介護支援センター 群馬県高崎市金古町1758 Ｈ５年

在宅介護センターを居宅介護支援事
業所、介護老人保健施設へ転用。

平成21年3月18日

7 栃木県 栃木県農村健康管理センター 農村健診センター 栃木県下野市石橋628
Ｓ５８
（施）
Ｈ１６

事業を廃止し、施設は病院へ転用。
設備は無償譲渡する。

平成21年3月24日

8 群馬県
群馬健医薬分業推進支援

センター（設備）
医薬分業推進支援

センター
群馬県前橋市朝日町18-16　 Ｈ６年

医薬分業支援センターを閉鎖し有償
譲渡する。

平成21年3月31日

9 長野県
長野県厚生連健康管理セン

ター
農村健診センター 長野県佐久市臼田197 Ｓ５７年 病院に転用する。 平成21年3月26日

10 東京都 都立豊島病院 精神科病院 東京都板橋区栄町33-1
Ｈ８～１０

年
病院を公社へ無償貸付する。 平成21年3月31日

(９－１) 財産処分の処理状況
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（社会福祉関係）

№ 都県市名 施設名 施設種別 所在地
補　助
年　度

処　分　概　要 財産処分承認年月日

1 在宅介護支援センターえいめい 在宅介護支援センター 前橋市天川大島町3－705
Ｈ１２年
Ｈ１３年

在宅介護支援センターを特養の面談
室及び地域包括支援センターに転
用。

平成21年3月18日

2 在宅介護支援センターおおご 在宅介護支援センター 前橋市堀越町1658－1 Ｈ１１年
在宅介護支援センターを地域包括支
援センターに転用

平成21年3月18日

3
在宅介護支援センターあじさい

園
在宅介護支援センター  前橋市川曲町536 Ｈ１１年

在宅介護支援センターを地域包括支
援センターに転用

平成21年3月18日

4
在宅介護支援センターあゆみの

里
在宅介護支援センター 前橋市柏倉町2189－223 Ｈ１４年

在宅介護支援センターを地域包括支
援センターに転用

平成21年3月18日

5 在宅介護支援センター元気の郷 在宅介護支援センター 前橋市粕川町月田400 Ｈ９年
在宅介護支援センターを地域包括支
援センターに転用

平成21年3月18日

6 天界園 特別養護老人ホーム 群馬県高崎市上佐野７３６番地
Ｓ６１年
Ｈ５年

（福）宏志会から父母会へ無償貸与
し、学童クラブへ転用。

平成21年3月31日

7 内間木苑 老人短期入所施設 　朝霞市大字上内間木字八剱４９８－４
Ｈ１０年
Ｈ１１年

老人短期入所施設（１０床中４床）を
特養の居室に転用

平成21年2月27日

8 しののめ 老人短期入所施設  上尾市大字平塚字大砂２１４１
Ｈ１２年
Ｈ１３年

老人短期入所施設（１０床中４床）を
特養の居室に転用

平成21年3月31日

9 和楽苑 老人短期入所施設 川口市大字安行領家５０６－１５
Ｈ１３年
Ｈ１４年

老人短期入所施設（２０床中１４床）を
特養の居室に転用

平成21年3月31日

10 春輝苑 老人短期入所施設 川口市青木３－２０－１５ Ｈ１３年
老人短期入所施設（１８床中８床）を
特養の居室に転用

平成21年3月31日

11 特別養護老人ホーム愛恵苑 在宅介護支援センター  千葉県いすみ市岬町中滝１６９２－３
Ｈ１４年
Ｈ１５年

在宅介護支援センターを居宅介護支
援事業に転用

平成21年1月15日

12 在宅介護支援センターいすみ苑 在宅介護支援センター 千葉県いすみ市能実字堰谷６１５ Ｈ１２年
在宅介護支援センターを特養の面談
室及び会議室に転用

平成21年2月27日

13 敦敦 老人保健施設  千葉県佐倉市生谷字松山７３－５ Ｈ１１年
当該施設を（医）和乃会に同一事業・
定員で無償譲渡

平成21年3月31日

14
練馬区立大泉在宅介護支援セ

ンター
在宅介護支援センター  練馬区東大泉２－１１－２１

Ｈ８年
Ｈ９年

Ｈ１０年

在宅介護支援センターを居宅介護支
援事業所に転用

平成21年3月18日

15
武蔵村山市立緑が丘高齢者

サービスセンター在宅介護支援
センター

在宅介護支援センター 武蔵村山市緑が丘1460
Ｈ１３年
Ｈ１４年

在宅介護支援センターを地域包括支
援センターに転用

平成21年3月31日

16 伊奈平苑在宅介護支援センター 在宅介護支援センター 武蔵村山市伊奈平6-14-2 Ｈ１１年
在宅介護支援センターを地域包括支
援センターに転用

平成21年3月31日

17 神奈川県 逗子清寿苑 特別養護老人ホーム 神奈川県逗子市久木８－１２９０－１
Ｈ１１年
Ｈ１２年

特養に併設したショートステイの一部
（10床）を特養に転用

平成20年10月24日

18 山梨県 若神子保育所 保育所 山梨県北杜市須玉町若神子２１２０ Ｓ４５年
廃園になった保育所を（福）友伸福祉
会に有償譲渡

平成21年2月16日

19 長野県
在宅介護支援センターききょうの

郷
在宅介護支援センター 長野県塩尻市大字広岡郷原１６８３－１

Ｈ９年
Ｈ１０年

在宅介護支援センターを老人デイ
サービスセンターに転用

平成21年3月24日

20 千丸台保育園 保育所 横浜市保土ヶ谷区新井町千貫通３５６－３ Ｓ５７年
市立保育所を社会福祉法人へ有償譲
渡

平成21年3月18日

21 秋葉保育園 保育所 　横浜市戸塚区秋葉町字法谷２０－８８ Ｓ５２年
市立保育所を社会福祉法人へ有償譲
渡

平成21年3月18日

22 矢向保育園 保育所 横浜市鶴見区矢向５－１２－２４ Ｓ５０年
市立保育所を社会福祉法人へ有償譲
渡

平成21年3月18日

23 六ツ川西保育園 保育所 横浜市南区六ツ川４－１１５７－２ Ｓ５３年
市立保育所を社会福祉法人へ有償譲
渡

平成21年3月18日

24 霧が丘保育園 保育所 横浜市緑区霧が丘３－２５－１ Ｓ５６年
市立保育所を社会福祉法人へ有償譲
渡

平成21年3月18日

25 勝田保育園 保育所 横浜市都筑区勝田町２６６－１ Ｓ５７年
市立保育所を社会福祉法人へ有償譲
渡

平成21年3月18日

26 日野保育園 保育所 横浜市港南区日野中央３－４１－１ Ｓ６３年
市立保育所を社会福祉法人へ有償譲
渡

平成21年3月18日

27 並木第三保育園 保育所 横浜市金沢区並木３－９－１ Ｓ５７年
市立保育所を社会福祉法人へ有償譲
渡

平成21年3月18日

28 日吉西保育園 保育所 横浜市港南区日吉町５－７４－１ Ｓ５３年
市立保育所を社会福祉法人へ有償譲
渡

平成21年3月18日

29 新桜ヶ丘保育園 保育所 横浜市保土ヶ谷区新桜ヶ丘２－４１－９ Ｓ５２年
市立保育所を社会福祉法人へ有償譲
渡

平成21年3月18日

30 もみの木台保育園 保育所 横浜市青葉区もみの木台１６－１３ Ｓ５２年
市立保育所を社会福祉法人へ有償譲
渡

平成21年3月18日

31 横浜市駒岡保育園 保育所 横浜市鶴見区駒岡４－５－３１ Ｈ９年
市立保育所を社会福祉法人へ有償譲
渡

平成21年3月18日

32 リビングさくら 小規模多機能型居宅 神奈川県川崎市桜本１－９－７
Ｈ１１年
Ｈ１３年

ソフト交付金で購入した福祉車両を小
規模多機能型居宅介護から認知症対
応型通所に転用。

平成20年12月8日

33 三田あすみの丘 介護老人保健施設 川崎市多摩区三田1－14－2 Ｈ９年
市立介護老人保健施設を社会福祉法
人へ有償譲渡

平成21年3月24日

川崎市

横浜市

群馬県

東京都

千葉県

埼玉県
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（保健衛生関係）

№ 都県市名 文書番号 発翰年月日 施設名 施設種別
設置主体

(経営主体)
処分制限
期　　間

補　助
年　度

経　過
年　数

処分内容 処　分　概　要 適用根拠

1 川越市 川介発第13号 平成20年4月2日 川越市保健センター 市町村保健センター 川越市 65年 Ｓ５４年 28年
一部転用

一部無償貸付
障害者相談支援センターへの転用・地域包括
支援センターへの無償貸付

財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

2 川崎市 20川健障計第619号 平成20年8月22日
川崎市リハビリテーション

医療センター
精神障害者社会復帰施設 川崎市 39年

Ｓ４５．４６
年

36年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（２）

3 群馬県 健第33号 平成20年9月24日 渋川市保健センター 市町村保健センター 渋川市 50年 Ｓ６１年 21年 転用 市の福祉庁舎へ転用
財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

4 山梨県 梨保健1第9-14号 平成21年1月21日 山梨市保健センター 市町村保健センター 山梨市 50年 Ｓ５６年 26年 無償貸付 無償貸付
財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

5 長野県 20医政第748号 平成21年1月12日 佐久保健所小諸支所 保健所 長野県 50年 Ｈ４・５年 15年 転用 県の教育事務所へ転用
財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

(９－２) 財産処分包括承認の受理状況
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（社会福祉関係）

№ 都県市名 文書番号 発翰年月日 施設名 施設種別
設置主体

(経営主体)
処分制限
期　　間

補　助
年　度

経　過
年　数

処分内容 処　分　概　要 適用根拠

1 長福第1586号 平成20年10月9日
軽費老人ホーム

ハウス・デア・ゼーレ（陶芸
所）

軽費老人ホームＡ （福）斑山会 50年 Ｓ５４年 28年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（２）

2 長福第1586号 平成20年10月9日
軽費老人ホーム

ハウス・デア・ゼーレ（作業
所）

軽費老人ホームＡ （福）斑山会 50年 Ｓ５８年 24年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（２）

3 長福第1969号 平成20年12月2日 特別養護老人ホーム （福）泰仁会 50年 Ｈ６年 13年 一部転用
特養の面接室を老人介護支援センター及びケ
アプランセンターに転用。

老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

4 長福第1969号 平成20年12月2日 在宅介護支援センター （福）泰仁会 50年 Ｈ６年 13年 一部転用
在宅介護支援センターを休憩室と会議室に転
用。

老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

5 栃木県 こ政第321号 平成20年9月5日 佐野市三好保育園 保育所 佐野市 34年 S５４年 28年 取りこわし 保育所の統合に伴う取りこわし。
財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

6 介高第30070-3号 平成20年7月14日 桐生市新里いきがい活動セ
ンター

介護予防拠点施設 桐生市 50年 Ｈ１２年
Ｈ１４年

8年 取りこわし 市町村合併による当該施設の取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（１）の②

7 こ第219号 平成21年2月12日 赤城保育園 保育所 みどり市 47年 Ｓ６３年 20年 無償譲渡
当該施設を社会福祉法人に無償譲渡し、事業
を継続

財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

8 こ第220号 平成21年2月12日 大間久保育園 保育所 みどり市 47年 Ｓ５１年 32年 無償譲渡
当該施設を社会福祉法人に無償譲渡し、事業
を継続

財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

9 子第30005-1号 平成21年2月17日 前橋市朝倉児童館 保育所 前橋市 38年 Ｓ５２年 31年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

10 子育て第618号 平成20年3月21日 和光保育園 保育所 （福）英光保育園 45年 Ｓ５２年 26年 取りこわし 老朽化に伴う取りこわし（移転して事業を継続）
財産処分承認基準の第２の２
（２）

11 障福第590号 平成20年6月27日 吉川フレンドパーク 知的障害者通所授産施設 （福）葭の里 47年
Ｈ７年
Ｈ８年

11年 一部転用
会議室の一部を地域障害者就労支援事業に
転用。

社援局の特例１の（３）、別表
に該当

12 高福第436号 平成20年9月29日 あけぼの 老人短期入所施設 （福）彩光会 50年 Ｈ６年
Ｈ８年

11年 一部転用
特別養護老人ホームに併設された老人短期入
所施設を特別養護老人ホームに一部転用。

老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

13 子育て第341号 平成20年10月7日 三郷市立さつき保育所 保育所 三郷市 47年 Ｓ４９年 31年 取りこわし 保育所統合による取りこわし。
財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

14 高福第588号 平成20年12月16日 小鹿野苑 老人介護支援センター
（福）小鹿野福祉

会
50年

Ｈ７年
Ｈ８年

11年 一部転用
老人短期入所施設の一部（１３床の内５床）を
特養の居室に転用する。

老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

15 障第633号 平成20年6月4日 千原厚生園 知的障害者更正施設 （福）九曜会 65年
Ｈ５年
Ｈ６年

13年 転用
相談室を短期入所用の居室へ、事務室の一部
を食堂へ転用

社援局の特例１の（３）、別表
に該当

16 高第165号 平成20年6月6日 市原ふるさと苑 在宅介護支援センター 市原福祉会 45年 Ｈ９年 10年 転用 福祉用具スペースをショートステイ居室へ転用
老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

17 障第1169号 平成20年7月14日 総合福祉センターⅢ期棟
知的障害者通所授産施

設
身体障害者福祉センター

習志野市 50年 Ｓ５７年 25年 転用
身体障害者福祉センターを知的障害者通所授
産施設に転用

財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

18 障第1458号 平成20年8月25日 もくせい園
知的障害者入所更生施

設
（福）五光福祉協会 50年 Ｓ５９年 23年 一部転用

本体施設の余裕部分である、居室３部屋を、短
期入所室に転用。

社援局の特例１の（３）、別表
に該当。

19 高第585号 平成20年12月26日 輝陽園 老人短期入所施設 （福）美野里会 50年 Ｈ７年
Ｈ８年

11年 一部転用
ショートステイ用居室６床を特養の居室に転
用。

老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

20 高第614号 平成21年1月14日 養護老人ホーム緑風荘 養護老人ホーム 鴨川市 50年
Ｓ４５年
Ｈ２年
Ｈ３年

37年
17年
16年

無償譲渡 （福）東明会に無償譲渡し、事業を継続。
財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

21 高第615号 平成21年1月14日 ケアハウス マリンピア銚子 ケアハウス （福）マリンピア 50年 Ｈ７年
Ｈ８年

12年 一部転用
ケアハウスの一部を居宅サービス事業及び居
宅介護支援事業に転用。

老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

22 高第642号 平成21年1月27日 養護老人ホーム豊寿園 養護老人ホーム 船橋市 50年 Ｓ４４年 38年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

23 19福保子支第1412号 平成20年2月5日 南長崎第一児童館 児童館 豊島区 65年 Ｈ１０年 37年 転用
区立児童館を乳幼児の遊び場や保護者の相
互交流の場である子育て広場等に転用

財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

24 19福保子支第1735号 平成20年3月28日 西巣鴨児童館 児童館 豊島区 65年 Ｈ１０年 39年 転用
区立児童館を乳幼児の遊び場や保護者の相
互交流の場である子育て広場等に転用

財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

25 20福保障居第865号 平成20年5月30日 東京多摩学園 職員宿舎 （福）ふるさと福祉会 65年 Ｓ６３年 20年 転用
職員宿舎の利用者減少に伴い、有効活用する
ためケアホームに転用

社援局の特例１の（３）、別表
に該当

26 20福保高施第245号 平成20年6月4日
多摩市和光園在宅介護

支援センター
老人介護支援センター （福）大和会 65年

Ｈ４年
Ｈ５年

13年 転用
在宅介護支援センタを地域包括支援センター
へ転用

「老人福祉施設等の財産処分
の取り扱いについて」による

27 20福保高施第281号 平成20年6月13日 特別養護老人ホーム浅川苑 特別養護老人ホーム 日野市 65年
Ｓ６３年
Ｈ元年

19年 転用
1階、2階の特養とデイの共有部分を特養の居
室、面接室等に転用。

財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

28 20福保高施第282号 平成20年6月14日 浅川苑デイサービスセンター デイサ－ビスセンター 日野市 65年
Ｓ６３年
Ｈ元年

19年 転用
1階、3階の特養とデイの共有部分を特養の居
室、面接室等に転用。

財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

29 20福保高施第395号 平成20年8月11日 寿園短期入所施設 老人短期入所施設 (福）江東ことぶき会 50年 Ｈ７年
Ｈ８年

10年 取りこわし
短期入所３０床の内１４床を併設の特養の居室
へ転用

老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

30 20福保高施第636号 平成20年10月31日 新島老人ホーム 特別養護老人ホーム （福）新島はまゆう会 50年 Ｈ元年
Ｈ７年

19年 一部転用
調理室を訪問介護事業所及びボランティア室
へ転用する。

老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

31 20福保高施第636号 平成20年10月31日 新島デイサービスセンター
老人デイサービスセン

ター
（福）新島はまゆう会 50年 Ｈ元年

Ｈ７年
19年 一部転用

調理室を訪問介護事業所及びボランティア室
へ転用する。

老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

32 20福保高施第636号 平成20年10月31日 新島老人ホーム 老人短期入所施設 （福）新島はまゆう会 50年 Ｈ元年
Ｈ７年

19年 一部転用
調理室を訪問介護事業所及びボランティア室
へ転用する。

老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

33 20福保高施第660号 平成20年11月12日 神津島やすらぎの里 老人介護支援センター （福）つつじ会 50年 Ｈ６年
Ｈ７年

12年 転用
老人介護支援センターを地域包括支援セン
ターへ転用地域包括支援センターに転用。

「老人福祉施設等の財産処分
の取り扱いについて」による

34 立子保第4612号 平成20年11月17日 富士見保育園 保育所 （福）金剛会 47年 Ｓ５８年 25年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（２）

35 20福保高施第707号 平成20年11月25日 老人サービスセンター鑓水
老人デイサービスセン

ター
（福）美薗会 50年 Ｈ６年

Ｈ７年
13年 一部転用

デイサービスセンターの部屋をショートステイ
の居室２部屋に転用。

老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

36 20福保障居第2220号 平成20年12月1日 大利根旭出福祉園 知的障害者更生施設 （福）大泉旭出学園 50年 Ｈ５年 15年 一部転用 施設入所用居室を短期入所用居室に転用
社援局の特例１の（３）、別表
に該当。

37 20福保高施第783号 平成20年12月17日 第二万寿園（東棟） 特別養護老人ホーム （福）東京蒼生会 50年 Ｓ５１年 32年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（２）

38 20福保高経第412号 平成21年1月6日 東京都むさしの園 軽費老人ホーム（Ａ型） 東京都 50年 Ｓ３６年
Ｓ４０年

42年
38年

取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

39 20福保障居第2994号 平成21年1月8日 わかくさ学園 肢体不自由児通園施設 東久留米市 50年 Ｓ５３年 29年 取りこわし 都の計画による移転取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

40 20福保障居第2998号 平成21年1月19日 東京都多摩療護園 身体障害者療護施設 東京都 50年 Ｈ７年
Ｈ８年

10年 無償貸与
当該施設を社会福祉法人に無償貸与し、事業
を継続

財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

41 高福第197号 平成20年5月29日 特別養護老人ホーム （福）大六福社会 65年 Ｓ５３年 29年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（２）

42 高福第197号 平成20年5月29日 デイサ－ビスセンター （福）大六福社会 65年 Ｓ６３年 19年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（２）

43 綾子第11号 平成20年7月9日 十間坂保育園 保育所 （福）十間坂保育園 47年 Ｓ４９年 33年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（２）

44 20茅子支第306号 平成20年7月9日 おとぎ保育園 保育所 （福）誠心福祉協会 47年 Ｓ５３年 29年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（２）

45 子教第102号 平成20年7月16日 県立さがみ緑風苑
身体障害者更生援護施

設
身体障害者療護施設

神奈川県 50年 Ｓ４２年
Ｓ４９年

40年 取りこわし 使用していない既存施設の取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

46 子家台2549号 平成20年12月22日 本町保育園 保育所 秦野市 47年 Ｓ４７年 36年 取りこわし 保育所統合による取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

47 高福第856号 平成21年1月28日 特別養護老人ホームバーデ
ンライフ中川

短期入所生活介護 （福）静友会 50年 Ｈ７年
Ｈ８年

11年 一部転用
ショートステイの一部（２５床中８床）を特養の
居室に転用。

老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

48 高齢第346号 平成20年7月8日
在宅介護支援センターう

のはな苑
在宅介護支援センター （福）上越頸城福祉会 65年

Ｈ９年
Ｈ１０年

7年 転用
在宅介護支援センターを地域包括支援セン
ターへ転用

「老人福祉施設等の財産処分
の取り扱いについて」による

49 高齢第582号 平成20年9月29日 在宅介護支援センター向陽
の里

在宅介護支援センター （福）中蒲原福祉会 50年 Ｈ７年
Ｈ８年

11年 一部転用
介護相談室をヘルパーステーションの事務室
に転用。

老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

50 児第605号 平成20年11月14日 柏崎市立半田保育園 保育所 柏崎市 34年 Ｈ４年 16年 転用
保育所を（福）なかよし福祉会に無償譲渡す
る。

財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

51 高齢第823号 平成21年1月14日 特別養護老人ホーム桐原の
郷

特別養護老人ホーム
（福）長岡三古老人

福祉会
50年 Ｈ９年

Ｈ１０年
１０年 一部転用

特養の談話室及び面談室をデイサービス事業
に転用

老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

52 高齢第883号 平成21年1月30日 羽茂老人福祉センターおも
と

老人福祉センター 佐渡市 24年 Ｈ４年 15年 取りこわし 公共施設の見直しに伴う廃止による取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

伊勢原ホーム

埼玉県

特別養護老人ホームやさと

新潟県

群馬県

茨城県

千葉県

神奈川県

東京都
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54 丹住第2-54号 平成20年2月15日 丹波村保育園 保育所 丹波山村 50年 Ｓ４７年 35年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（２）

55 長第3472号 平成20年3月31日
甲斐市竜王老人福祉セン

ター
老人福祉センター 甲斐市 50年 Ｓ５１年 32年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし

財産処分承認基準の第２の２
（２）

56 長第399号 平成20年5月8日 南部地区老人福祉センター 老人福祉センター 南部町 50年 Ｓ５３年 29年 一部取り壊し 県道拡幅工事のため、一部取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

57 児第760号 平成20年6月6日 津金保育園 保育所 北杜市 65年 Ｓ４７年 35年 取りこわし 老朽化と統合に伴う取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

58 長第954号 平成20年6月27日 明山荘短期入所生活介護
事業所

老人デイサービスセン
ター

(福）緑樹会 65年 Ｈ元年 18年 転用
ショートステイ専用及び共有区画部分の一部を老
人デイサービスセンター専用部分に転用。

老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

59 長第1052号 平成20年7月16日 特別養護老人ホーム「寿ノ
家」

特別養護老人ホーム (福）寿ノ家 50年 Ｓ５１年 31年 転用
特別養護老人ホームを訪問介護事業所へ一
部転用

老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

60 障第1723号 平成20年8月22日 ひかりの家学園 誠心薄弱児通園施設 （福）ひかりの家 50年 S５１年 32年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（２）

53 福発第10320号 平成20年12月2日 甲府市上九一色保育所 保育所 甲府市 47年 Ｓ５９年 24年 無償貸与
保育所を特定非営利活動法人虹の谷に無償
貸与。

財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

61 長福第66号 平成20年4月15日
阿南町在宅介護支援セン

ター
在宅介護支援センター 阿南町 38年 Ｈ７年 12年

転用及び無償
貸与

在宅介護支援センターを特別養護老人ホーム
へ転用し、社会福祉法人に無償貸与

財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

62 20こ家第126号 平成20年5月26日 下諏訪町立第二保育所 保育所 下諏訪町 65年 Ｓ４５年 37年 取りこわし 他の同一施設と統合のため取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

63 20長福第108号 平成20年5月27日 陽寿荘 養護老人ホーム （福）大樹会 65年
Ｓ５２年
Ｈ７年

31年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（２）

64 20長福第109号 平成20年5月27日 特別養護老人ホーム （福）大樹会 65年 Ｓ５５年 28年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（２）

65 20長福第109号 平成20年5月27日 老人デイサービスセンター （福）大樹会 38年 Ｈ２年 18年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（２）

66 20長福第207号 平成20年6月30日 飯山市南部デイサービスセ
ンター

老人デイサービスセン
ター

飯山市 65年 Ｈ８年 11年 取りこわし 区画整理事業のため取りこわし、移転改築する。
財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

67 20長福第318号 平成20年9月19日 豊科第１デイサービスセン
ター

老人デイサービスセン
ター

安雲野市 50年 H５年 14年 転用
デイサービスセンターを地域生活支援事業を
行う事業所に転用

財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

68 20長福第449号 平成21年1月23日 在宅介護支援センターみた
け

在宅介護支援センター
松塩筑木曽老人福

祉施設組合
50年 Ｈ９年

Ｈ１０年
9年 転用

合併市町村計画に基づき在宅介護支援セン
ターを老人デイサービスに転用。

財産処分承認基準の第２の２
（１）の②

69 保子子企第1932号 平成20年11月21日 与野ひなどり保育園 保育所 （福）ひなどり保育園 47年 Ｓ４７年 36年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（２）

70 保子子企第1932号 平成20年11月21日 与野ひなどり保育園　(別館) 保育所 （福）ひなどり保育園 47年 Ｓ５１年 32年 取りこわし 老朽化による改築のための取りこわし
財産処分承認基準の第２の２
（２）

71 横浜市 健高施第1563号 平成20年9月3日 特別養護老人ホーム太陽の
國(通所介護)

老人デイサービスセン
ター

（福）朋光会 50年 S６１年 20年 一部転用
通所介護スペースを特養の「機能訓練室」に転
用

老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

72 20川市こ福第402号 平成20年5月30日 川崎市戸手保育園 保育所 川崎市 50年 Ｓ５４年 28年 取りこわし
市立保育所を取りこわし、跡地に民設保育所
を整備

財産処分承認基準の第２の２
の（１）の①

73 20川市こ福第402号 平成20年5月30日 川崎市高津保育園 保育所 川崎市 50年 Ｓ４７年 35年 取りこわし
市立保育所を取りこわし、跡地に民設保育所
を整備

財産処分承認基準の第２の２
（１）の①

74 横須賀市 横健長第342号 平成20年9月27日 サニーヒル在宅介護支援セ
ンター

在宅介護支援センター （福）降徳会 50年 Ｈ７年
Ｈ８年

10年 一部転用
在宅介護支援センターの業務の一部を特養の
相談室に転用。

老健局の特例１の（３）、別表
に該当。

75 - 平成20年11月17日 城山地区在宅介護支援セン
ター

在宅介護支援センター （福）城山楽寿会 50年 Ｈ４年
Ｈ５年

12年 転用
在宅介護支援センターを地域包括支援セン
ターに転用。

「老人福祉施設等の財産処分
の取り扱いについて」による

76 - 平成20年11月17日 大野南地区在宅介護支援セ
ンター

在宅介護支援センター （福）幸会 50年 Ｈ９年
Ｈ１０年

7年 転用
在宅介護支援センターを地域包括支援セン
ターに転用。

「老人福祉施設等の財産処分
の取り扱いについて」による

77 - 平成20年11月17日 大野中地区在宅介護支援セ
ンター

在宅介護支援センター
（福）恩賜財団神奈
川県同胞援護会

50年 Ｈ５年 12年 転用
在宅介護支援センターを地域包括支援セン
ターに転用。

「老人福祉施設等の財産処分
の取り扱いについて」による

78 - 平成20年11月17日 津久井地区在宅介護支援セ
ンター

在宅介護支援センター （福）寿幸会 50年 Ｈ９年 8年 転用
在宅介護支援センターを地域包括支援セン
ターに転用。

「老人福祉施設等の財産処分
の取り扱いについて」による

79 - 平成20年11月17日 大沢地区在宅介護支援セン
ター

在宅介護支援センター （医）社団晃友会 50年 Ｈ７年 １０年 転用
在宅介護支援センターを地域包括支援セン
ターに転用。

「老人福祉施設等の財産処分
の取り扱いについて」による

80 - 平成20年11月17日 田名地区在宅介護支援セン
ター

在宅介護支援センター （福）愛泉会 50年 Ｈ９年 8年 転用
在宅介護支援センターを地域包括支援セン
ターに転用。

「老人福祉施設等の財産処分
の取り扱いについて」による

81 - 平成20年11月17日 上溝地区在宅介護支援セン
ター

在宅介護支援センター （福）上溝緑寿会 50年 Ｈ６年
Ｈ７年

１０年 転用
在宅介護支援センターを地域包括支援セン
ターに転用。

「老人福祉施設等の財産処分
の取り扱いについて」による

82 - 平成20年11月17日 麻溝地区在宅介護支援セン
ター

在宅介護支援センター （福）ワゲン福祉会 50年 Ｈ４年
Ｈ５年

12年 転用
在宅介護支援センターを地域包括支援セン
ターに転用。

「老人福祉施設等の財産処分
の取り扱いについて」による

83 - 平成20年11月17日 東林地区在宅介護支援セン
ター

在宅介護支援センター （福）山久会 50年 Ｈ１０年
Ｈ１１年

7年 転用
在宅介護支援センターを地域包括支援セン
ターに転用。

「老人福祉施設等の財産処分
の取り扱いについて」による

84 - 平成20年11月17日 光が丘地区在宅介護支援セ
ンター

在宅介護支援センター （医）社団相和会 50年 Ｈ１０年
Ｈ１１年

6年 転用
在宅介護支援センターを地域包括支援セン
ターに転用。

「老人福祉施設等の財産処分
の取り扱いについて」による

85 - 平成20年11月17日 大野北地区在宅介護支援セ
ンター

在宅介護支援センター （福）さがみ愛育会 50年 Ｈ６年 11年 転用
在宅介護支援センターを地域包括支援セン
ターに転用。

「老人福祉施設等の財産処分
の取り扱いについて」による

86 - 平成20年11月17日 横山地区在宅介護支援セン
ター

在宅介護支援センター （福）奉政会 50年 Ｈ９年
Ｈ１０年

7年 転用
在宅介護支援センターを地域包括支援セン
ターに転用。

「老人福祉施設等の財産処分
の取り扱いについて」による

87 - 平成20年11月17日 星が丘地区在宅支援セン
ター

在宅介護支援センター 相模原市 50年 Ｈ８年
Ｈ９年

8年 転用
在宅介護支援センターを地域包括支援セン
ターに転用。

「老人福祉施設等の財産処分
の取り扱いについて」による

88 - 平成20年11月17日 清新地区在宅介護支援セン
ター

在宅介護支援センター 相模原市 50年 Ｈ７年
Ｈ８年

9年 転用
在宅介護支援センターを地域包括支援セン
ターに転用。

「老人福祉施設等の財産処分
の取り扱いについて」による

川崎市

さいたま市

相模原市

徳寿荘長野県

山梨県
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区　　分 茨 城 県 栃 木 県 群 馬 県 埼 玉 県 千 葉 県 東 京 都 神奈川県 新 潟 県 山 梨 県 長 野 県 合　　計

栄養士 3 3 3 6 4 29 5 2 1 3 59

調理師 3 6 5 12 8 25 6 8 1 3 77

理容師 4 1 2 3 3 8 4 1 　 1 27

美容師 5 8 3 5 5 32 10 5 1 3 77

製菓衛生
師

4 3 2 2 1 14 5 6 　 2 39

食品衛生
管理者

2 2 3 6 3 27 14 2 1 2 62

指定保育
士 6 7 18 26 22 72 21 9 5 9 195

社会福祉
士 　 　 2 1 2 15 3 2 　 　 25

介護福祉
士 9 9 10 14 16 48 15 14 4 15 154

福祉系高
校 7 3 2 4 1 5 2 2 1 2 29

社会福祉
主事 1 2 1 1 3 8 7 1 　 　 24

精神保健
福祉士 　 　 　 　 4 16 1 3 　 　 24

児童福祉
司 　 　 　 2 　 1 　 　 　 　 3

児童福祉
施設職員 　 　 　 2 　 2 　 　 　 　 4

知的障害
者福祉司 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 1

救急救命
士 1 1 1 1 1 5 4 1 1 16

診療放射
線技師 5 1 6

臨床検査
技師 1 2 6 1 1 11

理学療法
士 2 1 4 5 7 13 2 3 1 2 40

作業療法
士 1 1 4 2 5 11 3 2 1 1 31

視能訓練
士 2 2 1 5

臨床工学
技士 1 1 6 1 2 11

義肢装具
士 2 1 3

言語聴覚
士 1 1 1 6 1 1 1 12

あん摩マッ
サージ指圧師 2 2

はり師・
きゅう師 1 4 1 16 4 2 1 29

あん摩・はり
師・きゅう師 1 2 7 3 13

柔道整復
師 2 4 21 3 1 2 33

歯科衛生
士 3 2 4 4 1 13 4 1 4 36

歯科技工
士 1 1 1 4 2 9

保健師・助産
師・看護師 13 10 13 31 25 44 23 14 4 11 188

計 66 63 82 146 112 464 145 83 21 63 1,245

（１）養成施設（所）一覧

（平成21年4月1日現在）

　＊調理師、理容師、美容師、保健師・助産師・看護師及び医療系職種養成施設（所）については学校数、その他の施設については課程数
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No. 都県名 設置者 課程
入学
定員

美容師科
昼間
２年

60

美容師科
通信
３年

30

昼間
２年

76

通信
３年

76

No. 都県名 設置者 課程
入学
定員

1 栃木県 （学）白百合学園　 足利デザイン・ビューティ専門学校 パティシエ科
昼間
２年

40

2 東京都 （学）古屋学園 二葉製菓学校 製菓衛生師学科
通信
２年

48

3 長野県 （学）未来学舎
国際コンピュータビジネス専門学
校

パティシエ・ブーランジェ学科
昼間
２年

40

No. 都県名 設置者 課程
入学
定員

1 群馬県 前橋市 前橋工科大学 工学部生物工学科
昼間
４年

42

2 東京都 （学）日本医科大学 日本獣医生命科学大学 獣医学部獣医保健看護学科食品衛生専門職養成コース
昼間
４年

80

3 東京都 （学）工学院大学 工学院大学
工学部応用化学科食品衛生管理者・食品
衛生監視員養成課程

昼間
４年

130

4 　神奈川県 （学）日本大学 日本大学
生物資源科学部生命化学科
食品衛生コース

昼間
４年

130

No. 都県市 設置者 課程
入学
定員

1 茨城県 (学)日通学園 流通経済大学 社会学部社会学科保育士養成コース
昼間
４年

25

2 栃木県 (学)國學院大學栃木学園 國學院大學栃木短期大学 初等教育科幼稚園・保育コース
昼間
２年

40

3 埼玉県 (学)文京学園 文京学院大学 人間学部人間福祉学科保育士コース
昼間
４年

40

4 千葉県 (学)和洋学園 和洋女子大学
人文学群心理・社会学類人間発達学専修
こども発達支援コース

昼間
４年

50

5 東京都 (学)五島育英会 東京都市大学 人間科学部児童学科
昼間
４年

100

6 東京都 (学)宝仙学園 こども教育宝仙大学 こども教育学部幼児教育学科
昼間
４年

100

7 東京都 (学)三浦学園 有明教育芸術短期大学 子ども教育学科
昼間
３年

100

8 東京都 (学)貞静学園 貞静学園短期大学 保育学科
昼間
２年

150

9 東京都 (学)冲永学園 帝京短期大学
こども教育学科こども教育専攻通信教育
課程

通信
３年

200

10 東京都 (学)篠原学園 篠原学園専門学校 こども保育学科
昼間
３年

40

11 新潟県 公立大学法人 新潟県立大学 新潟県立大学 人間生活学部子ども学科
昼間
４年

40

12 長野県 (学)豊南学園 信州豊南短期大学 幼児教育学科
昼間
２年

100

○　美容師養成施設

養成施設名

東京都1 (学)モード学園

神奈川県 みらい教育協同組合3

（２）平成２０年度に指定した養成施設（所）一覧
(平成２１年４月開設分)

○　製菓衛生師養成施設

養成施設名

東京都2 (学)滋慶学園

○　食品衛生管理者・食品衛生監視員養成施設

○　指定保育士養成施設

養成施設名

東京モード学園

東京ベルエポック美容専門学校

国際総合ビューティーカレッジ

ヘアメイクアーティスト学科

美容学科

美容学科

昼間
３年
昼間
２年
通信
２年

80

80

120

養成施設名
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No. 都県 設置者 課程
入学
定員

1 群馬県 (学)藤仁館学園 専門学校高崎福祉医療カレッジ 社会福祉士科
通信

1年7月
140

2 東京都 (学)滋慶学園 東京福祉専門学校 社会福祉士短期養成通信課程
通信
９月

80

3 東京都 (学)滋慶学園 東京福祉専門学校 社会福祉士一般養成通信課程
通信

1年9月
160

4 東京都 （学）西田学園 アルファ福祉専門学校 社会福祉士通信科短期課程養成コース
通信
10月

60

No. 都県 設置者 課程
入学
定員

1 埼玉県 (学)ワタナベ学園 東洋医療福祉専門学校 介護福祉科
昼間
２年

60

2 千葉県 (学)大原学園
大原医療秘書福祉専門学校千
葉校

介護福祉科
昼間
２年

40

3 千葉県 (学)植草学園 植草学園短期大学 専攻科介護福祉専攻
昼間
１年

40

4 東京都 (学)モード学園 首都医校 介護福祉学科（昼間部）
昼間
３年

80

5 東京都 (学)モード学園 首都医校 介護福祉学科（夜間部）
夜間
３年

40

6 新潟県 (福)長岡三古老人福祉会 長岡介護福祉専門学校あゆみ 介護福祉科
昼間
３年

25

No. 都県 設置者 課程
入学
定員

1 東京都 (学)モード学園 首都医校 精神保健福祉学科（昼間部）
昼間
１年

80

2 東京都 (学)モード学園 首都医校 精神保健福祉学科（夜間部）
夜間
２年

40

 

No. 都県名 設置者 課程
入学
定員

1 茨城県 (学)晃陽学園 晃陽看護栄養専門学校 救急救命学科
昼間
２年

40

昼間
３年

80

夜間
３年

40

3 神奈川県 (学)彩煌学園 湘南医療福祉専門学校 救急救命学科
昼間
３年

30

No. 都県名 設置者 課程
入学
定員

昼間
４年

160

夜間
４年

120

○　理学療法士養成施設

養成施設名

養成施設名

○　精神保健福祉士養成施設

養成施設名

○　救急救命士養成所

養成施設名

2 首都医校

(学)モード学園東京都1 首都医校

(学)モード学園東京都

理学療法学科

○　社会福祉士養成施設

養成施設名

救急救命学科

○　介護福祉士養成施設

（注）福祉系高等学校の指定状況は、資料４－(１７)を参照
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No. 都県名 設置者 課程
入学
定員

昼間
４年

80

夜間
４年

80

No. 都県名 設置者 課程
入学
定員

昼間
４年

80

夜間
４年

40

No. 都県名 設置者 課程
入学
定員

昼間
４年

80

夜間
４年

40

No. 都県名 設置者 課程
入学
定員

昼間
４年

80

夜間
４年

80

No. 都県名 設置者 課程
入学
定員

昼間
３年

60

夜間
３年

30

昼間（午前）
３年 22

昼間（午後）
３年 22

昼間
４年

87

夜間
３年

60

No. 都県名 設置者 課程
入学
定員

1 埼玉県 (学)呉竹学園 呉竹医療専門学校 鍼灸マッサージ科
昼間
３年

60

○　作業療法士養成施設

養成施設名

視能療法学科

養成施設名

1

○　臨床工学技士養成所

○　視能訓練士養成所

養成施設名

1 首都医校

首都医校

(学)モード学園東京都

(学)モード学園東京都

東京都

埼玉県

東京都1

首都医校(学)モード学園東京都1

3

2

1

首都医校

アルファ医療福祉専門学校

呉竹医療専門学校

(学)モード学園

(学)西田学園

(学)呉竹学園

東京都

○　あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設

養成施設名

作業療法学科

臨床工学学科

臨床工学学科

鍼灸学科

はり・きゅう学科

○　はり師・きゅう師養成施設

養成施設名

○　言語聴覚士養成所

養成施設名

首都医校(学)モード学園

鍼灸学科
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No. 都県名 設置者 課程
入学
定員

昼間
３年

60

夜間
３年

30

2 東京都 (学)山野学苑 山野医療専門学校 柔道整復科
昼間（午後）

３年 30

昼間（午前）
３年 29

昼間（午後）
３年 29

昼間
４年

60

夜間
３年

60

昼間
３年

60

夜間
３年

60

No. 都県名 設置者 課程
入学
定員

1 群馬県 (学)太田アカデミー 太田医療技術専門学校 歯科衛生学科
昼間
３年

50

No. 都県名 設置者 課程
入学
定員

1 東京都 (学)モード学園 首都医校 看護保健学科 ４年 120

No. 都県名 設置者 課程
入学
定員

1 千葉県 (医)緑生会 あびこ助産師専門学校 １年 40

2 東京都 (医社)中林病院 中林病院助産師学院
定時制

１年
20

柔道整復学科

柔道整復科

柔道整復学科

柔道整復学科

アルファ医療福祉専門学校

養成施設名

埼玉県

東京都3 (学)西田学園

養成施設名

○　保健師・看護師養成所

養成施設名

○　助産師養成所

養成施設名

東京都 (学)モード学園

○　歯科衛生士養成所

○　柔道整復師養成施設

呉竹医療専門学校(学)呉竹学園

首都医校

セルテック新潟柔道整復師養成学院

4

有限責任中間法人新潟柔道整
復師振興育成会

1

新潟県5
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No. 都県名 設置者 課程
入学
定員

1 茨城県 (学)筑波学園 アール医療福祉専門学校 看護学科 ３年 40

2 栃木県 (学)国際医療福祉大学 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 看護学科 ３年 40

3 東京都 (学)モード学園 首都医校 看護学科Ⅰ ３年 40

4 東京都 (学)モード学園 首都医校 看護学科Ⅱ ３年 200

5 東京都 (学)慈誠会学園 上板橋看護専門学校
定時制
２年

40

6 神奈川県 (医財)明理会 イムス横浜国際看護専門学校
定時制
３年

40

7 長野県 （社）長野市医師会 長野看護専門学校 第１看護学科 ３年 40

養成施設名

○　看護師養成所
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No. 養成施設（所）の名称 設　　置　　者 所　　　在　　　地 廃止年月日

1 佐伯栄養専門学校栄養学科　 （学）佐伯学園 東京都大田区中央５－３０－３ H20.3.31

2 戸板女子短期大学専攻科食物栄養専攻 （学）戸板学園 東京都港区芝２－２１－１７ H20.3.31

No. 養成施設（所）の名称 設　　置　　者 所　　　在　　　地 廃止年月日

1 財団法人育成会技術専門学校理容科 （財）育成会 神奈川県横浜市西区岡野１－１８－１４ H21.3.31

No. 養成施設（所）の名称 設　　置　　者 所　　　在　　　地 廃止年月日

1 京葉美容福祉専門学校美容福祉学科 （学）阿弥陀寺教育学園 千葉県市原市五所１７０５ H20.9.30

2 財団法人育成会技術専門学校美容科 （財）育成会 神奈川県横浜市西区岡野１－１８－１４ H21.3.31

3 KBKビューティーカレッジ美容科
神奈川県美容業生活衛生同業
組合

神奈川県横浜市中区本町２－１７ H21.3.31

No. 養成施設（所）の名称 設　　置　　者 所　　　在　　　地 廃止年月日

1 栃木県立衛生福祉大学校保育学部保育学科 栃木県 栃木県宇都宮市陽南４－２－１ H21.3.31

2 日本音楽学校幼児教育科保育士コース (学)三浦学園 東京都品川区豊町２－１６－１２ H21.3.31

3 目白大学短期大学部子ども学科・専攻科保育専攻 (学)目白学園 東京都新宿区中落合４－３１－１ H21.3.31

4 東京福祉保育専門学校保育学科Ⅱ (学)サンシャイン学園 東京都豊島区東池袋４－２３－４ H21.3.31

No. 養成施設（所）の名称 設　　置　　者 所　　　在　　　地 廃止年月日

1 臨床福祉専門学校臨床福祉学科 (学)敬心学園 東京都江東区塩浜２－２２－１０ H21.3.31

2 東京ＹＷＣＡ専門学校社会福祉科ソーシャルワークコース (財)東京基督教女子青年会 東京都千代田区神田駿河台１－８ H21.3.31

3 横浜国際福祉専門学校総合福祉学科 (学)国際学園 神奈川県横浜市青葉区さつきが丘８－８０ H21.3.31

4 日本福祉医療専門学校社会福祉専攻科 (学)新潟福祉医療学園 新潟県新潟市西区槇尾１４２５ H21.3.31

　 　

No. 養成施設（所）の名称 設　　置　　者 所　　　在　　　地 廃止年月日

1 つくば福祉専門学校介護福祉科 (学)来栖学園 茨城県土浦市東真鍋２０－１６ H21.3.31

2 彰華学園保育福祉専門学校介護福祉科 (学)埼玉彰華学園 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字並塚１６４３ H21.3.31

3 千葉福祉専門学校介護福祉科 (学)ワタナベ学園 千葉県船橋市前原東１－１６－３ H21.3.31

4 聖徳大学短期大学部介護福祉学科第二部 (学)東京聖徳学園 千葉県松戸市岩瀬字向上５５０ H21.3.31

5 文京社会福祉専門学校介護福祉科 (学)日本社会事業大学 東京都文京区小石川５－１０－１２ H21.3.31

6 横浜国際福祉専門学校介護福祉学科Ⅱ部 (学)国際学園 神奈川県横浜市青葉区さつきが丘８－８０ H21.3.31

7 新潟中央福祉専門学校介護福祉科 (学)加茂暁星学園 新潟県加茂市学校町１６－１８ H21.3.31

No. 養成施設（所）の名称 設　　置　　者 所　　　在　　　地 廃止年月日

1 マロニエ医療福祉専門学校社会福祉学科 (学)産業教育事業団 栃木県栃木市今泉町２－６－２２ H21.3.31

2 埼玉福祉専門学校社会福祉科（夜） (学)埼玉福祉学園 埼玉県さいたま市大宮区仲町３－８８－２ H21.3.31

3 東京ＹＷＣＡ専門学校社会福祉科ソーシャルワークコース (財)東京基督教女子青年会 東京都千代田区神田駿河台１－８ H21.3.31

No. 養成施設（所）の名称 設　　置　　者 所　　　在　　　地 廃止年月日

1 臨床福祉専門学校臨床福祉学科 (学)敬心学園 東京都江東区塩浜２－２２－１０ H21.3.31

2 東京福祉保育専門学校精神保健福祉士一般養成施設夜間通学課程 (学)サンシャイン学園 東京都豊島区東池袋４－２３－４ H21.3.31

（３）平成２０年度に廃止した養成施設（所）一覧

○　栄養士養成施設

※栄養士養成施設の廃止は廃止後に届出のため、平成２０年度に受領した届出書分を掲載

○　理容師養成施設

○　美容師養成施設

○  指定保育士養成施設

○  社会福祉士養成施設

○  介護福祉士養成施設

○  社会福祉主事養成機関

○  精神保健福祉士養成施設
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No. 養成施設（所）の名称 設　　置　　者 所　　　在　　　地 廃止年月日

1 城西医療技術専門学校診療放射線学科 （学）城西医療学園 埼玉県入間郡毛呂山町下川原１２７６ H21.3.31

No. 養成施設（所）の名称 設　　置　　者 所　　　在　　　地 廃止年月日

1 東京清瀬医学技術専門学院臨床検査技術コース （財）東京都民生委員事業協会 東京都清瀬市梅園３－１－３１ H21.3.31

No. 養成施設（所）の名称 設　　置　　者 所　　　在　　　地 廃止年月日

1 城西医療技術専門学校理学療法学科 （学）城西医療学園 埼玉県入間郡毛呂山町下川原１２７６ H21.3.31

No. 養成施設（所）の名称 設　　置　　者 所　　　在　　　地 廃止年月日

1 高崎医療技術福祉専門学校作業療法学科 （学）堀越学園 群馬県高崎市下滝町３７０－８ H20.4.1

2 江戸川医療専門学校作業療法学科 （学）東京来栖学園 東京都江戸川区中央１－８－２１ H20.6.30

3 城西医療技術専門学校作業療法学科 （学）城西医療学園 埼玉県入間郡毛呂山町下川原１２７６ H21.3.31

No. 養成施設（所）の名称 設　　置　　者 所　　　在　　　地 廃止年月日

1 山野医療専門学校柔道整復科 （学）山野学苑 東京都渋谷区代々木１－５３－１ H21.3.31

2 呉竹鍼灸柔整専門学校柔道整復科 （学）呉竹学園 神奈川県横浜市港北区新横浜２－７－２４ H21.3.31

No. 養成施設（所）の名称 設　　置　　者 所　　　在　　　地 廃止年月日

1 早稲田医療専門学校東洋医療鍼灸学科 （学）早稲田医療学園 東京都新宿区西早稲田３－１８－４ H21.3.31

2 呉竹鍼灸柔整専門学校鍼灸科 （学）呉竹学園 神奈川県横浜市港北区新横浜２－７－２４ H21.3.31

No. 養成施設（所）の名称 設　　置　　者 所　　　在　　　地 廃止年月日

1 呉竹鍼灸柔整専門学校鍼灸マッサージ科 （学）呉竹学園 神奈川県横浜市港北区新横浜２－７－２４ H21.3.31

No. 養成施設（所）の名称 設　　置　　者 所　　　在　　　地 廃止年月日

1 長野県公衆衛生専門学校歯科衛生士学科 長野県 長野県長野市妻科１４４ H21.3.31

No. 養成施設（所）の名称 設　　置　　者 所　　　在　　　地 廃止年月日

1 育生会技術専門学校 （財）育生会 神奈川県横浜市西区岡野町１－１８－１４ H21.3.31

2 公衆衛生専門学校 長野県 長野県長野市妻科１４４ H21.3.31

3 財団法人復光会船橋看護専門学校 （財）複光会 千葉県船橋市市場３－３－１ H21.3.31

4 横須賀共済病院看護専門学校 国家公務員共済組合連合会 神奈川県横須賀市田戸台３６－１ H21.3.31

5 栃木県厚生連塩谷看護専門学校 栃木県厚生農業協同組合連合会 栃木県矢板市冨田７７番地６ H21.3.31

○　診療放射線技師養成所

○　臨床検査技師養成所

○　理学療法士養成施設

○　保健師・助産師・看護師養成所

○　作業療法士養成施設

○　柔道整復師養成施設

○　はり師・きゅう師養成施設

○　歯科衛生士養成所

○　あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設
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（４）栄養士養成施設一覧

平成２1年４月１日　現在

都県
区分

名　　　　　　　　　称 所　在　地 設　置　者
修業
年限

入学
定員

指　定
年月日

茨 城
つくば国際短期大学人間生活学
科健康栄養専攻

土浦市真鍋6-7-10
学校法人
霞ヶ浦学園

2 80 S43.3.1

鯉淵学園農業栄養専門学校専
門課程食品栄養科

水戸市鯉淵町5965
財団法人
農民教育協会

2 40 H7.4.1

晃陽看護栄養専門学校栄養士
学科

古河市東1-5-26
学校法人
晃陽学園

2 50 H8.4.1

栃 木 宇都宮栄養専門学校
宇都宮市平出町上野
3580-5

学校法人
三友学園

2 80 H7.4.1

佐野短期大学社会福祉学科栄
養福祉専攻

佐野市高萩町1297
学校法人
佐野日本大学
学園

2 80 H15.4.1

宇都宮文星短期大学地域総合
文化学科調理栄養コース栄養士
養成専攻

宇都宮市上戸祭4-142-
25

学校法人
宇都宮学園

2 40 H17.4.1

群 馬
桐生大学短期大学部生活科学
科栄養士課程

みどり市笠懸町阿左美
606-7

学校法人
桐丘学園

2 40 S40.3.8

明和学園短期大学生活学科栄
養専攻

前橋市昭和町3-11-9
学校法人
平方学園

2 50 S40.4.2

東日本栄養医薬専門学校 前橋市小屋原町1098-1
学校法人
山崎学園

2 80 H15.4.1

埼 玉 埼玉県栄養専門学校
熊谷市籠原南２丁目
149

学校法人
今昌学園

2 100 S50.3.17

女子栄養大学栄養学部保健栄
養学科栄養科学専攻

坂戸市千代田3-9-21
学校法人
香川栄養学園

4 100 S49.3.6

国際学院埼玉短期大学健康栄
養科

さいたま市大宮区吉敷
町2-5

学校法人
国際学院

2 150 S52.3.19

西武学園医学技術専門学校栄
養士科

所沢市泉町1806
学校法人
文理佐藤学園

2 80 S53.3.31

武蔵丘短期大学健康生活学科
健康栄養専攻

比企郡吉見町大字南吉
見字村上111-1

学校法人
後藤学園

2 100 H3.4.1

日本医科学衛生福祉専門学校
栄養士科

越谷市七左町3-117-3
学校法人
村上学園

2 40 H19.3.30
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平成２1年４月１日　現在

都県
区分

名　　　　　　　　　称 所　在　地 設　置　者
修業
年限

入学
定員

指　定
年月日

千 葉
聖徳大学人文学部生活文化学
科食物栄養専攻

松戸市岩瀬字向山550
学校法人
東京聖徳学園

4 100 H13.4.1

千葉県立衛生短期大学栄養学
科

千葉市美浜区若葉2-
10-1

千葉県 2 50 S56.3.12

昭和学院短期大学ヘルスケア栄
養学科

市川市東菅野2-17-1
学校法人
昭和学院

2 80 H12.4.1

川村学園女子大学人間文化学
部生活文化学科

我孫子市下ヶ戸1133番
地

学校法人
川村学園

4 80 H16.4.1

東 京 佐伯栄養学校栄養士科 大田区中央5-30-3
学校法人
佐伯学園

2 120 S25.4.1

東京栄養食糧専門学校栄養専
門課程栄養士科

世田谷区池尻2-23-11
学校法人
食糧学院

2 260 S25.9.1

香川栄養専門学校栄養専門課
程栄養士科

豊島区駒込3-24-3
学校法人
香川栄養学園

2 50 S29.6.1

東京栄養専門学校栄養専門課
程栄養学科

新宿区西新宿6-11-1
学校法人
丸山学園

2 100 S31.4.1

赤堀栄養専門学校栄養専門課
程栄養士科

豊島区目白3-1-31
学校法人
赤堀学園

2 50 S41.3.2

服部栄養専門学校栄養専門課
程栄養士科

渋谷区千駄ヶ谷5-25-4
学校法人
服部学園

2 150 S41.4.2

女子栄養大学短期大学部食物
栄養学科

豊島区駒込3-24-3
学校法人
香川栄養学園

2 160 S25.4.1

実践女子短期大学食物栄養学
科

日野市神明1-13-1
学校法人
実践女子学園

2 80 S26.4.1

戸板女子短期大学食物栄養科 港区芝2-21-17
学校法人
戸板学園

2 150 S26.4.1

東京文化短期大学大学生活学
科

中野区本町6-38-1
学校法人
新渡戸文化学
園

2 80 S26.4.1

昭和女子大学短期大学部食物
科学科

世田谷区太子堂1-7-57
学校法人
昭和女子大学

2 120 S27.4.1

東京家政大学短期大学部栄養
科

板橋区加賀1-18-1
学校法人
渡辺学園

2 180 S27.4.1

東京農業大学短期大学部栄養
科

世田谷区桜丘1-1-1
学校法人
東京農業大学

2 150 S31.4.1

山脇学園短期大学食物科栄養
士専攻課程

港区赤坂4-10-36
学校法人
山脇学園

2 75 S31.4.1
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平成２1年４月１日　現在

都県
区分

名　　　　　　　　　称 所　在　地 設　置　者
修業
年限

入学
定員

指　定
年月日

東 京
東京家政学院短期大学生活科
学科食物栄養専攻

千代田区三番町22
学校法人
東京家政学院

2 70 S32.4.1

淑徳短期大学食物栄養学科栄
養コース

板橋区前野町6-36-4
学校法人
大乗淑徳学園

2 100 S37.3.22

愛国学園短期大学家政科食物
栄養専攻

江戸川区西小岩5-7-1
学校法人
愛国学園

2 50 S38.4.1

帝京短期大学生活科学科食物
栄養専攻

渋谷区本町6-31
学校法人
冲永学園

2 100 S41.2.24

大妻女子大学短期大学部家政
科食物栄養専攻

千代田区三番町12
学校法人
大妻学院

2 200 S43.3.1

昭和女子大学生活科学部健康
デザイン学科

世田谷区太子堂1-7-57
学校法人
昭和女子大学

4 80 S27.4.1

東京家政大学家政学部栄養学
科栄養学専攻

板橋区加賀1-18-1
学校法人
渡辺学園

4 95 S27.4.1

東京農業大学応用生物科学部
栄養科学科食品栄養学専攻

世田谷区桜丘1-1-1
学校法人
東京農業大学

4 80 S37.3.10

武蔵野栄養専門学校栄養科 豊島区南池袋3-12-5
学校法人
後藤学園

2 240 S45.2.24

二葉栄養専門学校栄養士科
武蔵野市吉祥寺本町2-
11-2

学校法人
古屋学園

2 120 S47.12.21

華学園栄養専門学校 台東区根岸1-1-12
学校法人
華学園

2 160 S55.3.21

織田栄養専門学校栄養士科 中野区中野5-30-1
学校法人
織田学園

2 120 S56.3.12

東京健康科学専門学校健康栄
養学科

品川区南品川6-10-5
学校法人
健康科学学園

2 60 S61.3.26

大妻女子大学家政学部食物学
科食物学専攻

千代田区三番町12
学校法人
大妻学院

4 50 H7.4.1

八王子栄養専門学校 八王子市台町3-28-16
学校法人
大竹学園

2 50 H8.4.1

神奈川
相模女子大学短期大学部食物
栄養学科

相模原市文京2-1-1
学校法人
相模女子大学

2 120 S26.9.1

小田原女子短期大学食物栄養
学科

小田原市城山4-5-1
学校法人
小田原女子短
期大学

2 60 S33.4.1
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平成２1年４月１日　現在

都県
区分

名　　　　　　　　　称 所　在　地 設　置　者
修業
年限

入学
定員

指　定
年月日

神奈川
相模女子大学栄養科学部健康
栄養学科

相模原市文京2-1-1
学校法人
相模女子大学

4 80 S25.4.1

横浜栄養専門学校
横浜市保土ヶ谷区今井
町1447-1

学校法人
難波学園

2 150 S54.2.15

文教大学女子短期大学部健康
栄養学科

茅ヶ崎市行谷1100
学校法人
文教大学学園

2 150 S38.4.1

新 潟
県立新潟女子短期大学生活科
学科食物栄養専攻

新潟市東区海老ヶ瀬
471

新潟県 2 40 S38.3.30

悠久山栄養調理専門学校衛生
（栄養）専門課程栄養士科

長岡市中沢4-403-1
学校法人
長岡総合学園

3 80 H8.4.1

山 梨 山梨学院短期大学食物栄養科 甲府市酒折2-4-5
学校法人
山梨学院

2 150 S26.4.1

長 野
飯田女子短期大学家政学科食
物栄養専攻

飯田市松尾代田610
学校法人
高松学園

2 50 S43.3.1

長野県短期大学生活科学科健
康栄養専攻

長野市三輪8-49-7 長野県 2 40 S26.4.1

長野女子短期大学生活科学科
食物栄養専攻

長野市三輪9-11-29
学校法人
長野家政学園

2 45 H9.4.1
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（５）調理師養成施設一覧
平成２１年４月１日　現在

都県
区分

名　　　　称 所　在　地 設立者
昼
夜
別

課
程
別

修業
期間
(年)

入学
定員

総
定
員

指 定
年 月 日

茨　城 専門 2 100 200

高等 1 100 100

専門 1 40 40

高等 3 40 120

1 40 40

2 40 80

栃　木
宇都宮短期大学附属高
等学校調理科

宇都宮市睦
町1-35

学校法人
須賀学園

昼 高校 3 100 300 S44.11.28

宇都宮調理師専門学校
宇都宮市平
出町3580-3

学校法人
三友学園

昼 専門 1 100 100 S54.3.15

1 40 40

2 80 160

高等 3 30 90

佐野清澄高等学校食物
調理科

佐野市堀米
町840

学校法人
佐山学園

昼 高校 3 60 180 H5.3.25

栃木県立矢板高等学校
栄養食物科

矢板市片俣
618-2

栃木県 昼 高校 3 40 120 H8.11.13

宇都宮文星短期大学地
域総合文化学科
調理栄養コース調理師養
成専攻

宇都宮市上
戸祭4-142-
25

学校法人
宇都宮学
園

昼 短大 2 30 60 H15.4.1

群　馬 1 150 150

2 150 300

高崎調理師専門学校
高崎市東町３
６

学校法人
石黒学園

昼 専門 1 40 40 S42.2.27

桐生第一高等学校
桐生市小曽
根町1-5

学校法人
桐丘学園

昼 高校 3 40 120 S43.3.1

1 100 100

2 50 100

夜 高等 1.5 50 150

1 40 40

2 40 80

高等 3 40 120

S44.3.26

古河市東1-
5-26

学校法人
晃陽学園

昼 S44.3.26
晃陽看護栄養専門学校
調理師学科

小山市三峯
1-10-21

学校法人
ﾃｨﾋﾞｨｼｨ学
院

牛久市ひたち
野東1-14-8

学校法人
晃陽学園

中川学園調理技術専門
学校

水戸市見和
3-663-10

学校法人
中川学園

昼

群馬調理師専門学校
前橋市小屋
原町1145-1

学校法人
山崎学園

専門
昼 H4.3.6

つくば調理製菓専門学校 昼 専門 H15.4.1

国際テクニカル調理師専
門学校

東日本調理師専門学校
高崎市矢中
町23-10

学校法人
山崎学園

昼

専門

S35.2.6

S16.3.10昼

専門
S46.12.25

専門昼

群馬調理マイスター専門
学校

太田市新野
町80-3

学校法人
山崎学園
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平成２１年４月１日　現在

都県
区分

名　　　　称 所　在　地 設立者
昼
夜
別

課
程
別

修業
期間
(年)

入学
定員

総
定
員

指 定
年 月 日

埼　玉
細田学園高等学校食物
科

志木市本町
2-7-1

学校法人
細田学園

昼 高校 3 40 120 S44.3.26

1 40 40

2 80 160

夜 専門 2 40 80

専門 1 40 40

一般 1 40 40

夜 一般 1.5 40 120

1 120 120

2 80 160

ワタナベ学園調理師専門
学校

越谷市赤山
町3-142

学校法人
ワタナベ学
園

昼 専門 1 80 80 S48.3.30

専門 1 40 40

専門 2 60 120

高等 3 62 186

夜 一般 1.5 40 120

埼玉県立新座総合技術
高等学校食物調理科

新座市新塚
5067

埼玉県 昼 高校 3 40 120 S58.3.31

花咲徳栄高等学校食物
科

加須市大字
花崎字江橋
519

学校法人
佐藤栄学
園

昼 高校 3 80 240 S59.2.29

埼玉県立越谷総合技術
高等学校食物調理科

越谷市谷中
町3-100-1

埼玉県 昼 高校 3 40 120 S61.3.26

真英舎学院情報文化高
等専修学校

北葛飾郡杉
戸町大字並
塚1643

学校法人
真英舎

昼 高等 3 40 120 H元.3.22

国際学院高等学校総合
学科調理師専攻

北足立郡伊
奈町大字小
室10474

学校法人
国際学院

昼 高校 3 80 240 H10.2.2

埼玉県立秩父農工科学
高等学校フードデザイン
科

秩父市大野
原2000

埼玉県 昼 高等 3 40 120 H17.4.1

千　葉 1 80 80

2 50 100

専門 1 30 30

高等 3 20 60

夜 専門 1.5 35 70

昼

S45.3.6
さいたま市大
宮区吉敷町
2-5

学校法人
国際学院

昼 専門

S50.3.17

S46.12.25

埼玉県調理師専門学校 昼 専門 S46.12.25

国際調理師専門学校

専門

西武調理師専門学校
所沢市松葉
町4-23

佐藤　英樹

熊谷市籠原
南２丁目１４９

学校法人
今昌学園

西武文理大学附属調理
師専門学校

ふじみ野市南
台1-13

学校法人
文理佐藤
学園

昼

S43.3.1

習志野調理師専門学校
習志野市津
田沼3-6-38

学校法人
植田学園

昼
S44.3.26

千葉調理師専門学校
千葉市中央
区新千葉2-
5-3

学校法人
芳野学園

昼
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平成２１年４月１日　現在

都県
区分

名　　　　称 所　在　地 設立者
昼
夜
別

課
程
別

修業
期間
(年)

入学
定員

総
定
員

指 定
年 月 日

千　葉
千葉県立佐倉東高等学
校調理国際科

佐倉市城内
町278

千葉県 昼 高校 3 40 120 S45.3.6

京葉調理師学校
千葉市中央
区春日1-18-
10

財団法人
市原学園

昼 各種 1 80 80 S49.3.6

柏調理師専門学校
柏市明原1-
2-2

学校法人
野田鎌田
学園

昼 専門 1 40 40 S52.2.15

東京学館船橋高等学校
食物調理科

船橋市豊富
町577

学校法人
鎌形学園

昼 高校 3 40 120 S62.3.17

千葉県立安房拓心高等
学校総合学科調理系列

南房総市和
田町海発
1604

千葉県 昼 高校 3 40 120 H5.3.25

専門学校野田鎌田学園
調理高等科

野田市野田
389-1

学校法人
野田鎌田
学園

昼 高等 3 70 210 H12.2.10

東　京 専門 1 80 80

専門 2 40 80

1 300 300

2 120 240

高等 1 30 30

専門 1.5 200 320

高等 1.5 30 90

1 80 80

2 40 80

1 150 150

2 200 400

高等 1 50 50

夜 高等 1.5 50 150

1 350 350

2 80 160

高等 1 50 50

専門 1.5 40 120

高等 1.5 10 30

専門 1 24 24

専門 2 24 48

高等 1 24 24

夜 高等 1.5 24 72

服部栄養専門学校栄養
専門課程
調理師本科調理高等課
程調理師科

渋谷区千駄ヶ
谷5-25-4

学校法人
服部学園

昼
専門

S34.8.27

夜

専門

S35.2.6

専門 S35.2.6聖徳調理師専門学校
葛飾区西新
小岩1-7-5

東京調理師専門学校
新宿区西新
宿7-11-11

学校法人
食糧学院

昼

学校法人
東京聖栄
大学

昼

専門

S39.3.27

夜

新宿調理師専門学校
新宿区西新
宿6-5-3

学校法人
新宿学園

昼

S42.2.27
東京マスダ学院調理師専
門学校

江戸川区平
井4-13-4

学校法人
マスダ学院

昼

S34.8.27
香川栄養専門学校調理
師専門課程調理師科

豊島区駒込
3-24-3

学校法人
香川栄養
学園

昼
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平成２１年４月１日　現在

都県
区分

名　　　　称 所　在　地 設立者
昼
夜
別

課
程
別

修業
期間
(年)

入学
定員

総
定
員

指 定
年 月 日

東　京 昼 高等 1 30 30

夜 高等 1.5 40 120

1 320 320

2 160 320

2 160 320

専門 1.5 40 80

高等 1.5 40 80

1 120 120

2 40 80

高等 1 20 20

専門 1.5 40 80

高等 1.5 20 40

専門 1 250 250

高等 1 50 50

90

50

1 100 100

2 40 80

1 50 50

3 40 120

朋優学院高等学校調理
科

品川区西大
井6-1-23

学校法人
中延学園

昼 高校 3 45 135 S45.3.6

東京都立農業高等学校
食物科

府中市寿町
1-10-2

東京都 昼 高校 3 40 120 S44.3.26

1 120 120

2 120 240

夜 高等 1.5 40 80

専門 1 80 80

高等 1 40 40

駒場学園高等学校食物
科

世田谷区代
沢1-23-8

学校法人
駒場学園

昼 高校 3 40 120 S49.3.6

赤堀栄養専門学校調理
高等課程調理師科

豊島区目白
3-1-31

学校法人
赤堀学園

S42.2.27

専門

S43.3.1

夜

武蔵野調理師専門学校
豊島区南池
袋3-12-5

学校法人
後藤学園

昼

専門

S43.3.1

夜

織田調理師専門学校
中野区中野
5-32-8

学校法人
織田学園

昼

二葉栄養専門学校調理
師科

武蔵野市吉
祥寺本町2-
11-2

学校法人
古屋学園

昼

S43.3.1

夜 高等 1.5 230

専門

S43.3.1

高等

東京多摩調理製菓専門
学校

多摩市関戸
4-20-3

学校法人
井上学園

昼

東京誠心調理師専門学
校

大田区蒲田
3-21-4

学校法人
誠心学園

昼

池袋調理師専門学校
豊島区西池
袋5-21-4

河内　隆行 昼

H19.9.1

S48.3.9

専門
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平成２１年４月１日　現在

都県
区分

名　　　　称 所　在　地 設立者
昼
夜
別

課
程
別

修業
期間
(年)

入学
定員

総
定
員

指 定
年 月 日

東　京 1 40 40

2 40 80

高等 1 40 40

夜 高等 1.5 40 120

1 120 120

2 160 320

専門 1.5 50 100

高等 1.5 50 100

1 80 80

2 80 160

高等 3 80 240

夜 高等 1.5 40 120

愛国高等学校家政科
江戸川区西
小岩5-7-1

学校法人
愛国学園

昼 高校 3 80 240 S57.3.24

萠愛調理師専門学校
八王子市下
恩方町352

学校法人
萠愛学園

昼 専門 2 45 90 S63.3.4

八王子実践高等学校家
庭に関する学科調理科

八王子市台
町1-6-15

学校法人
矢野学園

昼 高校 3 80 240 H元.3.22

大竹高等専修学校　食物
科

八王子市台
町3-29-19

学校法人
大竹学園

昼 高等 3 80 240 H2.3.16

東京都立葛飾ろう学校高
等部専攻科生産システム
類型食物系

東京都葛飾
区西亀有2-
58-1

東京都 昼 専門 2 8 16 H17.4.1

1 37 37

2 37 74

神奈川 専門 1 150 150

高等 1 100 100

夜 高等 1.5 100 200

崎村調理師専門学校
小田原市城
山2-1-9

学校法人
崎村学院

昼 専門 1 80 80 H17.4.1

昼 高等 1 145 145

夜 高等 1.5 50 100

田中　啓介
昼

専門

S51.3.6

専門

専門

学校法人
華学園

昼

S52.2.15

昼

S51.3.6

西東京調理師専門学校
小平市学園
西町1-25-2

夜

華調理師専門学校
台東区根岸
1-1-12

学校法人
榎本学園

昼

学校法人
難波学園

S55.2.21

S34.4.20

町田市中町
1-13-1

小平市小川
東町5-21-14

学校法人
啓倫学園

学校法人難波学園横浜
調理師専門学校

横浜市神奈
川区鶴屋町
3-31-4

町田調理師専門学校

専修学校厚木調理師学
校

国際パティシエ調理師専
門学校

学校法人
鈴木学園

厚木市中町
2-2-19

専門 H19.3.5昼
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平成２１年４月１日　現在

都県
区分

名　　　　称 所　在　地 設立者
昼
夜
別

課
程
別

修業
期間
(年)

入学
定員

総
定
員

指 定
年 月 日

神奈川 専門 1 40 40

1 40 40

3 40 120

夜 高等 1.5 40 80

昼 高等 1 80 80

夜 専門 1.5 40 120

昼 専門 1 40 40

夜 一般 1.5 40 80

新　潟 1 40 40

2 120 240

高等 1 40 40

1 80 80

2 40 80

新潟県立新潟中央高等
学校食物科

新潟市中央
区学校町通
二番町5317-
1

新潟県 昼 高校 3 40 120 S45.3.6

1 80 80

2 40 80

上越高等学校食物科
上越市寺町
3-5-38

学校法人
古川学園

昼 高校 3 40 120 S57.3.24

1 40 40

2 40 80

1 40 40

2 80 160

夜 2 40 80

国際調理製菓専門学校
新潟市中央
区古町通6-
953-1

学校法人
国際総合
学園

昼 専門 2 160 320 H18.1.10

山　梨 1 30 30

2 30 60

夜 1.5 20 40

北陸食育フードカレッジ
長岡市福住
1-5-25

学校法人
北陸学園

国際フード製菓専門学校
横浜市西区
楠町14-4

学校法人
誠心学園

相模原市中
央5-8-1

ヨコスカ調理師専門学校

相模原調理師専門学校

H13.12.11

学校法人
敷島学園

昼横須賀市汐
入町2-9

S53.2.24高等

S53.12.27
学校法人
成章学園

S43.3.1

学校法人
長岡総合
学園

昼

S40.3.5

H11.10.20

新潟調理師専門学校
新潟市中央
区東幸町8-8

学校法人
新潟女子
学院

昼

専門 S46.12.15
悠久山栄養調理専門学
校

長岡市中沢
4-403-1

昼

H17.4.1

専門 H18.1.10

学校法人
古屋学園

シェフパティシエ専門学校
新潟市中央
区笹口2-9-1

学校法人
エイシンカ
レッジ

山梨秀峰調理師専門学
校

甲府市仲町
字上ヶ待264

昼
専門

専門

昼

専門
にいがた製菓・調理師専
門学校えぷろん

新潟市中央
区上大川前
通り7-1239-3

学校法人
三星学園

昼

専門
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平成２１年４月１日　現在

都県
区分

名　　　　称 所　在　地 設立者
昼
夜
別

課
程
別

修業
期間
(年)

入学
定員

総
定
員

指 定
年 月 日

長　野 1 80 80

2 90 180

松本第一高等学校食物
科

松本市浅間
温泉1-4-17

学校法人
外語学園

昼 高校 3 80 240 S46.3.1

1 40 40

2 40 80
専門 S50.3.17

専門 S36.1.30昼長野調理製菓専門学校
長野市早苗
町70-1

学校法人
石坂学園

松本調理師製菓師専門
学校

松本市白板
2-2-10

学校法人
外語学園

昼
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（６）理容師及び美容師養成施設一覧（理容師：２７施設、美容師：７７施設）
平成２１年４月１日　現在

昼間 夜間 通信 昼間 夜間 通信

茨　城
茨城県理容生活衛生同業組合立
茨城県中央理容美容専門学校

生衛
組合

専修
学校

水戸市常磐
町2-3-37

80 120 80

茨城理容美容専門学校
財団
法人

専修
学校

石岡市府中
1-2-13

80 120 200 240

技友ビューティ福祉専門学校
学校
法人

専修
学校

古河市旭町
2-11-6

80 120 160 120

水戸美容専門学校
学校
法人

専修
学校

水戸市新荘
2-14-3

　 　 160 240

水戸ビューティカレッジ
学校
法人

専修
学校

水戸市浜田
2-14-14

380 228

茨城県立水戸聾学校理容科 県立
ろう
学校

水戸市千波
町2863－１

24

栃　木 作新理容美容専門学院
学校
法人

専修
学校

宇都宮市戸
祭4－15－
16

80 90 80 60

栃木県美容専門学校
生衛
組合

専修
学校

宇都宮市宿
郷2-10-11

　 　 240 240

宇都宮美容専門学校 個人
専修
学校

宇都宮市春
日町16-4

　 　 160 90

足利デザインビューティ専門学校
学校
法人

専修
学校

足利市田中
町914

240 120

センス美容専修学校
協同
組合

専修
学校

小山市東城
南3丁目13
番

60 60 90

国際自動車・ビューティ専門学校
学校
法人

専修
学校

大田原市紫
塚2-2609-2

60

国際テクニカル美容専門学校美容
学科

学校
法人

専修
学校

小山市城東
1-6-33

160

栃木美容専門学院
刑務
所

栃木市惣杜
町2484

50

群　馬 群馬県理容専門学校
学校
法人

専修
学校

前橋市南町
3-61-5

80 60

群馬県美容専門学校
学校
法人

専修
学校

前橋市石関
町136-1

　 　 320 120

伊勢崎美容専門学校
学校
法人

専修
学校

伊勢崎市三
光町9-19

160 240

理　容 美 容
種
類

総定員
都県
区分

名　称
設立
形態

所在地
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平成２１年４月１日　現在

昼間 夜間 通信 昼間 夜間 通信

理　容 美 容
種
類

総定員
都県
区分

名　称
設立
形態

所在地

群　馬 高崎ビューティーモード専門学校
学校
法人

専修
学校

高崎市栄町
13-1

320 160 360

群馬県立聾学校高等部理容科 県立
ろう
学校

前橋市天川
原町1-4

30

埼　玉
学校法人埼玉県理容美容専門学
校

学校
法人

専修
学校

さいたま市
浦和区北浦
和5-4-24

72 108 240 198

専門学校トータルビューティカレッ
ジ川越

学校
法人

専修
学校

川越市新宿
町1-23-1

80 120

専門学校東萌ビューティーカレッジ
学校
法人

専修
学校

越谷市七左
町1-337-3

160 210

グルノーブル美容専門学校
学校
法人

専修
学校

児玉郡神川
町新里
1368-13

80 80 120

ハンサム銀座理容美容専修学校
学校
法人

専修
学校

さいたま市
大宮区桜木
町4-92

120 180 120 180

川越理容学校
少年
刑務
所

川越市大字
南大塚1508

50

千　葉 千葉理容専門学校
財団
法人

専修
学校

千葉市中央
区春日1-
18-10

80 120

東洋理容美容専門学校
学校
法人

専修
学校

千葉市中央
区春日2-
18-6

80 120 240 240

組合立千葉美容専門学校
生衛
組合

専修
学校

千葉市花見
川区幕張本
郷1-22-6

320 480

ユニバーサル　ビューティー　カ
レッジ

学校
法人

専修
学校

船橋市本町
3-5-3

240 80

パリ総合美容専門学校柏校
学校
法人

専修
学校

柏市柏3-4-
7

240 80 120

パリ総合美容専門学校千葉校
学校
法人

専修
学校

千葉市中央
区長洲1-
15-12

240 80 120

千葉県立千葉聾学校高等部理容
科

県立
ろう
学校

千葉市緑区
鎌取町65-1

24

東　京 東京理容専修学校
生衛
組合

専修
学校

千代田区西
神田1-3-4

160 120

中央理美容専門学校
学校
法人

専修
学校

新宿区下落
合2-3-16

152 120 76 120

窪田理容美容専門学校
学校
法人

専修
学校

中野区中野
4-11-1

80 120 480 480
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平成２１年４月１日　現在

昼間 夜間 通信 昼間 夜間 通信

理　容 美 容
種
類

総定員
都県
区分

名　称
設立
形態

所在地

東　京
国際文化理容美容専門学校渋谷
校

学校
法人

専修
学校

渋谷区神泉
町2-2

80 120 720 360

国際文化理容美容専門学校国分
寺校

学校
法人

専修
学校

国分寺市南
町3-22-14

80 120 720 360

国際理容美容専門学校
学校
法人

専修
学校

荒川区東日
暮里5-17-
12

160 120 360 160 480

東京総合美容専門学校
学校
法人

専修
学校

豊島区南池
袋2-8-7

400 240

早稲田美容専門学校
学校
法人

専修
学校

新宿区西早
稲田2-20-7

560 360

東京ヘアビューティ専門学校
学校
法人

専修
学校

世田谷区上
馬4-1-6

80 120 160 240

山野美容専門学校
学校
法人

専修
学校

渋谷区代々
木１－53－１

1,600 1,080 1,800

山野美容芸術短期大学
学校
法人

短期
大学

八王子市鑓
水530

880

東京美容専門学校
学校
法人

専修
学校

新宿区下落
合１－２－４

320 360

ハリウッドビューティ専門学校
学校
法人

専修
学校

港区六本木6-4-1六
本木ﾋﾙｽﾞﾊﾘｳｯﾄﾞﾌﾟﾗ
ｻﾞ

960 480 720

住田美容専門学校
学校
法人

専修
学校

渋谷区渋谷
1-21-10

240 120

高山美容専門学校
学校
法人

専修
学校

新宿区市谷
本村町2-31

240 240

マリールイズ美容専門学校
学校
法人

専修
学校

新宿区須賀
町3

80 120

真野美容専門学校
学校
法人

専修
学校

新宿区歌舞
伎町2-42-5

160 80 120

専門学校アーデン山中ビュー
ティーアカデミー

学校
法人

専修
学校

渋谷区神宮
前3-18-4

80 120

資生堂美容技術専門学校
学校
法人

専修
学校

板橋区加賀
2-15-1

480 480

日本美容専門学校
学校
法人

専修
学校

新宿区高田
馬場1-21-
12

620 560 840

東京文化美容専門学校
学校
法人

専修
学校

江戸川区南
小岩6-31-
25

320 80 240
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平成２１年４月１日　現在

昼間 夜間 通信 昼間 夜間 通信

理　容 美 容
種
類

総定員
都県
区分

名　称
設立
形態

所在地

東　京 東京マックス美容専門学校
学校
法人

専修
学校

品川区大井
1-48-11

640 480

東京ヘアメイク専門学校
学校
法人

専修
学校

北区堀船1-
4-13

240 180

ベルエポック美容専門学校
学校
法人

専修
学校

渋谷区神宮
前3-26-1

240 360

タカラ美容専門学校
学校
法人

専修
学校

港区赤坂7-
2-29

240 240

東京ビューティーアート専門学校
学校
法人

専修
学校

文京区本郷
3-37-8

484 228

町田美容専門学校
学校
法人

専修
学校

町田市中町
2-10-24

160 240

アポロ美容理容専門学校
学校
法人

専修
学校

八王子市万
町23-2

28 42 120 90

専門学校エビスビューティカレッジ
学校
法人

専修
学校

渋谷区恵比
寿4-19-25

320 160 240

東京エアトラベル・ホテル専門学
校

学校
法人

専修
学校

小金井前原
町5-1-29

120 180

バンタンヘアスタイリングラボ
(VANTAN HAIR STYLING LAB.)

事業
組合

渋谷区恵比
寿1-3-4

100

東京モード学園
学校
法人

専修
学校

東京都新宿区
西新宿１丁目７
番３号

400 360

東京ベルエポック美容専門学校
学校
法人

専修
学校

東京都江戸川
区西葛西6－
24ー16

120 90

神奈川
横浜市立横浜商業高等学校別科
理容科・美容科

市立
高等
学校
別科

横浜市磯子
区丸山1-
22-1

80 80

横浜理容美容専門学校
学校
法人

専修
学校

横浜市港北
区樽町2-6-
11

40 60 220 74 111

鎌倉早見芸術学園専門学校
学校
法人

専修
学校

鎌倉市小町
1-2-16

160 240

関東美容専門学校
財団
法人

専修
学校

川崎市川崎
区渡田向町
15-5

160 80 240

アイム湘南美容教育専門学校
学校
法人

専修
学校

秦野市尾尻
536-1

240 240

横浜ｆカレッジ
学校
法人

専修
学校

横浜市西区
北幸1-2-7

160
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平成２１年４月１日　現在

昼間 夜間 通信 昼間 夜間 通信

理　容 美 容
種
類

総定員
都県
区分

名　称
設立
形態

所在地

神奈川 湘南ビューティーカレッジ
事業
組合

平塚市明石
町24-3

50 75

横浜ビューティーアート専門学校
学校
法人

専修
学校

横浜市神奈
川区西神奈
川1-19-6

280

岩谷学園アーティスティクB専門学
校

学校
法人

専修
学校

横浜市西区
平沼1-38-
24

80 120

国際総合ビューティーカレッジ
事業
組合

神奈川県横浜
市中区桜木町
1-1-14

152 228

神奈川県立平塚ろう学校 県立
ろう
学校

平塚市大原
2-1

10 10

新　潟 新潟県理容美容専門学校
学校
法人

専修
学校

新潟市中央
区川岸町2-
14-3

80 120 320 240

長岡美容専門学校
学校
法人

専修
学校

長岡市中沢
4-403-1

80 120

国際ビューティモード専門学校
学校
法人

専修
学校

新潟市花園
1-1-12

400 360

新潟美容学校ジャパン・ビュー
ティ・アカデミー

学校
法人

専修
学校

新潟市万代
4-7-26

80

クレアヘアモード専門学校
学校
法人

専修
学校

長岡市殿町
1-5-9

80

山　梨 山梨県美容専門学校
生衛
組合

専修
学校

甲府市緑が
丘2-13-36

160 120

長　野 長野理容美容専門学校
学校
法人

専修
学校

長野市中御
所3-11-2

240 240

松本理容美容専門学校
学校
法人

専修
学校

松本市宮田
11-7

80 60 240 240

専門学校カレッジオブキャリア長
野校

学校
法人

専修
学校

長野市若里
4-5-45

80 120
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（７）　製　菓　衛　生　師　養　成　施　設　一　覧

平成２１年３月３１日現在

製菓衛生師学科 専門課程 昼間課程 平成4年12月17日 平成５年４月以降の入学者の養成について適用

2 アイ・エフ・シー製菓専門学校 製菓衛生師養成学科 専門課程 昼間課程
栃木県宇都宮市
平出町３５７９番地

平成15年1月31日 平成１５年４月以降の入学者の養成について適用

3 宇都宮文星短期大学
地域総合文化学科調理栄養
コース製菓衛生師養成専攻

専門課程 昼間課程
栃木県宇都宮市
上戸祭四丁目１４２番２５

平成18年1月13日 平成１８年４月以降の入学者の養成について適用

4 足利デザイン・ビューティ専門学校 パティシエ科 専門課程 昼間課程
栃木県足利市
　　田中町９１４番

平成20年11月12日 平成２１年４月以降の入学者の養成について適用

製菓製パン衛生師学科 昼間課程

製菓製パン衛生師学科 通信課程

昼間課程 平成15年3月27日 平成１５年４月以降の入学者の養成について適用

通信課程 平成17年11月7日 平成１８年４月以降の入学者の養成について適用

製菓衛生師科 専門課程
昼間課程
（1年制）

埼玉県熊谷市
籠原南２丁目１６０番地

平成20年2月20日 平成20年4月以降の入学者の養成について適用

高度製菓技術学科 専門課程
昼間課程
（2年制）

埼玉県熊谷市
籠原南２丁目１６０番地

平成20年2月20日 平成20年4月以降の入学者の養成について適用

菓子専門課程 専門課程

菓子高等課程 高等課程

通信教育課程 一般課程 通信課程

11 国際パティシエ調理師専門学校 製菓衛生師科 高等課程 昼間課程
小平市小川東町
　　５丁目２１番１４号

平成16年2月23日 平成１７年３月以降の卒業者の養成について適用

パティスリーメーティエ科 専門課程 昼間課程 平成14年3月5日
①平成１４年４月以降入学者の養成について適用
②平成２１年４月１日　学科名称変更　（旧学科名称　製菓衛生師科）

製菓衛生師学科　　　　　　　　　　一般課程 通信課程 平成21年3月31日 平成２１年４月以降の入学者の養成について適用

製菓製パン管理学科 専門課程 昼間課程

製菓製パン学科 高等課程 昼間課程

パティシエ科 専門課程 昼間課程
東京都江戸川区
西葛西５丁目２番１１号

平成20年2月14日 平成２０年４月以降の入学者の養成について適用

パティシエ科 専門課程 夜間課程
東京都江戸川区
西葛西５丁目２番１１号

平成20年2月14日 平成２０年４月以降の入学者の養成について適用

15 町田製菓専門学校 製菓専門課程　製菓衛生師科 専門課程 昼間課程
東京都町田市
原町田５丁目1番３号

平成18年2月3日 平成１８年４月以降の入学者の養成について適用

製菓製パン科１年制 高等課程 昼間課程

製菓製パン科夜間部1.５年制 高等課程 夜間課程

通信課程製菓製パン科２年制

通信課程製菓製パン科１年制

18 国際調理製菓専門学校 パティシエ学科製菓衛生師科 専門課程 昼間課程
新潟市中央区古町通
六番町９５３番１

平成18年1月26日
①平成１８年４月以降の入学者の養成について適用
②平成２０年４月１日所在変更
　　（新潟市中核市以降に伴う地番変更　（旧）新潟市古町通六番町９５３番地１）

製菓製パン技術科 専門課程 昼間課程 平成18年1月26日
①平成１８年４月以降の入学者の養成について適用
②平成２０年４月１日所在変更
　　（新潟市中核市以降に伴う地番変更　（旧）新潟市笹口二丁目９番地１号）

製菓製パン科 専門課程 通信課程 平成18年1月26日
①平成１８年４月以降の入学者の養成について適用
②平成２０年４月１日所在変更
　　（新潟市中核市以降に伴う地番変更　（旧）新潟市笹口二丁目９番地１号）

製菓・製パン学科 専門課程 昼間課程 平成11年2月22日
①平成１１年４月以降の入学者の養成について適用
②平成１３年２月２６日名称変更（旧名称　長岡調理師専門学校）
③平成１９年４月１日名称変更（旧名称　北陸調理・製菓専門学校）

製菓・製パン専攻学科 専門課程 昼間課程 平成14年8月20日
①平成１５年４月以降の入学者の養成について適用
②平成１９年４月１日名称変更（旧名称　北陸調理・製菓専門学校）

22 国際コンピュータビジネス専門学校 パティシエ・ブーランジェ学科 専門課程 昼間課程 松本市渚２丁目８番５号 平成21年1月22日 平成２１年４月以降の入学者の養成について適用

平成12年10月23日

①平成１４年４月１日以降の入学者の養成について適用
②平成１４年５月１４日名称変更（旧名称　松本調理師専門学校）

①平成９年４月１日以降の入学者の養成について適用
②平成１１年８月１８日名称変更（旧名称　製菓専門学校パティシェールえぷろん）
③平成２０年４月１日所在変更
　　（新潟市中核市以降に伴う地番変更　（旧）新潟市上大川前通７番町１２３９番地３）

平成１３年４月以降の入学者の養成について適用

平成１５年４月以降の入学者の養成について適用
平成１８年４月１日　学校名変更　（旧名称　晃陽栄養専門学校）

平成14年5月21日

昼間課程
昭和４２年４月１日以降の入学者の養成について適用昭和42年3月24日

世田谷区上野毛
２丁目２４番２１号

平成11年9月9日

昭和63年7月29日

平成１４年４月以降の入学者の養成について適用

平成９年10月1日より適用（平成９年１０月２１日新設）

平成14年4月1日

平成9年10月21日

平成１１年１０月１日以降の入学者の養成について適用

①昭和６３年４月以降の入学者の養成について適用
②平成５年４月３０日厚告第１３０号をもって同年4月1日所在地変更
　　（旧　小平市学園西１－２５－１）
③平成１６年４月１日所在地変更、高等課程の廃止
　　（旧　小平市小川東５－２１－１４）

立川市曙町
　　１丁目３２－１

製菓総合専門士科

通信課程

専門課程

専門課程

東京都豊島区
雑司が谷３丁目１６番５号

通信課程

東京ベルエポック製菓専門学校

昼間課程

横浜市西区楠町１４－４

高等課程

昼間課程専門課程

東京フード製菓中医薬専門学校

新潟県

北陸食育フードカレッジ

製菓技術科

昼間課程

夜間課程

栃木県

所　　　在
都府県名

養成施設の所在地

製菓製パン本科 昼間課程

養成施設の名称 課程養成課程名称

群馬県

施設
数

松本市白板
２丁目２番１０号

平成13年11月16日

専門課程 昼間課程 平成11年8月18日

新潟県長岡市福住
１丁目５番２５号

千葉県 習志野調理師専門学校

一般課程通信課程

製菓衛生師科

1

晃陽看護栄養専門学校
茨城県古河市東
　　　１丁目５番２６号

つくば調理製菓専門学校 一般課程
茨城県牛久市
ひたち野東１３－２－２

製菓製パン学科

専門課程

一般課程

備考

平成11年2月22日 平成１１年４月１日以降の入学者の養成について適用

東日本製菓技術専門学校

平成10年４月以降の入学者の養成について適用

群馬県前橋市
小屋原町１１４５の１

製菓衛生師科

指定年月日

千葉県習志野市
津田沼３丁目６番３８号

平成10年3月25日

製菓衛生師養成科 昼間課程専門課程

茨城県

埼玉県製菓専門学校埼玉県

国際フード製菓専門学校

一般課程

製菓製パン科２年制

神奈川県

長野県

二葉製菓学校
武蔵野市吉祥寺本町
　　　　　２丁目２３番８号

シェフパティシエ専門学校
新潟市中央区
笹口二丁目９番地１号

東京都

新潟市中央区上大川前
通
７番町１２３９番地３

にいがた製菓・調理師専門学校
えぷろん

日本菓子専門学校

5

6

7

8

9

10

12

13

20

16

21

国際製菓専門学校

14

17

19

松本調理師製菓師専門学校
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平成21年3月31日現在

所在都道
府 県 名

養成
施設
を設
置す
る学
校数

養成
施設
数

法人名等 登録養成施設の名称
登録養成施設

の種類
養成施設の所在地 登録年月日 備考

   茨　城 1 1 国立大学法人茨城大学 茨城大学農学部資源生物科学科 食品衛生管理者  稲敷郡阿見町中央３－２１－１ 平成2年8月15日 平成３年４月以降の入学者の養成について適用

食品衛生管理者等任用資格コース 食品衛生監視員  
 

2 2 大学法人　茨城キリスト教学園 茨城キリスト教大学生活科学部 食品衛生管理者  日立市大みか町6丁目11番１号 平成12年1月11日 平成１２年４月以降の入学者の養成について適用

食物健康科学科 食品衛生監視員
   栃　木 3 3 国立大学法人宇都宮大学 宇都宮大学農学部生物生産科学科 食品衛生管理者  宇都宮市峰町３５０番地 平成4年3月10日 平成４年４月以降の入学者の養成について適用

食品衛生コース 食品衛生監視員   
4 4 学校法人帝京大学 帝京大学理工学部バイオサイエンス学科 食品衛生管理者 宇都宮市豊郷台一丁目１番地 平成16年11月4日 平成１７年４月以降の入学者の養成について適用

「食品衛生管理者及び食品衛生監視員課程」 食品衛生監視員
　 群  馬 5 5 前橋市 前橋工科大学工学部生物工学科 食品衛生管理者 前橋市上佐鳥町４６０番地１ 平成21年3月13日 平成２１年4月以降の入学者の養成について適用

食品衛生責任者
6 6 学校法人　高崎健康福祉大学 高崎健康福祉大学健康福祉学部 食品衛生管理者  高崎市中大類町３７－１番地 平成14年2月26日 平成14年4月以降の入学者の養成について適用

健康栄養学科 食品衛生責任者
7 7 学校法人東洋大学 東洋大学生命科学部生命科学科 食品衛生管理者 群馬県邑楽郡 平成16年11月11日 平成１７年４月以降の入学者の養成について適用

「食品衛生コース」 食品衛生監視員 　　　板倉町泉野１－１－１
   埼  玉 8 8 学校法人　香川栄養学園 女子栄養大学栄養学部 食品衛生管理者  坂戸市千代田三丁目9番21号 昭和46年3月19日 昭和4４年３月以降の卒業者の養成について適用

実践栄養学科 食品衛生監視員 昭和４９年名称変更

 （旧）栄養学部栄養学科

平成９年４月１日名称変更

 （旧）栄養学部栄養学科実践栄養学専攻　

平成１５年４月１日名称変更

（旧）栄養学部栄養学科実践栄養学専攻　

　 9 学校法人　香川栄養学園 女子栄養大学栄養学部 食品衛生管理者 坂戸市千代田三丁目９番２１号 平成12年12月15日 平成13年４月以降の入学者の養成について適用

　 保健栄養学科栄養科学専攻 食品衛生監視員 平成15年4月1日名称変更

（旧）栄養学部栄養学科栄養科学専攻

（旧）栄養学部保健栄養学科

平成18年4月1日名称変更

（旧）栄養学部保健栄養学科栄養科学専攻・保健養護専攻

10 学校法人　香川栄養学園 女子栄養大学栄養学部 食品衛生管理者 坂戸市千代田三丁目９番２１号 平成17年12月15日 平成１8年４月以降の入学者の養成について適用

保健栄養学科保健養護専攻 食品衛生監視員

9 11 学校法人大東文化学園 大東文化大学スポーツ・健康科学部 食品衛生管理者 東松山市大字岩殿字南新井 平成16年12月22日 平成１７年４月以降の入学者の養成について適用

健康科学科食品衛生管理者講座 食品衛生監視員 ５８３番地４

10 12 学校法人埼玉医科大学 埼玉医科大学保健医療学部 食品衛生管理者 日高市大字山根稲荷山 平成18年3月15日 平成１８年４月以降の入学者の養成について適用

健康医療科学科衛生・食品コース 食品衛生監視員 　　　　　　　　　　　１３９7-1

11 13 学校法人早稲田医療学園 人間総合科学大学 人間科学部 食品衛生管理者 埼玉県さいたま市岩槻区大字 平成18年3月23日 平成１８年４月以降の入学者の養成について適用

健康栄養学科 食品衛生コース 食品衛生監視員 馬込字六番 

   千　葉 12 14 学校法人　東京聖徳学園 聖徳大学人文学部 食品衛生管理者  松戸市岩瀬字向山５５０番地 平成13年7月5日 平成１４年４月以降の入学者の養成について適用

人間栄養学科（食品衛生コース） 食品衛生監視員
平成17年4月1日名称変更
(旧）聖徳大学人文学部生活文化学科食物栄養専攻

平成1８年4月1日名称変更
(旧）聖徳大学人文学部生活文化学科食物栄養専攻（食品衛生コース）

13 15 学校法人　和洋学園 和洋女子大学家政学群健康栄養学類 食品衛生管理者  市川市国府台２丁目3番1号 昭和46年3月19日 昭和45年３月以降の卒業者の養成について適用

健康栄養学専修食品衛生管理者等任用 食品衛生監視員  平成10年4月1日名称変更（旧)文家政学部生活学科

 資格コース 平成20年4月1日名称変更
（旧）家政学部健康栄養学科食品衛生管理者任用資格コース

14 16 国立大学法人千葉大学 千葉大学園芸学部園芸学科 食品衛生管理者  松戸市松戸６４８ 平成4年3月10日 平成４年４月以降の入学者の養成について適用

 ・応用生命化学科食品衛生コース 食品衛生監視員   平成19年4月1日名称変更　

 (旧）千葉大学園芸学部生物生産科学科食品衛生コース

　 東  京 15 17 学校法人　日本医科大学 日本獣医生命科学大学応用生命科学部 食品衛生管理者  武蔵野市境南町一丁目７番1号 昭和43年4月26日  昭和４３年４月以降の入学者の養成について適用

食品科学科 食品衛生監視員  平成１２年３月２２日名称変更

（旧）日本獣医畜産大学獣医畜産学部畜産食品工学科

平成15年4月1日名称変更

 （旧）日本獣医畜産大学獣医畜産学部食品科学科

平成18年4月1日大学名称変更

（旧）日本獣医畜産大学応用生命科学部食品科学科

18 学校法人　日本医科大学 日本獣医生命科学大学応用生命科学部 食品衛生管理者  武蔵野市境南町一丁目７番1号 平成13年7月27日 平成14年3月以降の卒業者の養成について適用

動物科学科 食品衛生監視員 平成15年4月1日名称変更

（旧）日本獣医畜産大学獣医畜産学部動物科学科

平成18年4月1日大学名称変更

 (旧）日本獣医畜産大学応用生命科学部動物科学科

19 学校法人　日本医科大学 日本獣医生命科学大学獣医学部 食品衛生管理者  武蔵野市境南町一丁目７番1号 平成20年3月13日 平成21年4月以降の入学者の養成について適用

 獣医保健看護学科 食品衛生監視員
 食品衛生専門職養成コース
 16 20 学校法人　大妻学院 大妻女子大学家政学部 食品衛生管理者  千代田区三番町12番地 昭和46年3月19日 昭和45年３月以降の卒業者の養成について適用

 食物学科管理栄養士専攻 食品衛生監視員   
 
 17 21 学校法人　共立女子学園 共立女子大学家政学部食物栄養学科 食品衛生管理者  千代田区一ツ橋２丁目２番１号 昭和46年3月19日 昭和45年３月以降の卒業者の養成について適用

 管理栄養士専攻食品衛生コース 食品衛生監視員  平成１２年４月１日名称変更

  （旧）共立女子大学家政学部食物学科管理栄養士専攻

 18 22 学校法人　渡辺学園 東京家政大学家政学部栄養学科 食品衛生管理者  板橋区加賀１丁目18番１号 昭和46年3月19日 昭和44年３月以降の卒業者の養成について適用

 （栄養学専攻・管理栄養士専攻） 食品衛生監視員   平成１４年４月１日名称変更

  （旧）東京家政大学家政学部栄養学科管理栄養士専攻

19 23 学校法人　東京家政学院 東京家政学院大学家政学部 食品衛生管理者  町田市相原町2600番地 昭和46年3月19日 昭和45年３月以降の卒業者の養成について適用

 家政学科管理栄養士専攻 食品衛生監視員   
 

20 24 学校法人　日本女子大学 日本女子大学家政学部 食品衛生管理者  文京区目白台２丁目８番１号 昭和46年3月19日 昭和46年３月以降の卒業者の養成について適用

 食物学科管理栄養士専攻 食品衛生監視員  
 

25 学校法人　日本女子大学 日本女子大学家政学部 食品衛生管理者  文京区目白台２丁目８番１号 平成17年12月15日 平成１8年４月以降の入学者の養成について適用

食物学科食物学専攻 食品衛生監視員

21 26 学校法人　昭和女子大学 昭和女子大学生活科学部 食品衛生管理者  世田谷区太子堂 昭和46年3月19日 昭和48年３月以降の卒業者の養成について適用

 生活科学科管理栄養士専攻 食品衛生監視員 　　　　　１丁目７番５７号  昭和５２年１２月２１日名称変更

     （旧）昭和女子大学文家政学部生活科学科

平成６年４月１日名称変更

 （旧）昭和女子大学家政学部生活科学科

22 27 学校法人　東京農業大学 東京農業大学応用生物科学部 食品衛生管理者  世田谷区桜丘１丁目１番１号 昭和48年3月24日 昭和48年４月以降の入学者の養成について適用

 栄養科学科管理栄養士専攻 食品衛生監視員  平成１０年４月１日名称変更

 （旧）東京農業大学農学部栄養学科管理栄養士専攻

28 学校法人　東京農業大学 東京農業大学応用生物科学部 食品衛生管理者  世田谷区桜丘１丁目１番１号 平成10年3月31日 平成10年4月以降の入学者の養成について適用

生物応用化学科 食品衛生監視員
29 学校法人　東京農業大学 東京農業大学応用生物科学部 食品衛生管理者  世田谷区桜丘１丁目１番１号 平成10年3月31日 平成10年4月以降の入学者の養成について適用

バイオサイエンス学科 食品衛生監視員

 23 30 学校法人　実践女子学園 実践女子大学生活科学部 食品衛生管理者  日野市大坂上4丁目1番1号 昭和48年3月24日 昭和48年４月以降の入学者の養成について適用

食生活科学科食品衛生コース 食品衛生監視員 平成７年４月１日名称変更

 （旧）家政学部食物学科管理栄養士専攻

平成12年4月1日名称変更

 （旧）生活科学部食生活科学科管理栄養士専攻・食物科学専攻

平成17年4月1日名称変更

（旧）生活科学部食生活科学科（管理栄養士専攻・食物科学専攻）

　食品衛生コース

（８）食品衛生管理者・食品衛生監視員養成施設一覧
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養成施設の所在地 登録年月日 備考

　 東  京 24 31 国立大学法人　東京農工大学 東京農工大学農学部応用生物科学科 食品衛生管理者  府中市幸町３丁目５番８号 平成4年3月10日 平成4年4月以降の入学者の養成について適用

 「食品衛生コース」 食品衛生監視員   

 
25 32 学校法人　東京薬科大学 東京薬科大学生命科学部 食品衛生管理者  八王子市堀之内1432番地１ 平成 8年 1月31日 平成 8年 4月以降の入学者の養成について適用

環境ゲノム学科「食品衛生コース」 食品衛生監視員 平成１１年４月１日名称変更

 （旧）東京薬科大学生命科学部環境生命科学科

平成19年4月1日名称変更
（旧）東京薬科大学生命科学部環境生命科学科食品衛生コース

33 学校法人　東京薬科大学 東京薬科大学生命科学部 食品衛生管理者  八王子市堀之内1432番地１ 平成11年3月31日 平成１１年４月以降の入学者の養成について適用

分子生命科学科「食品衛生コース」 食品衛生監視員

26 34 国立大学法人　お茶の水女子大学お茶の水女子大学生活科学部 食品衛生管理者  文京区大塚２丁目1番1号 平成11年3月12日 平成 １１年 4月以降の入学者の養成について適用

食物栄養学科 食品衛生監視員 平成１６年４月１日名称変更

（旧）生活科学部生活環境学科食物科学講座

27 35 学校法人　杏林学園 杏林大学保健学部臨床検査技術学科 食品衛生管理者  八王子市宮下町476番地 平成11年12月13日 平成１２年４月１日以降の入学者の養成について適用

食品衛生コース 食品衛生監視員 平成17年9月１日名称変更　（旧）杏林大学保健学部臨床検査技術学科

36 学校法人　杏林学園 杏林大学保健学部健康福祉学科 食品衛生管理者  八王子市宮下町476番地 平成11年12月13日 平成１２年４月１日以降の入学者の養成について適用

食品衛生コース 食品衛生監視員 平成17年9月１日名称変更　（旧）杏林大学保健学部保健学科
平成19年4月1日名称変更
（旧）杏林大学保健学部保健学科食品衛生コース（平成18年度入学生ま

で）
28 37 学校法人　玉川学園 玉川大学農学部生物資源学科 食品衛生管理者  町田市玉川学園６丁目1番1号 平成12年12月15日 平成１３年４月１日以降の入学者の養成について適用

 食品衛生管理者等資格コース 食品衛生監視員

38 学校法人　玉川学園 玉川大学農学部応用生物化学科 食品衛生管理者  町田市玉川学園６丁目1番1号 平成12年12月15日 平成１３年４月１日以降の入学者の養成について適用

食品衛生管理者等資格コース 食品衛生監視員

39 学校法人　玉川学園 玉川大学農学部生命化学科 食品衛生管理者  町田市玉川学園６丁目1番1号 平成17年1月26日 平成１７年４月１日以降の入学者の養成について適用

食品衛生管理者等資格コース 食品衛生監視員

29 40 国立大学法人東京海洋大学 東京海洋大学海洋科学部 食品衛生管理者 港区港南区４丁目５番７号 平成16年1月15日 平成１６年４月１日以降の入学者の養成について適用

食品生産科学科「食品衛生コース」 食品衛生監視員 平成１８年４月1日名称変更

（旧）海洋科学部海洋食品科学科「食品衛生コース」

30 41  学校法人東京聖栄大学 東京聖栄大学健康栄養学部食品学科 食品衛生管理者 葛飾区西新小岩１丁目４番６号 平成17年2月17日 平成１７年４月１日以降の入学者の養成について適用

食品衛生監視員 平成１９年６月１日設置者名称変更（旧）学校法人　オリムピア学園

31 42 学校法人青葉学園 東京医療保健大学 食品衛生管理者 世田谷区世田谷 平成17年3月3日 平成１７年４月１日以降の入学者の養成について適用

医療保健学部医療栄養学科 食品衛生監視員 　　　　　３丁目１１番３号

32 43 学校法人工学院大学 工学院大学工学部応用化学科 食品衛生管理者 新宿区西新宿一丁目24番1号 平成21年3月27日 平成２１年４月以降の入学者の養成について適用

食品衛生管理者・食品衛生監視員養成課程 食品衛生監視員

  神 奈 川 33 44 学校法人　麻布獣医学園 麻布大学環境保健学部 食品衛生管理者 相模原市淵野辺 昭和54年1月9日 昭和５３年４月以降の入学者の養成について適用

健康環境科学科食品衛生管理課程 食品衛生監視員 　　　　　　　一丁目17番71号   昭和５５年４月１日名称変更

 （旧）麻布獣医科大学

平成１０年４月１日名称変更 （旧）環境保健学部環境保健学科

平成１４年４月１日名称変更

（旧）麻布大学環境保健学部健康環境科学科

平成２０年４月１日名称変更

（旧）環境保健学部健康環境科学科食品衛生管理課程

45 学校法人　麻布獣医学園 麻布大学獣医学部動物応用科学科 食品衛生管理者 相模原市淵野辺 平成 8年12月25日 平成９年４月以降の入学者の養成について適用

食品衛生プログラム 食品衛生監視員 　　　　　　　一丁目17番71号 平成１９年名称変更

（旧）麻布大学獣医学部動物応用科学科食品衛生コース

46 学校法人　麻布獣医学園 麻布大学生命・環境科学部 食品衛生管理者 相模原市淵野辺 平成20年2月12日 平成20年4月1日以降の入学者に適用

臨床検査技術学科食品衛生管理課程 食品衛生監視員 　　　　　　　一丁目17番71号

  神 奈 川 34 47 学校法人　北里学園 北里大学医療衛生学部健康科学科 食品衛生管理者  相模原市北里１丁目15番１号 昭和41年2月3日 昭和４６年３月以降の卒業者の養成について適用

食品衛生監視員   平成６年４月１日名称変更

   （旧）北里大学衛生学部産業衛生学科

平成18年4月1日名称変更

（旧）医療衛生学部衛生技術学科産業衛生学専攻

 35 48 学校法人　相模女子大学 相模女子大学栄養科学部健康栄養学科 食品衛生管理者  相模原市文京２丁目１番１号 昭和46年3月19日 昭和45年３月以降の卒業者の養成について適用

 食品衛生課程及び栄養学部管理栄養学科 食品衛生監視員 平成１２年４月１日名称変更

 食品衛生課程  （旧）学芸学部食物学科管理栄養士専攻

平成21年4月1日名称変更

（旧）学芸学部食物学科食物学専攻・管理栄養士専攻

49 学校法人　相模女子大学 相模女子大学短期大学 食品衛生管理者  相模原市文京２丁目１番１号 平成13年2月1日 平成１３年４月以降の入学者の養成について適用

部食物栄養学科 食品衛生監視員 平成15年4月1日名称変更

（旧）生活学科食物栄養専攻

 36 50 学校法人　関東学院 関東学院大学人間環境学部 食品衛生管理者 横浜市金沢区六浦東一丁目 平成15年3月13日 平成１5年４月１日以降の入学者の養成について適用

健康栄養学科「食品衛生コース」 食品衛生監視員 ５０番１号

37 51 学校法人　鎌倉女子大学 鎌倉女子大学家政学部 食品衛生管理者  鎌倉市大船６丁目１番３号 昭和48年3月24日 昭和48年４月以降の入学者の養成について適用

 管理栄養学科 食品衛生監視員   平成12年4月1日名称変更

  （旧）京浜女子大学家政学部家政学科管理栄養士専攻

平成15年4月1日名称変更

（旧）鎌倉女子大学家政学科管理栄養士専攻

平成15年4月1日名称変更

（旧）鎌倉市岩瀬1420番地

38 52 学校法人　日本大学 日本大学生物資源科学部 食品衛生管理者  藤沢市亀井野1866 昭和42年2月28日 昭和42年3月以降の卒業生の養成について適用

食品科学工学科 食品衛生監視員 平成８年４月１日名称変更

（旧）日本大学農獣医学部食品工学科

53 学校法人　日本大学 日本大学生物資源科学部 食品衛生管理者  藤沢市亀井野1866 平成 8年 1月26日 平成 8年 4月以降の入学者の養成について適用

動物資源科学科食品衛生コース 食品衛生監視員 平成１７年４月１日名称変更　

（旧）日本大学生物資源科学部動物資源科学科

54 学校法人　日本大学 日本大学生物資源科学部 食品衛生管理者  藤沢市亀井野1866 平成 8年 1月26日 平成 8年 4月以降の入学者の養成について適用

海洋生物資源科学科食品衛生コース 食品衛生監視員

55 学校法人　日本大学 日本大学生物資源科学部応用生物科学科
食品衛生コース

食品衛生管理者
食品衛生監視員

 藤沢市亀井野1866 平成19年2月13日 平成19年4月以降の入学者の養成について適用

56 学校法人　日本大学 日本大学生物資源科学部 食品衛生管理者  藤沢市亀井野字三屋向 平成21年3月27日 平成 21年 4月以降の入学者の養成について適用

生命化学科食品衛生コース 食品衛生監視員 　　　　　　　　　　　　1866番

39 57 学校法人　幾徳学園 神奈川工科大学応用バイオ科学部 食品衛生管理者 厚木市下荻野１０３０番地 平成18年1月10日 平成18年 4月以降の入学者の養成について適用

応用バイオ科学科フードサイエンスコース 食品衛生監視員 平成20年4月1日名称変更

（旧）工学部応用バイオ科学科フードサイセンスコース

   新  潟 40 58 国立大学法人新潟大学 新潟大学農学部応用生物化学科 食品衛生管理者  新潟市西区五十嵐二の町 平成11年12月3日 平成12年4月以降の入学者の養成について適用

「食品衛生コース」 食品衛生監視員 　　　　　　　　　　　　8050番地 平成19年4月1日所在地変更（旧）新潟市五十嵐２の町8050番地

41 59 学校法人新潟科学技術学園 新潟薬科大学応用生命科学部 食品衛生管理者 新潟市秋葉区 平成16年11月26日 平成１７年４月１日以降の入学者の養成について適用

食品科学科食品衛生コース 食品衛生監視員 　　　　東島字山居２６５－１ 平成１７年３月２１日所在地変更

（旧）新潟県新津市大字東島字山居２６５番地１

　 山　梨 42 60 学校法人帝京科学大学 帝京科学大学生命環境学部 食品衛生管理者 上野原市八ッ沢２５２５番地 平成17年1月25日 平成１７年４月１日以降の入学者の養成について適用

生命科学科食品衛生管理者課程 平成17年2月13日所在地変更、平成19年4月1日名称変更

（旧）帝京科学大学理工学部バイオサイエンス学科食品衛生管理者課程

平成18年度入学生まで旧名称適用

（旧）北都留郡上野原町ハツ沢字乙越2525番地

平成20年4月1日名称変更

(旧）生命環境学部バイオサイエンス学科食品衛生管理者課程

   長　野 43 61 国立大学法人信州大学 信州大学農学部応用生命科学科 食品衛生管理者 上伊那郡南箕輪村8304番地 平成10年4月1日 平成４年４月以降の入学者の養成について適用

食品衛生コース 食品衛生監視員 松本市旭3－1－1  （旧）信州大学農学部生物資源科学科「食品衛生コース」

平成16年4月1日所在地追加(松本市旭3－1－1）

44 62 学校法人　松商学園 松本大学　人間健康学部 食品衛生管理者 長野県松本市大字新村 平成19年3月7日 平成19年4月以降の入学者の養成について適用

健康栄養学科食品衛生コース 食品衛生監視員 　　　　　　　　　　　　2095番地１
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1 茨城県 つくば国際短期大学保育科 (学)霞ヶ浦学園 茨城県土浦市真鍋６－７－１０ 180 360 S41.11.25

2 茨城女子短期大学保育科 (学)大成学園 茨城県那珂市東木倉９６０－２ 100 200 S43.2.21

3 常磐短期大学幼児教育保育学科 (学)常磐大学 茨城県水戸市見和１－４３０－１ 140 280 S43.4.1

4 リリー保育福祉専門学校こども未来学科 (学)リリー文化学園 茨城県水戸市梅香２－１－４４ 80 240 H6.3.28

5
茨城キリスト教大学文学部児童教育学科幼
児保育専攻

(学)茨城キリスト教学
園

茨城県日立市大みか町６－１１－１ 70 300 H16.3.30

6
6校

6課程
流通経済大学社会学部社会学科保育士
コース

(学)日通学園 茨城県龍ヶ崎市字平畑１２０ 25 100 H21.3.25

7 栃木県 佐野短期大学社会福祉学科児童福祉専攻 (学)佐野日本大学学園 栃木県佐野市高荻町９７３ 130 260 H12.6.8

8 足利短期大学幼児教育科 (学)足利工業大学 栃木県足利市本城３－２１２０ 100 200 S54.1.17

9
白鷗大学発達科学部発達科学科児童教育
専攻幼児教育・保育コース

(学)白鷗大学 栃木県小山市大字大行寺１１１７ 150 600 H16.3.30

10
4校

4課程
國學院大學栃木短期大学初等教育学科幼
稚園・保育コース

(学)國學院大學栃木学
園

栃木県栃木市平井町６０８ 40 80 H21.3.25

11 群馬県 育英短期大学保育学科 (学)群馬育英学園 群馬県高崎市京目町１６５６－１ 200 400 S52.2.4

12
東京福祉大学社会福祉学部社会福祉学科
保育児童福祉コース

(学)茶屋四郎次郎記念
学園

群馬県伊勢崎市山王町２０２０－１ 25 100 H15.3.27

13 東京福祉大学社会福祉学部保育児童学科
(学)茶屋四郎次郎記念
学園

群馬県伊勢崎市山王町２０２０－１ 200 850 H17.3.4

14
東京福祉大学社会福祉学部保育児童学科
通信教育課程

(学)茶屋四郎次郎記念
学園

群馬県伊勢崎市山王町２０２０－１ 500 2,330 H17.3.4

15 東京福祉大学短期大学部こども学科
(学)茶屋四郎次郎記念
学園

群馬県伊勢崎市山王町２０２０－１ 50 150 H18.3.3

16
東京福祉大学短期大学部こども学科通信
教育課程

(学)茶屋四郎次郎記念
学園

群馬県伊勢崎市山王町２０２０－１ 800 2,400 H19.3.23

17
群馬松嶺福祉短期大学人間福祉学科児童
福祉専攻

(学)群馬常磐学園 群馬県太田市内ヶ鳥町１３６１－４ 50 100 H15.3.27

18
高崎健康福祉大学短期大学部児童福祉学
科

(学)高崎健康福祉大学 群馬県高崎市中大類町５０１ 100 200 H13.12.11

19
関東短期大学こども学科幼稚園・保育コー
ス

(学)関東学園 群馬県館林市大谷町６２５ 150 300 H13.12.11

20 大泉保育福祉専門学校保育科１部 (福)三吉 群馬県邑楽郡大泉町日の出５６－２ 100 200 S49.3.18

21 大泉保育福祉専門学校保育科２部 (福)三吉 群馬県邑楽郡大泉町日の出５６－２ 50 150 S52.1.10

22 群馬県立保育大学校保育学科 群馬県 群馬県前橋市光が丘町３１－１ 60 120 S27.5.21

23
高崎保育専門学校　幼稚園教諭・保育士養
成科

(学)堀越学園 群馬県多野郡吉井町岩崎２２２９ 85 170 S46.3.9

24 新島学園短期大学コミュニティ子ども学科 (学)新島学園 群馬県高崎市昭和町５３ 50 100 H16.3.30

25
11校

15課程
太田情報商科専門学校保育学科 (学)太田アカデミー 群馬県太田市東長岡町１３６１ 50 100 H18.3.3

26 埼玉県 立正大学社会福祉学部人間福祉学科 (学)立正大学学園 埼玉県熊谷市万吉１７００ 100 400 H8.3.1

27
文教大学教育学部心理教育課程幼児心理
教育コース

(学)文教大学学園 埼玉県越谷市南荻島３３３７ 50 200 H15.3.27

28 文京学院大学人間学部児童発達学科 (学)文京学園 埼玉県ふじみ野市亀久保１１９６ 120 480 H9.2.25

29
文京学院大学人間学部人間福祉学科保育
士コース

(学)文京学園 埼玉県ふじみ野市亀久保１１９６ 40 160 H21.3.25

30
十文字学園女子大学人間生活学部児童幼
児教育学科

(学)十文字学園 埼玉県新座市菅沢２－１－２８ 180 740 H13.12.25

（平成21年4月1日現在）

(９)　指定保育士養成施設一覧
　

都県市No
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所　在　地設　置　者養　成　施　設　名
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31 埼玉県 山村学園短期大学保育学科 (学)山村学園 埼玉県比企郡鳩山町石坂６０４ 80 160 H13.12.25

32 秋草学園短期大学幼児教育学科１部 (学)秋草学園 埼玉県所沢市泉町１７８９ 150 300 S54.1.10

33 秋草学園短期大学幼児教育学科２部 (学)秋草学園 埼玉県所沢市泉町１７８９ 100 300 S54.1.10

34 秋草学園短期大学地域保育学科 (学)秋草学園 埼玉県所沢市泉町１７８９ 100 300 H12.12.27

35 秋草学園短期大学地域保育学科第２部 (学)秋草学園 埼玉県所沢市泉町１７８９ 40 120 H12.12.27

36
埼玉純真短期大学子ども学科乳幼児保育
専攻

(学)福田学園 埼玉県羽生市大字下岩瀬４３０ 150 300 S58.2.14

37 埼玉純真短期大学乳幼児保育学科第２部 (学)福田学園 埼玉県羽生市大字下岩瀬４３０ 50 150 S58.2.14

38 武蔵野短期大学幼児教育学科 (学)武蔵野学院 埼玉県狭山市上広瀬８６０ 100 200 S58.2.14

39
共栄学園短期大学社会福祉学科児童福祉
学専攻

(学)共栄学園 埼玉県春日部市大字内牧４１５８ 50 100 H6.2.22

40 越谷保育専門学校保育士養成学科 (学)ワタナベ学園 埼玉県越谷市東越谷３－１０－２ 50 100 S45.3.28

41
越谷保育専門学校第一部幼稚園教諭保育
士養成学科

(学)ワタナベ学園 埼玉県越谷市東越谷３－１０－２ 100 200 S49.3.29

42
越谷保育専門学校第二部幼稚園教諭保育
士養成学科

(学)ワタナベ学園 埼玉県越谷市東越谷３－１０－２ 50 150 S49.3.29

43 聖学院大学人間福祉学部児童学科 (学)聖学院 埼玉県上尾市戸崎１－１ 100 400 H11.3.5

44 東萌保育専門学校保育科 (学)小池学園 埼玉県越谷市七左町３－８５－１ 80 160 H16.3.30

45 埼玉学園大学人間学部幼児発達学科 (学)峯徳学園 埼玉県川口市木曽呂１５１０ 100 420 H17.3.11

46 東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科 (学)東洋大学 埼玉県朝霞市岡２－１１－１０ 100 400 H17.3.31

47
埼玉県立大学保健医療福祉学部社会福祉
学科保育士課程

埼玉県 埼玉県越谷市三野宮８２０ 30 120 H18.3.3

48
16校

23課程
川口短期大学こども学科 (学)峯徳学園 埼玉県川口市木曽呂１５１１ 150 300 H20.3.27

49 千葉県
昭和学院短期大学人間生活学科人間発達
専攻

(学)昭和学院 千葉県市川市東菅野２－１７－１ 40 80 H15.3.27

50 江戸川大学総合福祉専門学校児童福祉科 (学)江戸川学園 千葉県流山市駒木４７４ 80 160 H15.3.27

51 川村学園女子大学教育学部幼児教育学科 (学)川村学園 千葉県我孫子市下ヶ戸字保ヶ前１１３３ 100 400 H12.11.30

52 聖徳大学短期大学部保育科第一部 (学)東京聖徳学園 千葉県松戸市岩瀬字向山５５０ 350 700 S40.3.4

53 聖徳大学短期大学部保育科第二部 (学)東京聖徳学園 千葉県松戸市岩瀬字向山５５０ 50 150 S45.3.28

54 聖徳大学短期大学部通信教育部保育科 (学)東京聖徳学園 千葉県松戸市岩瀬字向山５５０ 200 600 S48.2.19

55
聖徳大学人文学部児童学科（昼間主コー
ス）

(学)東京聖徳学園 千葉県松戸市岩瀬字向山５５０ 500 2,080 H7.3.30

56
聖徳大学人文学部児童学科（夜間主コー
ス）

(学)東京聖徳学園 千葉県松戸市岩瀬字向山５５０ 20 80 H12.12.22

57
聖徳大学人文学部社会福祉学科（昼間主
コース）

(学)東京聖徳学園 千葉県松戸市岩瀬字向山５５０ 50 200 H17.3.4

58 聖徳大学通信教育部人文学部児童学科 (学)東京聖徳学園 千葉県松戸市岩瀬字向山５５０ 300 1,200 H12.12.22

59 千葉敬愛短期大学初等教育科 (学)千葉敬愛学園 千葉県佐倉市山王１－９ 150 300 H12.10.31

60 清和大学短期大学部児童総合学科 (学)君津学園 千葉県木更津市東太田３－４－２ 120 240 S43.3.23

61 成田国際福祉専門学校保育士科 (学)秋葉学園 千葉県成田市郷部５８３－１ 50 100 H16.3.30

62
帝京平成大学現代ライフ学部人間文化学
科保育専攻

(学)帝京平成大学 千葉県市原市潤井戸字大谷２２８９－２３ 100 400 H17.3.4

63
城西国際大学福祉総合学部福祉総合学科
子ども福祉コース

(学)城西大学 千葉県東金市求名１ 80 320 H19.3.30

64
11校

16課程
和洋女子大学人文学群心理・社会学類人
間発達学専修こども発達支援コース

(学)和洋学園 千葉県市川市国府台２－３－１ 50 204 H21.3.25
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65 東京都 白梅学園短期大学保育科 (学)白梅学園 東京都小平市小川町１－８３０ 130 260 S28.4.25

66 白梅学園大学子ども学部子ども学科 (学)白梅学園 東京都小平市小川町１－８３０ 120 480 H17.3.31

67 明星大学人文学部心理・教育学科 (学)明星学苑 東京都日野市程久保２－１－１ 50 200 H15.3.27

68 昭和女子大学人間社会学部福祉社会学科 (学)昭和女子大学 東京都世田谷区太子堂１－７ 60 240 H15.3.27

69 昭和女子大学人間社会学部初等教育学科 (学)昭和女子大学 東京都世田谷区太子堂１－７ 100 400 H18.3.3

70
昭和女子大学短期大学部子ども教育学科・
専攻科保育学専攻

(学)昭和女子大学 東京都世田谷区太子堂１－７ 30 90 H15.3.27

71
東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校保育
科

(学)東京キリスト教青
年会

東京都江東区東陽２－２－１５ 50 150 H15.3.27

72 武蔵野大学人間関係学部児童学科 (学)武蔵野女子学院 東京都西東京市新町１－１－２０ 100 400 H15.3.27

73 東京福祉保育専門学校こども学科 (学)サンシャイン学園 東京都豊島区東池袋４－２３－４ 40 120 H15.3.27

74 目白大学人間学部子ども学科 (学)目白学園 東京都新宿区中落合４－３１－１ 140 580 H19.3.23

75
星美学園短期大学幼児教育学科・専攻科
幼児教育専攻

(学)星美学園 東京都北区赤羽台４－２－１４ 50 150 H15.3.27

76 玉川大学教育学部乳幼児発達学科 (学)玉川学園 東京都町田市玉川学園６－１－１ 50 200 H15.3.27

77 東京家政大学短期大学部保育科 (学)渡辺学園 東京都板橋区加賀１－１８－１ 200 400 S38.2.23

78
東京家政大学家政学部児童学科児童学専
攻

(学)渡辺学園 東京都板橋区加賀１－１８－１ 75 310 S38.2.18

79
東京家政大学家政学部児童学科育児支援
専攻

(学)渡辺学園 東京都板橋区加賀１－１８－１ 75 310 S38.2.18

80
淑徳短期大学社会福祉学科社会福祉専攻
児童福祉コース

(学)大乗淑徳学園 東京都板橋区前野町６－３６－４ 200 400 S38.3.20

81 淑徳短期大学こども学科 (学)大乗淑徳学園 東京都板橋区前野町６－３６－４ 50 100 H18.3.3

82 淑徳幼児教育専門学校幼児教育学科 (学)大乗淑徳学園 東京都板橋区前野町５－５－３ 150 300 S53.3.22

83 淑徳幼児教育専門学校保育学科１部 (学)大乗淑徳学園 東京都板橋区前野町５－５－３ 50 100 H11.3.5

84 淑徳幼児教育専門学校保育学科２部 (学)大乗淑徳学園 東京都板橋区前野町５－５－３ 50 150 S53.3.22

85
日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助
学科

(学)日本社会事業大学 東京都清瀬市竹丘３－１－３０ 50 200 S38.3.28

86
日本女子体育大学体育学部スポーツ健康
学科幼児発達学専攻

(学)二階堂学園 東京都世田谷区北烏山８－１９－１ 40 160 H11.3.5

87 宝仙学園短期大学保育学科 (学)宝仙学園 東京都中野区中央２－３３－２６ 60 120 S39.1.17

88 駒沢女子短期大学保育科 (学)駒澤学園 東京都稲城市坂浜２３８ 130 260 S41.1.29

89 上智社会福祉専門学校保育士科 (学)上智学院 東京都千代田区紀尾井町７－１ 40 120 S41.3.19

90
帝京大学福祉・保育専門学校保育士養成
科

(学)帝京大学 東京都板橋区加賀２－１１－１ 50 150 S43.3.13

91 聖心女子専門学校保育科 (学)聖心女子学院 東京都港区白金４－１１－１ 50 100 S42.3.28

92 鶴川女子短期大学幼児教育学科 (学)明泉学園 東京都町田市三輪町１１３５ 150 300 S43.12.10

93
大妻女子大学家政学部児童学科児童学専
攻

(学)大妻学院 東京都千代田区三番町１２ 50 200 S43.12.19

94 愛国学園保育専門学校幼児教育科 (学)愛国学園 東京都江戸川区西小岩５－７－１ 50 100 S44.2.1

95 貞静学園保育福祉専門学校保育学科 (学)貞静学園 東京都文京区小日向１－２６－１３ 150 300 S44.3.7

96
東京教育専門学校幼稚園教諭・保育士養
成科

(学)和田実学園 東京都新宿区下落合２－１－１２ 150 300 S44.3.7

97 青山学院女子短期大学子ども学科 (学)青山学院 東京都渋谷区渋谷４－４－２５ 100 300 S45.12.26
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98 東京都 東京成徳短期大学幼児教育科 (学)東京成徳学園 東京都北区十条台１－７－１３ 180 360 S45.12.26

99 東京成徳大学子ども学部子ども学科 (学)東京成徳学園 東京都北区十条台１－７－１３ 90 380 H16.3.30

100
道灌山学園保育福祉専門学校幼稚園教
員･保育士養成科Ⅰ部

(学)道灌山学園 東京都荒川区西日暮里４－７－１５ 100 200 S45.12.26

101
道灌山学園保育福祉専門学校幼稚園教
員･保育士養成科Ⅱ部

(学)道灌山学園 東京都荒川区西日暮里４－７－１５ 50 150 S45.12.26

102 東京保育専門学校保育科１部 (学)聖心学園 東京都杉並区高円寺南２－３２－３０ 100 200 S46.3.31

103 東京保育専門学校保育科２部 (学)聖心学園 東京都杉並区高円寺南２－３２－３０ 50 150 H18.3.3

104 玉成保育専門学校保育学科 (学)アルウィン学園 東京都杉並区松庵１－９－３３ 70 140 S47.3.27

105
日本音楽学校幼児教育科保育士･幼稚園
教員コース

(学)三浦学園 東京都品川区豊町２－１６－１２ 50 100 S47.3.31

106 聖徳大学幼児教育専門学校保育科第１部 (学)東京聖徳学園 東京都港区三田３－４－２８ 200 400 S49.2.14

107 聖徳大学幼児教育専門学校保育科第２部 (学)東京聖徳学園 東京都港区三田３－４－２８ 100 300 S49.2.14

108 彰栄保育福祉専門学校保育科 (学)彰栄学園 東京都文京区白山４－１４－１５ 120 240 S53.3.10

109
草苑保育専門学校幼稚園教員･保育士養
成科１部

(学)草苑学園 東京都豊島区目白３－１７－１１ 100 200 S60.3.6

110
竹早教員保育士養成所幼稚園教員・保育
士科

(学)竹早学園 東京都文京区小石川４－１－２０ 120 320 H10.10.19

111
蒲田保育専門学校幼稚園教諭・保育士養
成科

(学)簡野育英会 東京都大田区本羽田１－４－１ 80 160 H6.8.31

112
白百合女子大学文学部児童文化学科発達
心理学専攻

(学)白百合学園 東京都調布市緑ヶ丘１－２５ 50 200 H11.3.5

113
立教女学院短期大学幼児教育科・専攻科
幼児教育専攻

(学)立教女学院 東京都杉並区久我山４－２９－２３ 150 450 H11.3.5

114
東京学芸大学教育学部初等教育教員養成
課程幼児教育選修

国立大学法人 東京学
芸大学

東京都小金井市貫井北町４－１－１ 20 80 H12.2.29

115
東京文化短期大学生活学科児童生活専
攻・専攻科児童生活専攻

(学)新渡戸文化学園 東京都中野区本町６－３８－１ 40 120 H16.3.30

116
東京純心女子大学現代文化学部こども文
化学科（保育士養成課程）

(学)東京純心女子学園 東京都八王子市滝山町２－６００ 60 240 H16.3.30

117 東横学園女子短期大学保育学科 (学)五島育英会 東京都世田谷区等々力８－９－１８ 100 300 H16.3.30

118
帝京短期大学こども教育学科こども教育専
攻こども教育コース

(学)冲永学園 東京都渋谷区本町６－３１－１ 50 150 H17.3.4

119
帝京短期大学こども教育学科こども教育専
攻通信教育課程

(学)冲永学園 東京都渋谷区本町６－３１－１ 200 600 H21.3.25

120
実践女子大学生活科学部生活文化学科幼
児保育専攻

(学)実践女子大学 東京都日野市大坂上４－１－１ 45 190 H17.3.4

121
帝京大学文学部教育学科保育士養成コー
ス

(学)帝京大学 東京都八王子市大塚３５９ 100 415 H17.3.4

122 東京家政学院大学家政学部児童学科 (学)東京家政学院 東京都町田市相原町２６００ 80 320 H17.3.4

123 東京国際福祉専門学校子育て支援学科 (学)東京国際学園 東京都新宿区新宿１－１１－７ 80 240 H17.3.4

124
東京立正短期大学現代コミュニケーション
学科幼児教育専攻・専攻科現代コミュニ
ケーション専攻

(学)堀之内学園 東京都杉並区堀ノ内２－４１－１５ 50 150 H17.3.4

125
日本体育大学女子短期大学部幼児教育保
育科・専攻科保育専攻

(学)日本体育会 東京都世田谷区深沢７－１－１ 50 150 H18.3.3

126 桜美林大学健康福祉学群保育専修 (学)桜美林学園 東京都町田市常盤町３７５８ 50 200 H18.3.3

127 共立女子大学家政学部児童学科 (学)共立女子学園 東京都千代田区一ツ橋２－２－１ 100 400 H19.3.30

128
東京未来大学こども心理学部こども心理学
科こども保育専攻

(学)三幸学園 東京都足立区千住曙町３４－１２ 120 480 H19.3.23

129
帝京平成大学現代ライフ学部人間文化学
科保育専攻（池袋）

(学)帝京平成大学 東京都豊島区東池袋２－５１－４ 100 400 H20.3.31

130 日本児童教育専門学校総合子ども学科 (学)敬心学園 東京都新宿区高田馬場１－３２－１５ 40 160 H20.3.27

131 日本児童教育専門学校保育福祉学科 (学)敬心学園 東京都新宿区高田馬場１－３２－１５ 40 120 H20.3.27
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132 東京都 東京都市大学人間科学部児童学科 (学)五島育英会 東京都世田谷区等々力８－９－１８ 100 400 H21.3.25

133
こども教育宝仙大学こども教育学部幼児教
育学科

(学)宝仙学園 東京都中野区中央２－３３－２６ 100 400 H21.3.25

134 有明教育芸術短期大学子ども教育学科 (学)三浦学園 東京都江東区有明２－１－２１６ 100 300 H21.3.25

135 貞静学園短期大学保育学科 (学)貞静学園 東京都文京区小日向１－２６－１３ 150 300 H21.3.25

136
62校

72課程
篠原学園専門学校こども保育学科 (学)篠原学園 東京都千代田区神田神保町１－５２－４ 40 120 H21.3.25

137 神奈川県 鎌倉女子大学児童学部児童学科 (学)鎌倉女子大学 神奈川県鎌倉市岩瀬１４２０ 170 680 S41.2.11

138 鎌倉女子大学短期大学部初等教育学科 (学)鎌倉女子大学 神奈川県鎌倉市岩瀬１４２０ 200 400 S41.2.7

139 聖セシリア女子短期大学幼児教育学科 (学)大和学園 神奈川県大和市林間２－６－１１ 100 200 S43.3.30

140 小田原女子短期大学保育学科
(学)小田原女子短期大
学

神奈川県小田原市城山４－５－１ 140 280 S47.2.25

141
5校

5課程
湘北短期大学幼児教育科 (学)ソニー学園 神奈川県厚木市温水４２８ 120 240 S54.1.26

142 新潟県
上越教育大学学校教育学部初等教育教員
養成課程

国立大学法人 上越教
育大学

新潟県上越市山屋敷町１ 20 80 H15.3.27

143 新潟中央短期大学幼児教育科 (学)加茂暁星学園 新潟県加茂市学校町１６－１８ 80 160 S56.2.27

144
県立新潟女子短期大学生活科学科生活福
祉専攻

公立大学法人 新潟県
立大学

新潟県新潟市東区海老ヶ瀬４７１ 50 100 H5.3.3

145
4校

4課程
新潟県立大学人間生活学部子ども学科

公立大学法人 新潟県
立大学

新潟県新潟市東区海老ヶ瀬４７１ 40 160 H21.3.25

146 山梨県 山梨学院短期大学保育科 (学)山梨学院 山梨県甲府市酒折２－４－５ 150 300 S34.3.4

147 帝京学園短期大学保育科 (学)帝京学園 山梨県北杜市小淵沢町６１５－１ 100 200 S43.2.21

148
山梨県立大学人間福祉学部人間形成学科
保育士履修課程

山梨県 山梨県甲府市飯田５－１１－１ 20 90 H17.3.4

149
身延山大学仏教学部仏教福祉学科児童福
祉コース

(学)身延山学園 山梨県南巨摩郡身延町身延３５６７ 20 80 H17.3.4

150
5校

5課程
帝京科学大学こども学部こども学科 (学)帝京科学大学 山梨県上野原市八ツ沢２５２５ 50 200 H20.3.27

151 長野県 長野県福祉大学校保育学科 長野県 長野県諏訪市清水２－２－１５ 50 100 S28.7.16

152 長野県短期大学幼児教育学科 長野県 長野県長野市三輪８－４９－７ 40 80 H16.3.30

153 飯田女子短期大学幼児教育学科 (学)高松学園 長野県飯田市松尾代田６１０ 80 160 S42.2.16

154 上田女子短期大学幼児教育学科 (学)北野学園 長野県上田市大字下之郷６２０ 150 300 S43.2.21

155 松本短期大学幼児保育学科 (学)松本学園 長野県松本市笹賀３１１８ 100 200 S47.2.16

156
6校

6課程
信州豊南短期大学幼児教育学科 (学)豊南学園 長野県上伊那郡辰野町中山７２ 100 200 H21.3.25

157 さいたま市 国際学院埼玉短期大学幼児保育学科 (学)国際学院 埼玉県さいたま市吉敷町２－５ 200 400 S58.2.14

158
埼玉大学教育学部学校教育教員養成課程
現代共生教育コース乳幼児教育専修

国立大学法人　埼玉大
学

埼玉県さいたま市桜区下大久保２５５ 25 100 H19.3.23

159
3校

3課程
浦和大学こども学部こども学科 (学)久里学園 埼玉県さいたま市緑区大崎３５５１ 100 400 H19.3.23

160 千葉市
淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科保育
士課程

(学)大乗淑徳学園 千葉県千葉市中央区大厳寺町２００ 100 400 S41.3.28

161 千葉女子専門学校保育科 (学)増田学園 千葉県千葉市中央区道場北１－１７－６ 100 200 S44.3.19

162 千葉明徳短期大学保育創造学科 (学)千葉明徳学園 千葉県千葉市中央区南生実町１４１２ 150 300 S47.2.25

163
植草学園短期大学福祉学科児童障害福祉
専攻

(学)植草学園 千葉県千葉市若葉区小倉町１６３９－３ 100 200 H11.3.5

164
植草学園大学発達教育学部発達支援教育
学科保育士コース

(学)植草学園 千葉県千葉市若葉区小倉町１６３９－３ 100 400 H20.3.27

165
6校

6課程
千葉経済大学短期大学部こども学科保育
コース

(学)千葉経済学園 千葉県千葉市稲毛区轟町４－３－３０ 140 280 H16.3.30
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166 横浜市 鶴見大学短期大学部保育科 (学)総持学園 神奈川県横浜市鶴見区鶴見２－１－３ 200 400 S39.4.7

167
國學院大學幼児教育専門学校保育科・専
攻科保育専攻

(学)國學院大學
神奈川県横浜市青葉区新石川３－１９－
１４

100 300 H15.3.27

168 横浜女子短期大学保育科 (学)白峰学園 神奈川県横浜市港南区港南台４－４－５ 200 400 S41.3.7

169 関東学院大学人間環境学部人間発達学科 (学)関東学院
神奈川県横浜市金沢区六浦東１－５０－
１

140 560 H13.12.20

170
東洋英和女学院大学人間科学部人間福祉
学科保育士課程

(学)東洋英和女学院 神奈川県横浜市緑区三保町３２ 50 200 H9.2.25

171
東洋英和女学院大学人間科学部人間科学
科保育子ども専攻

(学)東洋英和女学院 神奈川県横浜市緑区三保町３２ 70 280 H19.3.23

172
聖ヶ丘教育福祉専門学校第一部幼稚園教
員・保育士養成科

(学)聖ヶ丘学園
神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台６６－
１８

80 160 S49.1.28

173
聖ヶ丘教育福祉専門学校第二部幼稚園教
員・保育士養成科

(学)聖ヶ丘学園
神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台６６－
１８

40 120 S49.1.28

174
聖ヶ丘教育福祉専門学校第一部保育士養
成科

(学)聖ヶ丘学園
神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台６６－
１８

80 240 H9.2.25

175 横浜高等教育専門学校児童科保育課程 (学)大谷学園
神奈川県横浜市港北区篠原台町３６－３
７

50 100 S45.2.9

176 横浜保育福祉専門学校保育こども学科 (学)岩崎学園 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５５０－８ 100 300 H19.3.30

177
9校

12課程
横浜こども専門学校保育科 (学)三幸学園

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－７
－５

72 144 H19.3.23

178 川崎市 洗足学園短期大学幼児教育保育科 (学)洗足学園 神奈川県川崎市高津区久本２－３－１ 250 500 H12.3.22

179
2校

2課程
田園調布学園大学人間福祉学部子ども家
庭福祉学科

(学)調布学園
神奈川県川崎市麻生区東百合丘３－４－
１

100 400 H18.3.3

180 新潟市 新潟青陵大学短期大学部幼児教育学科 (学)新潟青陵学園 新潟県新潟市中央区水道町１－５９３９ 130 260 S43.4.1

181
新潟青陵大学看護福祉心理学部福祉心理
学科子ども発達サポートコース

(学)新潟青陵学園 新潟県新潟市中央区水道町１－５９３９ 40 160 H17.3.4

182 日本福祉医療専門学校児童福祉学科 (学)新潟福祉医療学園 新潟県新潟市西区槇尾１４２５ 100 200 H13.12.12

183 新潟情報ビジネス専門学校保育科 (学)新潟高度情報学園 新潟県新潟市中央区明石１－３－５ 50 100 H17.3.31

184
5校

5課程
国際福祉医療カレッジこども福祉学科 (学)国際総合学園 新潟県新潟市中央区古町通７－９３５ 50 100 H18.3.3

185 宇都宮市 作新学院大学短期大学部幼児教育科 (学)船田教育会 栃木県宇都宮市竹下町９０８ 100 200 S43.12.25

186
宇都宮短期大学人間福祉学科幼児福祉専
攻

(学)須賀学園 栃木県宇都宮市下荒針町長坂３８２９ 70 140 H15.3.27

187
3校

3課程
宇都宮大学教育学部学校教育教員養成課
程

国立大学法人 宇都宮
大学

栃木県宇都宮市峰町３５０ 20 80 H12.12.27

188 前橋市
群馬社会福祉大学社会福祉学部社会福祉
学科児童福祉専攻

(学)昌賢学園 群馬県前橋市川曲町１９１－１ 50 200 H13.12.11

189 群馬社会福祉専門学校福祉保育学科 (学)昌賢学園 群馬県前橋市元総社町１５２ 50 100 H8.2.20

190
3校

3課程
明和学園短期大学生活学科こども学専攻 (学)平方学園 群馬県前橋市昭和町３－１１－１９ 50 100 H19.3.23

191 相模原市 和泉短期大学児童福祉学科 (学)クラーク学園 神奈川県相模原市青葉２－２－１ 250 500 S40.3.6

192
2校

2課程
相模女子大学学芸学部子ども教育学科 (学)相模女子大学 神奈川県相模原市文京２－１－１ 100 400 H20.3.27

193 長野市 文化女子大学長野専門学校保育科 (学)文化長野学園 長野県長野市上千田１４１ 50 100 S43.2.27

194 清泉女学院短期大学幼児教育科 (学)清泉女学院 長野県長野市上野２－１２０－８ 100 200 S56.2.24

195
3校

3課程
長野女子短期大学生活科学科児童福祉専
攻

(学)長野家政学園 長野県長野市三輪９－１１－２９ 40 120 H18.3.3

１６６校１９５課程 19,637 55,753
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1 群馬県
群馬社会福祉専門学校社会福祉士通信
課程

(学)昌賢学園 群馬県前橋市元総社町１５２ 一般・通信 １年７月 200 400 － 15年度

2
2校

2課程
専門学校高崎福祉医療カレッジ社会福祉
士科

(学)藤仁館学園 群馬県高崎市東町２８－１ 一般・通信 １年７月 140 280 － 21年度

3
埼玉県

1校1課程
埼玉福祉専門学社会福祉士養成科 (学)埼玉福祉学園

埼玉県さいたま市大宮区仲町
３－８８－２

一般・夜間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 20年度

4 千葉県
江戸川大学総合福祉専門学校社会福祉
士養成科

(学)江戸川学園 千葉県流山市駒木４７４ 一般・昼間 １年 40 40 40人×1ｸﾗｽ 19年度

5
1校

2課程
江戸川大学総合福祉専門学校社会福祉
士養成科通信課程

(学)江戸川学園 千葉県流山市駒木４７４ 一般・通信 １年７月 200 400 － 19年度

6 東京都
日本社会事業大学通信教育科社会福祉
士養成課程

(学)日本社会事業大
学

東京都清瀬市竹丘３－１－３０ 一般・通信 １年７月 400 800 － 12年度

7
日本知的障害者福祉協会社会福祉士養
成所

(財)日本知的障害者
福祉協会

東京都港区浜松町２－７－１９
秀和第２浜松町ビル６Ｆ

一般・通信 １年８月 300 600 － 元年度

8
東京福祉保育専門学校社会福祉士養成
通信課程

(学)サンシャイン学園
東京都豊島区東池袋４－２３－
４

一般・通信 １年10月 200 400 － ７年度

9
上智社会福祉専門学校社会福祉士・児童
指導員科

(学)上智学院
東京都千代田区紀尾井町７－
１

一般・夜間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ ９年度

10
日本福祉教育専門学校社会福祉士養成
通信課程

(学)敬心学園 東京都豊島区高田３－６－１５ 一般・通信 １年７月 300 600 － 10年度

11
日本福祉教育専門学校社会福祉士養成
科

(学)敬心学園 東京都豊島区高田３－６－１５ 一般・夜間 １年 80 80 40人×2ｸﾗｽ 12年度

12
日本福祉教育専門学校社会福祉士養成
学科

(学)敬心学園
東京都新宿区西早稲田２－１
－２７

一般・昼間 １年 80 80 40人×2ｸﾗｽ 16年度

13
東京福祉専門学校社会福祉士一般養成
科

(学)滋慶学園
東京都江戸川区中葛西４－２
－１

一般・夜間 １年 80 80 40人×2ｸﾗｽ 13年度

14
東京福祉専門学校社会福祉士短期養成
通信課程

(学)滋慶学園
東京都江戸川区西葛西４－２
－１

短期・通信 ９月 80 80 － 21年度

15
東京福祉専門学校社会福祉士一般養成
通信課程

(学)滋慶学園
東京都江戸川区西葛西４－２
－１

一般・通信 １年９月 160 320 － 21年度

16
アルファ医療福祉専門学校社会福祉士通
信科一般養成コース

(学)西田学園 東京都町田市森野１－７－１０ 一般・通信 １年10月 120 240 － 13年度

17
アルファ医療福祉専門学校社会福祉士通
信科短期養成コース

(学)西田学園 東京都町田市森野１－７－１０ 短期・通信 10月 50 50 － 21年度

18 ＮＨＫ学園社会福祉士養成課程
(学)日本放送協会学
園

東京都国立市富士見台２－３６
－２

一般・通信 ２年 270 540 － 13年度

19 臨床福祉専門学校社会福祉士通信課程 (学)敬心学園 東京都江東区塩浜２－２－１０ 一般・通信 １年７月 400 800 － 20年度

20
10校

15課程
品川区社会福祉協議会社会福祉士養成
コース

(福)品川区社会福祉
協議会

東京都品川区西品川１－２８－
３

一般・通信 １年９月 100 200 － 19年度

21 神奈川県
全国社会福祉協議会中央福祉学院社会
福祉士通信課程

(福)全国社会福祉協
議会

神奈川県三浦郡葉山町上山口
１５６０－４４

一般・通信 １年７月 600 1,200 － 元年度

22
茅ヶ崎リハビリテーション専門学校社会福
祉専攻科

(学)湘南ふれあい学園 神奈川県茅ヶ崎市西久保５００ 一般・通信 １年６月 150 300 － 12年度

23
3校

3課程
ＹＭＣＡ専門学校社会福祉科 (学)横浜ＹＭＣＡ

神奈川県川崎市多摩区登戸３
０３２－２

一般・通信 １年６月 300 600 － 13年度

24 新潟県 国際福祉医療カレッジ社会福祉学科 (学)国際総合学園
新潟県新潟市中央区古町通２
－５４７

一般・昼間 １年 40 40 40人×1ｸﾗｽ ８年度

25
2校

2課程
日本福祉医療専門学校社会福祉士通信
学科

(学)新潟福祉医療学
園

新潟県新潟市西区槇尾１４２５ 一般・通信 １年９月 300 600 － 11年度

１９校２５課程 4,670 8,890

設　置　者 所　在　地 課程 修業年限 学級数等養　成　施　設　名

（平成21年4月1日現在）

(１０)　社会福祉士養成施設一覧
　

都県No 開設年度
学生
定員

入学
定員
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1 茨城県 リリー保育福祉専門学校介護ふくし学科 (学)文化学園 茨城県水戸市梅香２－３５３ 昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 元年度

2 水戸教育福祉専門学校介護福祉科 (学)田中学園
茨城県水戸市千波町２３６９－
１

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ ２年度

3 茨城女子短期大学専攻科福祉専攻 (学)大成学園 茨城県那珂市東木倉９６０－２ 昼間 １年 20 20 20人×1ｸﾗｽ ２年度

4 技友ビューティ福祉専門学校介護福祉科 (学)技友学園 茨城県古河市旭町２－１１－６ 昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ ７年度

5 いばらき中央福祉専門学校介護福祉科 (福)北養会
茨城県水戸市鯉渕町２２２２－
２

昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ ９年度

6 アール医療福祉専門学校介護福祉学科 (学)筑波学園
茨城県土浦市湖北２－１０－３
５

昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ 10年度

7
つくば国際短期大学人間生活学科人間福
祉専攻

(学)霞ヶ浦学園 茨城県土浦市真鍋６－７－１０ 昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 14年度

8 筑波総合福祉専門学校介護福祉学科 (学)沼田学園
茨城県つくば市大字小野崎字
清水頭３０３－６

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 16年度

9
9校

9課程
水戸総合福祉専門学校介護福祉学科 (学)八文字学園 茨城県水戸市浜田２－２５４ 昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 20年度

10 栃木県 栃木介護福祉士専門学校介護福祉学科 (福)蓬愛会
栃木県宇都宮市宝木町２－９８
８－５

昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ ３年度

11 中央福祉医療専門学校介護福祉科 (学)中央学園
栃木県小山市土塔東谷２３４－
２

昼間 ２年 120 240 40人×3ｸﾗｽ ３年度

12 マロニエ医療福祉専門学校介護福祉学科 (学)産業教育事業団
栃木県栃木市今泉町２－６－２
２

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ ７年度

13 足利介護福祉専門学校介護福祉学科 (学)白百合学園 栃木県足利市田中町９４３－７ 昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ ９年度

14
佐野短期大学社会福祉学科介護福祉専
攻

(学)佐野日本大学学園 栃木県佐野市高萩町９７３ 昼間 ２年 60 120 30人×2ｸﾗｽ 10年度

15 国際介護福祉専門学校介護福祉学科 (学)ティビィシィ学園
栃木県宇都宮市大通り１－２
－５

昼間 ２年 60 120 30人×2ｸﾗｽ 11年度

16 足利短期大学専攻科福祉専攻 (学)足利工業大学 栃木県足利市本城３－２１２０ 昼間 １年 35 35 35人×1ｸﾗｽ 12年度

17
宇都宮短期大学人間福祉学科介護福祉
専攻

(学)須賀学園
栃木県宇都宮市下荒針町長坂
３８２９

昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ 13年度

18
9校

9課程
国際医療福祉大学医療福祉学部医療福
祉学科介護福祉士コース

(学)国際医療福祉大学
栃木県大田原市北金丸２６００
－１

昼間 ４年 50 200 50人×1ｸﾗｽ 14年度

19 群馬県 大泉保育福祉専門学校福祉科 (福)三吉
群馬県邑楽郡大泉町日の出５
６－２

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 元年度

20 前橋医療福祉専門学校介護福祉学科 (学)未来学園 群馬県前橋市石関町１２２－６ 昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ ２年度

21 群馬パース福祉専門学校介護福祉学科 (学)群馬パース学園
群馬県渋川市上白井２５６４－
６

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ ４年度

22 群馬社会福祉大学短期大学部 (学)昌賢学園 群馬県前橋市川曲町１９１－１ 昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ ８年度

23 群馬社会福祉専門学校介護福祉専攻科 (学)昌賢学園 群馬県前橋市元総社町１５２ 昼間 １年 80 80 40人×2ｸﾗｽ 10年度

24
群馬松嶺福祉短期大学人間福祉学科介
護福祉専攻

(学)群馬常磐学園
群馬県太田市内ヶ島町１３６１
－４

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 11年度

25
東京福祉大学社会福祉学部社会福祉学
科社会福祉専攻介護福祉コース

(学)茶屋四郎次郎記念
学園

群馬県伊勢崎市山王町２０２０
－１

昼間 ４年 80 320 40人×2ｸﾗｽ 17年度

26
創造学園大学ソーシャルワーク学部ソー
シャルワーク学科介護福祉士コース

(学)堀越学園
群馬県高崎市八千代町２－３
－６

昼間 ４年 35 140 35人×1ｸﾗｽ 17年度

27
高崎健康福祉大学健康福祉学部保健福
祉学科介護福祉コース

(学)高崎健康福祉大学 群馬県高崎市中大類町３７－１ 昼間 ４年 40 160 40人×1ｸﾗｽ 19年度

28
10校

10課程
専門学校高崎福祉医療カレッジ介護福祉
学科

(学)藤仁館学園 群馬県高崎市東町２８－１ 昼間 ２年 30 60 30人×1ｸﾗｽ 20年度

29 埼玉県
共栄学園短期大学社会福祉学科社会福
祉学専攻

(学)共栄学園 埼玉県春日部市内牧４１５８ 昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ ２年度

30 秋草学園福祉教育専門学校介護福祉科 (学)秋草学園
埼玉県所沢市東所沢１－１１－
１１

昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ ７年度

31
大川学園医療福祉専門学校介護福祉学
科

(学)大川学園 埼玉県飯能市下加治３４５ 昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ ８年度

32 埼玉福祉専門学校介護福祉科 (学)埼玉福祉学園
埼玉県さいたま市大宮区仲町
３－８８－２

昼間 ２年 120 240 40人×3ｸﾗｽ ８年度

33 埼玉福祉専門学校介護福祉科Ⅱ部 (学)埼玉福祉学園
埼玉県さいたま市大宮区仲町
３－８８－２

夜間 ３年 60 180 30人×2ｸﾗｽ 15年度

34 平成福祉教育専門学校介護福祉学科 (学)斉藤学院
埼玉県桶川市上日出谷１１２９
－８

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ ８年度

35 浦和大学短期大学部介護福祉科 (学)九里学園
埼玉県さいたま市緑区大崎３５
５１

昼間 ２年 100 200 50人×2ｸﾗｽ ９年度

(１１)　介護福祉士養成施設一覧

　

開設年度
学生
定員

入学
定員

所　在　地 課程
修業
年限

学級数等設　置　者養　成　施　設　名都県No

（平成21年4月1日現在）
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開設年度
学生
定員

入学
定員

所　在　地 課程
修業
年限

学級数等設　置　者養　成　施　設　名都県No

36 埼玉県 関東福祉専門学校介護福祉科 (福)元気村 埼玉県鴻巣市中央２３－１０ 昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ ９年度

37
十文字学園女子大学人間生活学部人間
福祉学科介護福祉コース

(学)十文字学園 埼玉県新座市菅沢２－１－２８ 昼間 ４年 30 120 30人×1ｸﾗｽ 17年度

38
文京学院大学人間学部人間福祉学科介
護福祉コース

(学)文京学園
埼玉県ふじみ野市亀久保１１９
８

昼間 ４年 30 120 30人×1ｸﾗｽ 17年度

39
東洋大学ライフデザイン学部生活支援学
科介護福祉士コース

(学)東洋大学 埼玉県朝霞市岡２－１１－１０ 昼間 ４年 40 160 40人×1ｸﾗｽ 17年度

40
大原医療秘書福祉専門学校大宮校介護
福祉学科

(学)大原学園
埼玉県さいたま市大宮区宮町
２－６１－１

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 18年度

41 かんな福祉専門学校介護福祉科 (福)神流福祉会
埼玉県児玉郡神川町大字新里
字新羽根倉２７７９－５

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 19年度

42
13校

14課程
東洋医療福祉専門学校介護福祉科 (学)ワタナベ学園 埼玉県吉川市保１－２１－７ 昼間 ２年 60 120 30人×2ｸﾗｽ 21年度

43 千葉県
聖徳大学短期大学部介護福祉学科第一
部

(学)東京聖徳学園 千葉県松戸市岩瀬字向山５５０ 昼間 ２年 70 140 35人×2ｸﾗｽ S63年度

44 聖徳大学短期大学部専攻科福祉専攻 (学)東京聖徳学園 千葉県松戸市岩瀬字向山５５０ 昼間 １年 25 25 25人×1ｸﾗｽ S63年度

45
聖徳大学人文学部社会福祉学科介護福
祉コース

(学)東京聖徳学園 千葉県松戸市岩瀬字向山５５０ 昼間 ４年 50 100 25人×2ｸﾗｽ 19年度

46 松山学園松山福祉専門学校介護福祉科 (学)松山学園 千葉県松戸市秋山７１ 昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ ２年度

47
江戸川大学総合福祉専門学校介護福祉
科

(学)江戸川学園 千葉県流山市駒木４７４ 昼間 ２年 160 320 40人×4ｸﾗｽ ３年度

48 成田国際福祉専門学校介護福祉士科 (学)秋葉学園 千葉県成田市郷部５８３－１ 昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ 10年度

49 専門学校新国際福祉カレッジ介護福祉科 (学)阿弥陀寺教育学園
千葉県四街道市山梨１３１６－
１

昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ 10年度

50
植草学園短期大学福祉学科地域介護福
祉専攻

(学)植草学園
千葉県千葉市若葉区小倉町１
６３９－３

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 11年度

51 植草学園短期大学専攻科介護福祉専攻 (学)植草学園
千葉県千葉市若葉区小倉町１
６３９－３

昼間 １年 40 40 40人×1ｸﾗｽ 21年度

52 中央介護福祉専門学校介護福祉科 (学)土岐学園
千葉県千葉市稲毛区緑町１－
５－１７

昼間 ２年 60 120 30人×2ｸﾗｽ 11年度

53 京葉介護福祉専門学校介護福祉科 (学)清峯学園
千葉県千葉市中央区今井２－
１３－１

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 13年度

54
帝京平成大学現代ライフ学部人間文化学
科介護福祉専攻

(学)帝京平成大学
千葉県市原市潤井戸大谷２２８
９－２３

昼間 ４年 40 160 40人×1ｸﾗｽ 13年度

55 一葉福祉学院介護福祉学科 (医)鳳生会 千葉県成田市上町５０３ 昼間 ２年 30 60 30人×1ｸﾗｽ 16年度

56
東京基督教大学神学部国際キリスト教福
祉学科キリスト教福祉学専攻

（学)東京キリスト教学
園

千葉県印西市内野３－３０１－
５

昼間 ４年 10 40 10人×1ｸﾗｽ 20年度

57
城西国際大学福祉総合学部福祉総合学
科介護福祉コース

(学)城西大学 千葉県東金市求名１ 昼間 ４年 50 200 50人×1ｸﾗｽ 20年度

58
14校

16課程
大原医療秘書福祉専門学校千葉校介護
福祉科

(学)大原学園
千葉県千葉市中央区弁天１－
１６－１５

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 21年度

59 東京都 東京福祉保育専門学校介護福祉士学科 (学)サンシャイン学園
東京都豊島区東池袋４－２３－
４

昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ S63年度

60 日本福祉教育専門学校介護福祉学科 (学)敬心学園 東京都豊島区高田３－６－１５ 昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ 元年度

61
日本福祉教育専門学校ソーシャル・ケア
学科

(学)敬心学園 東京都豊島区高田３－６－１５ 昼間 ４年 40 160 40人×1ｸﾗｽ 20年度

62
帝京大学福祉・保育専門学校介護福祉士
養成科

(学)帝京大学 東京都板橋区加賀２－１１－１ 昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ 元年度

63 彰栄保育福祉専門学校介護福祉専攻科 (学)彰栄学園
東京都文京区白山４－１４－１
５

昼間 １年 40 40 40人×1ｸﾗｽ 元年度

64 彰栄保育福祉専門学校介護福祉科 (学)彰栄学園
東京都文京区白山４－１４－１
５

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ ３年度

65 白梅学園短期大学福祉援助学科 (学)白梅学園 東京都小平市小川町１－８３０ 昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ 10年度

66 町田福祉専門学校介護福祉学科 (学)榎本学園
東京都町田市中町２－１０－２
１

昼間 ２年 100 200 50人×2ｸﾗｽ 元年度

67 町田福祉専門学校介護福祉学科Ⅱ部 (学)榎本学園
東京都町田市中町２－１０－２
１

夜間 ３年 40 120 40人×1ｸﾗｽ ８年度

68 町田福祉専門学校総合福祉学科 (学)榎本学園
東京都町田市中町２－１０－２
１

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 11年度

69 町田福祉専門学校介護福祉専攻科 (学)榎本学園
東京都町田市中町２－１０－２
１

昼間 １年 30 30 30人×1ｸﾗｽ 14年度

70 東京福祉専門学校介護福祉科 (学)滋慶学園
東京都江戸川区清新町２－７
－２０

昼間 ３年 105 315 35人×3ｸﾗｽ 元年度

71
東京福祉専門学校介護福祉科（夜間課
程）

(学)滋慶学園
東京都江戸川区清新町２－７
－２０

夜間 ３年 80 240 40人×2ｸﾗｽ 10年度

72 東京福祉専門学校健康福祉科 (学)滋慶学園
東京都江戸川区清新町２－７
－２０

昼間 ３年 37 111 37人×1ｸﾗｽ 13年度

73
東京ＹＷＣＡ専門学校社会福祉科ケア
ワークコース

(財)東京基督教女子青
年会

東京都千代田区神田駿河台１
－８

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ ２年度
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74 東京都
東京心理音楽療法福祉専門学校介護福
祉学科

(学)中央育英学園
東京都豊島区目白５－２０－２
４

昼間 ２年 60 120 30人×2ｸﾗｽ ３年度

75
淑徳短期大学社会福祉学科介護福祉専
攻

(学)大乗淑徳学園
東京都板橋区前野町６－３６－
４

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ ３年度

76
日本社会事業大学社会福祉学部福祉援
助学科介護福祉コース

(学)日本社会事業大学 東京都清瀬市竹丘３－１－３０ 昼間 ４年 25 100 25人×1ｸﾗｽ ４年度

77 早稲田福祉専門学院介護福祉士科 (医)親光会
東京都新宿区西早稲田２－４
－７

昼間 ２年 66 132 33人×2ｸﾗｽ ４年度

78 上智社会福祉専門学校介護福祉士科 (学)上智学院
東京都千代田区紀尾井町７－
１

夜間 ３年 26 78 26人×1ｸﾗｽ ５年度

79 東京医療秘書福祉専門学校介護福祉科 (学)三幸学園
東京都文京区本郷３－２３－１
６

昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ ７年度

80
東京医療秘書福祉専門学校介護福祉科
夜間部

(学)三幸学園
東京都文京区本郷３－２３－１
６

夜間 ３年 40 120 40人×1ｸﾗｽ 14年度

81 品川介護福祉専門学校介護福祉学科
(福)品川区社会福祉協
議会

東京都品川区西品川１－２８－
３

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ ７年度

82
東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校介護福祉
科

(学)東京ＹＭＣＡ学院
東京都国立市富士見台２－３５
－１１

昼間 ２年 80 80 40人×2ｸﾗｽ ８年度

83 世田谷福祉専門学校介護福祉学科 (学)大東学園
東京都世田谷区船橋７－１９－
１７

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ ８年度

84
東京豊島医療福祉専門学校介護福祉学
科

(学)秋葉学園 東京都豊島区南池袋２－８－９ 昼間 ２年 31 62 31人×1ｸﾗｽ ８年度

85 東京国際福祉専門学校介護福祉科 (学)東京国際学園 東京都新宿区新宿１－１１－７ 昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ ８年度

86
東京国際福祉専門学校ソーシャルワーク
総合科

(学)東京国際学園 東京都新宿区新宿１－１１－７ 昼間 ４年 40 160 40人×1ｸﾗｽ 19年度

87
早稲田速記医療福祉専門学校介護福祉
科

(学)川口学園
東京都豊島区高田３－１１－１
７

昼間 ２年 60 120 30人×2ｸﾗｽ ９年度

88
早稲田速記医療福祉専門学校介護福祉
科夜間部

(学)川口学園
東京都豊島区高田３－１１－１
７

夜間 ３年 34 102 34人×1ｸﾗｽ 14年度

89 織田福祉専門学校介護福祉学科 (学)織田学園
東京都杉並区高円寺南２－５０
－１２

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 10年度

90 東京介護福祉専門学校介護福祉学科
(学)都築インターナショ
ナル学園

東京都葛飾区亀有５－４１－１
０

昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ 10年度

91
日商簿記三鷹福祉専門学校介護福祉学
科

(学)細谷学園
東京都三鷹市下連雀４－１９－
１１

昼間 ２年 35 70 35人×1ｸﾗｽ 10年度

92
道灌山学園保育福祉専門学校介護福祉
士専攻科

(学)道灌山学園
東京都荒川区西日暮里４－７
－１５

昼間 １年 40 40 40人×1ｸﾗｽ 11年度

93
東京聖星社会福祉専門学校介護福祉学
科

(学)三浦学園
東京都品川区豊町２－１６－１
２

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 11年度

94 アルファ医療福祉専門学校介護福祉士科 (学)西田学園
東京都町田市森野２－１５－１
３

昼間 ２年 35 70 35人×1ｸﾗｽ 11年度

95
貞静学園保育福祉専門学校介護福祉専
攻科

(学)貞静学園
東京都文京区小日向１－２６－
１３

昼間 １年 80 80 40人×2ｸﾗｽ 11年度

96
東京家政学院大学人文学部人間福祉学
科介護福祉専攻

(学)東京家政学院 東京都町田市相原町２６００ 昼間 ４年 30 120 30人×1ｸﾗｽ 11年度

97 山野美容芸術短期大学美容福祉学科 (学)山野学苑 東京都八王子市鑓水５３０ 昼間 ３年 80 240 40人×2ｸﾗｽ 11年度

98
大妻女子大学人間関係学部人間福祉学
科介護福祉学専攻

(学)大妻学院 東京都多摩市唐木田２－７－１ 昼間 ４年 30 120 30人×1ｸﾗｽ 11年度

99
愛国学園保育専門学校介護福祉士専攻
科

(学)愛国学園
東京都江戸川区西小岩５－７
－１

昼間 １年 40 40 40人×1ｸﾗｽ 14年度

100
東京文化短期大学生活学科生活福祉専
攻

(学)新渡戸文化学園 東京都中野区本町６－３８－１ 昼間 ２年 30 60 30人×1ｸﾗｽ 15年度

101
読売理工医療福祉専門学校介護福祉学
科

(学)読売理工学院 東京都港区芝５－２６－１６ 昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 18年度

102
目白大学短期大学部生活科学科生活福
祉コース

(学)目白学園
東京都新宿区中落合４－３１－
１

昼間 ２年 50 100 50人×1ｸﾗｽ 19年度

103
目白大学人間学部人間福祉学科介護福
祉士課程

(学)目白学園
東京都新宿区中落合４－３１－
１

昼間 ４年 50 200 50人×1ｸﾗｽ 20年度

104 千住介護福祉専門学校介護福祉学科 (学)東都医療福祉学院 東京都足立区千住仲町１４－４ 昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 20年度

105 首都医校介護福祉学科（昼間部） (学)モード学園 東京都新宿区西新宿１－７－３ 昼間 ３年 80 240 40人×2ｸﾗｽ 21年度

106
37校

48課程
首都医校介護福祉学科（夜間部） (学)モード学園 東京都新宿区西新宿１－７－３ 夜間 ３年 40 120 40人×1ｸﾗｽ 21年度

107 神奈川県
横浜国際福祉専門学校介護福祉学科Ⅰ
部

(学)国際学園
神奈川県横浜市青葉区さつき
が丘８－８０

昼間 ２年 60 120 30人×2ｸﾗｽ S63年度

108 和泉福祉専門学校介護福祉科 (学)クラーク学園
神奈川県相模原市大野台３－
１１－１

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ S63年度

109 湘南医療福祉専門学校介護福祉科Ⅰ部 (学)彩煌学園
神奈川県横浜市戸塚区川上町
８４－１

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 元年度

110 湘南医療福祉専門学校介護福祉科Ⅱ部 (学)彩煌学園
神奈川県横浜市戸塚区川上町
８４－１

夜間 ３年 40 120 40人×1ｸﾗｽ ９年度

111
聖ヶ丘教育福祉専門学校Ⅰ部介護福祉
士養成科

(学)聖ヶ丘学園
神奈川県横浜市保土ヶ谷区常
盤台６６－１８

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 元年度
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112 神奈川県
聖ヶ丘教育福祉専門学校Ⅰ部介護福祉
士専攻科

(学)聖ヶ丘学園
神奈川県横浜市保土ヶ谷区常
盤台６６－１８

昼間 １年 80 80 40人×2ｸﾗｽ ５年度

113 ＹＭＣＡ健康福祉専門学校介護福祉科 (財)横浜ＹＭＣＡ
神奈川県厚木市中町４－１６－
１９

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 元年度

114
田園調布学園大学人間福祉学部人間福
祉学科介護福祉コース

(学)調布学園
神奈川県川崎市麻生区東百合
丘３－４－１

昼間 ４年 45 180 45人×1ｸﾗｽ 14年度

115 神奈川社会福祉専門学校介護福祉科 (学)鶴嶺学園 神奈川県平塚市立野町１－１０ 昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ ４年度

116 茅ヶ崎看護福祉専門学校介護福祉学科 (学)湘南ふれあい学園 神奈川県茅ヶ崎市今宿３９０ 昼間 ２年 35 70 35人×1ｸﾗｽ ６年度

117
東海大学健康科学部社会福祉学科介護
福祉コース

(学)東海大学 神奈川県伊勢原市下糟屋１４３ 昼間 ４年 30 120 30人×1ｸﾗｽ ８年度

118 ＹＭＣＡ福祉専門学校介護福祉科 (学)横浜ＹＭＣＡ
神奈川県川崎市多摩区登戸３
０３２－２

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 10年度

119
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部
社会福祉学科介護福祉士コース

神奈川県
神奈川県横須賀市平成町１－
１０－１

昼間 ４年 20 80 20人×1ｸﾗｽ 15年度

120 鶴見大学短期大学部専攻科福祉専攻 (学)総持学園
神奈川県横浜市鶴見区鶴見２
－１－３

昼間 １年 40 40 40人×1ｸﾗｽ 15年度

121
13校

15課程
大原医療秘書福祉専門学校横浜校介護
福祉学科

(学)大原学園
神奈川県横浜市神奈川区桐畑
３－７

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 19年度

122 新潟県 北陸福祉保育専門学院介護福祉科 (学)北陸学園 新潟県長岡市福住１－５－２５ 昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 元年度

123 長岡看護福祉専門学校介護福祉学科 (学)崇徳医療福祉学園
新潟県長岡市上富岡町字松山
１９６１－２１

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ ４年度

124 国際福祉医療カレッジ介護福祉学科 (学)国際総合学園
新潟県新潟市中央区古町通２
－５４７

昼間 ２年 120 240 40人×3ｸﾗｽ ６年度

125 上越保健医療福祉専門学校介護福祉科 (学)仁寿会
新潟県上越市西城町１－１２－
１７

昼間 ２年 35 70 35人×1ｸﾗｽ ９年度

126
日本福祉医療専門学校介護社会福祉学
科

(学)新潟福祉医療学園 新潟県新潟市西区槇尾１４２５ 昼間 ３年 40 120 40人×1ｸﾗｽ 10年度

127
日本福祉医療専門学校介護福祉専攻科
（児童福祉）

(学)新潟福祉医療学園 新潟県新潟市西区槇尾１４２５ 昼間 １年 35 35 35人×1ｸﾗｽ 15年度

128
日本福祉医療専門学校介護福祉専攻科
（社会福祉）

(学)新潟福祉医療学園 新潟県新潟市西区槇尾１４２５ 昼間 １年 35 35 35人×1ｸﾗｽ 15年度

129
新潟青陵大学看護福祉心理学部福祉心
理学科福祉ケアコース

(学)新潟青陵学園
新潟県新潟市中央区水道町１
－５９３９

昼間 ４年 20 80 20人×1ｸﾗｽ 17年度

130
新潟青陵大学短期大学部人間総合学科
介護福祉コース

(学)新潟青陵学園
新潟県新潟市中央区水道町１
－５９３９

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 17年度

131
新潟医療福祉大学社会福祉学部社会福
祉学科介護福祉コース

(学)新潟総合学園
新潟県新潟市北区島見町１３９
８

昼間 ４年 40 160 40人×1ｸﾗｽ 18年度

132 新潟医療福祉カレッジ介護福祉科 (学)エイシンカレッジ
新潟県新潟市中央区笹口２－
９－４１

昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ 19年度

133 長岡医療福祉カレッジ介護福祉科 (学)エイシンカレッジ 新潟県長岡市殿町１－１－３２ 昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 19年度

134
伝統文化と環境福祉の専門学校介護福
祉学科

(学)新潟総合学院 新潟県佐渡市千種丙２０２－１ 昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 20年度

135
12校

14課程
長岡介護福祉専門学校あゆみ介護福祉
科

(福)長岡三古老人福祉
会

新潟県長岡市福住１－７－２１ 昼間 ３年 25 75 25人×1ｸﾗｽ 21年度

136 山梨県
山梨県立大学人間福祉学部福祉コミュニ
ティ学科介護福祉士養成課程

山梨県
山梨県甲府市飯田５－３４３－
８

昼間 ４年 20 80 20人×1ｸﾗｽ 17年度

137
身延山大学仏教学部仏教福祉学科福祉
学コース

(学)身延山学園
山梨県南巨摩郡身延町身延３
５６７

昼間 ４年 20 80 20人×1ｸﾗｽ 17年度

138 帝京医療福祉専門学校介護福祉科 (学)帝京科学大学 山梨県山梨市上神内川３６－１ 昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ 18年度

139
4校

4課程
優和福祉専門学校介護福祉科 (学)優和学院

山梨県中巨摩郡昭和町築地新
居３７４－１

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 19年度

140 長野県 長野社会福祉専門学校介護福祉学科 (学)石坂学園 長野県長野市鶴賀２８ 昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ ４年度

141 松本短期大学介護福祉学科 (学)松本学園 長野県松本市笹賀３１１８ 昼間 ２年 80 160 40人×2ｸﾗｽ ５年度

142 松本短期大学専攻科福祉専攻 (学)松本学園 長野県松本市笹賀３１１８ 昼間 １年 20 20 20人×1ｸﾗｽ ７年度

143 松本医療福祉専門学校介護福祉学科 (学)未来学舎 長野県松本市渚２－８－４ 昼間 ２年 60 120 30人×2ｸﾗｽ 10年度

144 長野県福祉大学校介護福祉学科 長野県 長野県諏訪市清水２－２－１５ 昼間 １年 20 20 20人×1ｸﾗｽ ７年度

145
文化女子大学長野専門学校介護福祉専
攻科

(学)文化長野学園 長野県長野市上千田１４１ 昼間 １年 40 40 40人×1ｸﾗｽ ９年度

146
文化女子大学長野専門学校社会福祉高
度専門士科

(学)文化長野学園 長野県長野市上千田１４１ 昼間 ４年 40 160 40人×1ｸﾗｽ 20年度

147
飯田女子短期大学家政学科生活福祉専
攻

(学)高松学園 長野県飯田市松尾代田６１０ 昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 12年度

148 飯田女子短期大学専攻科福祉専攻 (学)高松学園 長野県飯田市松尾代田６１０ 昼間 １年 20 20 20人×1ｸﾗｽ 13年度

149
長野女子短期大学生活科学科生活福祉
専攻

(学)長野家政学園
長野県長野市三輪９－１１－２
９

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 15年度
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開設年度
学生
定員

入学
定員

所　在　地 課程
修業
年限

学級数等設　置　者養　成　施　設　名都県No

150 長野県
信州短期大学ライフマネジメント学科介護
福祉専攻

(学)佐久学園 長野県佐久市岩村田２３８４ 昼間 ２年 50 100 50人×1ｸﾗｽ 18年度

151 上田福祉敬愛学院介護福祉学科 (福)敬老園
長野県上田市常磐城２２５６－
１

昼間 ２年 60 120 30人×2ｸﾗｽ 18年度

152 信州医療福祉専門学校介護福祉学科 (学)光和学園
長野県長野市大字三輪１３１３
－１３

昼間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 19年度

153
信州介護福祉専門学校介護福祉学科昼
間課程

(学)松樹学園
長野県塩尻市大門三番町７３２
－９

昼間 ２年 30 60 30人×1ｸﾗｽ 20年度

154
11校

15課程
信州介護福祉専門学校介護福祉学科夜
間課程

(学)松樹学園
長野県塩尻市大門三番町７３２
－９

夜間 ３年 26 78 26人×1ｸﾗｽ 20年度

１３２校１５４課程 7,725 17,113
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1 茨城県 茨城県立古河第二高等学校福祉科 茨城県 茨城県古河市幸町１９－１８ ３年 40 40人×1ｸﾗｽ 21年度

2 茨城県立八千代高等学校総合学科 茨城県 茨城県結城郡八千代町平塚４８２４－２ ３年 40 40人×1ｸﾗｽ 21年度 特例高校

3 茨城県立江戸崎総合高等学校総合学科 茨城県 茨城県稲敷市江戸崎甲４７６－２ ３年 40 40人×1ｸﾗｽ 21年度 特例高校

4 茨城県立高萩清松高等学校総合学科 茨城県 茨城県高萩市赤浜１８６４ ３年 40 40人×1ｸﾗｽ 21年度 特例高校

5 茨城県立大子清流高等学校総合学科 茨城県 茨城県久慈郡大子町大子２２４ ３年 40 40人×1ｸﾗｽ 21年度 特例高校

6 茨城県立鉾田第二高等学校総合学科 茨城県 茨城県鉾田市鉾田１１５８ ３年 40 40人×1ｸﾗｽ 21年度 特例高校

7
7校

7課程
ウィザス高等学校社会福祉専攻科 (株)ハーモニック 茨城県高萩市赤浜２０８６－１ ２年 1,000 50人×20ｸﾗｽ 21年度 特例高校

8 栃木県 栃木県立真岡北陵高等学校教養福祉科 栃木県 栃木県真岡市下篭谷３９６ ３年 30 30人×1ｸﾗｽ 21年度

9 栃木県立塩谷高等学校社会福祉科 栃木県 栃木県塩谷郡塩谷町大宮２５７９－１ ３年 30 30人×1ｸﾗｽ 21年度

10
3校

3課程
栃木県立田沼高等学校社会福祉科 栃木県 栃木県佐野市栃本町３００－１ ３年 30 30人×1ｸﾗｽ 21年度

11 群馬県 群馬県立吾妻高等学校福祉科 群馬県 群馬県吾妻郡東吾妻町原町１９２ ３年 40 40人×1ｸﾗｽ 21年度

12
2校

2課程

群馬県立伊勢崎興陽高等学校総合学科
福祉と人間を学ぶ系列介護福祉士養成課
程

群馬県 群馬県伊勢崎市上泉町２１２ ３年 160 40人×4ｸﾗｽ 21年度

13 埼玉県 埼玉県立誠和福祉高等学校福祉科 埼玉県 埼玉県羽生市大字神戸７０６ ３年 40 40人×1ｸﾗｽ 21年度

14
埼玉県立小鹿野高等学校総合学科福祉・
生活系列

埼玉県 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野９６２－１ ３年 120 40人×3ｸﾗｽ 21年度 特例高校

15
真英舎学院高等学校普通科技能連携生
コース（福祉）（技能連携校：真英舎学院保
育福祉専門学校）

(学)埼玉彰華学園 埼玉県北葛飾郡杉戸町並塚１６４２ ３年 40 40人×1ｸﾗｽ 21年度 特例高校

16
3校

4課程
大川学園高等学校福祉科技能連携生（技
能連携校：大川学園高等専修学校）

(学)大川学園 埼玉県飯能市仲町１６－８ ３年 20 20人×1ｸﾗｽ 21年度 特例高校

17 千葉県 千葉県立松戸矢切高等学校福祉教養科 千葉県 千葉県松戸市中矢切５４ ３年 40 40人×1ｸﾗｽ 21年度

18 東京都 東京都立野津田高等学校福祉科 東京都 東京都町田市野津田町２００１ ３年 35 35人×1ｸﾗｽ 21年度

19
蒲田女子高等学校普通科医療福祉クラス
（αコース）

(学)簡野育英会 東京都大田区本羽田１－４－１ ３年 20 20人×1ｸﾗｽ 21年度

20
日本放送協会学園高等学校専攻科社会
福祉コース

(学)日本放送協会学園 東京都国立市富士見台２－３６－２ ２年 120 30人×4ｸﾗｽ 21年度 特例高校

21
東海大学付属望星高等学校通信制課程
普通科（技能連携校：学校法人さくら学園
安城生活福祉高等専修学校）

(学)東海大学 東京都渋谷区富ヶ谷２－１０－１ ３年 26 26人×1ｸﾗｽ 21年度 特例高校

22
4校

5課程

東海大学付属望星高等学校通信制課程
普通科（技能連携校：学校法人中川学園
広島生活福祉専門学校）

(学)東海大学 東京都渋谷区富ヶ谷２－１０－１ ３年 25 25人×1ｸﾗｽ 21年度 特例高校

23 神奈川県
神奈川県立津久井高等学校普通科社会
福祉コース

神奈川県
神奈川県相模原市津久井町三ヶ木２７２
－１

３年 40 40人×1ｸﾗｽ 21年度

24
2校

2課程
川崎市立川崎高等学校福祉科 川崎市 神奈川県川崎市川崎区中島３－３－１ ３年 40 40人×1ｸﾗｽ 21年度

25 新潟県 新潟県立八海高等学校福祉科福祉コース 新潟県 新潟県南魚沼市余川１２７６ ３年 40 40人×1ｸﾗｽ 21年度 特例高校

26
2校

2課程
英智ウィル学院高等学校介護福祉士専攻
科

(学)英智学院 新潟県長岡市宮栄３－１６－１４ ２年 150 50人×3ｸﾗｽ 21年度 特例高校

27 山梨県 甲府湯田高等学校 (学)伊藤学園 山梨県甲府市青沼３－１０－１ ３年 30 30人×1ｸﾗｽ 21年度

28 長野県 エクセラン高等学校福祉科 (学)松本昭和学園 長野県松本市里山辺４２０２ ３年 20 20人×1ｸﾗｽ 21年度

29
2校

2課程
創造学園大学附属高等学校環境福祉科 (学)創造学園 長野県松本市笹部２－１－６ ３年 20 20人×1ｸﾗｽ 21年度

２８校２９課程 2,356

(１2)　福祉系高等学校一覧

　

備考
入学
定員

所　在　地
修業
年限

学級数等 開設年度設　置　者課　　程　　名都県No

（平成21年4月1日現在）
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1
茨城県

1校1課程
水戸教育福祉専門学校社会福祉科 (学)田中学園

茨城県水戸市千波町２３６９－
１

２年 40 80 S61年度

2 栃木県 中央福祉医療専門学校社会福祉科 (学)中央学園
栃木県小山市土塔東谷２３４－
２

２年 40 80 ４年度

3
2校

2課程
東洋パラメディカル学院社会福祉科 (学)東洋育英会 栃木県さくら市大字馬場４１０ ２年 40 80 ９年度

4
群馬県

1校1課程
群馬社会福祉専門学校社会福祉主事学
科

(学)昌賢学園 群馬県前橋市元総社町１５２ ２年 50 100 ４年度

5
埼玉県

1校1課程
埼玉福祉専門学社会福祉科(昼) (学)埼玉福祉学園

埼玉県さいたま市大宮区仲町３
－８８－２

３年 80 240 ８年度

6 千葉県
江戸川大学総合福祉専門学校社会福祉
科

(学)江戸川学園 千葉県流山市駒木４７４ ２年 40 80 S57年度

7 松山学園松山福祉専門学校介護福祉科 (学)松山学園 千葉県松戸市秋山７１ ２年 80 160 11年度

8
3校

3課程
専門学校新国際福祉カレッジ介護福祉科 (学)阿弥陀寺教育学園

千葉県四街道市山梨１３１６－
１

２年 80 160 12年度

9 東京都
日本社会事業大学通信教育科社会福祉
主事養成課程

(学)日本社会事業大学 東京都清瀬市竹丘３－１－３０ １年 800 800 11年度

10
東京ＹＷＣＡ専門学校社会福祉科ケア
ワークコース

(財)東京基督教女子青
年会

東京都千代田区神田駿河台１
－８－１１

２年 40 80 S44年度

11 東京福祉保育専門学校介護福祉学科 (学)サンシャイン学園
東京都豊島区東池袋４－２３－
４

２年 80 160 S57年度

12 日本福祉教育専門学校社会福祉学科 (学)敬心学園 東京都豊島区高田３－６－１５ ２年 35 70 S63年度

13
日本福祉教育専門学校社会福祉総合学
科

(学)敬心学園 東京都豊島区高田３－６－１５ ３年 40 120 S63年度

14 町田福祉専門学校総合福祉学科 (学)榎本学園
東京都町田市中町２－１０－２
１

２年 40 80 ３年度

15 東京福祉専門学校社会福祉科 (学)滋慶学園
東京都江戸川区中葛西４－２
－５

４年 80 320 ５年度

16
6校

8課程
東京福祉専門学校医療福祉科 (学)滋慶学園

東京都江戸川区中葛西４－２
－５

４年 40 160 ８年度

17 神奈川県 ＹＭＣＡ健康福祉専門学校健康福祉科
(財)横浜キリスト教青
年会

神奈川県厚木市中町４－１６－
１９

３年 40 120 S61年度

18 ＹＭＣＡ健康福祉専門学校介護福祉科
(財)横浜キリスト教青
年会

神奈川県厚木市中町４－１６－
１９

２年 40 80 17年度

19
横浜国際福祉専門学校社会福祉学科Ⅰ
部

(学)国際学園
神奈川県横浜市青葉区さつき
が丘８－８０

２年 30 60 S63年度

20 神奈川社会福祉専門学校社会福祉科 (学)鶴嶺学園 神奈川県平塚市立野町１－１０ ２年 40 80 ６年度

21
全国社会福祉協議会中央福祉学院社会
福祉主事資格認定通信課程

(福)全国社会福祉協議
会

神奈川県三浦郡上山口１５６０
－４４

１年 5,400 5,400 S50年度

22
茅ヶ崎リハビリテーション専門学校社会福
祉学科

(学)湘南ふれあい学園 神奈川県茅ヶ崎市西久保５００ ４年 20 80 10年度

23
6校

7課程
ＹＭＣＡ福祉専門学校介護福祉科 (学)横浜ＹＭＣＡ

神奈川県川崎市多摩区登戸３
０３２－２

２年 40 80 17年度

24
新潟県

1校1課程
日本福祉医療専門学校介護社会福祉学
科

(学)新潟福祉医療学園 新潟県新潟市西区槇尾１４２５ ３年 40 120 12年度

２０校２４課程 7,255 8,790

（平成21年4月1日現在）

(１3)　社会福祉主事養成機関一覧
　

No 開設年度
学生
定員

入学
定員

所　在　地設　置　者養　成　施　設　名都県 修業年限
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1 千葉県
国際医療福祉専門学校精神保健福祉士
短期養成施設

(学)阿弥陀寺教育学
園

千葉県千葉市中央区村田町３３６－
８

短期・昼間 ６月 80 80 40人×1ｸﾗｽ 12年度

2
国際医療福祉専門学校精神保健福祉士
通信課程養成所短期養成コース

(学)阿弥陀寺教育学
園

千葉県千葉市中央区村田町３３６－
８

短期・通信 ９月 40 40 － 16年度

3
国際医療福祉専門学校精神保健福祉学
科（一般養成施設）

(学)阿弥陀寺教育学
園

千葉県千葉市中央区村田町３３６－
８

一般・昼間 １年 40 40 40人×1ｸﾗｽ 12年度

4
1校

4課程
国際医療福祉専門学校精神保健福祉士
通信課程養成所一般養成コース

(学)阿弥陀寺教育学
園

千葉県千葉市中央区村田町３３６－
８

一般・通信 １年７月 40 80 － 16年度

5 東京都
アルファ医療福祉専門学校精神保健福
祉士通信科短期養成コース

(学)西田学園 東京都町田市森野２－１５－１３ 短期・通信 10月 80 80 － 13年度

6
アルファ医療福祉専門学校精神保健福
祉士通信科一般養成コース

(学)西田学園 東京都町田市森野２－１５－１３ 一般・通信 １年10月 100 200 － 13年度

7
日本社会事業大学通信教育科精神保健
福祉士短期養成課程

(学)日本社会事業大
学

東京都清瀬市竹丘３－１－３０ 短期・通信 ９月 150 150 － 13年度

8
日本社会事業大学通信教育科精神保健
福祉士一般養成課程

(学)日本社会事業大
学

東京都清瀬市竹丘３－１－３０ 一般・通信 １年７月 200 400 － 13年度

9
日本福祉教育専門学校精神保健福祉士
短期養成通信教育科

(学)敬心学園 東京都豊島区高田３－６－１５ 短期・通信 ９月 200 200 － 14年度

10
日本福祉教育専門学校精神保健福祉士
養成学科

(学)敬心学園 東京都豊島区高田３－６－１５ 一般・昼間 １年 80 80 40人×2ｸﾗｽ 10年度

11
日本福祉教育専門学校精神保健福祉士
養成科

(学)敬心学園 東京都豊島区高田３－６－１５ 一般・夜間 １年 80 80 40人×2ｸﾗｽ 11年度

12
日本福祉教育専門学校精神保健福祉士
一般養成通信教育科

(学)敬心学園 東京都豊島区高田３－６－１５ 一般・通信 １年７月 300 600 － 13年度

13
東京福祉保育専門学校精神保健福祉士
短期養成通信課程

(学)サンシャイン学園 東京都豊島区東池袋４－２３－４ 短期・通信 ９月 160 160 － 16年度

14
東京福祉保育専門学校精神保健福祉士
養成通信課程

(学)サンシャイン学園 東京都豊島区東池袋４－２３－４ 一般・通信 １年10月 120 240 － 14年度

15
上智社会福祉専門学校精神保健福祉士
通信課程(短期)

(学)上智学院 東京都千代田区紀尾井町７－１ 短期・通信 10月 80 80 － 18年度

16
東京国際福祉専門学校精神保健福祉研
究科

(学)東京国際学園 東京都新宿区新宿１－１１－７ 一般・夜間 １年６月 40 80 40人×1ｸﾗｽ 12年度

17
東京福祉専門学校精神保健福祉士一般
養成科

(学)滋慶学園
東京都江戸川区西葛西５－１０－３
２

一般・夜間 １年 35 35 35人×1ｸﾗｽ 13年度

18
東京豊島医療福祉専門学校社会福祉学
科精神保健福祉士養成コース

(学)秋葉学園 東京都豊島区南池袋２－８－９ 一般・昼間 １年 25 25 25人×1ｸﾗｽ 20年度

19 首都医校精神保健福祉学科(昼間部) (学)モード学園 東京都新宿区西新宿１－７－３ 一般・昼間 １年 80 80 40人×2ｸﾗｽ 21年度

20
9校

16課程
首都医校精神保健福祉学科(夜間部) (学)モード学園 東京都新宿区西新宿１－７－３ 一般・夜間 ２年 40 80 40人×1ｸﾗｽ 21年度

21
神奈川県
1校1課程

ＹＭＣＡ福祉専門学校精神保健福祉科 (学)横浜ＹＭＣＡ
神奈川県川崎市多摩区登戸３０３２
－２

短期・通信 10月 80 80 － 17年度

22 新潟県 国際福祉医療カレッジ精神保健福祉学科 (学)国際総合学園
新潟県新潟市中央区古町通２－５４
１

短期・昼間 １年 40 40 40人×1ｸﾗｽ 17年度

23
日本福祉医療専門学校精神保健福祉士
短期通信学科

(学)新潟福祉医療学
園

新潟県新潟市西区槇尾１４２５ 短期・通信 ９月 200 200 － 13年度

24
2校

3課程
日本福祉医療専門学校精神保健福祉士
一般通信学科

(学)新潟福祉医療学
園

新潟県新潟市西区槇尾１４２５ 一般・通信 １年９月 100 200 － 13年度

１３校２４課程 2,390 3,330

養　成　施　設　名 課程 修業年限 学級数等設　置　者都県No

（平成21年4月1日現在）

(１4)　精神保健福祉士養成施設一覧
　

開設年度
学生
定員

入学
定員

所　在　地
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No. 養成施設の名称 所　　　在　　　地 定員 開設年度

1 　国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所 　埼玉県さいたま市緑区大字大門１０３０ 25 昭和39年度

2 　国立秩父学園附属保護指導職員養成所 　埼玉県所沢市北原町８６０ 40 昭和39年度

3 　上智社会福祉専門学校社会福祉士・児童指導員科 　東京都千代田区紀尾井町７－１ 40 昭和57年度

３課程 105

No. 養成施設の名称 所　　　在　　　地 定員 開設年度

1 　国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所 　埼玉県さいたま市緑区大字大門１０３０ 25 昭和39年度

2 　国立秩父学園附属保護指導職員養成所 　埼玉県所沢市北原町８６０ 40 昭和39年度

3 　上智社会福祉専門学校社会福祉士・児童指導員科 　東京都千代田区紀尾井町７－１ 40 昭和57年度

4 　東京福祉保育専門学校児童指導員・社会福祉学科 　東京都豊島区東池袋４－２３－４ 58 昭和58年度

４課程 163

No. 養成施設の名称 所　　　在　　　地 定員 開設年度

1 　国立秩父学園附属保護指導職員養成所 　埼玉県所沢市北原町８６０ 40 昭和39年度

１課程 40

（平成21年4月1日現在）

(１7)　知的障害者福祉司養成施設一覧

　

(１5)　児童福祉司養成施設一覧

　

(１6)　児童福祉施設職員養成施設一覧

　
（平成21年4月1日現在）

（平成21年4月1日現在）
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都道府県 養　成　所　名　称 設置主体 開設年 住　　　　　所 電話番号

栃木県 栃木県立衛生福祉大学校 県 1953 宇都宮市陽南４－２－１ 028-658-8521

埼玉県 早稲田医療技術専門学校 学校法人 2007
さいたま市岩槻区太田字新正寺曲輪３５４番地
３号

048-758-7111

千葉県 千葉県医療技術大学校 県 1961 千葉市中央区花輪町１１１ 043-263-4166

都道府県 養　成　所　名　称 設置主体 開設年 住　　　　　所 電話番号

茨城県 茨城県立中央看護専門学校 県 1979 笠間市鯉渕６５２８ 0296-77-0533

群馬県 高崎市医師会立高崎助産師学院(定時制） 社団法人 2008 高崎市問屋町４－８－１１ 027-360-3300

千葉県 亀田医療技術専門学校 医療法人 2000 鴨川市東町１３４３－２ 0470-99-1205

千葉県 千葉県医療技術大学校 県 1961 千葉市中央区花輪町１１１ 043-263-4166

千葉県 あびこ助産師専門学校 医療法人 2009 我孫子市我孫子１８５４番地12 04-7184-0321

東京都 日本赤十字社助産師学校 日赤 1952 渋谷区広尾４丁目１番３号 03-3400-1311

東京都 母子保健研修センター助産師学校(全日制、定時制） 財団法人
全日制：1977
定時制：2008

文京区音羽１－１９－１８
03-5981-3027（全日）
03-5981-3029（定時）

東京都
独立行政法人国立病院機構東京医療
センター附属東が丘看護助産学校

独立行政法人国立
病院機構

1998 目黒区東が丘２丁目５番地１号 03-3422-2481

東京都 中林病院助産師学院（定時制） 医療法人社団 2009 東京都墨田区東向島３丁目29番地１号 03-3614-5030

神奈川県 神奈川県立衛生看護専門学校・助産師学科 県 1966 横浜市中区根岸町２－８５－２ 045-625-6767

○看護師３年課程：全日制 （平成２１年４月１日現在）

都道府県 養　成　所　名　称 設置主体 開設年 住　　　　　　所 電話番号

茨城県 茨城県きぬ看護専門学校 医師会 1992 常総市水海道橋本町新堀南３１７３－１５ 0297-22-1960

茨城県 茨城県結城看護専門学校 財団法人 1993 結城市大字結城１２１１－７ 0296-33-1922

茨城県 茨城県立つくば看護専門学校 県立 1989 つくば市天久保１－１－２ 029-852-3515

茨城県 茨城県立中央看護専門学校 県立 1962 笠間市鯉渕６５２８ 0296-77-0533

茨城県 宮本看護専門学校 医療法人 1992 稲敷市幸田９２４－３ 0299-79-3010

茨城県 土浦協同病院附属看護専門学校 厚生連 1973 石岡市大字三村字大原２２４０－２７ 0299-59-6061

茨城県 白十字看護専門学校 社会福祉法人 1993 神栖市賀２１４８番地 0299-92-3891

茨城県
独立行政法人国立病院機構水戸医療ｾ
ﾝﾀｰ附属桜の郷看護学校

独立行政法人国立
病院機構

1965 東茨城郡茨城町桜の郷280 029-240-7171

茨城県 筑波学園看護専門学校 財団法人 2004 つくば市大字上横場字細田２５７３－２０１ 029-836-5285

茨城県 晃陽看護栄養専門学校 学校法人 2006 古河市東１丁目５番２６号 0280-31-7333

茨城県 アール医療福祉専門学校 学校法人 2009 土浦市湖北２丁目１０番３５号 029-835-8787

栃木県 済生会宇都宮病院看護専門学校 済生会 1998 宇都宮市竹林町９４５－１ 028-626-5533

栃木県 栃木県立衛生福祉大学校 県立 1967 宇都宮市陽南４－２－１ 028-658-8521

栃木県 マロニエ医療福祉専門学校 学校法人 2003 栃木市今泉町２丁目６番２２号 0282-29-3001

栃木県
独立行政法人国立病院機構栃木病院
附属看護学校

独立行政法人国立
病院機構

1947 宇都宮市中戸祭１丁目１０番３７号 028-621-4398

栃木県 国際ティビィシィ看護専門学校 学校法人 2006 宇都宮市南大通り２丁目１番２号 028-639-9112

栃木県 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 学校法人 2009 矢板市富田７７番地６ 0287-44-2322

栃木県 報徳看護専門学校 医療法人 2007 宇都宮市上横田町１３０２－１２ 028-688-4040

栃木県 栃木県県南高等看護専門学院 県 2009 栃木市大塚町１２５８番地４ 0282-27-7888

群馬県 館林高等看護学院 組合 1971 館林市苗木町２４９７－１ 0276-73-7175

群馬県 社団法人前橋積善会前橋東看護学校 社団法人 1995 前橋市江木町１２４１ 027-264-7070

群馬県 東群馬看護専門学校 学校法人 1992 太田市高林北町２１３４番地 0276-38-6200

群馬県 富士重工業健康保険組合太田高等看護学院 会社 1992 太田市八幡町２９番５号 0276-22-7220

群馬県 伊勢崎敬愛看護学院 医師会 2003 伊勢崎市下植木町４６１－１ 0270-26-0692

群馬県
独立行政法人国立病院機構高崎病院
附属看護学校

独立行政法人国立
病院機構

1971 高崎市高松町３６ 027-325-2664

埼玉県 学校法人明星学園　浦和学院専門学校 学校法人 1993 さいたま市桜区田島９丁目４－１０ 048-866-6601

埼玉県 さいたま市立高等看護学院 市 1990 さいたま市緑区大字三室２４６０番地 048-873-0281

埼玉県 戸田中央看護専門学校 医療法人 1995 戸田市本町１－８－１６ 048-441-4279

埼玉県 済生会川口看護専門学校 済生会 2002 川口市西川口６丁目９番７号 048-256-8501

埼玉県 坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校 医療法人 2003 坂戸市大字石井２３２６番地１６ 049-289-6262

埼玉県 埼玉県立高等看護学院 県 1982 熊谷市板井１６９６ 048-536-1916

埼玉県 上尾市医師会上尾看護専門学校 医療法人 2002 上尾市大字原市３４９４－４ 048-722-1303

(１８）保健師養成所一覧

(１９）助産師養成所一覧

（２０）看護師養成所一覧

（平成２１年４月１日現在）

（平成２１年４月１日現在）
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都道府県 養　成　所　名　称 設置主体 開設年 住　　　　　　所 電話番号

埼玉県 上尾中央看護専門学校 医療法人 1993 上尾市大字平塚字八ツ山８４８－１ 048-771-8551

埼玉県 深谷大里看護専門学校 学校法人 2008 深谷市新戒７４９番の１ 048-587-1370

埼玉県 川口市立看護専門学校 市 1976 川口市新井宿８０２番地の３ 048-287-2511

埼玉県 早稲田医療技術専門学校 学校法人 1993 さいたま市岩槻区太田字新正寺曲輪３５４番地３号 048-758-7111

埼玉県 さいたま赤十字看護専門学校 日赤 1948 さいたま市中央区上落合８丁目６番１号 048-852-7927

埼玉県 秩父看護専門学校 医療法人 1998 秩父市熊木町３－９ 0494-25-4696

埼玉県
社団法人南埼玉郡市医師会久喜看護
専門学校

社団法人 2002 久喜市本町５丁目１０－１２ 0480-23-3131

埼玉県
日本医科学衛生衛生福祉専門学校附
帯教育日本医科学看護専門学院

学校法人 2007 越谷市七左町１丁目３１４番地１ 048-989-5101

埼玉県 北里大学看護専門学校 学校法人 2008 北本市荒井６－１０２ 048-593-6800

埼玉県 本庄児玉看護専門学校 医療法人 2000 児玉郡上里大字嘉美字立野南１６００－５１ 0495-35-2077

埼玉県 毛呂病院看護専門学校 学校法人 1999 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８ 049-276-1599

埼玉県
独立行政法人国立病院機構西埼玉中
央病院附属看護学校

独立行政法人国立
病院機構

1974 所沢市若狭２－１６７１ 042-948-1118

埼玉県 防衛医科大学校高等看護学院 国 1975 所沢市並木３丁目２番地 042-995-1211

埼玉県 春日部市立看護専門学校 市 2004 春日部市大字粕壁６６８６ 048-763-4311

千葉県 旭中央病院付属看護専門学校 組合 1882 旭市イの１１８２番地 0479-63-8111

千葉県 亀田医療技術専門学校 医療法人 1979 鴨川市東町１３４３－２ 0470-99-1205

千葉県 勤医会東葛看護専門学校 医療法人 1995 流山市下花輪４０９番地 04-7158-9955

千葉県 君津中央病院附属看護学校 市 1974 君津市桜井１０１０番地 0438-36-1071

千葉県 国保松戸市立病院附属看護専門学校 市 1987 松戸市上本郷４１８２番地 047-367-4444

千葉県 山王看護専門学校 医療法人 1994 千葉市稲毛区山王町１５９－２ 043-424-7877

千葉県 慈恵柏看護専門学校 学校法人 1987 柏市柏下１６３－１ 04-7167-9670

千葉県 成田赤十字看護専門学校 日赤 1978 成田市飯田町９０－１ 0476-22-2311

千葉県 千葉県医療技術大学校 県 1969 千葉市中央区花輪町１１１ 043-261-0310

千葉県 千葉県立鶴舞看護専門学校 県 1995 市原市鶴舞５６５ 0436-88-3660

千葉県 千葉県立野田看護専門学校 県 1996 野田市中根３１６番地の１ 04-7121-0222

千葉県
独立行政法人労働者健康福祉機構千
葉労災看護専門学校

独立行政法人機構
労働者健康福祉機
構

1974 市原市辰巳台東２丁目１６番地 0436-75-0542

千葉県 船橋市立看護専門学校 市 1991 船橋市金杉１丁目２８番７号 047-430-1115

千葉県 東邦大学佐倉看護専門学校 学校法人 1991 佐倉市下志津２９２－１３ 043-462-8811

千葉県 日本医科大学看護専門学校 学校法人 1993 印旛郡印旛村鎌苅１９５５ 0476-99-1331

千葉県 社会保険船橋保健看護専門学校 社保 1999 船橋市海神町西１－１０４２－２ 047-495-7711

千葉県
独立行政法人国立病院機構千葉医療ｾ
ﾝﾀｰ附属千葉看護学校

独立行政法人国立
病院機構

1953 千葉市中央区椿森４丁目２番地１ 043-251-6669

千葉県 川鉄千葉病院看護専門学校 健康保険組合 2004 千葉市中央区南町１－５－１８ 043-262-5111

千葉県 千葉市青葉看護専門学校 財団法人 2007 千葉県千葉市中央区青葉町１２７３番５ 043-202-2030

東京都 ＪＲ東京総合病院高等看護学園 会社 1950 渋谷区代々木２－１－３ 03-3320-2346

東京都 河北総合病院看護専門学校 医療法人 1993 杉並区阿佐ヶ谷北１丁目６番２５号 03-3338-7850

東京都 佼成看護専門学校 宗教法人 1969 杉並区和田１－３－１４ 03-3384-6161

東京都 慈恵看護専門学校 社団法人 1950 港区西新橋三丁目２５番８号 03-3433-1111

東京都 慈恵青戸看護専門学校 学校法人 1985 葛飾区青戸７丁目３１－２３ 03-3603-5715

東京都 慈恵第三看護専門学校 学校法人 1990 狛江市和泉本町四丁目１１番１号 03-3480-1151

東京都 社会保険中央看護専門学校 社保 1958 新宿区百人町３－２２－８ 03-3364-1565

東京都 聖和看護専門学校 医療法人 1996 足立区西新井５丁目４１番１号 03-3898-2159

東京都 帝京高等看護学院 学校法人 1979 板橋区加賀２丁目１１番１号 03-3964-1211

東京都 東京警察病院看護専門学校 財団法人 1979 中野区江古田３－１４－１８ 03-3265-3655

東京都 東京厚生年金看護専門学校 厚生団 1958 新宿区揚場町２－２８ 03-3260-6291

東京都 東京都済生会看護専門学校 済生会 1995 葛飾区立石８－４１－８ 03-3691-4739

東京都 東京都立荏原看護専門学校 都 1971 大田区東雪谷４－５－２８ 03-3727-2961

東京都 東京都立広尾看護専門学校 都 1949 渋谷区恵比寿２－３４－１０ 03-3443-0642

東京都 東京都立青梅看護専門学校 都 1980 青梅市大門３－１４－１ 0428-31-9051

東京都 東京都立南多摩看護専門学校 都 1995 多摩市山王下１－１８－１ 042-389-6601

東京都 東京都立板橋看護専門学校 都 1971 板橋区仲町１－１ 03-3972-5638

東京都 東京都立府中看護専門学校 都 1974 府中市武蔵野台２－２７－１ 042-324-6411

東京都 東京都立北多摩看護専門学校 都 1978 東大和市桜が丘３－４４－１０ 042-567-0331

東京都 博慈会高等看護学院 財団法人 1998 足立区鹿浜２丁目１番１５号 03-3855-1811
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東京都 八王子市立看護専門学校 市 2000 八王子市館町１１６３ 0426-68-0806

東京都 板橋中央看護専門学校 医療法人 2002 板橋区小豆沢２丁目６番４号 03-3967-0502

東京都 立川市立看護専門学校 市 2003 立川市柴崎町２丁目２１番１９号 042-523-6021

東京都 西新井看護専門学校 医療法人 1999 足立区西新井本町１丁目１２番２３号 03-3898-4795

東京都
独立行政法人国立病院機構東京医療
センター附属東が丘看護助産学校

独立行政法人国立
病院機構

1998 目黒区東が丘２丁目５番地１号 03-3422-2481

東京都
独立行政法人国立病院機構災害医療
センター附属昭和の森看護学校

独立行政法人国立
病院機構

1995 立川市緑町３２５６番地 042-526-5511

東京都 自衛隊中央病院高等看護学院 国 1958 世田谷区池尻１－２－２４ 03-3411-0151

東京都 首都医校　看護学科I 学校法人 2009 東京都新宿区西新宿１丁目７番３号 03-3346-3000

東京都 首都医校　看護学科II 学校法人 2009 東京都新宿区西新宿１丁目７番３号 03-3346-3000

神奈川県
横浜市医師会保土谷看護専門学校　第
一看護学科

医師会 1985 横浜市保土ヶ谷区川辺町５番地の１０ 045-333-6047

神奈川県 横浜市病院協会看護専門学校 財団法人 1995 横浜市港南区港南台３－３－１ 045-834-2002

神奈川県
独立行政法人労働者健康福祉機構　横
浜労災看護専門学校

独立行政法人労働
者健康福祉機構

1995 横浜市港北区小机町３２１１ 045-474-6570

神奈川県 茅ヶ崎看護福祉専門学校 学校法人 1994 茅ヶ崎市今宿３９０番地 0467-86-6011

神奈川県 厚木看護専門学校　看護第一学科 社会福祉法人 1982 厚木市寿町２－２－４ 046-222-1240

神奈川県 社会保険横浜看護専門学校 社保 1998 横浜市南区中村町３丁目２０９番地１ 045-262-4580

神奈川県 小田原高等看護専門学校 医師会 1994 小田原市久野１９５－１ 0465-32-7101

神奈川県 小澤高等看護学院 医療法人 1988 小田原市本町１－１－１７ 0465-23-5119

神奈川県 湘南平塚看護専門学校 学校法人 1994 平塚市富士見町５－１７ 0463-30-1900

神奈川県 神奈川県立衛生看護専門学校　第一看護学科 県 1970 横浜市中区根岸町２－８５－２ 045-625-6767

神奈川県 神奈川県立よこはま看護専門学校 県 1975 横浜市旭区中尾１－５－１ 045-623-0586

神奈川県 神奈川県立平塚看護専門学校 県 1971 平塚市諏訪町２０－１２ 0463-32-3533

神奈川県 積善会看護専門学校 財団法人 1989 小田原市曽我岸１４８番地 0465-42-5245

神奈川県 藤沢市立看護専門学校 市 1970 藤沢市藤沢２－６－２ 0466-25-0145

神奈川県
独立行政法人国立病院機構横浜医療ｾ
ﾝﾀｰ附属看護学校

独立行政法人国立
病院機構

1963 横浜市戸塚区原宿３丁目６０番２号 045-853-8322

神奈川県 横須賀市立看護専門学校 市 2004 横須賀市上町２－３６ 046-820-6680

神奈川県 相模原看護専門学校 医師会 2005 相模原市新磯野４－１－１ 046-259-1155

新潟県 新潟県厚生連中央看護専門学校 厚生連 1964 長岡市中沢町５１８番地 0258-35-2231

新潟県 新潟県立新発田病院附属看護専門学校 県 1976 新発田市大手町４丁目５番４８号 0254-22-2214

新潟県 晴麗看護学校 医療法人 1992 長岡市学校町３丁目１番２２号 0258-39-4181

新潟県 長岡看護福祉専門学校 学校法人 1995 長岡市上富岡町１９６１番地２１ 0258-47-3991

新潟県 長岡赤十字看護専門学校 日赤 1950 長岡市千秋２丁目２９７番地１ 0258-28-3600

新潟県 新潟県厚生連佐渡看護専門学校 厚生連 1978 佐渡市千種字中２７２番地１ 0259-63-4125

新潟県
独立行政法人国立病院機構新潟病院
附属看護学校

独立行政法人国立
病院機構

1978
柏崎市赤坂町字上ノ山１３１７番地１字地蔵ヶ沢
２９７３番地

0257-21-4866

新潟県 新潟看護専門学校 学校法人 2004 新潟市西区みずき野１丁目１０５－１ 025-264-3355

新潟県 国際メディカル専門学校 学校法人 2004 新潟市中央区紫竹山６－４－１２ 025-255-1511

新潟県 上越看護専門学校 学校法人 2008 上越市大潟区犀潟字三番割５１７－１ 025-534-6651

新潟県 新潟保健医療専門学校 学校法人 2007 新潟県新潟市中央区花園２－２－７ 025-240-0003

山梨県 共立高等看護学院 社団法人 1979 甲府市飯田三丁目１番３５号 055-228-7325

山梨県 帝京山梨看護専門学校 財団法人 1986 南アルプス市上八田５３ 055-285-4441

山梨県 富士吉田市立看護専門学校 市 1996 富士吉田市上吉田５６０６番地の１８ 0555-24-8787

山梨県 甲府看護専門学校 学校法人 1995 甲府市塩部３－１－４ 055-254-3300

長野県
長野県厚生農業協同組合連合会佐久
総合病院看護専門学校

厚生連 1961 佐久市臼田２２３８ 0267-82-2474

長野県 諏訪赤十字看護専門学校 日赤 1950 諏訪市小和田２３番２７号 0266-57-3275

長野県 諏訪中央病院看護専門学校 組合 2002 茅野市玉川４３００番地 0266-73-8808

長野県 長野県須坂看護専門学校 県 1993 須坂市臥竜２丁目２０番１号 026-248-8311

長野県 長野赤十字看護専門学校 日赤 1950 長野市若里五丁目２２番１号 026-226-4826

長野県 小諸看護専門学校 医師会 2003 小諸市相生町三丁目３番地１ 0267-22-0707

長野県 長野看護専門学校 医師会 2009 長野市若里７丁目１番地５ 026-226-0600

長野県
独立行政法人国立病院機構長野病院
附属看護学校

独立行政法人国立
病院機構

1976 上田市緑が丘１丁目２７番地２１ 0268-27-9793
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○看護師３年課程：定時制
都道府県 養　成　所　名　称 設置主体 開設年 住　　　　所 電話番号

神奈川県
横浜市医師会保土谷看護専門学校　第
二看護学科

医師会 1985 横浜市保土ヶ谷区川辺町５番地の１０ 045-333-6047

長野県 松本市医師会看護学校 医師会 1997 松本市城西２丁目２番７号 0263-33-8297

○看護師２年課程：全日制
都道府県 養　成　所　名　称 設置主体 開設年 住　　　　所 電話番号

茨城県 茨城県立中央看護専門学校 県 2004 笠間市鯉渕６５２８ 0296-77-0533

栃木県 栃木県立衛生福祉大学校 県 1967 宇都宮市陽南４－２－１ 028-658-8521

群馬県 渋川看護専門学校 医師会 1997 渋川市金井３５６番地 0279-20-1174

埼玉県 戸田中央看護専門学校 医療法人 1982 戸田市本町１－８－１６ 048-441-4279

埼玉県 所沢看護専門学校 医療法人 1996 所沢市上安松１２２４－７ 042-994-6621

埼玉県 上尾中央看護専門学校 医療法人 1979 上尾市大字平塚字八ツ山８４８－１ 048-771-8551

埼玉県 朝霞地区看護専門学校 医師会 1997 和光市諏訪２番４号 048-468-0701

埼玉県 飯能看護専門学校 医師会 1986 飯能市大字下加治３５９ 0429-74-1735

埼玉県 毛呂病院看護専門学校 医療法人 1961 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８ 049-276-2058

千葉県 勤医会東葛看護専門学校 医療法人 1995 流山市下花輪４０９番地 04-7158-9955

千葉県 国保小見川総合病院付属看護専門学校 町 1986 香取市南原地新田４５７ 0478-82-2831

千葉県 市原看護専門学校 学校法人 1995 市原市八幡１０５０ 0436-41-7065

千葉県 千葉県医療技術大学校 県 1969 千葉市中央区花輪町１１１ 043-261-0310

千葉県 千葉県立野田看護専門学校 県 1996 野田市中根３１６番地の１ 04-7121-0222

千葉県 千葉市青葉看護専門学校 財団法人 2007 千葉県千葉市中央区青葉町１２７３番５ 043-202-2030

東京都 三鷹看護専門学校 医療法人 1990 三鷹市大沢２－２０－３６ 0422-33-0870

東京都 至誠会看護専門学校 社団法人 1990 世田谷区上祖師谷５丁目２８番８号 03-5384-4681

東京都 東京衛生学園専門学校 学校法人 1979 大田区大森北４－１－１ 03-3763-6621

東京都 東京南看護専門学校 医療法人 1992 稲城市若葉台３丁目８番地２ 042-331-6151

東京都 板橋中央看護専門学校 医療法人 1982 板橋区小豆沢２丁目６番４号 03-3967-0502

東京都 国立療養所多磨全生園附属看護学校 国 1968 東村山市青葉町４－１－１ 042-395-1101

神奈川県 高津看護専門学校 医療法人 1979 川崎市宮前区土橋４－２－６ 044-855-9449

神奈川県 川崎看護専門学校 財団法人 1995 川崎市高津区久本１－４－１ 044-856-9221

神奈川県 神奈川県立衛生看護専門学校　第二看護学科 県 2003 横浜市中区根岸町２－８５－２ 045-625-6767

新潟県 新潟県立吉田病院附属看護専門学校 県 1968 燕市吉田大保町３２番６０号 0256-93-3485

山梨県 甲府看護専門学校　 学校法人 1976 甲府市塩部三丁目１－４ 055-254-3300

長野県
長野県厚生農業協同組合連合会佐久
総合病院看護専門学校

厚生連 1969 佐久市臼田２２３８ 0267-82-2474

長野県 長野県須坂看護専門学校 県 1960 須坂市臥竜２丁目２０番１号 026-248-8311

長野県 長野県木曽看護専門学校 県 1969 木曽郡木曽福島町６２５７ー２ 0264-22-4057

○看護師２年課程：定時制
都道府県 養　成　所　名　称 設置主体 開設年 住　　　　　　所 電話番号

茨城県 水戸市医師会看護専門学院 医療法人 1991 水戸市河和田町１０７－２ 029-251-3840

茨城県 日立メディカルセンター看護専門学校 財団法人 1974 日立市東多賀町５－１－１ 0294-34-2107

栃木県 宇都宮高等看護専門学校 医療法人 1984 宇都宮市細谷町６５９－５ 028-624-6390

栃木県 宇都宮市医師会看護専門学校 医師会 1993 宇都宮市戸祭４丁目１番１５号 028-625-2226

栃木県 栃木県県南高等看護専門学院 県 1976 栃木市大塚町１２５８番地４ 0282-27-7888

栃木県 栃木県立衛生福祉大学校 県 1967 宇都宮市陽南４－２－１ 028-658-8521

群馬県 桐生市医師会立桐生高等看護学院 医師会 1972 桐生市元宿町１８－２ 0277-47-2503

群馬県 高崎市医師会立高等看護学院 医師会 1970 高崎市問屋町四丁目８－１１ 027-363-3331

群馬県 前橋市医師会立前橋高等看護学院 医師会 1965 前橋市千代田町一丁目７－４ 027-231-5795

群馬県 太田看護専門学校 医師会 1981 太田市藤阿久町８２番地の５ 0276-32-1241

群馬県 富岡看護専門学校 組合 1982 富岡市七日市５５３－１ 0274-64-1684

埼玉県 浦和医師会看護専門学校 医師会 1990 さいたま市緑区三室１２６１－１ 048-874-3331

埼玉県 熊谷市医師会看護専門学校 医師会 1980 熊谷市大原１丁目５番２８号 048-521-3906

埼玉県 上福岡高等看護学院 医師会 1973 ふじみ野市福岡新田７６－１ 0492-62-0884

埼玉県 川越市医師会看護専門学校 医師会 1973 川越市小仙波町２丁目５０番地１ 049-224-8421

埼玉県 川口市立看護専門学校 市 1969 川口市新井宿８０２番地の３ 048-287-2511
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都道府県 養　成　所　名　称 設置主体 開設年 住　　　　　　所 電話番号

埼玉県 大宮医師会看護専門学校 医師会 1972 さいたま市大宮区浅間町２－１４０ 048-641-3160

埼玉県 入間看護専門学校 学校法人 1990 入間市宮寺字宮の台４０６３ 042-934-3511

埼玉県 蕨戸田市医師会看護専門学校 医師会 1993 戸田市大字新曽１２９５－３ 048-445-2620

千葉県 安房看護専門学校 医師会 1971 館山市湊４８９ 0470-22-2184

東京都 医療法人社団翠会成増高等看護学校 医療法人 1970 板橋区成増５－６－７ 03-3939-1191

東京都 葛飾区医師会附属看護専門学校 医師会 1970 葛飾区四つ木１丁目６番５号 03-3691-3635

東京都 すみだ医師会立看護専門学校 医師会 1968 墨田区東向島５丁目６番６号 03-3614-1008

東京都 桜ヶ丘青渓看護専門学校 学校法人 1994 多摩市連光寺１－１－１ 042-375-2211

東京都 東京高尾看護専門学校看護学科 財団法人 1971 八王子市初沢町１２２７番１４ 0426-66-6601

東京都 博慈会高等看護学院 財団法人 1992 足立区鹿浜２丁目１番１５号 03-3855-1811

東京都 上板橋看護専門学校 学校法人 2009 東京都板橋区上板橋３丁目１１番６ 03-5399-1112

神奈川県 横浜市医師会看護専門学校看護学科 医師会 1974 横浜市港北区菊名４－４－２２ 045-433-2305

神奈川県 厚木看護専門学校　看護第二学科 社会福祉法人 1971 厚木市寿町２－２－４ 046-222-1240

神奈川県 小田原看護専門学校　看護学科 医師会 1970 小田原市城内１番２２号 0465-22-4765

神奈川県 湘南看護専門学校　看護学科 医師会 1972 藤沢市天神町２－６ 0466-83-2720

神奈川県 イムス横浜国際看護専門学校 医療法人財団 2009 横浜市西区岡野町１丁目１８番１４号 045-311-4034

長野県 上田市医師会付属看護専門学院 医師会 1988 上田市中央二丁目２２番１０号 0268-25-0539

長野県 長野看護専門学校 医師会 1988 長野市若里７丁目１番地５ 026-226-0600

○看護師２年課程：通信制
都道府県 養　成　所　名　称 設置主体 開設年 住　　　　　所 電話番号

埼玉県 上尾中央看護専門学校 医療法人 2005 上尾市大字平塚字八ツ山８４８－１ 048-771-6212

千葉県 木更津看護学院 社団法人 2007 千葉県木更津市新田３－４－２１ 0438-23-9320

東京都 聖母看護学校 学校法人 2005 東京都新宿区下落合４－１６－１１ 03-3950-0173

東京都 東京衛生学園専門学校 学校法人 2006 大田区大森北４丁目１番１号 03-3763-6621

新潟県 日本福祉医療専門学校 社団法人 2006 新潟市西区槇尾１４２５番地 025-261-2202

（平成２１年４月１日現在）

都道府県 養　成　所　名　称 設置主体 開設年 住　　　　　所 電話番号

千葉県 二葉看護学院 医療法人 1998 成田市押畑８７２番地２ 0476-23-0857

東京都 首都医校　看護保健学科 学校法人 2009 東京都新宿区西新宿１丁目７番３号 03-3346-3000

新潟県 北里大学保健衛生専門学院 学校法人 2005 新潟県南魚沼市黒土５００番地 025-779-4511

（平成２１年４月１日現在）

都道府県 養　成　所　名　称 設置主体 開設年 住　　　　　所 電話番号

東京都 国立看護大学校 国 2001 清瀬市梅園１丁目２番１号 0424-95-2211

（２２）助産師・看護師養成所一覧

（２１）保健師・看護師養成所一覧
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（平成２１年４月１日現在）

都道府県 設　置　者 名　　　称 所　在　地 昼夜の別 修業年限 入学定員

1 茨城県 学校法人晃陽学園 晃陽看護栄養専門学校 古河市東1-5-26 昼間 2年 40

2 栃木県 学校法人東洋育英会 東洋パラメディカル学院 さくら市馬場410 昼間 2年 40

3 群馬県 学校法人太田アカデミー 太田医療技術専門学校 太田市東長岡町1373 昼間 3年 50

4 埼玉県 埼玉県 埼玉県消防学校救急救命士養成課程 さいたま市桜区上大久保519 昼間 6月以上 30

5 千葉県 学校法人阿弥陀寺教育学園 国際医療福祉専門学校 千葉市中央区村田町336-8 昼間 2年 80

6 防衛省 陸上自衛隊衛生学校救急救命士課程 世田谷区池尻1-2-24 昼間 1年 25

7 財団法人救急振興財団 救急救命東京研修所 八王子市南大沢4-5 昼間
6月以上
［2期制］

300
［年間600］

8 東京消防庁
東京消防庁消防学校救急救命士養成課
程

渋谷区西原2-51-1 昼間 6月以上 50

9 学校法人滋慶学園 東京医薬専門学校 江戸川区東葛西6-5-12 昼間 3年 40

昼間 3年 80
夜間 3年 40

11 学校法人湘央学園 湘央生命科学技術専門学校 綾瀬市小園1424-4 昼間 3年 40

12 防衛省 自衛隊横須賀病院救急救命士養成所 横須賀市長瀬2-7-1 昼間 1年 20

13 横浜市 横浜市救急救命士養成所 横浜市南区中村町4-270-3 昼間 6月以上 40

14 学校法人彩煌学園 湘南医療福祉専門学校 横浜市戸塚区川上町84-1 昼間 3年 30

15 新潟県 学校法人新潟科学技術学園 新潟医療技術専門学校 新潟市西区上新栄町5-13-3 昼間 3年 40

16 長野県 学校法人成田会 長野救命医療専門学校 東御市田中66-1 昼間 3年 40

（平成２１年４月１日現在）

都道府県 設　置　者 名　　　称 所　在　地 昼夜の別 修業年限 入学定員

1 防衛省 自衛隊中央病院診療放射線技師養成所 世田谷区池尻1-2-24 昼間 3年 25

昼間 3年 80
夜間 4年 80

3 学校法人電波学園 東京電子専門学校 豊島区東池袋3-6-1 昼間 3年 90

4 学校法人城西学園 城西放射線技術専門学校 豊島区千早1-10-26 夜間 4年 80

5 学校法人東洋学園 専門学校東洋公衆衛生学院 渋谷区本町6-21-7 昼間 3年 74

6 神奈川県 学校法人昭和大学 昭和大学診療放射線専門学校 横浜市都筑区荏田東4-10-5 昼間 3年 (30)

（平成２１年４月１日現在）

都道府県 設　置　者 名　　　称 所　在　地 昼夜の別 修業年限 入学定員

1 栃木県 栃木県 栃木県立衛生福祉大学校 宇都宮市陽南4-2-1 昼間 3年 20

2 学校法人文理佐藤学園 西武学園医学技術専門学校 所沢市泉町1806 昼間 3年 70

3 学校法人恵済学園 東武医学技術専門学校 さいたま市岩槻区飯塚50 昼間 3年 80

4 防衛省 陸上自衛隊衛生学校臨床検査技師課程 世田谷区池尻1-2-24 昼間 3年 20

5 学校法人電波学園 東京電子専門学校 豊島区東池袋3-6-1 昼間 3年 40

6 学校法人沖永学園 帝京医学技術専門学校 渋谷区本町6-34-18 昼間 3年 (80)

7 医療法人社団昭和育英会 昭和医療技術専門学校 大田区中央3-22-14 昼間 3年 80

8 学校法人東洋学園 専門学校東洋公衆衛生学院 渋谷区本町6-21-7 昼間 3年 40

9 学校法人田島学園 東京医学技術専門学校 墨田区横網1-10-8 昼間 3年 80

10 神奈川県 学校法人湘央学園 湘央医学技術専門学校 綾瀬市小園1424-4 昼間 3年 80

11 新潟県 学校法人新潟科学技術学園 新潟医療技術専門学校 新潟市西区上新栄町5-13-3 昼間 3年 40

※　入学定員（　）は募集停止中

（２４）診療放射線技師養成所一覧

新宿区西新宿1-7-3

（２３）救急救命士養成所一覧

東京都

神奈川県

10 学校法人モード学園 首都医校

埼玉県

東京都

学校法人中央医療学園 中央医療技術専門学校 葛飾区立石3-5-12

東京都

（２５）臨床検査技師養成所一覧

2
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（平成２１年４月１日現在）

都道府県 設　置　者 名　　　称 所　在　地 昼夜の別 修業年限 入学定員

1 学校法人筑波学園 アール医療福祉専門学校 土浦市湖北2-10-35 昼間 4年 40

2 社会福祉法人北養会 医療専門学校水戸メディカルカレッジ 水戸市東原3-2-5 昼間 3年 40

3 栃木県 学校法人産業教育事業団 マロニエ医療福祉専門学校 栃木市今泉町2-6-22 昼間 4年 28

昼間 4年 80
夜間 4年 (40)
昼間 4年 40
夜間 4年 40

6 学校法人未来学園 前橋医療福祉専門学校 前橋市石関町122-6 昼間 4年 80

7 学校法人昌賢学園
群馬社会福祉大学附属医療福祉専
門学校

前橋市本町2-12-1 昼間 4年 40

昼間 3年 40
夜間 4年 40

9 学校法人康学舎 上尾中央医療専門学校 上尾市平塚678-1 昼間 3年 40

10 学校法人早稲田医療学園 早稲田医療技術専門学校
さいたま市岩槻区太田字新生寺曲輪
354-3

昼間 3年 (40)

11 学校法人葵学園 埼玉医療福祉専門学校 上尾市井戸木2-2-1 昼間 4年 40

12 学校法人葵学園 葵メディカルアカデミー 深谷市原郷495-1 昼間 3年 40

13 千葉県 千葉県医療技術大学校 千葉市中央区花輪町111 昼間 3年 (20)

14 医療法人鳳生会 藤リハビリテーション学院 成田市押畑908-1 昼間 4年 30

15 学校法人君津あすなろ学園 千葉医療福祉専門学校 君津市上湯江字三角1019 昼間 4年 30

16 学校法人葵会学園 千葉・柏リハビリテーション学院 柏市大井2673-1 昼間 4年 40

昼間 3年 80
夜間 4年 40

18 学校法人阿弥陀寺教育学園 国際医療福祉専門学校 千葉市中央区村田町336-8 昼間 3年 80

19 学校法人帝京平成大学 帝京平成大学専門学校
千葉市美浜区中瀬1-3幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞ
ﾝE

昼間 3年 (80)

昼間 3年 40
夜間 4年 35
昼間 3年 40
夜間 4年 35
昼間 4年 80
夜間 4年 40

23 医療法人和風会 多摩リハビリテーション学院 青梅市根ヶ布1-642-1 昼間 3年 40

昼間 4年 32
夜間 4年 30
昼間 4年 40
夜間 4年 40

26 学校法人都築学園 関東リハビリテーション専門学校 立川市錦町6-2-9 昼間 4年 40

27 学校法人東京来栖学園 江戸川医療専門学校 江戸川区中央1-8-21 昼間 4年 40

昼間 4年 80
夜間 4年 80
昼間 4年 80
夜間 4年 (40)
昼間 3年 80
夜間 4年 40
昼間 4年 40
夜間 4年 40
昼間 4年 160
夜間 4年 120

33 学校法人湘南ふれあい学園 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 茅ヶ崎市西久保500 昼間 4年 80

34 学校法人岩崎学園 横浜リハビリテーション専門学校 横浜市戸塚区信濃町550-1 昼間 4年 80

35 学校法人晴陵医療学園 晴陵リハビリテーション学院 長岡市大字日越字原319 昼間 3年 40

36 学校法人新潟福祉医療学園 新潟保健医療専門学校 新潟市中央区花園2-2-7 昼間 3年 40

37 学校法人北都健勝学園 新潟リハビリテーション専門学校 村上市上の山2-16 昼間 4年 40

38 山梨県 学校法人帝京科学大学 帝京医療福祉専門学校 山梨市上神内川1150-1 昼間 4年 (40)

39 学校法人四徳学園 長野医療技術専門学校 長野市川中島町今井原11-1 昼間 4年 40

40 学校法人松樹学園 信州リハビリテーション専門学校 塩尻市贄川1215-2 昼間 3年 75

　

30

31

20

21

長野県

東京都

22

24

32

25

28

29

神奈川県

新潟県

4

5

8

17

(２６)理学療法士養成施設一覧

群馬県

埼玉県

千葉県

学校法人太田アカデミー 太田医療技術専門学校

八千代リハビリテーション学院 八千代市八千代台北11-1-30

川越市今福2746

茨城県

小金井市中町2-22-32

学校法人福岡保健学院

太田市東長岡町1373

学校法人堀越学園 高崎医療技術福祉専門学校 高崎市下滝町370-8

専門学校社会医学技術学院

学校法人医学アカデミー 医学アカデミー

財団法人日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ振
興会

学校法人小関学園 専門学校東都リハビリテーション学院 目黒区大橋2-4-2

学校法人後藤学園 東京衛生学園専門学校 大田区大森北4-1-1

中央区新川1-15-13

学校法人敬心学園 日本リハビリテーション専門学校 豊島区高田3-6-18

学校法人常陽学園 専門学校東京医療学院

学校法人了徳寺学園
了徳寺学園リハビリテーション専門学
校

墨田区両国2-18-5

学校法人片柳学園 日本工学院専門学校 大田区西蒲田5-23-22

※　入学定員（　）は募集停止中

学校法人敬心学園 臨床福祉専門学校 江東区塩浜2-22-10

学校法人モード学園 首都医校 新宿区西新宿1-7-3

学校法人滋慶学園 東京メディカル・スポーツ専門学校 江戸川区西葛西7-13-12
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（平成２１年４月１日現在）

都道府県 設　置　者 名　　　称 所　在　地 昼夜の別 修業年限 入学定員

1 茨城県 学校法人筑波学園 アール医療福祉専門学校 土浦市湖北2-10-35 昼間 4年 40

2 栃木県 学校法人産業教育事業団 マロニエ医療福祉専門学校 栃木市今泉町2-6-22 昼間 4年 24

3 学校法人太田アカデミー 太田医療技術専門学校 太田市東長岡町1373 昼間 4年 40

4 学校法人堀越学園 高崎医療技術福祉専門学校 高崎市下滝町370-8 昼間 4年 40

5 学校法人未来学園 前橋医療福祉専門学校 前橋市石関町122-6 昼間 4年 40

6 学校法人昌賢学園
群馬社会福祉大学附属医療福祉専門学
校

前橋市本町2-12-1 昼間 4年 40

7 学校法人康学舎 上尾中央医療専門学校 上尾市平塚678-1 昼間 3年 40

8 学校法人早稲田医療学園 早稲田医療技術専門学校
さいたま市岩槻区太田字新生寺曲輪
354-3

昼間 3年 (40)

9 千葉県 千葉県医療技術大学校 千葉市中央区花輪町111 昼間 3年 (20)

10 学校法人君津あすなろ学園 千葉医療福祉専門学校 君津市上湯江字三角1019 昼間 4年 30

11 学校法人葵会学園 千葉・柏リハビリテーション学院 柏市大井2673-1 昼間 4年 (40)

昼間 3年 40
夜間 4年 40

13 学校法人帝京平成大学 帝京平成大学専門学校
千葉市美浜区中瀬1-3幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞ
ﾝE

昼間 3年 （40）

14
財団法人日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ振
興会

専門学校社会医学技術学院 小金井市中町2-22-32 夜間 4年 35

15 医療法人和風会 多摩リハビリテーション学院 青梅市根ヶ布1-642-1 昼間 3年 40

昼間 4年 30
夜間 4年 (30)
昼間 4年 35
夜間 4年 35
昼間 3年 40
夜間 4年 40

19 学校法人都築学園 関東リハビリテーション専門学校 立川市錦町6-2-9 夜間 4年 40

昼間 3年 30
夜間 4年 (30)

21 学校法人東京来栖学園 江戸川医療専門学校 江戸川区中央1-8-21 昼間 4年 40

22 学校法人片柳学園 日本工学院専門学校 大田区西蒲田5-23-22 昼間 4年 40

昼間 3年 40
夜間 4年 40
昼間 4年 80
夜間 4年 80

25 学校法人湘南ふれあい学園 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 茅ヶ崎市西久保500 昼間 4年 40

26 財団法人横浜ＹＭＣＡ 横浜ＹＭＣＡ学院専門学校 横浜市中区常磐町1-7 昼間 4年 40

27 学校法人岩崎学園 横浜リハビリテーション専門学校 横浜市戸塚区信濃町550-1 昼間 4年 40

28 学校法人晴陵医療学園 晴陵リハビリテーション学院 長岡市大字日越字原319 昼間 3年 40

29 学校法人北都健勝学園 新潟リハビリテーション専門学校 村上市上の山2-16 昼間 4年 20

30 山梨県 学校法人帝京科学大学 帝京医療福祉専門学校 山梨市上神内川1150-1 昼間 4年 (40)

31 長野県 学校法人四徳学園 長野医療技術専門学校 長野市川中島町今井原11-1 昼間 4年 40

（平成２１年４月１日現在）

1 学校法人村上学園 日本医科学衛生福祉専門学校 越谷市七左町3-117-3 昼間 3年 20

2 準学校法人古藤学園 浦和専門学校 さいたま市浦和区東高砂町30-8 昼間 3年 30

3 学校法人滋慶学園 東京医薬専門学校 江戸川区東葛西6-5-12 昼間 3年 30

昼間 4年 80
夜間 4年 40

5 新潟県 学校法人北都健勝学園 新潟リハビリテーション専門学校 村上市上の山2-16 昼間 4年 20

※　入学定員（　）は募集停止中

学校法人モード学園 首都医校 新宿区西新宿1-7-34

学校法人彰栄学園 彰栄リハビリテーション専門学校

神奈川県

新潟県

(２８)視能訓練士養成施設一覧

新宿区西新宿1-7-3学校法人モード学園 首都医校

板橋区板橋1-42-15

国立市富士見台2-35-1120

24

12

16

17

18

23

(２７)作業療法士養成施設一覧

埼玉県

千葉県

学校法人福岡保健学院 八千代リハビリテーション学院 八千代市八千代台北11-1-30

群馬県

専門学校東京医療学院 中央区新川1-15-13

学校法人滋慶学園 東京福祉専門学校 江戸川区西葛西5-10-32

学校法人敬心学園 日本リハビリテーション専門学校 豊島区高田3-6-18

学校法人常陽学園

東京都

埼玉県

学校法人YMCA学院 東京YMCA医療福祉専門学校

東京都
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（平成２１年４月１日現在）

都道府県 設　置　者 名　　　称 所　在　地 昼夜の別 修業年限 入学定員

1 栃木県 学校法人東洋育英会 東洋パラメディカル学院 さくら市馬場410 昼間 3年 40

2 群馬県 学校法人太田アカデミー 太田医療技術専門学校 太田市東長岡町1373 昼間 3年 40

3 学校法人滋慶学園 東京医薬専門学校 江戸川区東葛西6-5-12 昼間 3年 40

4 学校法人電波学園 東京電子専門学校 豊島区東池袋3-6-1 昼間 3年 80

昼間 3年 120
夜間 2年 (40)
昼間 1年 80
昼間 3年 40
夜間 2年 40

7 学校法人池見学園 池見東京医療専門学校 品川区東大井3-5-6 昼間 3年 27

昼間 4年 80
夜間 4年 40

9 神奈川県 学校法人湘南ふれあい学園 ふれあい横浜専門学校 横浜市神奈川区鶴屋町3-32 昼間 3年 (40)

10 学校法人国際総合学園 国際メディカル専門学校 新潟市中央区紫竹山6-4-12 昼間 3年 40

11 学校法人北里研究所 北里大学保健衛生専門学院 南魚沼市黒土新田500 昼間 1年 30

（平成２１年４月１日現在）

都道府県 設　置　者 名　　　称 所　在　地 昼夜の別 修業年限 入学定員

1 厚生労働省
国立身体障害者リハビリテーションセン
ター学院

所沢市並木4-1 昼間 3年 10

2 学校法人早稲田医療学園 早稲田医療技術専門学校
さいたま市岩槻区太田字新生寺曲輪
354-3

昼間 3年 (30)

3 東京都 学校法人文理佐藤学園 西武学園医学技術専門学校東京新宿校 新宿区百人町2-5-9 昼間 3年 28

（平成２１年４月１日現在）

都道府県都 設　置　者 名　　　称 所　在　地 昼夜の別 修業年限 入学定員

1 茨城県 社会福祉法人北養会 医療専門学校水戸メディカルカレッジ 水戸市東原3-2-5 昼間 3年 40

2 群馬県 学校法人未来学園 前橋医療福祉専門学校 前橋市石関町122-6 昼間 4年 40

3 埼玉県 厚生労働省
国立身体障害者リハビリテーションセン
ター学院

所沢市並木4-1 昼間 2年 30

夜間 4年 (40)
昼間 2年 30
昼間 3年 40
夜間 4年 40

6 学校法人敬心学園 日本福祉教育専門学校 豊島区高田3-6-15 昼間 2年 78

7 学校法人敬心学園 臨床福祉専門学校 江東区塩浜2-22-10 昼間 2年 80

8 学校法人文理佐藤学園 西武学園医学技術専門学校東京池袋校 豊島区東池袋3-9-3 昼間 3年 40

昼間 2年 80
夜間 3年 80

10 神奈川県 学校法人湘南ふれあい学園 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 茅ヶ崎市西久保500 昼間 4年 (２0)

11 新潟県 学校法人北都健勝学園 新潟リハビリテーション専門学校 村上市上の山2-16 昼間 4年 30

12 長野県 学校法人成田会 長野医療衛生専門学校 上田市中央2-13-27 昼間 4年 30

（平成２１年４月１日現在）

都道府県 設　置　者 名　　　称 所　在　地 昼夜の別 修業年限 入学定員

昼間 3年 60
夜間 3年 60
昼間 3年 60
夜間 3年 60

※　入学定員（　）は募集停止中

新潟県

学校法人滋慶学園 東京医薬専門学校 江戸川区東葛西6-5-12

東京都

首都医校 新宿区西新宿1-7-3

東京都

港区芝5-26-16

医療法人社団和風会 多摩リハビリテーション学院

学校法人モード学園

青梅市根ヶ布1-642-1

(３０)義肢装具士養成所一覧

埼玉県

(３１)言語聴覚士養成所一覧

4

学校法人片柳学園 日本工学院専門学校

学校法人読売理工学院 読売理工医療福祉専門学校

学校法人浪越学園 日本指圧専門学校

(２９)臨床工学技士養成所一覧

東京都
大田区西蒲田5-23-225

6

8 首都医校 新宿区西新宿1-7-3

5

9 学校法人モード学園

文京区小石川2-15-6

(３２)あん摩マッサージ指圧師養成施設一覧

1 宗教法人総本山長生寺 長生学園 大田区仲六郷2-35-7

2
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（平成２１年４月１日現在）

都道府県 設　置　者 名　　　称 所　在　地 昼夜の別 修業年限 入学定員

1 栃木県 厚生労働省 国立塩原視力障害センター 那須塩原市塩原21-1 昼間
中卒5
高卒3

（15）
30

2 厚生労働省
国立身体障害者リハビリテーションセン
ター

所沢市並木4-1 昼間
中卒5
高卒3

15
45

3 学校法人呉竹学園 呉竹医療専門学校 さいたま市大宮区桜木町1-185-1 昼間 3年 60

4 学校法人呉竹学園 東京医療専門学校 新宿区三栄町3
午前
午後

3年
3年

60
(60)

昼間 3年 30
夜間 3年 30

6
社会福祉法人東京ﾍﾚﾝ･ｹﾗｰ
協会

ヘレン･ケラー学院 新宿区大久保3-14-20 昼間
中卒5
高卒3

15
10

7 学校法人常陽学園 東京医療福祉専門学校 中央区八丁堀1-11-11 昼間 3年 46

昼間 3年 30
夜間 3年 28
昼間 3年 60
夜間 3年 60

10 学校法人鬼木医療学園 国際鍼灸専門学校 葛飾区立石6-36-7 昼間 3年 60

11 学校法人彩煌学園 湘南医療福祉専門学校 横浜市戸塚区川上町84-1 昼間 3年 20

12 学校法人呉竹学園 呉竹鍼灸柔整専門学校 横浜市港北区新横浜2-7-24
午前
午後

3年
3年

30
40

13 学校法人後藤学園 神奈川衛生学園専門学校 小田原市南鴨宮2-35-4 昼間 3年 80

（平成２１年４月１日現在）

都道府県 設　置　者 名　　　称 所　在　地 昼夜の別 修業年限 入学定員

1 群馬県 学校法人群英学園 育英メディカル専門学校 前橋市古市町1-35-6 昼間 3年 30

夜間 3年 30
昼間 3年 30
昼間 3年 30
夜間 3年 30
昼間 3年 30
夜間 3年 30
昼間 3年 60
夜間 3年 30
昼間 3年 60
夜間 3年 30
昼間 3年 60
夜間 3年 30
昼間 3年 30
夜間 3年 30

9 学校法人早稲田医療学園 早稲田医療専門学校 新宿区西早稲田3-18-4 昼間 3年 60

昼間 3年 30
夜間 3年 30

11 学校法人創志学園 日本健康医療専門学校 台東区浅草橋3-31-5
午前
午後

3年
3年

30
30

12 学校法人片柳学園 日本工学院八王子専門学校 八王子市片倉町1404-1 昼間 3年 60

昼間 3年 30
夜間 3年 (30)
昼間 3年 60
夜間 3年 60
昼間 3年 30
夜間 3年 30
昼間 3年 30
夜間 3年 30
昼間 3年 30
夜間 3年 30
昼間 3年 30
夜間 3年 30
昼間 3年 60
夜間 3年 60
昼間 3年 28
夜間 3年 28

21 学校法人西田学園 アルファ医療福祉専門学校 町田市森野2-15-13
午前
午後

3年
3年

22
22

昼間 4年 87
夜間 3年 60
昼間 3年 30
夜間 3年 30

24 学校法人呉竹学園 呉竹鍼灸柔整専門学校 横浜市港北区新横浜2-7-24 昼間 3年 30

昼間 3年 60
夜間 3年 60
午前 3年 30
午後 3年 30

27 学校法人北都健勝学園 新潟リハビリテーション専門学校 村上市上の山2-16 昼間 3年 30

昼間 3年 30
夜間 3年 30
午前 3年 25
午後 3年 25

　 　 　 　

信州医療福祉専門学校 長野市三輪1313長野県29

7

8

10

学校法人光和学園

20

19

18

13

14

15

16

17

28

22

25

23

26

学校法人平成医療学園

学校法人国際総合学園 国際メディカル専門学校 新潟市中央区紫竹山6-4-12
新潟県

横浜市戸塚区川上町84-1学校法人彩煌学園

学校法人平井学園 神奈川柔道整復専門学校 相模原市松が枝町7-14

横浜医療専門学校 横浜市神奈川区金港町9-12
神奈川県

湘南医療福祉専門学校

学校法人モード学園 首都医校 新宿区西新宿1-7-3

学校法人小倉学園 新宿鍼灸柔整専門学校 新宿区左門町5番地

学校法人都築学園 お茶の水はりきゅう専門学校 文京区湯島1-3-6

了徳寺学園医療専門学校学校法人了徳寺学園 墨田区両国4-27-4

荒川区荒川1-41-10中央医療学園専門学校学校法人中央医療学園

学校法人滋慶学園 東京メディカル・スポーツ専門学校 江戸川区西葛西3-1-16

学校法人花田学園 日本鍼灸理療専門学校 渋谷区桜丘町20-1

学校法人川口学園 早稲田速記医療福祉専門学校 豊島区高田3-11-17

学校法人情報学園 日本医学柔整鍼灸専門学校 新宿区高田馬場1-18-18

学校法人素霊学園 東洋鍼灸専門学校 新宿区百人町1-4-4

学校法人常陽学園 東京医療福祉専門学校 中央区八丁堀1-11-11

学校法人呉竹学園 東京医療専門学校 新宿区三栄町3

学校法人呉竹学園 呉竹医療専門学校 さいたま市大宮区桜木町1-185-1

関東鍼灸専門学校 千葉市美浜区若葉2-9-2

さいたま市浦和区東高砂町30-8

学校法人ワタナベ学園 埼玉東洋医療専門学校2

浦和専門学校

吉川市保1-21-7

(３４)はり師・きゅう師養成施設一覧

千葉県

3 学校法人大川学園 大川学園医療福祉専門学校 飯能市下加治345

学校法人関東医療学園

準学校法人古藤学園
埼玉県

6

5

渋谷区桜丘町20-1

埼玉県

5

8

9

学校法人素霊学園 東洋鍼灸専門学校

日本鍼灸理療専門学校

神奈川県

※　入学定員（　）は募集停止中

東京県

新宿区百人町1-4-4

(３３)あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設一覧

東京都

学校法人後藤学園 東京衛生学園専門学校 大田区大森北4-1-1

学校法人花田学園

4
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（平成２１年４月１日現在）

都道府県 設　置　者 名　　　称 所　在　地 昼夜の別 修業年限 入学定員

1 学校法人国際科学技術学院 前橋東洋医学専門学校 前橋市新前橋町21-16 昼間 3年 30

昼間 3年 30
夜間 3年 30
昼間 3年 60
夜間 3年 60
昼間 3年 60
夜間 3年 60
昼間 3年 60
夜間 3年 60
昼間 3年 60
夜間 3年 30
昼間 3年 60
夜間 3年 60

8 学校法人片柳学園 日本工学院八王子専門学校 八王子市片倉町1404-1 昼間 3年 60

昼間 3年 60
夜間 3年 60

10 学校法人北豊島学園 北豊島医療専門学校 荒川区東尾久6-32-8 夜間 3年 30

昼間 3年 60
夜間 3年 60
昼間 3年 60
夜間 3年 60
午前 3年 60
午後 3年 30
夜間 3年 30
昼間 3年 30
夜間 3年 30
昼間 3年 (30)
夜間 3年 (60)
昼間 3年 30
夜間 3年 60
昼間 3年 60
夜間 3年 60
昼間 3年 60
夜間 3年 60
昼間 3年 60
夜間 3年 60
昼間 3年 60
夜間 3年 60
昼間 3年 30
夜間 3年 30
昼間 3年 60
夜間 3年 60
昼間 4年 60
夜間 4年 (60)
午前 3年 60
午後 3年 30
昼間 3年 60
夜間 3年 60
午前 3年 29
午後 3年 29
昼間 4年 60
夜間 3年 60
昼間 3年 60
夜間 3年 60
午前 3年 60
午後 3年 60
昼間 3年 60
夜間 3年 60
昼間 3年 60
夜間 3年 60
午前 3年 25
午後 3年 25

33 学校法人成田会 長野救命医療専門学校 東御市田中66-1 昼間 3年 30

学校法人平成医療学園 横浜医療専門学校 横浜市神奈川区金港町9-12

※　入学定員（　）は募集停止中

長野市三輪1313

セルテック新潟柔道整復師養成学院 新潟市中央区関屋大川前1-1721-70
有限責任中間法人新潟柔道
整復師振興育成会

新宿区西新宿1-7-3

学校法人平井学園 神奈川柔道整復専門学校 相模原市松が枝町7-5

学校法人サンシャイン学園 東京医学柔整専門学校 北区堀船2-1-11

学校法人山野学苑 山野医療専門学校 渋谷区代々木1-53-1

学校法人滋慶学園 東京メディカル・スポーツ専門学校 江戸川区西葛西3-1-16

学校法人村上学園 日本健康ビジネス専門学校 豊島区南大塚1-58-7

学校法人日本医科学総合学
院

朋友柔道整復専門学校 荒川区東日暮里6-25-13

学校法人中央医療学園 中央医療学園専門学校 荒川区荒川1-41-10

学校法人日本体育会 日体柔整専門学校 世田谷区用賀2-2-7

学校法人了徳寺学園 了徳寺学園医療専門学校 墨田区両国4-27-4

練馬区氷川台3-31-13

学校法人呉竹学園 東京医療専門学校 新宿区三栄町3

学校法人杏文学園 東京柔道整復専門学校

学校法人沖永学園 帝京医学技術専門学校 渋谷区本町6-31-1

学校法人大川学園 大川学園医療福祉専門学校 飯能市下加治345

渋谷区桜丘町20-1

学校法人創志学園 日本健康医療専門学校

医療法人光晋会

前橋市古市町1-35-6

さいたま柔整専門学校 さいたま市浦和区針ヶ谷2-6-16

学校法人大東文化学園 大東医学技術専門学校 板橋区高島平9-43-2

学校法人花田学園 日本柔道整復専門学校

台東区浅草橋3-31-5

学校法人情報学園

(３５)柔道整復師養成施設一覧

群馬県

埼玉県

東京都

学校法人呉竹学園 呉竹医療専門学校 さいたま市大宮区桜木町1-185-1

学校法人近藤学園

学校法人群英学園 育英メディカル専門学校2

3

4

6

25

18

19

20

大宮医療専門学院 さいたま市大宮区桜木町4-203

日本医学柔整鍼灸専門学校 新宿区高田馬場1-18-18

7

9

5

17

11

12

13

14

15

16

学校法人小倉学園 新宿鍼灸柔整専門学校 新宿区左門町5番地

21

22

23

学校法人都築科学学園 関東柔道整復専門学校 立川市曙町1-13-13

24

横浜市港北区新横浜2-7-24

26

27

30

学校法人西田学園 アルファ医療福祉専門学校 町田市森野2-15-13

28

学校法人モード学園 首都医校

32 学校法人光和学園 信州医療福祉専門学校

学校法人呉竹学園29 呉竹鍼灸柔整専門学校神奈川県

長野県

31 新潟県
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（平成２１年４月１日現在）

都道府県 設　置　者 名　　　称 所　在　地 昼夜の別 修業年限 入学定員

1 社団法人茨城県歯科医師会 茨城歯科専門学校 水戸市見和2-292-1 昼間 3年 50

2 学校法人広沢学園 つくば歯科衛生・マイスター専門学校 つくば市大字寺具1331-5 昼間 2年 80

3 学校法人広沢学園 取手歯科衛生専門学校 取手市台宿3-3136-8 昼間 3年 40

4 栃木県 栃木県立衛生福祉大学校 宇都宮市陽南4-2-1 昼間 3年 30

5
財団法人宇都宮市医療保健
事業団

財団法人宇都宮市医療保健事業団附属
宇都宮歯科衛生士専門学校

宇都宮市竹林町968番地 昼間 2年 50

6 社団法人群馬県歯科医師会 群馬県高等歯科衛生士学院 前橋市大友町1-5-16 昼間 3年 50

7 学校法人未来学園 高崎歯科衛生専門学校 高崎市大橋町160-1 昼間 3年 50

8 学校法人有坂中央学園 中央医療歯科専門学校 太田市東本町41-12 昼間 3年 50

9 学校法人太田アカデミー 太田医療技術専門学校 太田市東長岡町1373 昼間 3年 50

10 社団法人大宮歯科医師会 大宮歯科衛生士専門学校 さいたま市大宮区下町3-47 昼間 3年 40

11 学校法人知音学園 埼玉歯科衛生専門学校 上尾市愛宕1-22-13 昼間 3年 74

12 学校法人村上学園 日本医科学衛生福祉専門学校 越谷市七左町3-117-3 昼間 3年 30

13 学校法人葵学園 葵メディカルアカデミー 深谷市原郷495-1 昼間 3年 40

14 千葉県 医療法人社団交心会 北原学院歯科衛生専門学校 松戸市新松戸3-197 昼間 2年 80

15 学校法人池見学園 池見東京歯科衛生士専門学校 品川区東大井3-5-6 昼間 2年 50

16 医療法人社団親光会 早稲田医学院歯科衛生士専門学校 新宿区西早稲田2-4-6 昼間 2年 80

17 学校法人東邦歯科学院 東邦歯科医療専門学校 日野市三沢1-1-1 昼間 3年 60

18 医療法人社団友和会 太陽歯科衛生士専門学校 足立区花畑1-17-11 昼間 2年 80

19 学校法人タイケン学園 日本ウエルネス歯科衛生専門学校 板橋区成増1-2-5 昼間 3年 40

20 医療法人社団仁岳会 西東京歯科衛生士専門学校 羽村市栄町2-10-2 昼間 2年 38

21 社団法人東京都歯科医師会
東京都歯科医師会附属歯科衛生士専門
学校

千代田区神田多町2-11 昼間 3年 50

22 学校法人アポロ学園 アポロ歯科衛生士専門学校 中野区上高田4-15-4 昼間 3年 80

23 学校法人田島学園 東京医学技術専門学校 墨田区横網1-10-8 昼間 2年 80

昼間 3年 80
夜間 3年 40

25 学校法人桜丘 東京歯科衛生専門学校 北区滝野川1-75-16 昼間 3年 80

26 医療法人社団昭和育英会 昭和医療技術専門学校 大田区中央3-22-14 昼間 2年 60

昼間 3年 70
夜間 3年 70

28 学校法人共生学園 新横浜歯科衛生士専門学校 横浜市港北区新横浜2-5-8 昼間 3年 40

29 学校法人鈴木学園 関東歯科衛生士専門学校 厚木市中町3-4-11 昼間 2年 80

30 学校法人清水学園 湘南歯科衛生士専門学校 平塚市八重咲町1-6 昼間 2年 100

31 学校法人鶴見歯科学園 横浜歯科技術専門学校 横浜市西区南幸2-2-1 昼間 2年 120

32 山梨県 社団法人山梨県歯科医師会 山梨歯科衛生専門学校 甲府市大手1-4-1 昼間 3年 48

33 長野県 長野県公衆衛生専門学校伊那校 伊那市大字伊那4347-1 昼間 2年 20

34 学校法人松本歯科大学 松本歯科大学衛生学院 塩尻市広丘郷原1780 昼間 2年 30

35 学校法人成田会 長野医療衛生専門学校 上田市中央1-6-2 昼間 2年 28

36 学校法人平青学園 長野平青学園 長野市アークス1-24 昼間 3年 30

埼玉県

長野県

(３６)歯科衛生士養成所一覧

24

茨城県

栃木県

群馬県

東京都

神奈川県

学校法人歯研会学園 新東京歯科衛生士学校 品川区南大井4-20-2

27

※　入学定員（　）は募集停止中

学校法人日野学園 日本医歯薬専門学校 杉並区高円寺南2-44-1
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（平成２１年４月１日現在）

都道府県 設　置　者 名　　　称 所　在　地 昼夜の別 修業年限 入学定員

1 茨城県 社団法人茨城県歯科医師会 茨城歯科専門学校 水戸市見和2-292-1 昼間 2年 20

2 栃木県 栃木県 栃木県立衛生福祉大学校 宇都宮市陽南4-2-1 昼間 2年 15

3 埼玉県 学校法人阪勉学園 埼玉歯科技工士専門学校 さいたま市見沼区東大宮1-12-35 昼間 2年 70

4 財団法人愛世会 愛歯技工専門学校 板橋区加賀1-16-6 昼間 2年 44

5 学校法人東邦歯科学院 東邦歯科医療専門学校 日野市三沢1-1-1 昼間 2年 60

6 医療法人社団豊仁会 東京歯科技工専門学校 品川区西五反田5-1-10 昼間 2年 (50)

7 学校法人歯研会学園 新東京歯科技工士学校 品川区南大井4-20-2 昼間 2年 90

8 学校法人鶴見歯科学園 横浜歯科技術専門学校 横浜市西区西平沼町1-20 昼間 2年 120

9 学校法人共生学園 共生会歯科技工専門学校 横浜市港北区新横浜2-6-10 昼間 2年 70

(３７)歯科技工士養成所一覧

東京都

神奈川県

※　入学定員（　）は募集停止中
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N0. 県別 施　　設　　名 N0. 県別 施　　設　　名

1 リリー保育福祉専門学校 35 早稲田福祉専門学院

2 水戸教育福祉専門学校 36 上智社会福祉専門学校

3 茨城女子短期大学 37 東京医療秘書福祉専門学校

4 つくば福祉専門学校 38 東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校

5 技友ビューティ福祉専門学校 39 世田谷福祉専門学校

6 いばらき中央福祉専門学校 40 東京豊島医療福祉専門学校

7 アール医療福祉専門学校 41 早稲田速記医療福祉専門学校

8 筑波総合福祉専門学校 42 織田福祉専門学校

9 栃木介護福祉士専門学校 43 日商簿記三鷹福祉専門学校

10 中央福祉医療専門学校 44 道灌山学園保育福祉専門学校

11 足利介護福祉専門学校 45 東京聖星社会福祉専門学校

12 佐野短期大学 46 山野美容芸術短期大学

13 国際介護福祉専門学校 47 大妻女子大学

14 国際医療福祉大学 48 読売理工医療福祉専門学校

15 大泉保育福祉専門学校 49 横浜国際福祉専門学校

16 群馬社会福祉大学短期大学部 50 和泉福祉専門学校

17 群馬松嶺福祉短期大学 51 湘南医療福祉専門学校

18 大川学園医療福祉専門学校 52 聖ヶ丘教育福祉専門学校

19 埼玉福祉専門学校 53 ＹＭＣＡ健康福祉専門学校

20 浦和大学短期大学部 54 田園調布学園大学

21 関東福祉専門学校 55 神奈川社会福祉専門学校

22 大原医療秘書福祉専門学校大宮校 56 茅ヶ崎看護福祉専門学校

23 聖徳大学短期大学部 57 ＹＭＣＡ福祉専門学校

24 江戸川大学総合福祉専門学校 58 大原医療秘書福祉専門学校横浜校

25 成田国際福祉専門学校 59 長岡看護福祉専門学校

26 専門学校新国際福祉カレッジ 60 国際福祉医療カレッジ

27 植草学園短期大学 61 新潟青陵大学短期大学部

28 日本福祉教育専門学校 62 上越保健医療福祉専門学校

29 彰栄保育福祉専門学校 63 新潟医療福祉カレッジ

30 白梅学園短期大学 64 身延山大学

31 町田福祉専門学校 65 帝京医療福祉専門学校

32 東京福祉専門学校 66 優和福祉専門学校

33 東京ＹＷＣＡ専門学校 67 国際福祉専門学校

34 日本社会事業大学 68 飯田女子短期大学

東京都

東京都

長野県

山梨県

新潟県

神奈川県
埼玉県

栃木県

群馬県

千葉県

(３８)　介護技術講習実施施設一覧

【平成２０年度実施分】

茨城県
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No. 講　習　会　の　名　称 所　　　在　　　地 定員 開設年度

1 　国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所 　埼玉県さいたま市緑区大字大門１０３０ 25 平成13年度

2 　国立秩父学園附属保護指導職員養成所 　埼玉県所沢市北原町８６０ 40 平成13年度

２課程 65

No. 講　習　会　の　名　称 所　　　在　　　地 定員 開設年度

1   全国社会福祉協議会児童福祉司資格認定通信課程   神奈川県三浦郡葉山町上山口１５６０－４４ 300 平成13年度

１課程 300

（平成21年4月1日現在）

（平成21年4月1日現在）

(３９)　社会福祉主事資格認定講習会一覧

　

(４０)　児童福祉司資格認定講習会一覧
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平成21年4月1日現在

都道府県 管理型・単独型臨床研修病院 所在地 区分 協力型臨床研修病院

独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター 東茨城郡茨城町桜の郷２８０番地 病院群 独立行政法人国立病院機構　霞ヶ浦医療センター
独立行政法人国立病院機構　茨城東病院

茨城県立中央病院 笠間市鯉渕6528 病院群 茨城県立友部病院
自治医科大学附属病院
茨城県立こども病院
自治医科大学附属さいたま医療センター
財団法人筑波麓仁会筑波学園病院
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院
国立大学法人筑波大学附属病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会水戸済生会総合病院 水戸市双葉台3丁目3番10 病院群 茨城県立友部病院
茨城県立こども病院

株式会社日立製作所日立総合病院 日立市城南町二丁目1番1号 病院群 茨城県立友部病院
独立行政法人国立病院機構　霞ヶ浦医療センター 土浦市下高津2-7-14 病院群 財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院

医療法人霞水会　土浦厚生病院
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院 土浦市真鍋新町11番7号 病院群 茨城県立友部病院

医療法人精光会みやざきホスピタル
医療法人霞水会　土浦厚生病院

東京医科大学霞ヶ浦病院 稲敷郡阿見町中央3丁目20番1号 病院群 茨城県立中央病院
国立大学法人筑波大学附属病院
茨城県立医療大学付属病院
茨城県厚生農業協同組合連合会  総合病院土浦協同病院
東京医科大学病院
東京医科大学八王子医療センター
医療法人立川メディカルセンター  柏崎厚生病院
医療法人盡誠会宮本病院

財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院 つくば市天久保1丁目3番地の1 病院群 茨城県立中央病院
茨城県立友部病院
独立行政法人国立病院機構　霞ヶ浦医療センター
国立大学法人筑波大学附属病院
医療法人霞水会　土浦厚生病院
医療法人社団仁愛会水海道厚生病院

国立大学法人筑波大学附属病院 つくば市天久保2-1-1 病院群 独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター
茨城県立中央病院
茨城県立友部病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会水戸済生会総合病院

株式会社日立製作所日立総合病院
独立行政法人国立病院機構　霞ヶ浦医療センター
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院
東京医科大学霞ヶ浦病院
財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院
医療法人社団筑波記念会筑波記念病院
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院取手協同病院
医療法人社団常仁会牛久愛和総合病院
財団法人筑波麓仁会筑波学園病院
医療法人精光会みやざきホスピタル
上都賀総合病院
桐生地域医療組合　桐生厚生総合病院
さいたま赤十字病院
医療法人財団　明理会　春日部中央総合病院
東京都立墨東病院
社会福祉法人同愛記念病院
独立行政法人国立病院機構　災害医療センター
株式会社日立製作所水戸総合病院
茨城県厚生農業協同組合連合会茨城西南医療センター病院
医療法人社団　圭春会　小張総合病院
独立行政法人労働者健康福祉機構　鹿島労災病院
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院水戸協同病院
財団法人報恩会　石崎病院
医療法人社団有朋会　栗田病院
茨城県立こども病院
水戸赤十字病院
株式会社日立製作所多賀総合病院
北茨城市立総合病院
茨城県厚生農業協同組合連合会なめがた地域総合病院
医療法人新生会豊後荘病院
茨城県立医療大学付属病院
きぬ医師会病院
医療法人つくばセントラル病院
医療法人社団双愛会つくば双愛病院
医療法人社団輝峰会東取手病院
取手北相馬保健医療センター医師会病院
医療法人社団光仁会総合守谷第一病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会龍ヶ崎済生会病院
県西総合病院
医療法人清風会　ホスピタル坂東
友愛記念病院
医療法人社団柏水会　初石病院
社会福祉法人　賛育会　賛育会病院
都立八王子小児病院
医療法人盡誠会宮本病院

医療法人社団筑波記念会筑波記念病院 つくば市要1187-299 病院群 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院取手協同病院
国立大学法人筑波大学附属病院

茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院取手協同病院 取手市本郷2丁目1番1号 病院群 茨城県立友部病院
医療法人社団常仁会牛久愛和総合病院 牛久市猪子町896番地 病院群 財団法人筑波麓仁会筑波学園病院

医療法人精光会みやざきホスピタル
東邦大学医療センター佐倉病院
東邦大学医療センター大森病院
東邦大学医療センター大橋病院
東京女子医科大学東医療センター
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会　総合母子保健センター愛育病院

財団法人筑波麓仁会筑波学園病院 つくば市上横場2573番地1 病院群 医療法人精光会みやざきホスピタル
財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院
医療法人社団筑波記念会筑波記念病院

株式会社日立製作所水戸総合病院 ひたちなか市石川町20番1 病院群 株式会社日立製作所日立総合病院
国立大学法人筑波大学附属病院
医療法人社団有朋会　栗田病院
独立行政法人国立病院機構茨城東病院

茨城県厚生農業協同組合連合会茨城西南医療センター病院 猿島郡境町2190 病院群 医療法人清風会　ホスピタル坂東
独立行政法人労働者健康福祉機構　鹿島労災病院 神栖市土合本町1丁目9108-2 病院群 総合病院国保旭中央病院
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院水戸協同病院 水戸市宮町3丁目2番7号 病院群 株式会社日立製作所水戸総合病院

財団法人  報恩会  石崎病院
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院

茨城保健生活協同組合　城南病院 水戸市城南3-15-17 病院群 茨城県立友部病院
特定医療法人社団千葉県勤労者医療協会船橋二和病院
医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院
医療法人財団東京勤労者医療会　みさと協立病院
医療生協さいたま生活協同組合　埼玉協同病院

水戸赤十字病院 水戸市三の丸3-12-48 病院群 医療法人社団有朋会　栗田病院
茨城県厚生農業協同組合連合会なめがた地域総合病院 茨城県行方市井上藤井98-8 病院群 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院

医療法人盡誠会　宮本病院
医療法人つくばセントラル病院 茨城県牛久市柏田町1589-3 病院群 財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院

医療法人盡誠会宮本病院
医療法人社団光仁会　総合守谷第一病院 守谷市松前台1丁目17番地 病院群 医療法人社団仁愛会水海道厚生病院

国立大学法人筑波大学附属病院
友愛記念病院 古河市東牛谷707 病院群 医療法人　慈愛会秋葉産婦人科病院

医療法人慈政会　小柳病院
上都賀総合病院 鹿沼市下田町1-1033 単独型
独立行政法人国立病院機構　栃木病院 宇都宮市中戸祭1-10-37 単独型
社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院 栃木県宇都宮市竹林町911-1 単独型

(１) 臨床研修病院・臨床研修病院群の一覧

茨城県

栃木県
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平成21年4月1日現在

都道府県 管理型・単独型臨床研修病院 所在地 区分 協力型臨床研修病院

自治医科大学附属病院 下野市南河内町薬師寺3311-1 病院群 茨城県立中央病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院
上都賀総合病院
佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生総合病院
さいたま赤十字病院
自治医科大学附属さいたま医療センター
横須賀市立うわまち病院
学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学病院
福島県立南会津病院
水戸赤十字病院
古河赤十字病院
芳賀赤十字病院
南那須地区広域行政事務組合立那須南病院
栃木県立岡本台病院
社団法人全国社会保険協会連合会宇都宮社会保険病院
とちぎリハビリテーションセンター
社団法人地域医療振興協会　日光市民病院
医療法人心救会小山富士見台病院
小山市民病院

獨協医科大学病院 下都賀郡壬生町大字北小林880番地 病院群 医療法人朝日会　朝日病院
栃木県立岡本台病院
特定医療法人清和会　鹿沼病院
獨協医科大学日光医療センター

栃木県厚生農業協同組合連合会下都賀総合病院 栃木市富士見町5番32号 病院群 上都賀総合病院
日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 足利市本城三丁目2100番地 単独型
佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生総合病院 佐野市堀米町1728番地 単独型
学校法人国際医療福祉大学　国際医療福祉大学病院 栃木県那須塩原市井口537-3 病院群 医療法人財団順和会　山王病院

国際医療福祉大学熱海病院
医療法人慈全会　那須高原病院
医療法人社団高邦会　高木病院
医療法人社団高邦会　柳川リハビリテーション病院
国際医療福祉大学三田病院
栃木県立岡本台病院

大田原赤十字病院 大田原市住吉町2丁目7番3号 病院群 医療法人大田原厚生会　室井病院
芳賀赤十字病院 栃木県真岡市台町2461 病院群 自治医科大学附属病院
独立行政法人国立病院機構宇都宮病院 栃木県宇都宮市下岡本町2160 病院群 独立行政法人国立病院機構　栃木病院

栃木県立岡本台病院
前橋赤十字病院 前橋市朝日町三丁目21番36号 病院群 群馬県立精神医療センター

群馬県立小児医療センター
群馬大学医学部附属病院 前橋市昭和町三丁目39番15号 病院群 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院

前橋赤十字病院
独立行政法人国立病院機構高崎病院
桐生地域医療組合　桐生厚生総合病院
利根保健生活協同組合利根中央病院
医療法人大和会西毛病院
邑楽館林医療事務組合館林厚生病院
深谷赤十字病院
富士重工業健康保険組合総合太田病院
医療法人中沢会上毛病院
群馬県済生会前橋病院
群馬県立心臓血管センター
社団法人全国社会保険協会連合会社会保険群馬中央総合病院
社団法人前橋積善会厩橋病院
群馬県立精神医療センター
医療法人赤城会　三枚橋病院
医療法人群栄会田中病院
群馬県立小児医療センター
独立行政法人国立病院機構西群馬病院
公立藤岡総合病院
原町赤十字病院
社団法人伊勢崎佐波医師会病院
公立碓氷病院
財団法人老年病研究所附属病院

独立行政法人国立病院機構　高崎病院 高崎市高松町36 病院群 社団法人地域医療振興協会　西吾妻福祉病院
財団法人群馬慈恵会　松井田病院
医療法人社団　日高会　日高病院
医療法人山崎会 サンピエール病院
医療法人群馬会　群馬病院
はるな生活協同組合　高崎中央病院
産科婦人科　舘出張佐藤病院
群馬大学医学部附属病院
群馬県済生会前橋病院

桐生地域医療組合　桐生厚生総合病院 桐生市織姫町6番3号 病院群 群馬県立精神医療センター
医療法人岸会　岸病院
群馬県立心臓血管センター

伊勢崎市伊勢崎市民病院 伊勢崎市連取本町12番地1 病院群 群馬大学医学部附属病院
社団法人伊勢崎佐波医師会病院
医療法人原会　原病院
財団法人資生会研究所　大島病院
財団法人脳血管研究所附属美原記念病院

利根保健生活協同組合利根中央病院 沼田市東原新町1855番地1 病院群 前橋赤十字病院
群馬大学医学部附属病院

富岡地域医療事務組合公立富岡総合病院 富岡市富岡2073番地1 病院群 医療法人大和会西毛病院
群馬中央医療生活協同組合　前橋協立病院 前橋市朝倉町828-1 病院群 利根保健生活協同組合利根中央病院

はるな生活協同組合　高崎中央病院
財団法人　大利根会　榛名病院
北毛保健生活協同組合　北毛病院

邑楽館林医療事務組合館林厚生病院 館林市成島町262番地の1 病院群 医療法人赤城会　三枚橋病院
医療法人社団醫光会　新邑楽病院

富士重工業健康保険組合総合太田病院 太田市八幡町29番5号 病院群 医療法人赤城会　三枚橋病院
群馬県済生会前橋病院 前橋市上新田町564-1 病院群 群馬大学医学部附属病院

群馬県立精神医療センター
栃木県済生会宇都宮病院
産科婦人科　舘出張佐藤病院

群馬県立心臓血管センター 前橋市亀泉町甲3-12 病院群 前橋赤十字病院
群馬県済生会前橋病院
社団法人全国社会保険協会連合会社会保険群馬中央総合病院
群馬県立精神医療センター
群馬県立がんセンター
群馬県立小児医療センター
渋川総合病院
産科婦人科　舘出張佐藤病院
群馬大学医学部附属病院
伊勢崎市伊勢崎市民病院

社団法人全国社会保険協会連合会社会保険群馬中央総合病院 前橋市紅雲町1-7-13 病院群 赤城病院
医療法人社団日高会日高病院 群馬県高崎市中尾町886 病院群 独立行政法人国立病院機構高崎病院

富岡地域医療事務組合公立富岡総合病院
医療法人群馬会　群馬病院

公立藤岡総合病院 藤岡市藤岡942-1 病院群 医療法人山崎会 サンピエール病院
群馬大学医学部附属病院
群馬県立小児医療センター

財団法人老年病研究所附属病院 前橋市大友町3丁目26番地の8 病院群 社団法人全国社会保険協会連合会社会保険群馬中央総合病院

赤城病院

独立行政法人国立病院機構西群馬病院

社団法人地域医療振興協会　西吾妻福祉病院

群馬大学医学部附属病院
獨協医科大学越谷病院 越谷市南越谷2丁目1番50号 病院群 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

越谷市立病院
越谷市立病院 越谷市東越谷十丁目47番地1 病院群 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越谷病院

順天堂大学医学部附属練馬病院

群馬県

埼玉県

栃木県
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医療法人財団健和会  みさと健和病院 三郷市鷹野4-494-1 病院群 国保松戸市立病院
医療法人財団東京勤労者医療会  東葛病院
特定医療法人社団健生会  立川相互病院
医療法人財団健康文化会  小豆沢病院
医療法人財団城南福祉医療協会  大田病院
東京保健生活協同組合  東京健生病院
東京ほくと医療生活協同組合  王子生協病院
医療法人財団東京勤労者医療会  みさと協立病院
医療法人社団柏水会  初石病院
医療法人財団南葛勤医協  芝病院
医療法人財団東京勤労者医療会  代々木病院
医療法人財団健和会  柳原病院
特定医療法人社団  千葉県勤労者医療協会  船橋二和病院
医療法人財団健和会  柳原リハビリテーション病院
医療法人社団健友会　中野共立病院
東京女子医科大学東医療センター

埼玉県立小児医療センター さいたま市岩槻区馬込2100番地 病院群 埼玉県立精神医療センター
さいたま赤十字病院
自治医科大学附属さいたま医療センター
医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院
埼玉医科大学病院
埼玉医科大学国際医療センター

自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市大宮区天沼町1-847 病院群 自治医科大学附属病院
さいたま市立病院
さいたま赤十字病院
社会福祉法人  毛呂病院埼玉精神神経センター
埼玉県立精神医療センター
社団法人　大宮医師会市民病院

さいたま市立病院 さいたま市緑区三室2460 病院群 埼玉県立精神医療センター
川口市立医療センター 川口市大字西新井宿180 病院群 医療法人　高仁会　戸田病院

医療法人秀峰会　北辰病院
さいたま赤十字病院 さいたま市中央区上落合8-3-33 病院群 小川赤十字病院
医療生協さいたま生活協同組合　埼玉協同病院 川口市木曽呂1317 病院群 医療法人財団東京勤労者医療会　みさと協立病院
社団法人全国社会保険協会連合会埼玉社会保険病院 さいたま市浦和区北浦和4-9-3 単独型
医療法人社団東光会　戸田中央総合病院 戸田市本町1-19-3 病院群 医療法人　高仁会　戸田病院

医療法人社団東光会　戸田中央産院
医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院 上尾市柏座1-10-10 病院群 埼玉県立精神医療センター
社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 川口市西川口5-11－5 病院群 医療法人　高仁会　戸田病院

順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院
埼玉医科大学総合医療センター 川越市大字鴨田字辻道町1981 病院群 埼玉医科大学病院

埼玉医科大学国際医療センター
独立行政法人国立病院機構　埼玉病院 和光市諏訪2-1 病院群 慶應義塾大学病院

独立行政法人国立病院機構東埼玉病院
独立行政法人国立病院機構東京病院
医療法人財団厚生協会大泉病院

独立行政法人国立病院機構　西埼玉中央病院 所沢市若狭2-1671 病院群 国立精神・神経センター病院
独立行政法人国立病院機構　東埼玉病院

防衛医科大学校病院 所沢市並木3-2 病院群 自衛隊中央病院
独立行政法人国立病院機構　災害医療センター
自衛隊札幌病院
自衛隊三沢病院
国家公務員共済組合連合会三宿病院
自衛隊横須賀病院
自衛隊那覇病院

医療法人財団石心会狭山病院 狭山市鵜ノ木1-33 病院群 独立行政法人国立病院機構　西埼玉中央病院
川越同仁会病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院

埼玉医科大学病院 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 病院群 埼玉県立小児医療センター
埼玉県立精神医療センター
さいたま赤十字病院
埼玉医科大学総合医療センター
小川赤十字病院
埼玉県立がんセンター
埼玉県立循環器・呼吸器病センター
埼玉医科大学国際医療センター

医療法人財団　明理会　春日部中央総合病院 春日部市緑町5丁目9番4号 病院群 越谷市立病院
埼玉県立精神医療センター
順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

小川赤十字病院 比企郡小川町小川1525 病院群 埼玉医科大学病院
さいたま赤十字病院

医療法人社団新都市医療研究会関越会関越病院 鶴ヶ島市大字脚折145-1 病院群 埼玉医科大学病院
医療法人武蔵野会新座志木中央総合病院 新座市東北1丁目7番2号 病院群 医療法人社団東光会　戸田中央総合病院

医療法人社団東光会　戸田中央産院
医療法人壽鶴会　東武中央病院

深谷赤十字病院 深谷市上柴町西5-8-1 単独型
医療法人社団武蔵野会朝霞台中央総合病院 朝霞市西弁財1丁目8番10号 病院群 医療法人社団東光会　戸田中央総合病院

医療法人社団東光会　戸田中央産院
医療法人壽鶴会　東武中央病院

埼玉医療生活協同組合　羽生総合病院 羽生市大字上岩瀬551番地 病院群 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会鴻巣病院
医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院
医療法人徳洲会　名瀬徳洲会病院
医療法人山形愛心会　庄内余目病院
医療法人静仁会静仁会静内病院

医療法人社団協友会　八潮中央総合病院 八潮市緑町1丁目41番地3 病院群 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院
横浜相原病院

医療法人社団協友会　東大宮総合病院 さいたま市見沼区東大宮5-18 病院群 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院
横浜相原病院

医療法人社団愛友会　三郷中央総合病院 三郷市幸房745 病院群 横浜相原病院
医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院

草加市立病院 草加市草加2-21-1 病院群 越谷市立病院
医療法人財団厚生協会　東京足立病院

春日部市立病院 春日部市中央七丁目2番地1 病院群 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院
独立行政法人国立病院機構　東埼玉病院
獨協医科大学越谷病院
日本大学医学部附属板橋病院

北里大学北里研究所メディカルセンター病院 北本市荒井6丁目100番地 病院群 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会鴻巣病院
医療法人秀和会秀和綜合病院 埼玉県春日部市谷原新田1200 病院群 草加市立病院

医療法人財団厚生協会　東京足立病院
埼玉県済生会栗橋病院　 埼玉県北葛飾郡栗橋町小右衛門714-6 病院群 医療法人大壮会久喜すずのき病院

医療法人社団双鳳会山王クリニック
医療法人壮幸会  行田総合病院 埼玉県行田市持田376 病院群 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会鴻巣病院

埼玉県厚生農業協同組合連合会熊谷総合病院
埼玉医科大学国際医療センター 日高市山根1397-1 病院群 埼玉医科大学病院

埼玉医科大学総合医療センター
社会福祉法人　毛呂病院埼玉精神神経センター　

埼玉県
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独立行政法人国立病院機構　千葉医療センター 千葉市中央区椿森4-1-2 病院群 独立行政法人国立病院機構　下総精神医療センター
国保匝瑳市民病院

千葉大学医学部附属病院 千葉市中央区亥鼻1-8-1 病院群 上都賀総合病院
栃木県厚生農業協同組合連合会下都賀総合病院
独立行政法人国立病院機構千葉医療センター　　　　
特定医療法人社団千葉県勤労者医療協会船橋二和病院
国保松戸市立病院
成田赤十字病院
総合病院国保旭中央病院
独立行政法人労働者健康福祉機構　千葉労災病院
国保直営総合病院君津中央病院
小田原市立病院
沼津市立病院
静岡県厚生農業協同組合連合会総合病院清水厚生病院
JFE健康保険組合川鉄千葉病院
独立行政法人労働者健康福祉機構　鹿島労災病院
深谷赤十字病院
埼玉県厚生農業協同組合連合会熊谷総合病院
千葉市立海浜病院
千葉市立青葉病院
社団法人全国社会保険協会連合会　千葉社会保険病院
社団法人全国社会保険協会連合会社会保険船橋中央病院
社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生会習志野病院
組合立国保成東病院
公立長生病院
社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷横浜病院
独立行政法人国立病院機構　千葉東病院
社会福祉法人聖隷福祉事業団　　聖隷佐倉市民病院

特定医療法人社団千葉県勤労者医療協会船橋二和病院 船橋市二和東5-1-1 病院群 医療法人同和会　千葉病院
特定医療法人社団千葉県勤労者医療協会千葉健生病院

国立国際医療センター国府台病院 千葉県市川市国府台1-7-1 病院群 独立行政法人国立病院機構　災害医療センター
国保松戸市立病院
独立行政法人国立病院機構千葉医療センター
社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生会習志野病院
医療法人　学而会　木村病院
独立行政法人国立病院機構下志津病院
国立国際医療センター外山病院

船橋市立医療センター 船橋市金杉1-21-1 単独型
東京歯科大学市川総合病院 市川市菅野5-11-13 単独型
順天堂大学医学部附属順天堂浦安病院 浦安市富岡2-1-1 病院群 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

順天堂大学医学部附属順天堂医院
浦安市市川市病院組合　浦安市川市民病院
医療法人社団健仁会船橋北病院
医療法人財団　明理会　行徳総合病院
医療法人社団啓心会岡田病院
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター
順天堂大学医学部附属静岡病院
医療法人社団　順江会　江東病院
順天堂大学医学部附属練馬病院

特定医療法人沖縄徳洲会　千葉徳洲会病院 船橋市習志野台1-27-1 病院群 医療法人同和会　千葉病院
医療法人徳洲会大和徳洲会病院
医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院
医療法人徳洲会　名瀬徳洲会病院
医療法人山形愛心会　庄内余目病院
医療法人静仁会静仁会静内病院
医療法人社団　良知会　共立習志野台病院

国保松戸市立病院 松戸市上本郷4005番地 病院群 国立国際医療センター国府台病院
医療法人社団木下会千葉西総合病院 松戸市金ヶ作107番地1号 病院群 医療法人明柳会恩田第二病院

医療法人梨香会秋元病院
医療法人昨雲会飯塚病院

東京慈恵会医科大学附属柏病院 柏市柏下163番地-1 病院群 東京慈恵会医科大学附属病院
東京慈恵会医科大学附属第三病院
医療法人社団柏水会　初石病院
東京慈恵会医科大学附属青戸病院

医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 流山市下花輪409 病院群 医療法人財団健和会　みさと健和病院
医療生協さいたま生活協同組合　埼玉協同病院
国保松戸市立病院
特定医療法人社団健生会　立川相互病院
医療法人財団健康文化会　小豆沢病院
医療法人財団城南福祉医療協会　大田病院
東京保健生活協同組合　東京健生病院
東京ほくと医療生活協同組合　王子生協病院
茨城保健生活協同組合　城南病院
医療法人財団東京勤労者医療会　みさと協立病院
医療法人社団柏水会　初石病院
医療法人社団南葛勤医協　芝病院
医療法人財団東京勤労者医療会　代々木病院
医療法人社団健友会　中野共立病院

成田赤十字病院 成田市飯田町90-1 単独型
日本医科大学千葉北総病院 印旛郡印旛村鎌苅1715 病院群 日本医科大学付属病院

日本医科大学武蔵小杉病院
日本医科大学多摩永山病院

総合病院国保旭中央病院 旭市イの1326番地 単独型
東邦大学医療センター佐倉病院 佐倉市下志津564-1 病院群 東京歯科大学市川総合病院

東邦大学医療センター大森病院
東邦大学医療センター大橋病院
恩賜財団済生会横浜市南部病院
千葉県がんセンター
東邦鎌谷病院
我孫子東邦病院
医療法人社団翠明会　山王病院
医療法人三矢会　八街総合病院
医療法人　聖母会　聖マリア記念病院
日吉台病院
国保国吉病院組合　国保国吉病院
医療法人社団森山医会　森山記念病院
医療法人社団森山医会　森山リハビリテーション病院

独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院 市原市辰巳台東2-16 病院群 医療法人社団　直樹会　磯ヶ谷病院
帝京大学ちば総合医療センター 市原市姉崎3426-3 単独型
亀田総合病院 鴨川市東町929 単独型
国保直営総合病院君津中央病院 木更津市桜井1010番地 病院群 医療法人同仁会木更津病院

医療法人社団さつき会袖ヶ浦さつき台病院
JFE健康保険組合川鉄千葉病院 千葉市中央区南町一丁目11番12号 病院群 医療法人石郷岡病院
医療法人社団　圭春会　小張総合病院 野田市横内29番1 病院群 医療法人社団柏水会　初石病院
医療法人社団東光会　北総白井病院 白井市根325-2-1 病院群 東邦大学医療センター佐倉病院

東邦大学医療センター大森病院
東邦大学医療センター大橋病院

千葉県がんセンター 千葉市中央区仁戸名町666-2 病院群 千葉県精神科医療センター
千葉県救急医療センター
千葉県こども病院
千葉県循環器病センター
千葉県立佐原病院
千葉県立東金病院
千葉県千葉リハビリテーションセンター
独立行政法人国立病院機構　千葉東病院
社団法人全国社会保険協会連合会　千葉社会保険病院
千葉市立青葉病院　
千葉市立海浜病院　
独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院
JFE健康保険組合　川鉄千葉病院

千葉県
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医療法人社団愛友会　津田沼中央総合病院 習志野市谷津1-9-17 病院群 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院
横浜相原病院

千葉愛友会記念病院 流山市鰭ヶ崎1-1 病院群 横浜相原病院
医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院

医療法人財団　明理会　新松戸中央総合病院 松戸市新松戸一丁目380番地 病院群 国保松戸市立病院
医療法人明柳会恩田第二病院
医療法人社団明芳会板橋中央総合病院

医療法人社団保健会　谷津保健病院 習志野市谷津4-6-16 病院群 医療法人社団和康会　三橋病院
医療法人社団協友会　船橋総合病院 船橋市本町4-8-28 病院群 横浜相原病院

医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院
浦安市市川市病院組合浦安市川市民病院 浦安市当代島3-4-32 病院群 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浦安病院
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター

医療法人社団蛍水会　名戸ケ谷病院 柏市名戸ヶ谷687-4 病院群 国保松戸市立病院
医療法人社団木下会　千葉西総合病院
医療法人社団柏水会　初石病院
医療法人社団葵会千葉・柏リハビリテーション病院

医療法人社団創進会　みつわ台総合病院 千葉市若葉区若松町531-486 病院群 医療法人社団　青草会　篠崎病院
千葉市立海浜病院　

医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 柏市あけぼの3-8-20 病院群 横浜相原病院
医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院

千葉市立青葉病院 千葉県千葉市中央区青葉町1273-2 病院群 千葉市立海浜病院
社会福祉法人恩賜財団済生会千葉県済生会習志野病院 千葉県習志野市泉町1-1-1 病院群 千葉県精神科医療センター　
医療法人社団誠馨会  新東京病院 松戸市根本473-1 病院群 医療法人社団圭春会  小張総合病院

医療法人梨香会  秋元病院
独立行政法人国立病院機構千葉東病院 千葉市中央区仁戸名町673 病院群 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター

独立行政法人国立病院機構下総精神医療センター
特定医療法人沖縄徳洲会四街道徳洲会病院 四街道市吉岡1830-1 病院群 医療法人社団木下会　千葉西総合病院

医療法人同和会　千葉病院
聖隷佐倉市民病院 千葉県佐倉市江原台2-36-2 病院群 社会福祉法人  聖隷福祉事業団  総合病院  聖隷三方原病院

社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷横浜病院
医療法人社団誠馨会　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 病院群 独立行政法人国立病院機構下総精神医療センター

千葉県こども病院
JFE健康保険組合　川鉄千葉病院

東京女子医科大学附属八千代医療センター 千葉県八千代市大和田新田477-96 病院群 東京女子医科大学病院
東京逓信病院 千代田区富士見二丁目14番23号 病院群 社団法人東京都教職員互助会三楽病院

東京都立広尾病院
JR東京総合病院
財団法人自警会東京警察病院

東京都立駒込病院 文京区本駒込3-18-22 病院群 東京都立大塚病院
東京都立松沢病院

東京都済生会中央病院 港区三田1-4-17 単独型 医療法人財団厚生協会　大泉病院
社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会　桜ヶ丘記念病院
社会福祉法人　聖母会　聖母病院　

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 港区虎ノ門2-2-2 病院群 国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院
財団法人自警会東京警察病院 中野区中野4-22-1 病院群 医療法人社団誠和会白鬚橋病院

社会福祉法人　賛育会　賛育会病院
財団法人自警会　西東京警察病院
医療法人社団　根岸病院

社団法人東京都教職員互助会三楽病院 千代田区神田駿河台2-5 病院群 東京逓信病院
聖路加国際病院 中央区明石町9-1 単独型
社会福祉法人三井記念病院 千代田区神田和泉町1番地 病院群 東京大学医学部附属病院

社会福祉法人同愛記念病院
NTT東日本関東病院

順天堂大学医学部附属順天堂医院 文京区本郷3-1-3 病院群 越谷市立病院
順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院
埼玉県立小児医療センター
川越同仁会病院
順天堂大学医学部附属順天堂浦安病院
財団法人東京都保健医療公社豊島病院
社会福祉法人親善福祉協会国際親善総合病院
特別医療法人城西医療財団城西病院
順天堂大学医学部附属静岡病院
医療法人社団　順江会　江東病院
浦安市市川市病院組合　浦安市川市民病院
佐々木研究所附属杏雲堂病院
医療法人社団  平仁会  下館病院
医療法人共助会猿島厚生病院
社会福祉法人　賛育会　賛育会病院
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター
きよせの森総合病院
独立行政法人国立病院機構東京病院
さいたま赤十字病院
財団法人東京都保健医療公社  東部地域病院
日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院
順天堂大学医学部附属練馬病院

日本医科大学付属病院 文京区千駄木1-1-5 病院群 日本医科大学多摩永山病院
日本医科大学武蔵小杉病院 
日本医科大学千葉北総病院

東京慈恵会医科大学附属病院 港区西新橋3-19-18 病院群 東京慈恵会医科大学附属柏病院
東京慈恵会医科大学附属第三病院
東京慈恵会医科大学附属青戸病院

北里大学北里研究所病院 港区白金5-9-1 病院群 日本赤十字社医療センター
東京大学医学部附属病院 文京区本郷7-3-1 病院群 財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

茨城県立中央病院
株式会社日立製作所日立総合病院
医療法人社団筑波記念会筑波記念病院
さいたま赤十字病院
財団法人自警会東京警察病院
社団法人東京都教職員互助会三楽病院
社会福祉法人三井記念病院
東京都立広尾病院
JR東京総合病院
日本赤十字社医療センター
公立学校共済組合関東中央病院
財団法人癌研究会有明病院
東京都立墨東病院
社会福祉法人同愛記念病院
独立行政法人国立病院機構　災害医療センター
国立精神・神経センター病院
独立行政法人国立病院機構相模原病院
藤枝市立総合病院
焼津市立総合病院
佐久市立国保浅間総合病院
東京保健生活協同組合　東京健生病院
国立身体障害者リハビリテーションセンター病院
財団法人　船員保険会　せんぽ東京高輪病院
小平記念東京日立病院
国際医療福祉大学三田病院
国家公務員共済組合連合会東京共済病院
東京大学医科学研究所附属病院
東京逓信病院
総合病院国保旭中央病院
国立がんセンター中央病院
慶應義塾大学病院
株式会社東芝　東芝病院
医療法人社団誠高会　おおたかの森病院

東京都
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東京医科歯科大学医学部附属病院 文京区湯島1丁目5番45号 病院群 財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院
株式会社日立製作所日立総合病院
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院
茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院取手協同病院
総合病院国保旭中央病院
社団法人東京都教職員互助会三楽病院
大森赤十字病院
東京医療生活協同組合中野総合病院
東京都立墨東病院
社会福祉法人同愛記念病院
青梅市立総合病院
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院
横浜市立みなと赤十字病院
国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院
国家公務員共済組合連合会平塚共済病院
長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院
株式会社日立製作所水戸総合病院
財団法人日産厚生会玉川病院
草加市立病院
友愛記念病院
医療法人顕正会蓮田病院
医療法人秀和会秀和綜合病院
市立柏病院
国家公務員共済組合連合会東京共済病院
社団法人全国社会保険協会連合会三島社会保険病院
独立行政法人国立病院機構　災害医療センター
株式会社東芝　東芝病院
川口工業健康保険組合直営　川口工業総合病院
財団法人東京都保健医療公社豊島病院
島根大学医学部附属病院
秋田大学医学部附属病院
独立行政法人国立印刷局東京病院
武蔵野赤十字病院

独立行政法人労働者健康福祉機構東京労災病院 大田区大森南4-13-21 病院群 東邦大学医療センター佐倉病院
大森赤十字病院
東邦大学医療センター大森病院
東邦大学医療センター大橋病院

財団法人東京都保健医療公社荏原病院 大田区東雪谷4-5-10 病院群 昭和大学病院
NTT東日本関東病院 品川区東五反田5丁目9番22号 病院群 大森赤十字病院

東日本電信電話株式会社NTT東日本伊豆病院
大森赤十字病院 大田区中央4-30-11 病院群 東京都立松沢病院

東京医科歯科大学医学部附属病院
東邦大学医療センター大森病院 大田区大森西6丁目11番1号 病院群 財団法人星総合病院

東邦大学医療センター佐倉病院
恩賜財団済生会横浜市南部病院
社会福祉法人同愛記念病院
東邦大学医療センター大橋病院
国際医療福祉大学熱海病院
富士重工業健康保険組合総合太田病院
医療法人財団互恵会大船中央病院
財団法人日産厚生会玉川病院
社団法人全国社会保険協会連合会川崎社会保険病院
医療法人社団松籟会　宇都宮西ケ丘病院
水戸赤十字病院
茨城県立こども病院
社会福祉法人恩賜財団　済生会若草病院
財団法人横浜勤労者福祉協会　汐田総合病院
医療法人社団　墨田中央病院
医療法人社団森山医会　森山リハビリテーション病院
医療法人社団森山医会　森山記念病院
財団法人　船員保険会　せんぽ東京高輪病院
我孫子東邦病院
医療法人社団誠高会　おおたかの森病院
浦安中央病院
医療法人社団徳寿会　相模原中央病院
独立行政法人国立病院機構　神奈川病院
済生会横浜市東部病院
安積保養園附属あさかホスピタル
財団法人精神医学研究所附属東京武蔵野病院

昭和大学病院 品川区旗の台1丁目5番8号 病院群 昭和大学病院附属東病院
昭和大学藤が丘病院
昭和大学附属豊洲病院
昭和大学附属烏山病院
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院
昭和大学横浜市北部病院

独立行政法人国立病院機構　東京医療センター 目黒区東が丘2-5-1 病院群 国立成育医療センター
独立行政法人国立病院機構東埼玉病院
独立行政法人国立病院機構神奈川病院

東京都立広尾病院 渋谷区恵比寿2-34-10 単独型
JR東京総合病院 渋谷区代々木2-1-3 単独型
日本赤十字社医療センター 渋谷区広尾4-1-22 単独型
東京都立松沢病院 世田谷区上北沢二丁目1-1 病院群 東京都立広尾病院

東京都立墨東病院
東京厚生年金病院 新宿区津久戸町5番1号 病院群 昭和大学附属烏山病院
公立学校共済組合関東中央病院 世田谷区上用賀6-25-1 病院群 日本赤十字社医療センター

国立成育医療センター
全国土木建築国民健康保険組合総合病院厚生中央病院 目黒区三田1丁目11番7号 病院群 東邦大学医療センター佐倉病院

東邦大学医療センター大森病院
東邦大学医療センター大橋病院
社団法人全国社会保険協会連合会　社会保険蒲田総合病院

東邦大学医療センター大橋病院 目黒区大橋2-17-6 病院群 東邦大学医療センター佐倉病院
独立行政法人労働者健康福祉機構東京労災病院
東邦大学医療センター大森病院
全国土木建築国民健康保険組合総合病院厚生中央病院
恩賜財団済生会横浜市南部病院
富士重工業健康保険組合総合太田病院
財団法人日産厚生会玉川病院
社団法人全国社会保険協会連合会川崎社会保険病院
水戸赤十字病院
医療法人松弘会　三愛病院
東邦鎌谷病院
医療法人社団真療会　野田病院
医療法人社団誠高会　おおたかの森病院
医療法人三矢会　八街総合病院
鋸南町国民健康保険鋸南病院
財団法人　船員保険会　せんぽ東京高輪病院
社会福祉法人浅草寺病院
医療法人社団昌医会　葛西循環器脳神経外科病院
医療法人社団清智会　清智会記念病院
医療法人社団緑成会　横浜総合病院
医療法人明徳会　総合新川橋病院
独立行政法人国立病院機構　神奈川病院
医療法人邦友会　小田原循環器病院
医療法人社団親和会　西島病院
医療法人社団　青虎会　フジ虎ノ門整形外科病院
医療法人社団春陽会　春陽会中央病院
安積保養園附属あさかホスピタル

財団法人精神医学研究所附属東京武蔵野病院
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自衛隊中央病院 世田谷区池尻1丁目2番24号 病院群 防衛医科大学校病院
独立行政法人国立病院機構　災害医療センター
自衛隊札幌病院
自衛隊三沢病院
国家公務員共済組合連合会三宿病院
自衛隊横須賀病院
自衛隊那覇病院

国立国際医療センター戸山病院 新宿区戸山1丁目21番1号 病院群 国立国際医療センター国府台病院
財団法人東京都保健医療公社大久保病院 新宿区歌舞伎町二丁目44番1号 病院群 東京都立広尾病院
社団法人全国社会保険協会連合会社会保険中央総合病院 新宿区百人町3-22-1 病院群 吉祥寺病院
東京医療生活協同組合中野総合病院 中野区中央4丁目59番16号 病院群 東京医科歯科大学医学部附属病院

医療法人社団一陽会　陽和病院
立正佼成会附属佼成病院

医療法人財団  河北総合病院 杉並区阿佐ヶ谷北1-7-3 病院群 社会福祉法人  聖隷福祉事業団  総合病院  聖隷浜松病院
医療法人社団  ｶﾚｽｱﾗｲｱﾝｽ  天使病院
河北リハビリテーション病院
河北総合病院分院
公立昭和病院

立正佼成会附属佼成病院 中野区弥生町5-25-15 病院群 東京都立松沢病院
東京慈恵会医科大学附属病院

慶應義塾大学病院 新宿区信濃町35番地 病院群 社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病院
日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院
佐野厚生農業協同組合連合会佐野厚生総合病院
さいたま市立病院
社団法人全国社会保険協会連合会埼玉社会保険病院
独立行政法人国立病院機構埼玉病院
東京歯科大学市川総合病院
社団法人北里研究所北里研究所病院
国家公務員共済組合連合会立川病院
医療法人社団こうかん会日本鋼管病院
平塚市民病院
独立行政法人国立病院機構静岡医療センター
静岡赤十字病院
静岡市立清水病院
神奈川県厚生農業協同組合連合会　伊勢原協同病院
大田原赤十字病院
富士重工業健康保険組合総合太田病院
財団法人　東京都医療保健協会　練馬総合病院
水戸赤十字病院
財団法人ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院
公立福生病院
稲城市立病院
日野市立病院
総合病院浜松赤十字病院
川崎市立川崎病院
川崎市立井田病院
東京大学医学部附属病院
済生会横浜市東部病院

東京医科大学病院 新宿区西新宿6丁目7番1号 病院群 東京医科大学霞ヶ浦病院
東京医科大学八王子医療センター
全国土木建築国民健康保険組合総合病院厚生中央病院
医療法人立川メディカルセンター　柏崎厚生病院
医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院
社団法人全国社会保険協会連合会　社会保険蒲田総合病院

東京女子医科大学病院 新宿区河田町8番1号 病院群 東京女子医科大学東医療センター
社団法人至誠会　第二病院
東京女子医科大学附属青山病院
東京女子医科大学附属八千代医療センター

東京都健康長寿医療センター 板橋区栄町35-2 病院群 財団法人東京都保健医療公社豊島病院
帝京大学医学部附属病院
東京都立大塚病院

東京都立大塚病院 豊島区南大塚2-8-1 病院群 東京都立松沢病院
財団法人東京都保健医療公社豊島病院
東京都立墨東病院

財団法人癌研究会有明病院 江東区有明3-10-6 病院群 東京逓信病院
社会福祉法人  賛育会  賛育会病院
財団法人精神医学研究所附属東京武蔵野病院

財団法人東京都保健医療公社豊島病院 板橋区栄町33-1 病院群 東京都立大塚病院
東京都立広尾病院

医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 板橋区小豆沢2-12-7 病院群 医療法人社団翠会成増厚生病院
医療法人財団明理会　埼玉セントラル病院
医療法人社団明芳会　イムス記念病院
医療法人社団明和会　西八王子病院
帝京大学医学部附属病院
医療法人三愛会総合病院
医療法人財団明理会大和病院
医療法人社団明芳会新葛飾病院

日本大学医学部附属板橋病院 板橋区大谷口上町30番1号 病院群 大森赤十字病院
駿河台日本大学病院
財団法人東京都保健医療公社豊島病院
板橋区医師会病院
東京都立広尾病院
東京都立墨東病院

日本大学医学部付属練馬光が丘病院 東京都練馬区光が丘2-11-1 病院群 日本大学医学部附属板橋病院
帝京大学医学部附属病院 板橋区加賀2-11-1 単独型
博慈会記念総合病院 足立区鹿浜5-11-1 病院群 医療法人財団厚生協会　東京足立病院

葛飾赤十字産院
東京女子医科大学東医療センター 荒川区西尾久2-1-10 病院群 東京女子医科大学病院
東京慈恵会医科大学附属青戸病院 葛飾区青戸6-41-2 病院群 東京慈恵会医科大学附属柏病院

東京慈恵会医科大学附属病院
東京慈恵会医科大学附属第三病院

東京都立墨東病院 墨田区江東橋4-23-15 病院群 東京都立大塚病院
社会福祉法人同愛記念病院 墨田区横網2-1-11 病院群 社会福祉法人三井記念病院

東京都立墨東病院
昭和大学附属豊洲病院 江東区豊洲4-1-18 病院群 昭和大学病院

昭和大学病院附属東病院
昭和大学附属烏山病院
昭和大学藤が丘病院
昭和大学横浜市北部病院
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院

青梅市立総合病院 青梅市東青梅4丁目16番の5 単独型
財団法人　東京都保健医療公社多摩南部地域病院 多摩市中沢二丁目1番地2 病院群 日本医科大学多摩永山病院

社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会  桜ヶ丘記念病院
東京都立府中病院

東京医科大学八王子医療センター 八王子市館町1163番地 病院群 東京医科大学病院
医療法人立川メディカルセンター  柏崎厚生病院

日本医科大学多摩永山病院 多摩市永山一丁目7番1号 病院群 医療法人社団聖美会　多摩中央病院
日本医科大学付属病院
日本医科大学千葉北総病院
日本医科大学武蔵小杉病院 

特定医療法人社団健生会　立川相互病院 立川市錦町1-16-15 病院群 東京都立府中病院
医療法人財団城南福祉医療協会　大田病院
東京ほくと医療生活協同組合　王子生協病院
医療法人財団東京勤労者医療会　みさと協立病院
医療法人社団一陽会　陽和病院

国家公務員共済組合連合会立川病院 立川市錦町4丁目2番22号 単独型
独立行政法人国立病院機構　災害医療センター 立川市緑町3256 病院群 ファウンズ産婦人科病院
武蔵野赤十字病院 武蔵野市境南町1-26-1 単独型
東京都立府中病院 府中市武蔵台2-9- 2 単独型
杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川6-20-2 単独型
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東京慈恵会医科大学附属第三病院 狛江市和泉本町4-11-1 病院群 東京慈恵会医科大学附属柏病院
東京慈恵会医科大学附属病院
医療法人社団青山会  青木病院
東京慈恵会医科大学附属青戸病院
東京慈恵会医科大学附属青戸病院

公立昭和病院 小平市天神町二丁目450番地 病院群 国立精神・神経センター病院
財団法人東京都保健医療公社多摩北部医療センター 東村山市青葉町1-7-1 病院群 国立精神・神経センター病院

日本医科大学付属病院
医療法人社団　順江会　江東病院 江東区大島六丁目8番5号 病院群 東京都立墨東病院

社会福祉法人　賛育会　賛育会病院
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浦安病院
財団法人癌研究会有明病院

慈生会病院 中野区江古田3丁目15番2号 病院群 財団法人神経研究所附属晴和病院
医療法人財団  河北総合病院
立正佼成会附属佼成病院
社会福祉法人　聖母会　聖母病院　

医療法人財団大和会　東大和病院 東大和市南街1-13-12 病院群 医療法人社団光友会　逸見病院
医療法人財団大和会武蔵村山病院　

財団法人東京都保健医療公社　東部地域病院 葛飾区亀有5丁目14番1号 病院群 東京都立墨東病院
順天堂大学医学部附属順天堂医院

医療法人社団東光会　西東京中央総合病院 西東京市芝久保町二丁目4番19号 病院群 医療法人社団東光会　戸田中央総合病院
医療法人社団明和会　西八王子病院
医療法人社団東光会　戸田中央産院

社会福祉法人仁生社江戸川病院 江戸川区東小岩2丁目24番18号 病院群 日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院
東京歯科大学市川総合病院
財団法人精神医学研究所附属東京武蔵野病院

医療法人財団健康文化会　小豆沢病院 板橋区小豆沢一丁目6番8号 病院群 医療法人財団健和会　みさと健和病院
医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院
東京都老人医療センター
医療法人社団明芳会板橋中央総合病院
帝京大学医学部附属病院
特定医療法人社団健生会　立川相互病院
東京保健生活協同組合　東京健生病院
東京ほくと医療生活協同組合　王子生協病院
医療法人財団東京勤労者医療会　みさと協立病院
板橋区医師会病院　

財団法人　東京都医療保健協会　練馬総合病院 練馬区旭丘1-24-1 病院群 財団法人東京都保健医療公社豊島病院
財団法人精神医学研究所附属東京武蔵野病院
東京都立清瀬小児病院

医療法人財団城南福祉医療協会大田病院 大田区大森東4丁目4-14 病院群 医療法人財団健和会　みさと健和病院
医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院
特定医療法人社団健生会　立川相互病院
医療法人財団東京勤労者医療会　みさと協立病院
医療法人社団健友会　中野共立病院
医療法人社団一陽会　陽和病院
川崎協同病院

町田市民病院 町田市旭町2-15-41 病院群 北里大学東病院
公立阿伎留医療センター あきる野市引田78番地1 病院群 医療法人社団　東京愛成会　高月病院
東京保健生活協同組合　東京健生病院 文京区大塚4-3-8 病院群 医療法人財団健和会　みさと健和病院

医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院
社団法人東京都教職員互助会三楽病院
東京都立大塚病院
特定医療法人社団健生会　立川相互病院
医療法人財団健康文化会　小豆沢病院
医療法人財団城南福祉医療協会　大田病院
東京ほくと医療生活協同組合　王子生協病院
医療法人財団東京勤労者医療会　みさと協立病院
東京保健医療生活協同組合　大泉生協病院

日本私立学校振興・共済事業団　東京臨海病院 江戸川区臨海町1丁目4番2号 病院群 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院
医療法人社団大坪会　東和病院 足立区東和4-7-10 病院群 日本医科大学付属病院

葛飾赤十字産院
医療法人財団厚生協会　東京足立病院

医療法人社団成和会西新井病院 足立区西新井本町5丁目7番14号 病院群 医療法人社団大和会大内病院
寺田病院
医療法人財団健和会  柳原病院
社会福祉法人  勝楽堂病院
井上病院

財団法人日産厚生会玉川病院 世田谷区瀬田4-8-1 病院群 東邦大学医療センター佐倉病院
東邦大学医療センター大森病院
東邦大学医療センター大橋病院

東京ほくと医療生活協同組合　王子生協病院 北区豊島3-4-15 病院群 国立大学法人筑波大学附属病院
医療法人財団健和会　みさと健和病院
医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院
財団法人東京都保健医療公社豊島病院
医療法人社団明芳会板橋中央総合病院
特定医療法人社団健生会　立川相互病院
医療法人財団健康文化会　小豆沢病院
東京保健生活協同組合　東京健生病院
医療法人財団東京勤労者医療会　みさと協立病院
東京北社会保険病院

財団法人ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院 東京都台東区東上野2-23-16 病院群 社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会  桜ヶ丘記念病院
国際医療福祉大学三田病院 東京都港区三田1-4-3 病院群 財団法人東京都保健医療公社豊島病院

国際医療福祉大学熱海病院
学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学病院
医療法人社団高邦会　高木病院
医療法人社団高邦会　柳川リハビリテーション病院

社団法人全国社会保険協会連合会  社会保険蒲田総合病院 大田区南蒲田2-19-2 病院群 全国土木建築国民健康保険組合総合病院厚生中央病院
医療法人財団  蔦の木会  南晴病院
東京医科大学病院
昭和大学病院
東京慈恵会医科大学附属病院

医療法人財団東京勤労者医療会  代々木病院 渋谷区千駄ヶ谷1-30-7 病院群 医療法人財団東京勤労者医療会  東葛病院
社団法人山梨勤労者医療協会  甲府共立病院
医療法人財団東京勤労者医療会  みさと協立病院
特定医療法人社団健友会  中野共立病院

公立福生病院 福生市加美平1-6-1 病院群 医療法人財団岩尾会　東京海道病院
日野市立病院 日野市多摩平4-3-1 病院群 社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会  桜ヶ丘記念病院

稲城市立病院
国家公務員共済組合連合会立川病院

板橋区医師会病院 板橋区高島平3-12-6 病院群 医療法人社団翠会成増厚生病院
日本大学医学部附属板橋病院

東京北社会保険病院 東京都北区赤羽台4-17-56 病院群 社団法人地域医療振興協会　石岡第一病院
共立湊病院
公立丹南病院
社団法人地域医療振興協会　日光市民病院
市立伊東市民病院
社団法人地域医療振興協会  西吾妻福祉病院
町立湯沢病院（湯沢町保健医療センター）
山中温泉医療センター
市立恵那病院
横須賀市立うわまち病院
医療法人社団翠会成増厚生病院
国立精神・神経センター武蔵病院
市立奈良病院
公立黒川病院
村立東海病院
江別市立病院
公立長生病院
飯塚市立病院
上野原市立病院
大村市立病院

東京都
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医療法人財団  荻窪病院 杉並区今川3-1-24 病院群 医療法人  尚寿会  大生病院
医療法人社団一陽会　陽和病院

九段坂病院 千代田区九段南2-1-39 病院群 東京逓信病院
東京衛生病院
財団法人東京都保健医療公社豊島病院

牧田総合病院 東京都大田区大森北1-34-6 病院群 社団法人全国社会保険協会連合会社会保険蒲田総合病院
医療法人財団　蔦の木会　南晴病院
昭和大学横浜市北部病院

順天堂大学医学部附属練馬病院 東京都練馬区高野台3-1-10 病院群 越谷市立病院
順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院
順天堂大学医学部附属順天堂浦安病院
順天堂大学医学部附属順天堂医院
公立昭和病院
順天堂大学医学部附属静岡病院
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター

医療法人徳洲会　東京西徳洲会病院 東京都昭島市松原町3-1-1 病院群 都立八王子小児病院
日本赤十字社医療センター
平川病院

独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院 横浜市港北区小机町3211番地 単独型
昭和大学藤が丘病院 横浜市青葉区藤が丘１－３０ 病院群 昭和大学病院

昭和大学病院附属東病院
昭和大学附属烏山病院
昭和大学附属豊洲病院
昭和大学横浜市北部病院
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院

財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 横浜市西区みなとみらい3-7-3 病院群 東邦大学医療センター佐倉病院
東邦大学医療センター大森病院
東邦大学医療センター大橋病院
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

独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター 横浜市戸塚区原宿3-60-2 単独型
横浜市立市民病院 横浜市保土ヶ谷区岡沢町56番地 単独型
社会福祉法人親善福祉協会国際親善総合病院 横浜市泉区西が岡1丁目28番地1 病院群 神奈川県立がんセンター

横浜相原病院
神奈川県立精神医療センター芹香病院

恩賜財団済生会横浜市南部病院 横浜市港南区港南台3-2-10 病院群 東邦大学医療センター佐倉病院
東邦大学医療センター大森病院
東邦大学医療センター大橋病院
ワシン坂病院

国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 横浜市金沢区六浦東一丁目21番1号 単独型
国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 横浜市栄区桂町132番地 病院群 財団法人積善会曽我病院

公立大学法人横浜市立大学附属病院
公立大学法人横浜市立大学附属病院 横浜市金沢区福浦三丁目9番地 病院群 小田原市立病院

国家公務員共済組合連合会平塚共済病院
藤沢市民病院
国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院
公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター
国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院
恩賜財団済生会横浜市南部病院
横浜市立市民病院
独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター
財団法人同友会　藤沢湘南台病院
神奈川県立足柄上病院
独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院
大森赤十字病院

横浜市立みなと赤十字病院 横浜市中区新山下3丁目12番1号 病院群 神奈川県立精神医療センター芹香病院
公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 横浜市南区浦舟町4-57 病院群 小田原市立病院

国家公務員共済組合連合会平塚共済病院
藤沢市民病院
国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院
公立大学法人横浜市立大学附属病院
国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院
恩賜財団済生会横浜市南部病院
独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター
財団法人同友会　藤沢湘南台病院
神奈川県立足柄上病院
医療法人財団互恵会大船中央病院

帝京大学医学部附属溝口病院 川崎市高津区溝口3-8-3 単独型
聖マリアンナ医科大学病院 川崎市宮前区菅生2-16-1 病院群 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

聖マリアンナ医科大学東横病院
川崎市立多摩病院

独立行政法人労働者健康福祉機構関東労災病院 川崎市中原区木月住吉町2035番地 病院群 財団法人聖マリアンナ会東横惠愛病院　
川崎市立川崎病院 川崎市川崎区新川通12-1 単独型
医療法人社団  こうかん会日本鋼管病院 川崎市川崎区鋼管通1丁目2番1号 病院群 慶應義塾大学病院

日本医科大学武蔵小杉病院
川崎協同病院 川崎市川崎区桜本2-1-5 病院群 財団法人横浜勤労者福祉協会　汐田総合病院

医療法人誠心会　神奈川病院
川崎市立井田病院 川崎市中原区井田2-27-1 病院群 川崎市立川崎病院
日本医科大学武蔵小杉病院 川崎市中原区小杉町1-396 病院群 医療法人社団　根岸病院

日本医科大学付属病院
日本医科大学千葉北総病院
日本医科大学多摩永山病院

横須賀市立うわまち病院 横須賀市上町2－36 病院群 市立伊東市民病院
社団法人地域医療振興協会　石岡第一病院
社団法人地域医療振興協会　日光市民病院
社団法人地域医療振興協会  西吾妻福祉病院
町立湯沢病院（湯沢町保健医療センター）
山中温泉医療センター
共立湊病院
公立丹南病院
東京北社会保険病院
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
市立恵那病院
村立東海病院
江別市立病院
自治医科大学附属病院
飯塚市立病院
大村市立病院
上野原市立病院
自治医科大学附属さいたま医療センター

国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 横須賀市米が浜通1-16 単独型
横須賀市立市民病院 横須賀市長坂1-3-2 病院群 医療法人財団青山会　福井記念病院

日本大学医学部附属板橋病院
駿河台日本大学病院
公立大学法人横浜市立大学附属病院

湘南鎌倉総合病院 鎌倉市山崎1202番1 病院群 医療法人社団清心会藤沢病院
医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院
医療法人徳洲会　名瀬徳洲会病院
医療法人山形愛心会　庄内余目病院
医療法人静仁会静仁会静内病院
医療法人正和会　日野病院
医療法人社団愛心会　葉山ハートセンター
医療法人社団愛心会　湘南厚木病院

藤沢市民病院 藤沢市藤沢2丁目6番1号 病院群 公立大学法人横浜市立大学附属病院
公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター

医療法人徳洲会　茅ヶ崎徳洲会総合病院 茅ヶ崎市幸町14-1 病院群 藤沢市民病院
医療法人社団朋友会けやきの森病院
医療法人徳洲会大和徳洲会病院

平塚市民病院 平塚市南原1-19-1 病院群 医療法人研水会　平塚病院
国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 平塚市追分9-11 病院群 医療法人社団清風会  富士見台病院

神奈川県
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東海大学医学部付属病院 伊勢原市下糟屋143 病院群 東海大学医学部付属東京病院
横浜相原病院
東海大学医学部付属大磯病院
財団法人積善会曽我病院
医療法人社団三思会東名厚木病院
医療法人社団松和会　池上総合病院
東海大学医学部付属八王子病院

大和市立病院 大和市深見西八丁目3番6号 病院群 北里大学東病院
海老名総合病院 海老名市河原口1320 病院群 海老名総合病院附属海老名ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

特定医療法人興生会　相模台病院
東埼玉総合病院
横浜市立脳血管医療センター

医療法人徳洲会大和徳洲会病院 大和市中央4-4-12 病院群 医療法人徳洲会　茅ヶ崎徳洲会総合病院
医療法人社団正史会大和病院
医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院
医療法人徳洲会　名瀬徳洲会病院
医療法人山形愛心会　庄内余目病院
医療法人静仁会静仁会静内病院

独立行政法人国立病院機構　相模原病院 相模原市桜台18-1 病院群 北里大学病院
北里大学東病院

北里大学病院 相模原市北里1-15-1 病院群 海老名総合病院
独立行政法人国立病院機構　相模原病院
北里大学東病院
神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院
社団法人全国社会保険協会連合会社会保険相模野病院
社団法人北里研究所北里研究所病院
北里研究所メディカルセンター病院

小田原市立病院 小田原市久野46 病院群 財団法人積善会曽我病院
厚木市立病院 厚木市水引1丁目16番36号 病院群 神奈川県立精神医療センター芹香病院

町田市民病院
医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院 横浜市旭区若葉台4-20-1 病院群 医療法人財団明理会鶴川サナトリウム病院

医療法人　ワンアンドオンリー　新横浜母と子の病院
神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院 相模原市橋本2-8-18 病院群 相模ヶ丘病院

北里大学病院　
社団法人全国社会保険協会連合会社会保険相模野病院

医療法人柏堤会戸塚共立第1病院 横浜市戸塚区戸塚町116 病院群 独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター
医療法人柏堤会戸塚共立第2病院
医療法人社団　ハートフル川崎病院

医療法人社団　康心会　湘南東部総合病院 茅ヶ崎市西久保500番地 病院群 医療法人社団辰糸会　沼津千本病院
医療法人財団石心会川崎幸病院 川崎市幸区都町39-1 病院群 日本医科大学武蔵小杉病院

医療法人社団正慶会　栗田病院
福島県立医科大学医学部附属病院
済生会横浜市東部病院

茅ヶ崎市立病院 茅ヶ崎市本村五丁目15番1号 病院群 医療法人社団朋友会けやきの森病院
財団法人同友会　藤沢湘南台病院 藤沢市高倉2345 病院群 藤沢市民病院

医療法人社団清心会藤沢病院
神奈川県厚生農業協同組合連合会　伊勢原協同病院 伊勢原市桜台2丁目17番1号 病院群 医療法人厚仁会　秦野厚生病院
菊名記念病院 横浜市港北区菊名4-4-27 病院群 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院

医療法人　ワンアンドオンリー　新横浜母と子の病院
医療法人社団明芳会　北小田原病院

東戸塚記念病院 横浜市戸塚区品濃町548-7 病院群 医療法人社団明芳会横浜旭中央総合病院
医療法人　ワンアンドオンリー　新横浜母と子の病院
医療法人　明芳会　江田記念病院

医療法人社団青葉会　牧野記念病院 横浜市緑区鴨居2-21-11 病院群 東邦大学医療センター佐倉病院
東邦大学医療センター大森病院
東邦大学医療センター大橋病院

医療法人社団三思会東名厚木病院 厚木市船子232番地 病院群 海老名総合病院
医療法人社団弘徳会　愛光病院

西横浜国際総合病院 横浜市戸塚区汲沢町56番地 病院群 東邦大学医療センター佐倉病院
東邦大学医療センター大森病院
東邦大学医療センター大橋病院
医療法人積愛会　横浜舞岡病院

医療法人財団互恵会大船中央病院 鎌倉市大船6-2-24 病院群 東邦大学医療センター佐倉病院
東邦大学医療センター大森病院
東邦大学医療センター大橋病院

社団法人全国社会保険協会連合会川崎社会保険病院 川崎市川崎区田町2-9-1 病院群 東邦大学医療センター佐倉病院
東邦大学医療センター大森病院
東邦大学医療センター大橋病院

神奈川県立足柄上病院 足柄上郡松田町松田惣領866-1 病院群 神奈川県立がんセンター
神奈川県立精神医療センター芹香病院
神奈川県立こども医療センター
神奈川県立循環器呼吸器センター
神奈川リハビリテーション病院

社団法人全国社会保険協会連合会社会保険横浜中央病院 横浜市中区山下町268番地 病院群 日吉病院
日本大学医学部附属板橋病院　

財団法人横浜勤労者福祉協会汐田総合病院 神奈川県横浜市鶴見区矢向1-6-20 病院群 川崎協同病院
医療法人誠心会　神奈川病院
済生会横浜市東部病院

昭和大学横浜市北部病院 横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1 病院群 昭和大学病院
昭和大学病院附属東病院
昭和大学附属烏山病院
昭和大学附属豊洲病院
昭和大学藤が丘病院
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院

社会福祉法人  聖隷福祉事業団  聖隷横浜病院 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井215 病院群 社会福祉法人  聖隷福祉事業団  総合病院  聖隷浜松病院
社会福祉法人  聖隷福祉事業団  総合病院  聖隷三方原病院
独立行政法人労働者健康福祉機構　横浜労災病院
恩賜財団済生会横浜市南部病院
医療法人平和会　平和病院
医療法人正永会　港北病院

神奈川県立汐見病院 横浜市磯子区汐見台1-6-5 病院群 神奈川県立がんセンター
神奈川県立精神医療センター芹香病院
神奈川県立こども医療センター
神奈川県立循環器呼吸器病センター
神奈川リハビリテーション病院

社会福祉法人　聖テレジア会総合病院　聖ヨゼフ病院 神奈川県横須賀市緑が丘28 病院群 横須賀市立うわまち病院
国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院
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
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

医療法人  社団若林会  湘南中央病院 藤沢市羽鳥1-3-43 病院群 藤沢市民病院
医療法人社団清心会  藤沢病院
神奈川県立汐見病院

秦野赤十字病院 神奈川県秦野市立野台1-1 病院群 医療法人社団秦和会秦野病院
済生会横浜市東部病院 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1 病院群 医療法人社団養心会鶴見西井病院　
医療法人社団愛心会　湘南厚木病院 神奈川県厚木市温水118-1 病院群 医療法人社団青木末次郎記念会　相州病院

医療法人社団愛心会湘南鎌倉総合病院
神奈川県厚生農業協同組合連合会　伊勢原協同病院

山近記念総合病院 小田原市小八幡3丁目19番地14号 病院群 小田原市立病院
国府津病院

新潟県立がんセンター新潟病院 新潟市中央区川岸町2丁目15番地3 病院群 新潟大学医歯学総合病院
新潟県立新発田病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会済生会新潟第二病院

医療法人恵松会　河渡病院
新潟市民病院 新潟市中央区鐘木463番地7 病院群 医療法人恵松会  河渡病院

特定医療法人青山信愛会新潟信愛病院
医療法人恒仁会新潟南病院

新潟県

神奈川県
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新潟大学医歯学総合病院 新潟市中央区旭町通一番町754番地 病院群 秋田赤十字病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会水戸済生会総合病院

新潟県立がんセンター新潟病院
医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院
長岡赤十字病院
新潟県立新発田病院
新潟県立中央病院
独立行政法人国立病院機構さいがた病院
新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院
新潟県立精神医療センター
社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会済生会新潟第二病院

特別医療法人青松会松浜病院
医療法人新潟勤労者医療協会　下越病院
鶴岡市立荘内病院
新潟県厚生農業協同組合連合会　刈羽郡総合病院
独立行政法人労働者健康福祉機構  新潟労災病院
新潟県厚生農業協同組合連合会　村上総合病院
水原郷病院
医療法人社団真仁会南部郷総合病院
白根保健生活協同組合白根健生病院
医療法人恒仁会新潟南病院
医療法人博医会新潟こばり病院
独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院
社会福祉法人新潟市社会事業協会信楽園病院
医療法人新潟臨港保健会新潟臨港病院
医療法人青山信愛会新潟信愛病院
新潟医療生活協同組合木戸病院
独立行政法人労働者健康福祉機構  燕労災病院
新潟県立吉田病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会三条病院
新潟県厚生農業協同組合連合会三条総合病院
医療法人楽山会三島病院
医療法人崇徳会田宮病院
新潟県立小出病院
財団法人小千谷総合病院
新潟県立六日町病院
新潟県立十日町病院
新潟県厚生農業協同組合連合会上越総合病院
新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院
新潟県厚生農業協同組合連合会糸魚川総合病院
医療法人白日会黒川病院
新潟県立松代病院
新潟県立柿崎病院
新潟県立津川病院
新潟県立妙高病院
新潟県立坂町病院
新潟県立加茂病院
南魚沼市立ゆきぐに大和病院
佐渡市立両津病院
新潟県厚生農業協同組合連合会栃尾郷病院
新潟県厚生農業協同組合連合会魚沼病院
亀田第一病院
新潟中央病院
財団法人竹田綜合病院
長野赤十字病院

医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院 長岡市神田町3-2-11 病院群 医療法人立川メディカルセンター　柏崎厚生病院
長岡赤十字病院
新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院

長岡赤十字病院 長岡市寺島町297-1 病院群 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院
医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院

新潟県立新発田病院 新発田市本町1-2-8 単独型
新潟県立中央病院 上越市新南町205番地 病院群 独立行政法人国立病院機構　さいがた病院
新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 長岡市川崎町2041番地 病院群 新潟県立精神医療センター

長岡赤十字病院
医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会済生会新潟第二病院 新潟市西区寺地280-7 病院群 特別医療法人青松会松浜病院
新潟大学医歯学総合病院

医療法人新潟勤労者医療協会下越病院 新潟市秋葉区中沢町1-23 病院群 医療法人新潟勤労者医療協会　舟江病院
新潟市民病院
医療法人青山信愛会　新津信愛病院

新潟県厚生農業協同組合連合会　刈羽郡総合病院 柏崎市北半田2丁目11番3号 病院群 新潟県厚生連　中条第二病院
独立行政法人労働者健康福祉機構新潟労災病院 上越市東雲町1丁目7-12 病院群 新潟県立中央病院

独立行政法人国立病院機構　さいがた病院
新潟大学医歯学総合病院
新潟県厚生農業協同組合連合会上越総合病院
独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院
高田西城病院

新潟県厚生農業協同組合連合会村上総合病院 新潟県村上市田端町2-17 病院群 医療法人白日会黒川病院
新潟県立十日町病院 新潟県十日町市高山32-9 病院群 新潟県立小出病院

新潟県立六日町病院
新潟県立松代病院
新潟大学医歯学総合病院

上越総合病院 新潟県上越市大道福田148-1 病院群 独立行政法人国立病院機構　さいがた病院
新潟県立松代病院
新潟県立柿崎病院
新潟県立中央病院
新潟大学医歯学総合病院
富山大学附属病院

新潟県厚生農業協同組合連合会　糸魚川総合病院 糸魚川市大字竹ヶ花451番地1 病院群 独立行政法人国立病院機構　さいがた病院
新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院 新潟県佐渡市千種113-1 病院群 新潟県厚生農業協同組合連合会真野みずほ病院
山梨県立中央病院 甲府市富士見1-1-1 病院群 山梨県立北病院
山梨大学医学部附属病院 中央市下河東1110番地 病院群 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院
独立行政法人国立病院機構横浜医療センター
山梨県立中央病院
社団法人山梨勤労者医療協会甲府共立病院
医療法人南山会峡西病院
組合立諏訪中央病院
焼津市立総合病院
社団法人全国社会保険協会連合会　社会保険山梨病院
共立蒲原総合病院
国家公務員共済組合連合会三宿病院
医療法人慶友会城東病院
独立行政法人国立病院機構甲府病院
市立甲府病院
加納岩総合病院
日下部記念病院
韮崎市立病院
飯富病院
市川三郷町立病院　
国民健康保険富士吉田市立病院
山梨赤十字病院
上野原市立病院
大月市立中央病院
都留市立病院
医療法人栗山会飯田病院
総合病院浜松赤十字病院
東京医療生活協同組合中野総合病院
埼玉県立精神医療センター
医療法人高仁会戸田病院
榛原総合病院
長野県立阿南病院
財団法人  住吉病院
山梨厚生病院

新潟県

山梨県
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社団法人山梨勤労者医療協会甲府共立病院 甲府市宝1丁目9番1号 病院群 山梨県立中央病院
医療法人南山会峡西病院
社団法人山梨勤労者医療協会巨摩共立病院
社団法人山梨勤労者医療協会石和共立病院

社団法人全国社会保険協会連合会　社会保険山梨病院 甲府市朝日三丁目8-31 病院群 医療法人山角会　山角病院
独立行政法人国立病院機構甲府病院

医療法人徳洲会　白根徳洲会病院 南アルプス市西野2294-2 病院群 医療法人社団木下会千葉西総合病院
医療法人徳洲会　徳之島徳洲会病院
医療法人徳洲会　名瀬徳洲会病院
医療法人山形愛心会　庄内余目病院
医療法人静仁会静仁会静内病院
医療法人正和会　日野病院

市立甲府病院 甲府市増坪町366 病院群 財団法人　住吉病院
山梨赤十字病院 南都留群富士河口湖町船津6663-1 病院群 昭和大学病院

昭和大学附属烏山病院
山梨大学医学部附属病院
医療法人  回生堂病院

山梨厚生病院 山梨市落合860 病院群 財団法人山梨厚生会塩山市民病院
長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 佐久市臼田197番地 単独型
独立行政法人国立病院機構　長野病院 上田市緑が丘1-27-21 単独型 独立行政法人国立病院機構小諸高原病院

医療法人友愛会千曲荘病院
長野県厚生農業協同組合連合会小諸厚生総合病院

諏訪赤十字病院 諏訪市湖岸通り五丁目11番50号 病院群 市立岡谷病院
長野県厚生農業協同組合連合会富士見高原病院
下伊那赤十字病院
組合立諏訪中央病院

飯田市立病院 飯田市八幡町438番地 病院群 長野県立駒ヶ根病院
医療法人栗山会飯田病院
長野県立こども病院

独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター松本病院 松本市芳川村井町1209番地 病院群 独立行政法人国立病院機構　小諸高原病院
医療法人芳州会村井病院
独立行政法人国立病院機構　松本医療センター中信松本病院
信州大学医学部附属病院
波田総合病院

信州大学医学部附属病院 松本市旭3-1-1 病院群 諏訪赤十字病院
飯田市立病院
独立行政法人国立病院機構　まつもと医療センター松本病院
長野赤十字病院
特別医療法人城西医療財団ミサトピア小倉病院
長野県厚生農業協同組合連合会篠ノ井総合病院
長野県厚生農業協同組合連合会小諸厚生総合病院
特別医療法人城西医療財団城西病院
長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院
長野県立駒ヶ根病院
独立行政法人国立病院機構　長野病院
長野県厚生農業協同組合連合会長野松代総合病院
財団法人長野市保健医療公社　長野市民病院
飯山赤十字病院
昭和伊南総合病院
安曇野赤十字病院
市立岡谷病院
波田総合病院
長野県立木曽病院
伊那中央病院
独立行政法人国立病院機構　松本医療センター中信松本病院
市立大町総合病院
県立須坂病院
長野県立こども病院
医療法人友愛会千曲荘病院
医療法人栗山会飯田病院

長野赤十字病院 長野市若里五丁目22番1号 単独型
長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院 中野市西1丁目5番63号 単独型
特定医療法人慈泉会相澤病院 松本市本庄2-5-1 病院群 特別医療法人城西医療財団ミサトピア小倉病院

特別医療法人城西医療財団城西病院
長野県厚生農業協同組合連合会小諸厚生総合病院 小諸市与良町3丁目2番31号 病院群 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院
長野県厚生農業協同組合連合会篠ノ井総合病院 長野市篠ノ井会666-1 病院群 長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院

医療法人友愛会千曲荘病院
長野医療生活協同組合　長野中央病院 長野市西鶴賀町1570番地 病院群 医療法人社団健和会健和会病院

医療法人社団中信勤労者医療協会松本協立病院
長野赤十字病院

組合立諏訪中央病院 茅野市玉川4300番地 病院群 諏訪赤十字病院
東京医科大学八王子医療センター

長野県厚生農業協同組合連合会長野松代総合病院 長野市松代町松代183 病院群 長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院
信州大学医学部附属病院
医療法人鶴賀会　鶴賀病院
長野県厚生農業協同組合連合会篠ノ井総合病院

長野県厚生農業協同組合連合会安曇総合病院 北安曇郡池田町大字池田3207番地1 病院群 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院
昭和伊南総合病院 駒ヶ根市赤穂3230番地 病院群 長野県立駒ヶ根病院
財団法人長野市保健医療公社　長野市民病院 長野市大字富竹1333番地1 病院群 長野赤十字病院

医療法人鶴賀会　鶴賀病院
飯山赤十字病院 飯山市大字飯山226番地1 病院群 長野赤十字病院

長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院
安曇野赤十字病院 安曇野市豊科町大字豊科5685 病院群 特別医療法人城西医療財団ミサトピア小倉病院

特別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

佐久市立国保浅間総合病院 佐久市大字岩村田1862-1 病院群 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院
独立行政法人国立病院機構　小諸高原病院
佐久穂町立千曲病院
東邦大学医療センター佐倉病院
東邦大学医療センター大森病院
東邦大学医療センター大橋病院

市立岡谷病院 岡谷市本町4丁目11番33号 病院群 医療法人青雲会　倉田病院
健康保険岡谷塩嶺病院

長野県立木曽病院 木曽郡木曽町福島6613-4 病院群 長野県立駒ヶ根病院
長野県立こども病院

波田総合病院 東筑摩郡波田町4417番地180 病院群 医療社団法人和心会  松南病院
長野県厚生農業協同組合連合会富士見高原病院 諏訪郡富士見町落合11100 病院群 長野県厚生農業協同組合連合会　佐久総合病院
伊那中央病院 伊那市伊那1313-1 病院群 医療法人蜻蛉会  南信病院
長野県立こども病院 安曇野市豊科3100 病院群 長野県立駒ヶ根病院

長野県立木曽病院
長野県立須坂病院
長野県立阿南病院

市立大町総合病院 大町市大字大町3130 病院群 長野県厚生農業協同組合連合会安曇総合病院
長野県立須坂病院 須坂市大字須坂1332 病院群 長野県立駒ヶ根病院

長野県立こども病院
長野県立総合リハビリテーションセンター
長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院
信州大学医学部附属病院

長野県
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茨城県 筑波大学附属病院 つくば市天久保２-１-１ 単独型
自治医科大学附属病院 河内郡南河内町薬師寺３３１１－１ 単独型

栃木県 獨協医科大学病院 下都賀郡壬生町大字北小林８８０番地 単独型
日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 足利市本城３丁目２１００番地 単独型
群馬大学医学部附属病院 前橋市昭和町三丁目３９番１５号 単独型

群馬県 群馬大学医学部附属病院 前橋市昭和町三丁目３９番１５号 施設群 財団法人老年病研究所附属病院
利根保健生活協同組合　利根歯科診療所 沼田市高橋場町２００２－１ 単独型
明海大学歯学部付属明海大学病院 坂戸市けやき台1番1号 単独型
明海大学歯学部付属明海大学病院 坂戸市けやき台1番1号 施設群 小滝歯科医院

医療法人顕正会　蓮田病院
医療法人　入江歯科医院
森山歯科クリニック
医療法人　いづみや歯科
医療法人社団歯友会　赤羽歯科（東大宮）
医療法人愛育会　やばしら歯科駅ビル診療所
医療法人社団慈愛会　河津歯科医院
医療法人社団祥豊会　杉山歯科医院
医療法人社団まめだ会　まめだ歯科医院
医療法人誠仁会　りょうき歯科クリニック
熊倉歯科医院
医療法人謙孝会　エル歯科医院
医療法人　いとう歯科クリニック
医療法人社団慈康会　橋口歯科医院桶川診療所
医療法人社団弘宣会　鈴木歯科医院
医療法人社団内剛会　内田歯科医院
医療法人博道会　大串歯科医院
医療法人社団徳友会　市村歯科クリニック
医療法人社団朋実会　孫歯科医院
医療法人星友会　星野歯科クリニック
医療法人社団恵安　ファースト歯科医院
医療法人社団　今井歯科クリニック
医療法人至心会　金子歯科医院
医療法人康生会　柏原歯科医院
医療法人社団　なかやち歯科医院
医療法人健美会　山田歯科医院
グリーンタウン歯科
医療法人社団大輝会　代々木クリスタル歯科医院
医療法人社団弘宣会　芝大門歯科クリニック
たなか歯科矯正クリニック
医療法人春光会　岩本歯科医院
阪口歯科
医療法人社団松和会　池上総合病院
医療法人あさひ会　ファミリー歯科医院
医療法人　山崎歯科医院
覚本歯科医院
医療法人社団湘南誠心会　パーク歯科クリニック
及川歯科医院
医療法人博心会　取手中央タウン歯科医院
医療法人博心会　パレットデンタルクリニック
医療法人社団ブライトスマイル　いぐち歯科クリニック
柏崎歯科医院
公立碓氷病院
鴨田歯科クリニック
医療法人社団健佑会　とくやま歯科医院
蓮見歯科医院
医療法人社団朋歯会　栗原歯科医院
医療法人栄宏会　野上歯科医院
医療法人真和会　小林歯科医院
中村歯科医院
医療法人社団恵安会　ミナミ歯科医院
めぐみ歯科
下山歯科医院
いわき歯科医院
医療法人真美会　辻歯科医院
島田歯科
医療法人社団山吹会　井上歯科クリニック
川口歯科医院
あまり歯科医院
中青木歯科医院
なかむら歯科医院
医療法人ノア　新井歯科クリニック
逸見歯科医院
みやざわ歯科クリニック
医療法人　若山歯科医院
医療法人社団　さくま歯科医院
医療法人社団博雅会　布田歯科医院
落合歯科医院
医療法人社団緑森会　おくもり歯科医院
医療法人社団明愛会　斉藤歯科医院
冨沢歯科医院
医療法人社団グローバル会　デンタルステーション谷本歯科医院
医療法人河広会　河野歯科
医療法人社団弘歯会　藤井歯科医院
医療法人社団明生会　西村歯科医院
大賀郷歯科クリニック
医療法人社団フレンズインターナショナル　ほんごう歯科医院
松見歯科医院
上西歯科医院
医療法人社団信長会　オレンジ歯科クリニック
塩野歯科医院
医療法人社団湘南誠心会　茅ヶ崎パーク歯科クリニック
中山下歯科
野本歯科医院
医療法人社団　ムラヤマ歯科
和歌浦歯科クリニック
医療法人社団三優会　優歯科クリニック沼袋
医療法人社団親民会　波多野歯科クリニック
医療法人社団　月田歯科医院
医療法人社団竹の郷　竹の子歯科医院
医療法人社団東慶会　多賀歯科医院
医療法人社団天白会　キャナルコート歯科クリニック
岡野歯科医院
岩下歯科医院
医療法人亮美会　緒方歯科医院
医療法人社団泰青会　青山歯科医院
医療法人裕和会　小貫歯科医院
医療法人社団泰青会　青葉歯科医院
医療法人彩和会　あらい歯科
医療法人社団健歯会　東小金井歯科
医療法人クレメント　やなぎはら歯科医院
井上歯科医院
医療法人愛歯会　島津歯科
医療法人社団グローバル会　デンタルステーション宮脇町歯科医院
鈴木歯科
医療法人社団美博会　世田谷今井歯科医院
うちの歯科クリニック
デンタルリサーチ　ホワイト歯科
医療法人社団顕正会　エンジェル歯科
医療法人社団松翠会　グリーンパーク歯科
明海大学PDI浦安歯科診療所

明海大学歯学部付属明海大学病院 坂戸市けやき台1番1号 施設群 明海大学ＰＤＩ埼玉歯科診療所
埼玉医科大学病院 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８番地 施設群 埼玉医科大学総合医療センター
医療法人財団聖蹟会　埼玉県央病院 桶川市坂田１７２６ 単独型
医療法人慈皓会　波多野歯科医院 さいたま市浦和区仲町２丁目３番２号 施設群 東京医科大学病院

東京医科大学霞ヶ浦病院

東京医科大学八王子医療センター
埼玉医科大学総合医療センター 川越市大字鴨田字辻道町１９８１ 施設群 埼玉医科大学病院
医療生協さいたま生活協同組合　生協歯科 さいたま市緑区東浦和６-１６-１ 単独型
医療法人菁莪会　口腔研クリニック 上尾市愛宕1丁目３番２号 単独型

(２) 歯科医師臨床研修施設・歯科医師臨床研修施設群の一覧

埼玉県
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東京歯科大学市川総合病院 市川市菅野５-１１-１３ 単独型
東京歯科大学千葉病院 千葉市美浜区真砂１-２-２ 単独型
東京歯科大学千葉病院 千葉市美浜区真砂１-２-２ 施設群 つがやす歯科医院

医療法人審美会　梅原歯科医院
袋歯科医院
医療法人社団　橘田歯科医院
医療法人歯健長壽会　金子歯科診療所
医療法人社団心和会　新八千代病院
医療法人社団明陽会　メイヨ歯科成田ニュータウン診療所
医療法人社団歯友会　ファミリー歯科
医療法人社団歯友会　東金デンタルクリニック
医療法人社団聖裕会　北総歯科
医療法人社団秋桜会　コスモス歯科馬橋クリニック
医療法人社団秋桜会　コスモス歯科日吉台クリニック
医療法人社団歯友会　はすぬま歯科
医療法人社団尚歯会　ＥＳ歯科医院
医療法人社団栄友会　鎌取サカエデンタルクリニック
医療法人社団英佑会　大木歯科クリニック
医療法人社団彰美会　吉本歯科医院
西船南口歯科医院
文教通り歯科クリニック
医療法人社団　みずほ台歯科医院
医療法人社団生成会　池袋歯科診療所
医療法人社団博山会　沼澤歯科医院
医療法人社団東杏会　山王グランドビル歯科
医療法人社団東杏会　ベルエアガーデン歯科
坂歯科
医療法人社団宏育会　大津歯科医院
聖和歯科クリニック
永山センター歯科
医療法人社団聖和会　協同歯科クリニック
医療法人社団三栄会　東大泉歯科医院
医療法人社団綴理会　大山歯科クリニック
医療法人社団健幸会　安藤歯科クリニック
医療法人社団審美会　鶴見歯科医院
医療法人社団厚誠会　歯科本厚木
花井歯科医院
医療法人正美会　新横浜歯科医院
医療法人社団ホワイトファミリー会　ホワイトファミリー歯科
医療法人恵公会　金山歯科医院
林歯科医院
医療法人小室会　小室歯科天王寺ステーションビル歯科診療所
医療法人　川本歯科医院
医療法人社団おおつき会　大槻歯科医院
医療法人社団セラ　松崎ファミリー歯科矯正歯科
西歯科医院
医療法人社団喜多会　薬園台駅歯科クリニック
医療法人社団純厚会　横浜ビジネスパーク歯科クリニック
医療法人社団同仁会　ワタナベ歯科医院
あかざわ歯科医院
医療法人優心会　大塚歯科医院
医療法人社団八龍会　すずき歯科医院
医療法人社団貴和会　いしわだ歯科クリニック
江沢歯科クリニック
医療法人社団千歯会　大網歯科医院
高原歯科医院
医療法人社団郁栄会　西葛西歯科室
医療法人　月星歯科クリニック
長栄歯科クリニック
山脇歯科医院
医療法人社団　高野歯科医院
阪口歯科
山田歯科医院
医療法人あさひ会　ファミリー歯科医院
アイ・ティー・デンタルクリニック
天野歯科医院
医療法人　須藤歯科診療所
医療法人社団一樹会　佐塚歯科医院
医療法人社団喜多会　四街道駅歯科クリニック
医療法人社団皓歯会　ぐみょう今井歯科医院
医療法人社団仁愛会　くさかべ歯科医院
医療法人社団清泉会　杉山歯科医院
医療法人社団本間歯科　オリエント歯科クリニック
うすい歯科クリニック
大隅歯科医院
覚本歯科医院
勝田台歯科医院
佐藤くみ歯科クリニック
鈴木歯科
滝歯科医院
三吉歯科医院
わらび歯科医院
医療法人社団純厚会　銀座デンタルケアークリニック
医療法人社団眞慈会　鈴木歯科
たにぐち歯科
医療法人　森山歯科医院
医療法人社団青空会　渡辺歯科医院
医療法人財団麗歯会　加藤歯科医院
医療法人社団　さくま歯科医院
医療法人社団千仁会　上田歯科医院
医療法人社団信長会　オレンジ歯科クリニック
医療法人晴和会　うしくぼ歯科
大崎デンタルオフィス
医療法人社団　ムラヤマ歯科
康本歯科クリニック
医療法人社団セイコー会　コスモ歯科クリニック
医療法人社団恵慈会　豊洲恵慈歯科
医療法人社団顕正会　はまなか歯科
医療法人社団徳風会　髙根病院
医療法人社団祐文会　高峰歯科医院
財団法人脳神経疾患研究所　附属南東北医療クリニック
医療法人社団ＳＧＨ会　すなまち北歯科クリニック
医療法人社団恵慈会　赤坂国際KG歯科
医療法人社団博愛会　日吉台歯科診療所
医療法人社団歯友会　ファミリー歯科成東
髙橋歯科医院
医療法人社団すずかけの木　まるやま歯科医院
一理堂歯科医院
医療法人社団ピュアホワイト会　ドイデンタルクリニック　アトレ目黒
医療法人社団　ホワイト歯科
医療法人社団尚歯会　フェリア歯科医院
医療法人社団尚歯会　メルクス歯科医院
医療法人社団歯幸会　吉野歯科医院
作間歯科
医療法人社団十善会　いわせ歯科
医療法人社団健恒会　薬円台歯科
医療法人社団健秀会　あおば歯科クリニック
医療法人社団海星会　都賀デンタルクリニック
医療法人社団悠星　湘南デンタルケアー
医療法人社団渉仁会　佐々木歯科・口腔顎顔面ケアクリニック
医療法人社団ワンアンドオンリー　麻生歯科クリニック
黒田歯科医院

日本大学松戸歯学部付属病院 千葉県松戸市栄町西２-８７０-１ 単独型
日本大学松戸歯学部付属病院 千葉県松戸市栄町西２-８７０-１ 施設群 タナカ歯科医院

いがらし歯科医院
医療法人寛友会　浅賀歯科医院
森山歯科クリニック
医療法人社団寿明会　おおむら歯科医院
中川歯科医院
医療法人社団研美会　渋谷歯科医院
医療法人社団歯友会　ファミリー歯科
医療法人社団歯友会　東金デンタルクリニック
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医療法人社団三進会　みつはし歯科医院
医療法人愛育会　やばしら歯科駅ビル診療所
テシマ歯科医院
医療法人社団大伸会　三国歯科医院
医療法人社団和晃会　大山歯科医院
ららぽーと歯科
医療法人社団歯友会　はすぬま歯科
医療法人社団尚歯会　ＥＳ歯科医院
医療法人社団山王会　ヨネナガ歯科
医療法人社団明翔会　いしかわ歯科医院
たなか歯科医院
池田歯科クリニック
医療法人社団山王会　ナガタ歯科
医療法人社団審美会　鶴見歯科医院
岩崎歯科医院
医療法人社団ライオン会　ライオン歯科
医療法人社団健孝仁会　ドリーム歯科西山
医療法人社団厚誠会　歯科本厚木
わきた歯科医院
医療法人穂高会　高橋歯科医院
医療法人滋誠会　デンタルクリニックフクオカ
西出歯科医院
医療法人　金尾好章歯科医院
医療法人伊東会　伊東歯科医院
医療法人　むらかみ歯科医院
高橋歯科医院
倉林歯科クリニック
医療法人社団心誠会　あらき野歯科クリニック
医療法人社団さくら会　テックナカムラ歯科
小泉歯科医院
医療法人社団ベル歯科　ベル歯科医院
医療法人社団　葛ヶ丘歯科医院
奈良岡歯科医院
医療法人社団藤記会　大久保歯科医院
医療法人裕仁会　ウララ歯科クリニック
医療法人社団善歯会　ラムザ歯科クリニック
医療法人社団秀康会　リズムデンタルクリニック
医療法人社団貴和会　いしわだ歯科クリニック
むさしの歯科室
医療法人社団峯久会　あづま歯科医院
医療法人社団樹英会　品川駅前歯科医院
南の街歯科クリニック
医療法人　えがお歯科
医療法人宝歯会　かじわら歯科医院
医療法人社団栄成会　あじき台歯科
医療法人尚歯会　いさはい歯科医院
医療法人六合会　磯田歯科医院
医療法人社団至善会　太田歯科医院
医療法人社団貞弘会　かわべ歯科
医療法人社団交心会　北原歯科医院新松戸診療室
小泉歯科クリニック
五味歯科医院
医療法人社団しらゆり会　しらゆり歯科医院
新扇歯科医院
スケガワ歯科医院
医療法人社団光誠会　早志歯科診療所
医療法人社団全至善会　モリシタ歯科医院
医療法人社団　若井歯科医院
阪口歯科
黒子歯科クリニック
医療法人あさひ会　ファミリー歯科医院
医療法人社団湘南誠心会　パーク歯科クリニック
医療法人宮崎会　宮崎歯科医院
医療法人財団麗歯会　加藤歯科医院
医療法人宝仁会　宝歯科戸ヶ崎診療所
医療法人　若山歯科医院
医療法人社団　さくま歯科医院
医療法人社団信長会　オレンジ歯科クリニック
医療法人社団湘南誠心会　茅ヶ崎パーク歯科クリニック
はぎわら歯科
康本歯科クリニック
医療法人社団セイコー会　コスモ歯科クリニック
医療法人添田歯科医院　添田歯科医院
医療法人社団幸美会　渡辺歯科クリニック
医療法人エムエフシー　むなかた歯科
医療法人慶優会　宮崎北歯科医院
医療法人福正会　はやし歯科医院
医療法人社団仁秀会　早川歯科医院
成田イオン歯科
医療法人恵潤会　つるみ歯科医院
たに歯科医院
田中歯科医院
医療法人社団秀和会　高橋歯科医院
医療法人晟幸会　高根公団歯科クリニック
医療法人社団桜美会　桜美歯科医院
医療法人社団天白会　キャナルコート歯科クリニック
小熊歯科医院
大手町歯科医院
大越歯科クリニック
医療法人社団千秋会　いずみ中央歯科医院
医療法人社団すみれ会　野本歯科医院
一之江歯科
医療法人社団歯友会　ファミリー歯科成東
医療法人社団健創会　ヒロデンタルクリニック
医療法人慶仁会　福本歯科医院
医療法人恵生会　アルファデンタルクリニック
ほり歯科医院
医療法人　とみなが歯科医院
医療法人社団一樹会　西の原歯科クリニック
医療法人社団三進会　コスモス歯科診療所
医療法人福木会　名護カムカム歯科
松代歯科医院
医療法人　野上歯科医院
陽臨堂デンタルクリニック
医療法人社団和晃会　松戸ボックスヒル歯科
医療法人社団弘愛会　あいしん歯科クリニック
医療法人社団星陵会　千代田ファーストビル歯科
中澤歯科医院
医療法人社団良歯会　永林堂歯科医院
医療法人社団啓守会　飯田歯科医院
医療法人社団ひまわり　いいじま歯科医院
わきた歯科医院
医療法人賢歯会　こばやし歯科
医療法人社団歯幸会　吉野歯科医院
医療法人社団十善会　いわせ歯科
医療法人社団健恒会　薬円台歯科
医療法人社団交心会　北原歯科医院
医療法人社団交心会　緑町歯科クリニック
医療法人社団交心会　錦糸町駅ビル歯科クリニック
ふかざわ歯科クリニック
医療法人社団健秀会　あおば歯科クリニック
あらき歯科クリニック
老沼医院歯科
医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院
医療法人社団桜会　市川東歯科医院
野田ファミリー歯科
医療法人社団功心会　きむら歯科クリニック
末石歯科
医療法人社団宏礼会　塚原デンタルクリニック
高澤歯科クリニック
羽根田歯科医院
おさか歯科クリニック
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千葉大学医学部附属病院 千葉市中央区亥鼻１-８-１ 単独型
千葉大学医学部附属病院 千葉市中央区亥鼻１-８-１ 施設群 国保直営総合病院　君津中央病院

社会保険船橋中央病院
ＪＦＥ健康保険組合川鉄千葉病院
国立病院機構　千葉医療センター
成田赤十字病院

国保直営総合病院　君津中央病院 木更津市桜井１０１０番地 単独型
総合病院国保旭中央病院 旭市イの１３２６番地 単独型
総合病院国保旭中央病院 旭市イの１３２６番地 施設群 タナカ歯科医院
医療法人鉄蕉会　亀田総合病院 鴨川市東町９２９番地 施設群 医療法人鉄蕉会　亀田クリニック
社団法人全国社会保険協会連合会　社会保険船橋中央病院 船橋市海神６－１３－１０ 単独型
テシマ歯科医院 野田市尾崎８４６－１９ 単独型
医療法人財団東京勤労者医療会　東葛歯科 流山市下花輪４０９ 施設群 医療法人財団東京勤労者医療会　野田南部歯科
東京医科歯科大学歯学部附属病院 文京区湯島１－５－４５ 単独型
東京医科歯科大学歯学部付属病院 文京区湯島１－５－４５ 施設群 佐久市立国保浅間総合病院

財団法人　倉敷中央病院
医療法人仁友会　日之出歯科診療所
医療法人社団熊澤歯科　熊澤歯科クリニック
北浦和歯科診療所
東京都立東大和療育センター
秋本歯科医院
医療法人社団聖会　大串歯科医院
藤関歯科医院
医療法人社団正路会　すみれ歯科新宿御苑前クリニック
医療法人徳真会　松村歯科新津診療所
山梨県立中央病院
岩上歯科医院
医療法人社団優恒会　松村歯科医院
医療法人社団ベル歯科　ベル歯科医院
医療法人弘仁会　鴨居歯科医院
医療法人社団善歯会　ラムザ歯科クリニック
医療法人社団恒心会　グリーン歯科
財団法人松翁会　歯科診療所
医療法人尚歯会　いさはい歯科医院
医療法人仁友会　日之出歯科真駒内診療所
医療法人社団ニコライ会　杏雲ビル歯科
医療法人志田会　志田歯科医院
医療法人社団佑文会　つくばヘルスケア歯科クリニック
医療法人あさひ会　ファミリー歯科医院
医療法人社団法山会　山下診療所
医療法人社団神明会　佐藤歯科医院
医療法人社団　マリン歯科クリニック
静岡市立静岡病院
財団法人脳神経疾患研究所　附属南東北医療クリニック
医療法人社団泰青会　青山歯科医院
医療法人社団泰青会　青葉歯科医院
医療法人社団さくら会　MMデンタルクリニック
医療法人社団歯幸会　吉野歯科医院
医療法人社団松翠会　グリーンパーク歯科
医療法人社団仁愛会歯科　自由が丘クリニック
医療法人社団仁愛会歯科　日吉クリニック
中冨歯科
医療法人社団足羽会　松川歯科医院
井荻歯科医院
医療法人社団翔舞会　エムズ歯科クリニック
医療法人社団櫻椿会　いたや歯科クリニック

昭和大学歯科病院 大田区北千束２丁目１番１号 単独型
昭和大学歯科病院 大田区北千束２丁目１番１号 施設群 医療法人顕正会　蓮田病院

医療法人社団歯友会　赤羽歯科（鳩ヶ谷）
医療法人社団歯友会　赤羽歯科（上尾）
医療法人社団歯友会　赤羽歯科（東大宮）
高柳歯科医院
医療法人社団歯友会　ファミリー歯科
医療法人社団歯友会　東金デンタルクリニック
医療法人社団歯友会　はすぬま歯科
医療法人社団尚歯会　ＥＳ歯科医院
せんぽ東京高輪病院
医療法人社団歯友会　赤羽歯科（赤羽）
医療法人社団歯友会　赤羽歯科（新宿）
医療法人社団歯友会　赤羽歯科（池袋）
医療法人社団健幸会　安藤歯科クリニック
医療法人社団新正会　安藤歯科医院
医療法人社団充友会　田中充歯科クリニック
中央ファーストデンタルクリニック
医療法人社団恵正会　浜岡歯科クリニック
医療法人社団治恵会　古川歯科クリニック
医療法人社団新医研　松本歯科医院
医療法人社団成扶会　馬見塚デンタルクリニック
医療法人社団康心会　まるおか歯科
医療法人社団桜津会　光本歯科
医療法人徳洲会　大和徳洲会病院
医療法人社団審美会　鶴見歯科医院
石井歯科医院
ヒルズ歯科クリニック
医療法人社団日昭会　松山歯科医院
医療法人敬人会　三好歯科医院
医療法人社団純和会　小山歯科医院
医療法人社団常仁会　牛久愛和総合病院
医療法人秀心会　大島デンタルクリニック
医療法人希心会　大島歯科医院
高島歯科クリニック
医療法人社団さくら会　テックナカムラ歯科
医療法人社団相明会　岩本歯科医院
医療法人社団療仁会　馬見塚歯科医院（楢原診療所）
医療法人社団スーパースマイル　学芸大駅前歯科
医療法人社団光医会　たかなし歯科
みずの歯科クリニック
めいゆう矯正歯科
医療法人社団新正会　安藤歯科医院
医療法人社団創星会　トミヤマ歯科クリニック　
医療法人財団東京勤労者医療会　東葛歯科
医療法人社団恒心会　グリーン歯科
医療法人社団ユニメディコ　山手台ファミリー歯科クリニック
シティモール歯科クリニック
髙柴歯科
前原歯科診療所
医療法人春光会　岩本歯科医院
阪口歯科
医療法人社団良癒会　良癒会歯科
医療法人志田会　志田歯科医院
医療法人社団顕正会　ドリーム歯科
医療法人オーソネットワーク　たい矯正歯科
医療法人社団泉生会　都ホテル東京　宮本歯科クリニック
医療法人財団麗歯会　加藤歯科医院
医療法人社団九和会　とがし歯科医院
医療法人社団佳明会　高島デンタルオフィス　アレア品川
医療法人宝仁会　宝歯科戸ヶ崎診療所
医療法人社団DOUBLEDOOR　ヒロデンタルクリニック
医療法人社団ブライトスマイル　いぐち歯科クリニック
医療法人社団神明会　佐藤歯科医院
医療法人社団信長会　オレンジ歯科クリニック
医療法人社団祐文会　高峰歯科医院
和久本歯科医院
片山歯科医院
西小山歯科クリニック
医療法人社団幸昭会　花村歯科クリニック
医療法人社団創星会　鵜の木歯科クリニック
医療法人社団潤歯会　小花歯科医院
医療法人社団一心会　西條歯科医院
医療法人社団泰青会　青山歯科医院
医療法人社団泰青会　青葉歯科医院
医療法人社団歯友会　ファミリー歯科成東

千葉県
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医療法人メイ・ロイヤル　古淵駅前歯科医院
医療法人歯友会　ハルツグデンタル寝屋川診療所
鈴木歯科
松代歯科医院
佐藤デンタルクリニック
医療法人社団尚佳会　髙田歯科光が丘診療所
東京保健生活協同組合　氷川下セツルメント診療所歯科
医療法人社団さくら会　印西歯科クリニック
医療法人社団十善会　いわせ歯科
医療法人社団創新会　アプルビル歯科医院

東京歯科大学水道橋病院 東京都千代田区三崎町２－９－１８ 単独型
東京歯科大学水道橋病院 東京都千代田区三崎町２－９－１８ 施設群 つがやす歯科医院

袋歯科医院
医療法人社団寿明会　おおむら歯科医院
医療法人歯健長壽会　金子歯科診療所
北浦和歯科診療所
医療法人社団歯友会　ファミリー歯科
医療法人社団歯友会　東金デンタルクリニック
医療法人社団歯友会　はすぬま歯科
医療法人社団歯周会　西堀歯科医院
医療法人社団東杏会　ベルエアガーデン歯科
平井歯科医院
藤関歯科医院
医療法人社団三栄会　東大泉歯科医院
矢崎歯科医院
医療法人正美会　新横浜歯科医院
天野歯科医院
医療法人社団清麗会　椎貝歯科医院
医療法人社団秀和会　上野歯科医院
医療法人社団純厚会　横浜ビジネスパーク歯科クリニック
法花堂歯科医院
医療法人社団輔珊会　新東京ビル歯科クリニック
デンタルクリニック青木
のじま歯科医院
医療法人社団歯周会　豊田歯科
桜田歯科診療所
財団法人　松翁会歯科診療所
医療法人社団友和会　太陽歯科診療所

日本大学歯学部付属歯科病院 千代田区神田駿河台一丁目８番１３号 施設群 医療法人仁友会　日之出歯科診療所
医療法人寛友会　浅賀歯科医院
医療法人社団　せがわ歯科医院
医療法人社団彰美会　吉本歯科医院
藤本歯科長洲医院
東京都済生会中央病院
医療法人社団山王会　ヨネナガ歯科
医療法人社団紘信会　おがわ歯科医院
医療法人社団医智会　医恵歯科医院
吉峰歯科医院
けやき歯科医院
医療法人社団若歯会　ちゃいるど中野歯科医院
高梨歯科クリニック
永山センター歯科
小幡純歯科医院
医療法人社団隆美会　川口歯科診療所
医療法人大島医院　おおしま歯科医院
小川源歯科医院
医療法人社団健幸会　安藤歯科クリニック
財団法人神奈川県警友会　けいゆう病院
医療法人社団山王会　ナガタ歯科
医療法人社団　追浜歯科医院
医療法人社団　菅井歯科医院
ヒルズ歯科クリニック
しおみ歯科医院
ホワイト歯科医院
上り口歯科医院
医療法人伊東会　伊東歯科医院
嘉手納歯科医院
医療法人社団弘毅会　しおの歯科医院
医療法人社団　グリーンデンタルクリニック
医療法人社団内剛会　内田歯科医院
医療法人社団同仁会　ワタナベ歯科医院
医療法人社団善歯会　松崎デンタルオフィス
神栖デンタルクリニック
医療法人歯優会　石川歯科クリニック
（医）清水デンタルクリニック
医療法人社団善歯会　ラムザ歯科クリニック
久野歯科医院
藤岡歯科医院
サンストリートデンタルクリニック
なかたに歯科クリニック
医療法人社団徳治会　松下歯科医院
医療法人六合会　磯田歯科医院
医療法人社団光誠会　早志歯科診療所
阪口歯科
医療法人あさひ会　ファミリー歯科医院
覚本歯科医院
医療法人社団衆望会　うすい歯科医院
医療法人財団麗歯会　加藤歯科医院
医療法人社団　さくま歯科医院
医療法人社団　咲間歯科医院
ダイヤビル歯科
小泉歯科医院
蔵田歯科医院
医療法人社団檸檬会　西葛西サカイ歯科
新井歯科
大山歯科診療所
氏家歯科
おりい歯科医院
医療法人社団仁保会　百瀬歯科医院
医療法人社団青松会　ステーションビル歯科医院
サイトーデンタルクリニック
医療法人社団刀圭会　協立病院
堀歯科医院
望月歯科医院
かなまる歯科クリニック
医療法人社団信長会　オレンジ歯科クリニック
はぎわら歯科
医療法人社団ＭＥＤＩＱＯＬ　ますおか歯科クリニック
むさしの歯科クリニック
日坂歯科クリニック
箱崎デンタルクリニック
澤本歯科医院
酒井歯科医院
国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院
景山歯科医院
医療法人社団日瑞会　ヤマトビル内デンタルクリニック
医療法人社団オリエント　後藤歯科医院
斎藤歯科医院
医療法人社団すみれ会　野本歯科医院
髙橋歯科医院
陽臨堂デンタルクリニック
医療法人社団尚歯会　フェリア歯科医院
医療法人社団歯幸会　吉野歯科医院
医療法人社団憲清会　さとう歯科クリニック
医療法人社団晋和会　市川矯正歯科医院
くりはら歯科医院
いそじ歯科医院
（医）真智会　はあとふる歯科医院
もりや歯科
医療法人社団アークブレーンズ　アーク歯科クリニック
医療法人ケイワイエイ　櫛引歯科医院
関口歯科医院
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医療法人衛清会　かわらい歯科医院
小幡歯科医院
医療法人あしかび会　山口歯科診療室
医療法人社団宏清会　NSビル歯科
医療法人慧成会　押上ファースト歯科
医療法人社団日坂会　東京汐留歯科クリニック
医療法人社団双樹会　荻原デンタルクリニック
清澄白河歯科医院
医療法人社団歯舞会　服部デンタルクリニック
森谷歯科医院
多田祐二歯科医院
医療法人社団東杏会　丸ビル歯科

日本歯科大学歯学部付属病院 千代田区富士見２－３－１６ 施設群 医療法人社団賢裕会　平川歯科医院
医療法人社団公月会　新崎歯科医院
医療法人社団　コスモ歯科高田
医療法人　夏堀デンタルクリニック
医療法人渡部会　一箕歯科医院
早乙女歯科医院
医療法人　入江歯科医院
医療法人慈皓会　波多野歯科医院
医療法人社団歯友会　赤羽歯科（上尾）
三井歯科医院
医療法人皓歯会　松丸・歯科・矯正歯科・医院
医療法人歯健長壽会　金子歯科診療所
横尾歯科医院
医療法人社団誠晃会　中田歯科医院
医療法人社団歯友会　ファミリー歯科
医療法人社団歯友会　東金デンタルクリニック
医療法人社団本間歯科　新松戸総合歯科診療所
医療法人社団歯友会　はすぬま歯科
医療法人社団歯友会　赤羽歯科（赤羽）
藤﨑歯科医院
松尾歯科医院
医療法人社団恵洋会　えばた歯科
医療法人社団開成会　葛西南歯科医院
医療法人社団恵徳会　春日歯科医院
秋本歯科医院
医療法人社団仁岳会　西東京歯科医院
医療法人社団顎歯会　デンタルケア高松歯科
医療法人社団歯友会　赤羽歯科（新宿）
医療法人社団歯友会　赤羽歯科（池袋）
医療法人社団あすなろ会　藤見歯科医院
医療法人社団芳栄会　さくら歯科
医療法人社団緑友会　はんざわ歯科クリニック
医療法人社団学而会　永田歯科医院
医療法人社団昇高会　飯野歯科
医療法人社団悠和会　マツザカヤデンタルクリニック
医療法人社団船洲会　船木歯科診療所
医療法人社団審美会　鶴見歯科医院
橋口歯科
医療法人社団千志会　毛呂歯科医院
医療法人社団厚誠会　歯科本厚木
藤原歯科医院
関歯科医院
敬天堂歯科呉服町クリニック
医療法人社団　チワタ歯科医院
フレンド歯科
医療法人五月会　香川金岡歯科医院
医療法人　西村歯科金剛診療所
医療法人五月会　香川藤沢台歯科医院
医療法人　川本歯科医院
医療法人　うおずみ歯科診療所
医療法人　西村歯科庭代台診療所
小児歯科スマイルプラザ
稲田歯科
医療法人　井上秀人歯科
医療法人八重瀬会　同仁病院
Ｕクリニック五十嵐歯科
医療法人秀心会　大島デンタルクリニック
医療法人希心会　大島歯科医院
康仁歯科医院
東京香川歯科
国家公務員共済組合連合会　横浜南共済病院
沼津市立病院
医療法人社団彩和会　デンタルオフィス武蔵浦和
医療法人社団　今井歯科クリニック
医療法人社団真珠会　パール歯科医院
医療法人社団緑友会　ハンズデンタルクリニック
医療法人社団浄生会　下井草歯科医院
医療法人社団顯歯会　遊佐歯科医院
医療法人社団弘進会　宮田歯科三田診療所
医療法人社団学友会　倉沢歯科医院
松尾歯科医院　山王パークタワー診療所
八重洲南口歯科
医療法人三規会　足立川中歯科医院
医療法人社団光聖会　ゆうがお歯科医院
医療法人社団良真会　倉沢歯科医院
医療法人社団祐和会　アコルデ歯科医院
医療法人社団木原会　木原歯科医院
砂田歯科医院
大嶋歯科医院
医療法人春光会　岩本歯科医院
大澤歯科医院
医療法人社団良癒会　良癒会歯科
高木歯科医院
覚本歯科医院
医療法人社団三州会　アポロ歯科医院
医療法人福木会　カムカム歯科医院
医療法人社団仁慈会　クラジ歯科医院
タナカ歯科クリニック
伊東歯科医院
医療法人社団正匡会　木村歯科医院
横塚歯科医院
医療法人社団開成会　葛西東歯科医院
栗原歯科医院
医療法人社団慶生会　慶生会クリニック
大島歯科医院
医療法人フェネスト　歯科タケダクリニック
医療法人慈皓会　ファミリー歯科医院
医療法人慈皓会　波多野歯科カタクラパーク診療所
小林歯科医院
大山歯科医院
いけだ歯科
医療法人社団高歯会　東歯科医院
医療法人社団緑栄会　駒津歯科医院
檜山歯科クリニック
医療法人社団浄生会　練馬歯科医院
野本歯科医院
医療法人社団徳風会　髙根病院
医療法人添田歯科医院　添田歯科医院
富士市立中央病院
ささき歯科医院
勝沼歯科医院
医療法人社団有歯会　八重洲歯科診療所
医療法人社団明陽会　メイヨ歯科診療所
医療法人社団三島会　ランドマーク歯科三島
医療法人社団三島会　ミシマ歯科医院
医療法人社団さくら会　北綾瀬歯科クリニック
医療法人社団健医会　西砂歯科医院
医療法人社団歯友会　ファミリー歯科成東
文元歯科医院
医療法人社団歯幸会　吉野歯科医院
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宇野歯科医院
かしわぎ歯科医院
医療法人社団将森会　さくらデンタルクリニック
医療法人照葉会　ぴかいち歯科医院
フジタ歯科クリニック
医療法人愛育会　やばしら歯科
医療法人社団三恵会　三宅歯科医院
国際医療福祉大学三田病院
医療法人社団十善会　いわせ歯科
医療法人社団悠星　湘南デンタルケアー
医療法人社団智誠会　つきじ中央歯科
川村歯科医院
医療法人社団三島会　三島歯科医院
医療法人雄遼会　高橋歯科クリニック
鬼久保歯科クリニック
市ヶ谷歯科クリニック
大橋歯科医院
柿山歯科医院
医療法人社団開成会　さくら歯科医院

日本大学医学部附属板橋病院 板橋区大谷口上町３０-１ 施設群 社会保険横浜中央病院
帝京大学医学部附属病院 板橋区加賀２－１１－１ 単独型
東京大学医学部附属病院 文京区本郷７－３－１ 単独型
慶應義塾大学病院 新宿区信濃町３５番地 単独型
東京医科大学病院 東京都新宿区西新宿６-７-１ 施設群 東京医科大学霞ヶ浦病院

東京医科大学八王子医療センター
東京女子医科大学病院 新宿区河田町８-１ 単独型
東京女子医科大学東医療センター 荒川区西尾久２-１-１０ 単独型
東京慈恵会医科大学附属病院 港区西新橋３丁目１９番地１８号 単独型
生協王子歯科 北区豊島３－１９ －３ 施設群 医療法人財団健康文化会　小豆沢歯科
社会福祉法人三井記念病院 千代田区神田和泉町１番地 単独型

財団法人聖路加国際病院 中央区明石町９－１ 単独型
町田市民病院 町田市旭町２－１５－４１ 単独型
東京都立広尾病院 渋谷区恵比寿二丁目３４番１０号 単独型

東京都立大塚病院 豊島区南大塚２-８-１ 単独型
東京都立駒込病院 文京区本駒込３－１８－２２ 単独型
財団法人東京都保健医療公社荏原病院 大田区東雪谷４-５-１０ 単独型
東京都立墨東病院 墨田区江東橋四丁目２３番１５号 単独型
東京都立府中病院 東京都府中市武蔵台２－９－２ 単独型
東京都老人医療センター 板橋区栄町３５－２ 単独型
東京都立豊島病院 板橋区栄町３３－１ 単独型
国立国際医療センター戸山病院 新宿区戸山１－２１－１ 単独型
自衛隊中央病院 世田谷区池尻１丁目２番２４号 施設群 防衛医科大学校病院

医療法人社団歯友会　赤羽歯科（赤羽） 北区志茂１－１７－１０ 施設群 医療法人社団歯友会　赤羽歯科（鳩ヶ谷）
医療法人社団歯友会　赤羽歯科（上尾）
医療法人社団歯友会　赤羽歯科（東大宮）
医療法人社団歯友会　赤羽歯科（新宿）
医療法人社団歯友会　赤羽歯科（池袋）
医療法人社団歯友会　赤羽歯科（戸田）

医療法人社団健生会　相互歯科 立川市錦町１-１７-１０健生会歯科ビル 施設群 医療法人財団東京勤労者医療会　代々木歯科
医療法人財団城南福祉医療協会　大田歯科
医療法人社団健生会　けんせい歯科

医療法人社団光聖会　ゆうがお歯科医院 東大和市南街３－５１－５ 単独型

財団法人東京都保健医療公社　多摩北部医療センター 東村山市青葉町一丁目７番１号 単独型
神奈川歯科大学附属病院 横須賀市稲岡町８２ 単独型
神奈川歯科大学附属病院 横須賀市稲岡町８２ 施設群 くまさか歯科

岩谷歯科医院
医療法人三慶会　指扇病院
浅野歯科医院
医療法人社団審美会　鶴見歯科医院
日高歯科クリニック
医療法人社団　追浜歯科医院
医療法人　かもい歯科医院
医療法人財団横浜厚生会　河野歯科医院
医療法人社団優喜会　根津歯科医院
もろずみ歯科
医療法人社団慶明会　第二原歯科医院
医療法人社団　平嶺歯科医院
医療法人社団　松本歯科医院
医療法人社団　石渡歯科医院
医療法人社団祥豊会　杉山歯科医院
医療法人社団厚生会　妻田ナンバ歯科医院
大舘歯科医院
医療法人社団　金子歯科医院
医療法人社団厚誠会　歯科本厚木
医療法人正美会　新横浜歯科医院
せん歯科医院
河野歯科医院
医療法人社団　ケイ歯科クリニック
医療法人社団おおつき会　大槻歯科医院
医療法人社団仁至会　河上歯科医院
びんご歯科クリニック
医療法人社団南州会　井上歯科医院
王子歯科美容外科クリニック
医療法人　久保田歯科医院
医療法人　小池歯科医院
医療法人　森田歯科医院
アオキ歯科医院
医療法人社団T.D.C　タバタデンタルクリニック
医療法人社団木原会　木原歯科医院
医療法人社団徳治会　長野歯科医院
医療法人　アイビーデンタルクリニック
阪口歯科
医療法人志田会　志田歯科医院
医療法人社団顕正会　ドリーム歯科
大隅歯科医院
冨永歯科クリニック
医療法人社団弘久会　小柳歯科クリニック
医療法人社団理政会　アリワ歯科医院
医療法人社団幸臣会　イソップ歯科クリニック
医療法人財団麗歯会　加藤歯科医院
医療法人社団　川本歯科クリニック
医療法人社団秀勇会　岸歯科診療所
小池歯科医院
医療法人社団弘久会　保土ヶ谷　小柳歯科クリニック
植松歯科医院
杉山歯科クリニック
医療法人社団飛翔会　たけなが歯科クリニック
医療法人社団九和会　とがし歯科医院
金子歯科医院
医療法人社団雄美会　島田歯科医院
医療法人社団青松会　ステーションビル歯科川崎
医療法人秀心会　きざわ歯科医院
医療法人社団明輪会　プラザデンタルクリニック
医療法人社団佳明会　高島デンタルオフィス　アレア品川
医療法人社団緑森会　おくもり歯科医院
医療法人社団親和会　大矢部歯科医院
医療法人嶋本会　嶋本歯科医院
医療法人社団信長会　オレンジ歯科クリニック
医療法人社団セイコー会　コスモ歯科クリニック
医療法人社団顕正会　はまなか歯科
医療法人添田歯科医院　添田歯科医院
鈴木歯科クリニック
平野歯科医院
田中歯科クリニック
医療法人長静会　小宮山歯科医院
医療法人社団木原会　木原歯科東戸塚医院
医療法人社団善仁会　小山記念病院
医療法人社団　つじむら歯科医院
ふるた歯科医院
医療法人社団親民会　波多野歯科クリニック
グリーン歯科医院
医療法人社団オリエント　後藤歯科医院

東京都
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医療法人社団博愛会　日吉台歯科診療所
医療法人社団さくら会　MMデンタルクリニック
シティデンタルクリニック
医療法人　とみなが歯科医院
篠原歯科医院
平沢歯科
ひらいで歯科医院
五十嵐小児科･U歯科
篠塚歯科医院
医療法人弘久会　汐見台歯科
マキタ歯科クリニック
よりおかガーデン歯科クリニック
医療法人社団健恒会　薬円台歯科
医療法人社団　星谷歯科医院
医療法人社団親和会　さくらんぼ歯科
医療法人社団　三浦歯科医院
医療法人社団元徳会　ししくら歯科医院並木診療室
のむら歯科医院
飯田歯科医院
大澤歯科医院
医療法人恵宏会　千恵歯科医院
医療法人育愛会　育愛会デンタルクリニック
医療法人恵希会　やまざき歯科医院
医療法人港会　港歯科
医療法人社団スマイルデント　とよみマリン歯科
アクアシティデンタルクリニック

神奈川歯科大学附属病院 横須賀市稲岡町８２ 施設群 くまさか歯科
岩谷歯科医院
医療法人三慶会　指扇病院
浅野歯科医院
医療法人社団山王会　ナガタ歯科
医療法人社団審美会　鶴見歯科医院
日高歯科クリニック
医療法人社団　追浜歯科医院
医療法人　かもい歯科医院
オノ歯科医院
医療法人財団横浜厚生会　河野歯科医院
医療法人社団優喜会　根津歯科医院
もろずみ歯科
医療法人社団慶明会　第二原歯科医院
医療法人社団　平嶺歯科医院
医療法人社団　松本歯科医院
医療法人社団　石渡歯科医院
医療法人社団祥豊会　杉山歯科医院
医療法人社団厚生会　妻田ナンバ歯科医院
大舘歯科医院
医療法人社団　金子歯科医院
医療法人社団厚誠会　歯科本厚木
医療法人正美会　新横浜歯科医院
せん歯科医院
河野歯科医院
医療法人社団　ケイ歯科クリニック
医療法人社団おおつき会　大槻歯科医院
医療法人社団仁至会　河上歯科医院
びんご歯科クリニック
医療法人社団南州会　井上歯科医院
王子歯科美容外科クリニック
医療法人　久保田歯科医院
医療法人　小池歯科医院
医療法人　森田歯科医院
医療法人社団T.D.C　タバタデンタルクリニック
上住歯科医院
医療法人社団木原会　木原歯科医院
医療法人社団徳治会　長野歯科医院
医療法人　アイビーデンタルクリニック
阪口歯科
医療法人志田会　志田歯科医院
医療法人社団顕正会　ドリーム歯科
大隅歯科医院
冨永歯科クリニック
医療法人社団弘久会　小柳歯科クリニック
医療法人社団理政会　アリワ歯科医院
医療法人社団幸臣会　イソップ歯科クリニック
医療法人財団麗歯会　加藤歯科医院
医療法人社団　川本歯科クリニック
医療法人社団秀勇会　岸歯科診療所
小池歯科医院
医療法人社団弘久会　保土ヶ谷　小柳歯科クリニック
植松歯科医院
杉山歯科クリニック
医療法人社団飛翔会　たけなが歯科クリニック
医療法人社団九和会　とがし歯科医院
医療法人社団雄美会　島田歯科医院
医療法人社団青松会　ステーションビル歯科川崎
医療法人秀心会　きざわ歯科医院
医療法人社団明輪会　プラザデンタルクリニック
医療法人社団佳明会　高島デンタルオフィス　アレア品川
医療法人社団緑森会　おくもり歯科医院
医療法人社団親和会　大矢部歯科医院
医療法人嶋本会　嶋本歯科医院
医療法人社団信長会　オレンジ歯科クリニック
医療法人社団セイコー会　コスモ歯科クリニック
医療法人社団顕正会　はまなか歯科
医療法人添田歯科医院　添田歯科医院
鈴木歯科クリニック
平野歯科医院
田中歯科クリニック
医療法人長静会　小宮山歯科医院
医療法人社団木原会　木原歯科東戸塚医院
医療法人社団善仁会　小山記念病院
医療法人社団　つじむら歯科医院
ふるた歯科医院
医療法人社団親民会　波多野歯科クリニック
グリーン歯科医院
医療法人社団オリエント　後藤歯科医院
医療法人社団博愛会　日吉台歯科診療所
医療法人社団さくら会　MMデンタルクリニック
シティデンタルクリニック
医療法人　とみなが歯科医院
篠原歯科医院
平沢歯科
ひらいで歯科医院
五十嵐小児科･U歯科
篠塚歯科医院
医療法人弘久会　汐見台歯科
マキタ歯科クリニック
よりおかガーデン歯科クリニック
医療法人社団健恒会　薬円台歯科
医療法人社団　星谷歯科医院
医療法人社団親和会　さくらんぼ歯科
医療法人社団　三浦歯科医院
医療法人社団元徳会　ししくら歯科医院並木診療室
のむら歯科医院
飯田歯科医院
大澤歯科医院
医療法人恵宏会　千恵歯科医院
医療法人育愛会　育愛会デンタルクリニック
医療法人恵希会　やまざき歯科医院
医療法人港会　港歯科
医療法人社団スマイルデント　とよみマリン歯科
アクアシティデンタルクリニック

鶴見大学歯学部付属病院 横浜市鶴見区鶴見２－１－３ 単独型
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鶴見大学歯学部付属病院 横浜市鶴見区鶴見２－１－３ 施設群 医療法人社団歯友会　赤羽歯科（鳩ヶ谷）
医療法人社団歯友会　ファミリー歯科
医療法人社団歯友会　東金デンタルクリニック
テシマ歯科医院
医療法人社団歯友会　はすぬま歯科
医療法人社団歯友会　赤羽歯科（赤羽）
医療法人社団歯友会　赤羽歯科（新宿）
医療法人社団歯友会　赤羽歯科（池袋）
医療法人財団共生会　浅野歯科医院
医療法人社団船洲会　船木歯科診療所
医療法人社団健功会　鴨志田歯科医院

医療法人社団審美会　鶴見歯科医院
日下部歯科クリニック
日高歯科クリニック
野村歯科医院
別部歯科医院
医療法人社団健孝仁会　ドリーム歯科西山
わきた歯科医院
医療法人社団　米山歯科医院
医療法人社団恒久会　江口歯科医院
敬天堂歯科呉服町クリニック
ＫＬＴメモリアル歯科
チエデンタルクリニック
医療法人社団帆美会　梶が谷歯科医院
医療法人社団光医会　たかなし歯科
医療法人社団内剛会　内田歯科医院
かめい歯科
医療法人社団鴻寿会　生田歯科医院
大熊歯科医院
医療法人社団保歯会　梅本歯科医院
山田歯科クリニック
橘こども歯科医院
医療法人社団愛誓会　中山駅前歯科
医療法人社団　後藤歯科医院
地挽歯科医院

大澤歯科医院
渡辺歯科医院
阪口歯科
医療法人志田会　志田歯科医院
医療法人財団麗歯会　加藤歯科医院
佐貫歯科医院
医療法人博心会　取手中央タウン歯科医院
医療法人博心会　パレットデンタルクリニック
医療法人社団慈康会　橋口歯科医院
医療法人財団城南福祉医療協会　大田歯科
いな歯科医院
うえの歯科医院
医療法人社団啓美会　鈴木歯科医院
医療法人社団明仁会　松原歯科クリニック
歯科さめじま
医療法人社団報恩会　内田歯科
阿南歯科医院
小野歯科医院
森歯科医院
医療法人社団潤徳会　久富歯科クリニック
医療法人社団信長会　オレンジ歯科クリニック
医療法人社団　マリン歯科クリニック
医療法人添田歯科医院　添田歯科医院
稲川歯科医院
医療法人社団正見会　みなとまち歯科
医療法人社団厚誠会　歯科相模大野
医療法人社団友信会　アクザワ歯科医院
医療法人社団豪輝会　輝デンタルクリニック
医療法人社団博愛会　日吉台歯科診療所
医療法人社団歯友会　ファミリー歯科成東
医療法人社団健創会　ヒロデンタルクリニック
医療法人社団五風会　ハロースマイル歯科
医療法人社団博誠会　久世歯科医院
医療法人社団聡良会　平沼歯科クリニック
医療法人メイ・ロイヤル　古淵駅前歯科医院
作間歯科
高橋歯科医院
医療法人社団創新会　アプルビル歯科医院

鶴見大学歯学部付属病院 横浜市鶴見区鶴見２－１－３ 施設群 東邦大学医療センター大森病院
独立行政法人労働者健康福祉機構　横浜労災病院
佐久総合病院
医療法人社団緑成会　横浜総合病院
医療法人徳洲会　仙台徳洲会病院
埼玉医療生活協同組合　皆野病院
千葉中央メディカルセンター
博慈会記念総合病院
大森赤十字病院
長野県厚生農業協同組合連合会　長野松代総合病院
医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院
東芝林間病院
草加市立病院

国立大学法人　横浜市立大学附属病院 横浜市金沢区福浦３－９ 施設群 公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター
東海大学医学部附属病院 伊勢原市下糟屋１４３ 施設群 医療法人社団松和会　池上総合病院

東海大学医学部附属　八王子病院
独立行政法人　労働者健康福祉機構　関東労災病院 川崎市中原区木月住吉町１－１ 単独型
独立行政法人　労働者健康福祉機構　横浜労災病院 横浜市港北区小机町３２１１ 単独型
藤沢市民病院 藤沢市藤沢２丁目６番１号 単独型
海老名総合病院 河原口１３２０ 単独型
自衛隊横須賀病院 横須賀市田浦港町１７６６-１ 施設群 防衛医科大学校病院
神奈川歯科大学附属横浜研修センター・横浜クリニック 横須賀市稲岡町８２ 単独型

公立大学法人　横浜市立大学附属市民総合医療センター 横浜市南区浦舟４－５７ 施設群 公立大学法人　横浜市立大学附属病院
新潟大学医歯学総合病院 新潟市中央区旭町通一番町７５４番 単独型
新潟大学医歯学総合病院 新潟市中央区旭町通一番町７５４番 施設群 会津中央病院

聖和歯科クリニック
永山センター歯科
医療法人社団聖和会　協同歯科クリニック
クレモト歯科診療所
医療法人尚歯会　いさはい歯科医院
医療法人春光会　岩本歯科医院
医療法人あさひ会　ファミリー歯科医院
医療法人武井会　たけい歯科クリニック
医療法人　伊達デンタルクリニック
医療法人社団　五十嵐歯科医院
利根保健生活協同組合　利根歯科診療所
ライオン歯科
明倫短期大学附属歯科診療所
渡辺歯科医院
新潟医療生活協同組合　木戸病院
有松歯科医院
長岡赤十字病院
独立行政法人労働者健康福祉機構　新潟労災病院
医療法人社団泉生会　都ホテル東京　宮本歯科クリニック
タカシマ歯科医院
檜山歯科クリニック
医療法人基歯会　とみた歯科
医療法人社団　西方歯科診療所
医療法人社団　ムラヤマ歯科
由利組合総合病院
医療法人翔己会　かい歯科
医療法人社団　もり歯科医院
あすなろ小児歯科医院

日本歯科大学新潟病院 新潟市中央区浜浦町１－８ 単独型
日本歯科大学新潟病院 新潟市中央区浜浦町１－８ 施設群 医療法人社団公月会　新崎歯科医院

医療法人　杉歯科医院
成田歯科診療所
医療法人慈啓会　千葉歯科医院
医療法人歯仁会　斎藤歯科診療所

新潟県

神奈川県
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平成２１年４月１日現在

都道府県 単独型・管理型臨床研修施設 所在地 協力型臨床研修施設

毛呂歯科医院
迎田歯科医院
医療法人渡部会　一箕歯科医院
医療法人社団健歯会　関歯科医院
高南歯科医院
医療法人　大沢歯科クリニック
三井歯科医院
医療法人皓歯会　松丸・歯科・矯正歯科・医院
医療法人聖美会　松丸・歯科・矯正歯科・白岡駅ビルクリニック
医療法人社団歯友会　ファミリー歯科
医療法人社団歯友会　東金デンタルクリニック
医療法人社団本間歯科　新松戸総合歯科診療所
医療法人社団歯友会　はすぬま歯科
医療法人社団英佑会　大木歯科クリニック
医療法人社団あすなろ会　藤見歯科医院
医療法人社団緑友会　はんざわ歯科クリニック
医療法人社団清浩会　杉山歯科医院
医療法人社団審美会　鶴見歯科医院
橋口歯科
医療法人社団伯真会　歯科アールクリニック
医療法人社団　小野歯科クリニック
医療法人社団　大平歯科医院
高橋小児歯科医院
宮本歯科医院
富井歯科医院
医療法人社団仁至会　河上歯科医院
医療法人浩生会　山田歯科医院
Ｕクリニック五十嵐歯科

医療法人社団　溝口デンタルオフィス
医療法人社団　わかば西川デンタルクリニック
わたなべ歯科クリニック
医療法人聖心会　柴田歯科クリニック
医療法人芳志会　長谷川歯科医院
トシデンタルクリニック
医療法人三規会　足立川中歯科医院
加藤歯科医院

医療法人春光会　岩本歯科医院
大澤歯科医院

阪口歯科
医療法人社団衆望会　うすい歯科医院
医療法人　伊達デンタルクリニック
医療法人社団正匡会　木村歯科医院
医療法人フェネスト　歯科タケダクリニック
小林歯科医院
いけだ歯科
医療法人社団開成会　うえだ歯科
医療法人腔友会　佐藤歯科医院
医療法人　小野里歯科医院
医療法人　松崎歯科医院
医療法人晃誠会　半田歯科医院
医療法人社団日吉会　牧野歯科医院
あゆみ歯科医院
クラーク歯科医院
医療法人社団峯心会　ミネ歯科医院
井田歯科クリニック
岡田歯科医院
高桑歯科医院
医療法人　若山歯科医院
医療法人基歯会　とみた歯科
医療法人社団　西方歯科診療所
医療法人社団　ひろかみ歯科医院
医療法人社団　野田歯科医院
さかい歯科矯正歯科クリニック
医療法人社団健医会　西砂歯科医院
医療法人社団歯友会　ファミリー歯科成東
稲富歯科医院
医療法人社団聖会　大塚歯科医院
医療法人社団博慈会　ファミリー歯科医療クリニック
医療法人社団ODC　大塚歯科クリニック
平田歯科医院
医療法人社団博慈会　はくじかい歯科医療クリニック
医療法人社団向日葵会　うえだ歯科クリニック

国立大学法人　山梨大学医学部附属病院 中巨摩郡玉穂町下河東１１１０番地 単独型
社団法人山梨勤労者医療協会　巨摩共立病院 南アルプス市桃園３４０ 施設群 社団法人山梨勤労者医療協会　共立歯科センター
松本歯科大学病院 塩尻市広丘郷原１７８０ 単独型
松本歯科大学病院 塩尻市広丘郷原１７８０ 施設群 医療法人社団歯友会　赤羽歯科（池袋）

医療法人社団若歯会　ちゃいるど中野歯科医院
長門歯科診療所
医療法人　うおずみ歯科診療所

小児歯科スマイルプラザ
医療法人社団　カノミ矯正・小児歯科クリニック

医療法人社団徳治会　吉永歯科医院
医療法人弘仁会　鴨居歯科医院
医療法人社団　葛ヶ丘歯科医院
医療法人社団善歯会　松崎デンタルオフィス

あんとうデンタルクリニック
医療法人裕仁会　ウララ歯科クリニック
医療法人社団貴和会　いしわだ歯科クリニック
大森東歯科クリニック

かめもと歯科医院
松倉歯科
かなずみ歯科
医療法人社団徳治会　松下歯科医院
医療法人社団徳治会　長野歯科医院
医療法人社団至善会　太田歯科医院
阪口歯科
朝倉歯科医院

医療法人社団UC会　新宿UCデンタルインプラントセンター
医療法人社団顕正会　ドリーム歯科
あおば歯科
あぜがみ歯科医院
医療法人社団　いなだ歯科クリニック
医療法人社団沢会　カナザワ矯正小児歯科
こしば歯科医院

こすぎ歯科医院
しもぬる歯科クリニック
医療法人武井会　たけい歯科クリニック
としもり歯科医院
医療法人社団湘南誠心会　パーク歯科クリニック
ひぐち歯科クリニック
べっぷ歯科
ミツギ歯科医院
みどりの森デンタルクリニック
医療法人社団　ミヤタ歯科
医療法人ラポール会　青山病院
春日歯科医院
キッタカ歯科医院

小山歯科医院
小川歯科クリニック
医療法人社団弘久会　小柳歯科クリニック
斎藤歯科医院
医療法人高松会　高松歯科医院
高田歯科医院
竹村歯科
田口歯科医院
筒井歯科医院

東急神津歯科
長田歯科医院
橋本歯科医院
医療法人　林歯科医院
藤田歯科医院
山崎健歯科医院

長野県

新潟県

山梨県
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平成２１年４月１日現在

都道府県 単独型・管理型臨床研修施設 所在地 協力型臨床研修施設

山川歯科
山本歯科医院
医療法人社団青空会　渡辺歯科医院
つかさ歯科医院
医療法人社団明愛会　斉藤歯科医院
医療法人社団湘南誠心会　茅ヶ崎パーク歯科クリニック
中山下歯科
医療法人社団顕正会　はまなか歯科

札幌駅前歯科クリニック
きおか歯科医院

医療法人教歯会　奥田歯科医院
医療法人社団厚誠会　歯科新百合ヶ丘

髙橋歯科医院
シティデンタルクリニック
桑原歯科医院
医療法人　広畑歯科
医療法人　藤浪歯科
田中歯科クリニック
五十嵐小児科･U歯科
西歯科医院
医療法人　平沼歯科医院
医療法人スマイルアート　神谷歯科
医療法人社団翔西会　とおる歯科
あすなろ小児歯科医院
一理堂歯科医院
畑中歯科医院
末石歯科
医療法人翠松会　こまつ歯科クリニック
いとう歯科

信州大学医学部附属病院 松本市旭３-１-１ 単独型
佐久市立国保浅間総合病院 佐久市岩村田１８６２－１ 単独型
長野県厚生農業協同組合連合会小諸厚生総合病院 小諸市与良町３丁目２番３１号 単独型
長野赤十字病院 長野市若里５丁目２２番１号 単独型
飯田市立病院 飯田市八幡町４３８番地 単独型

長野県
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都道府県 開設者 名称 所在地 病床数 電話番号

東京都 厚生労働省 国立精神・神経センター病院 東京都小平市小川東町４－１－１ 33 042-341-2711

神奈川県 独立行政法人国立病院機構 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 神奈川県横須賀市野比５－３－１ 51 0468-48-1550

新潟県 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構さいがた病院 新潟県上越市大潟区犀潟４６８－１ 33 025-534-3131

長野県 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構小諸高原病院 長野県小諸市甲４５９８ 17 0267-22-0870

千葉県 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構下総精神医療センター 千葉県千葉市緑区辺田町５７８ 33 043-291-1221

（３）医療観察法　指定入院医療機関一覧（５施設）

平成２１年４月１日現在
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（１）総合衛生管理製造過程承認施設数

○承認状況（件数・施設全国対比版、平成２１年３月３１日現在）

区分 乳 乳製品 食肉製品 魚肉錬り 容器包装詰加圧 清涼飲料水 合計

製品 加熱殺菌食品

関東 41 49 20 11 7 40 168※

61 62 29 16 7 64 239

全国 156 167 69 25 29 114 560

227 241 122 34 33 157 814

比率 26.3 29.3 29.0 44.0 24.1 35.1 30.0

26.9 25.7 23.8 47.1 21.2 40.8 29.4

※区分間の重複を除いた施設数：135

※上段：施設数、下段：品目数

○管内地域別承認施設数

自治体 施設数 承認数 自治体 施設数 承認数

群馬県 21 35 船橋市 2 4

栃木県 9 14 柏 市 0 0

宇都宮市 3 5 神奈川県 10 22

茨城県 21 29 横浜市 2 5

埼玉県 13 26 川崎市 1 1

さいたま市 2 2 横須賀市 0 0

川越市 0 0 相模原市 0 0

東京都 6 16 藤沢市 2 3

品川区 1 1 山梨県 3 6

葛飾区 1 3 長野県 10 20

港 区 1 1 長野市 3 5

八王子市 3 5 新潟県 2 4

千葉県 11 20 新潟市 6 9

千葉市 2 3

計 135 239
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（２）　総合衛生管理製造過程承認施設

承認年月日 更新承認年月日 申請者 施設名 施設所在地 食品群 食品の単位 自治体 厚生局

平成10年1月19日 平成20年7月10日 トモヱ乳業株式会社 トモヱ乳業株式会社本社工場 茨城県古河市下辺見1955番地 乳 牛乳 茨城県 関東信越

平成10年1月19日 平成20年6月16日 横浜乳業株式会社 横浜乳業株式会社 神奈川県綾瀬市吉岡東3丁目6番1号 乳 牛乳 神奈川県 関東信越

平成10年1月19日 平成20年12月25日 高梨乳業株式会社 高梨乳業株式会社横浜工場 神奈川県横浜市旭区本宿町5番地 乳 牛乳 横浜市 関東信越

平成10年1月19日 平成20年12月25日 高梨乳業株式会社 高梨乳業株式会社横浜工場 神奈川県横浜市旭区本宿町5番地 乳 加工乳 横浜市 関東信越

平成10年1月19日 平成20年12月25日 高梨乳業株式会社 高梨乳業株式会社横浜工場 神奈川県横浜市旭区本宿町5番地 乳 脱脂乳 横浜市 関東信越

平成10年1月19日 平成20年7月7日 森永乳業株式会社 森永乳業株式会社東京工場 東京都葛飾区奥戸1丁目29番1号 乳 牛乳 葛飾区 関東信越

平成10年1月19日 平成20年6月11日 森永乳業株式会社 森永乳業株式会社東京多摩工場 東京都東大和市立野4丁目515番地 乳 牛乳 東京都 関東信越

平成10年1月19日 平成20年8月21日 明治乳業株式会社 明治乳業株式会社神奈川工場 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1丁目8番1号 乳 牛乳 神奈川県 関東信越

平成10年1月19日 平成20年9月5日 明治乳業株式会社 明治乳業株式会社関東工場 埼玉県戸田市川岸1丁目2番地26号 乳 牛乳 埼玉県 関東信越

平成10年1月19日 平成20年9月5日 明治乳業株式会社 明治乳業株式会社関東工場 埼玉県戸田市川岸1丁目2番地26号 乳 加工乳 埼玉県 関東信越

平成10年1月19日 平成20年10月20日 グリコ千葉アイスクリーム株式会社 グリコ千葉アイスクリーム株式会社 千葉県野田市蕃昌10番地 乳製品 アイスクリーム 千葉県 関東信越

平成10年1月19日 平成20年11月6日 ハーゲンダッツジャパン株式会社　 ハーゲンダッツジャパン株式会社群馬工場 群馬県高崎市新町1306 乳製品 アイスクリーム 群馬県 関東信越

平成10年1月19日 平成20年8月15日 茨城グリコ株式会社 茨城グリコ株式会社 茨城県常陸大宮市工業団地653 乳製品 アイスクリーム 茨城県 関東信越

平成10年1月19日 平成20年6月18日 株式会社ヤクルト本社　 株式会社ヤクルト本社茨城工場 茨城県猿島郡五霞町川妻1232番地の2 乳製品 乳酸菌飲料 茨城県 関東信越

平成10年1月19日 平成20年8月21日 明治乳業株式会社 明治乳業株式会社神奈川工場 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1丁目8番1号 乳製品 発酵乳 神奈川県 関東信越

平成10年1月19日 平成20年8月21日 明治乳業株式会社 明治乳業株式会社神奈川工場 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1丁目8番1号 乳製品 乳飲料 神奈川県 関東信越

平成10年1月19日 平成20年9月5日 明治乳業株式会社 明治乳業株式会社関東工場 埼玉県戸田市川岸1丁目2番地26号 乳製品 発酵乳 埼玉県 関東信越

平成10年1月19日 平成20年9月5日 明治乳業株式会社 明治乳業株式会社関東工場 埼玉県戸田市川岸1丁目2番地26号 乳製品 乳飲料 埼玉県 関東信越

平成10年1月19日 平成20年10月8日 明治乳業株式会社 明治乳業株式会社群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町1741番地1号 乳製品 アイスクリーム 群馬県 関東信越

平成10年1月19日 平成20年10月8日 明治乳業株式会社 明治乳業株式会社群馬工場 群馬県伊勢崎市長沼町1741番地1号 乳製品 乳酸菌飲料 群馬県 関東信越

平成10年6月17日 平成20年3月4日 いばらく乳業株式会社 いばらく乳業株式会社 茨城県水戸市笠原町1414番地 乳 牛乳 茨城県 関東信越

平成10年6月17日 平成20年1月24日 グリコ乳業株式会社 グリコ乳業株式会社那須工場 栃木県那須塩原市下厚崎247 乳 牛乳 栃木県 関東信越

平成10年6月17日 平成20年1月24日 グリコ乳業株式会社 グリコ乳業株式会社東京工場 東京都昭島市武蔵野2丁目14番1号 乳 牛乳 東京都 関東信越

平成10年6月17日 平成20年2月21日 株式会社雪印こどもの国牧場 株式会社雪印こどもの国牧場 神奈川県横浜市青葉区奈良町700番地 乳 特別牛乳 横浜市 関東信越

平成10年6月17日 平成20年3月25日 千葉明治牛乳株式会社 千葉明治牛乳株式会社 千葉県千葉市若葉区愛生町1番地 乳 牛乳 千葉市 関東信越

平成10年6月17日 平成20年4月1日 栃木明治牛乳株式会社 栃木明治牛乳株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地5番地3 乳 牛乳 宇都宮市 関東信越

平成10年6月17日 平成20年1月24日 八ヶ岳乳業株式会社 八ヶ岳乳業株式会社茅野工場 長野県茅野市ちの172 乳 牛乳 長野県 関東信越

平成10年6月17日 平成20年1月24日 八ヶ岳乳業株式会社 八ヶ岳乳業株式会社茅野工場 長野県茅野市ちの172 乳 加工乳 長野県 関東信越

平成10年6月17日 平成20年2月19日 カルピス株式会社 カルピス株式会社群馬工場 群馬県館林市大新田町166番地 乳製品 乳酸菌飲料 群馬県 関東信越

平成10年6月17日 平成20年1月24日 グリコ乳業株式会社 グリコ乳業株式会社那須工場 栃木県那須塩原市下厚崎247 乳製品 発酵乳 栃木県 関東信越

平成10年6月17日 平成20年1月24日 グリコ乳業株式会社 グリコ乳業株式会社東京工場 東京都昭島市武蔵野2丁目14番1号 乳製品 乳飲料 東京都 関東信越

平成10年6月17日（変
更承認日平成19年12
月18日）

平成20年1月24日 グリコ乳業株式会社 グリコ乳業株式会社東京工場 東京都昭島市武蔵野2丁目14番1号 乳製品 乳酸菌飲料 東京都 関東信越

平成10年6月17日 平成20年3月4日 株式会社千葉ヤクルト工場 株式会社千葉ヤクルト工場 千葉県四街道市和田166番地 乳製品 乳酸菌飲料 千葉県 関東信越

平成10年6月17日 平成20年3月18日 高梨乳業株式会社 高梨乳業株式会社群馬工場 群馬県高崎市新町1306 乳製品 発酵乳 群馬県 関東信越

平成10年6月17日 平成20年3月25日 千葉明治牛乳株式会社 千葉明治牛乳株式会社 千葉県千葉市若葉区愛生町1番地 乳製品 乳飲料 千葉市 関東信越

平成10年6月17日 平成20年4月1日 栃木明治牛乳株式会社 栃木明治牛乳株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地5番地3 乳製品 乳飲料 宇都宮市 関東信越

平成10年6月17日（変
更承認日平成18年2月
23日）

平成20年4月1日 栃木明治牛乳株式会社 栃木明治牛乳株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地5番地3 乳製品 乳酸菌飲料 宇都宮市 関東信越

平成10年6月17日 平成20年1月24日 八ヶ岳乳業株式会社 八ヶ岳乳業株式会社茅野工場 長野県茅野市ちの172 乳製品 発酵乳 長野県 関東信越

平成10年6月17日 平成20年1月24日 八ヶ岳乳業株式会社 八ヶ岳乳業株式会社茅野工場 長野県茅野市ちの172 乳製品 乳飲料 長野県 関東信越

平成10年9月30日 平成20年3月4日 いばらく乳業株式会社 いばらく乳業株式会社 茨城県水戸市笠原町1414番地 乳 加工乳 茨城県 関東信越

平成10年9月30日 平成20年7月7日 森永乳業株式会社 森永乳業株式会社東京工場 東京都葛飾区奥戸1丁目29番1号 乳 脱脂乳 葛飾区 関東信越

平成10年9月30日 平成20年6月11日 森永乳業株式会社 森永乳業株式会社東京多摩工場 東京都東大和市立野4丁目515番地 乳 脱脂乳 東京都 関東信越

平成10年9月30日 平成20年6月18日 千葉北部酪農農業協同組合 千葉北部酪農農業協同組合 千葉県八千代市大和田新田188番地 乳 脱脂乳 千葉県 関東信越

平成10年9月30日 平成20年6月18日 千葉北部酪農農業協同組合 千葉北部酪農農業協同組合 千葉県八千代市大和田新田188番地 乳 牛乳 千葉県 関東信越

平成10年9月30日 平成20年9月9日 栃酪乳業株式会社 栃酪乳業株式会社 栃木県宇都宮市東町76番地 乳 牛乳 宇都宮市 関東信越

平成10年9月30日 平成20年5月29日 明治乳業株式会社 明治乳業株式会社守谷工場 茨城県守谷市野木崎3456 乳 牛乳 茨城県 関東信越

平成10年9月30日 平成20年6月18日 いばらく乳業株式会社 いばらく乳業株式会社 茨城県水戸市笠原町1414番地 乳製品 乳飲料 茨城県 関東信越

平成10年9月30日 平成20年1月24日 グリコ乳業株式会社 グリコ乳業株式会社東京工場 東京都昭島市武蔵野2丁目14番1号 乳製品 発酵乳 東京都 関東信越

平成10年9月30日 平成20年6月16日 横浜乳業株式会社 横浜乳業株式会社 神奈川県綾瀬市吉岡東3丁目6番1号 乳製品 発酵乳 神奈川県 関東信越

平成10年9月30日 平成20年6月16日 横浜乳業株式会社 横浜乳業株式会社 神奈川県綾瀬市吉岡東3丁目6番1号 乳製品 乳飲料 神奈川県 関東信越

平成10年9月30日 平成20年6月11日 森永乳業株式会社 森永乳業株式会社東京多摩工場 東京都東大和市立野4丁目515番地 乳製品 乳飲料 東京都 関東信越

平成10年9月30日 平成20年6月11日 森永乳業株式会社 森永乳業株式会社東京多摩工場 東京都東大和市立野4丁目515番地 乳製品 乳酸菌飲料 東京都 関東信越

平成10年9月30日 平成20年6月18日 千葉北部酪農農業協同組合 千葉北部酪農農業協同組合 千葉県八千代市大和田新田188番地 乳製品 乳飲料 千葉県 関東信越

平成10年9月30日 平成17年4月27日 冨士食品工業株式会社 冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 乳製品 発酵乳 山梨県 関東信越

平成10年9月30日 平成17年4月27日 冨士食品工業株式会社 冨士食品工業株式会社 山梨県山梨市鴨居寺170 乳製品 アイスクリーム 山梨県 関東信越

平成10年9月30日 平成20年5月29日 明治乳業株式会社 明治乳業株式会社守谷工場 茨城県守谷市野木崎3456 乳製品 乳飲料 茨城県 関東信越

平成10年11月2日 平成20年7月8日 森乳業株式会社 森乳業株式会社 埼玉県行田市富士見町1丁目3番地2号 乳 牛乳 埼玉県 関東信越

平成10年11月2日 平成20年2月15日 西武酪農乳業株式会社 西武酪農乳業株式会社 埼玉県日高市野々宮145 乳 牛乳 埼玉県 関東信越

平成10年11月20日 平成20年7月10日 プリマハム株式会社 プリマハム株式会社茨城工場 茨城県土浦市中向原635 食肉製品 包装後加熱食肉製品 茨城県 関東信越

平成10年11月20日 平成20年7月10日 プリマハム株式会社 プリマハム株式会社茨城工場 茨城県土浦市中向原635 食肉製品 加熱後包装食肉製品 茨城県 関東信越

平成10年11月20日 平成20年8月15日 伊藤ハム株式会社 伊藤ハム株式会社船橋工場 千葉県船橋市高瀬町24番地28 食肉製品 特定加熱食肉製品 船橋市 関東信越

平成10年11月20日 平成20年10月10日 株式会社デリフレッシュフーズ 株式会社デリフレッシュフーズ 埼玉県本庄市大字新井字川原600番地 食肉製品 包装後加熱食肉製品 埼玉県 関東信越

平成10年11月20日 平成20年10月10日 株式会社デリフレッシュフーズ 株式会社デリフレッシュフーズ 埼玉県本庄市大字新井字川原600番地 食肉製品 加熱後包装食肉製品 埼玉県 関東信越

平成10年11月20日 平成20年7月7日 株式会社ドルチャ 株式会社ドルチャ第１工場 茨城県土浦市中向原633 食肉製品 加熱後包装食肉製品 茨城県 関東信越

平成10年11月20日 平成20年7月7日 株式会社ドルチャ 株式会社ドルチャ 茨城県土浦市中向原635 食肉製品 加熱後包装食肉製品 茨城県 関東信越

平成10年11月20日 平成20年9月5日 株式会社中西ハム 株式会社中西ハム本社工場 埼玉県熊谷市大字万吉2685-1 食肉製品 加熱後包装食肉製品 埼玉県 関東信越

平成10年11月20日 平成20年9月5日 株式会社中西ハム 株式会社中西ハム本社工場 埼玉県熊谷市大字万吉2685-1 食肉製品 包装後加熱食肉製品 埼玉県 関東信越

平成10年11月20日 平成20年11月18日 丸大食品株式会社 丸大食品株式会社関東工場 栃木県下野市下石橋545 食肉製品 包装後加熱食肉製品 栃木県 関東信越

平成10年11月20日 平成20年11月18日 丸大食品株式会社 丸大食品株式会社関東工場 栃木県下野市下石橋545 食肉製品 加熱後包装食肉製品 栃木県 関東信越

平成10年11月20日 平成20年11月6日 丸大食品株式会社 丸大食品株式会社新潟工場 新潟県上越市大潟区大字土底浜1779-3 食肉製品 加熱後包装食肉製品 新潟県 関東信越

平成10年11月20日 平成17年10月4日 相模ハム株式会社 相模ハム株式会社本社工場 神奈川県藤沢市菖蒲沢59 食肉製品 包装後加熱食肉製品 藤沢市 関東信越

平成10年11月20日 平成17年10月4日 相模ハム株式会社 相模ハム株式会社本社工場 神奈川県藤沢市菖蒲沢59 食肉製品 加熱後包装食肉製品 藤沢市 関東信越

平成10年11月20日 平成20年10月22日 大和食品工業株式会社 大和食品工業株式会社 東京都品川区東品川3-2-16 食肉製品 加熱後包装食肉製品 品川区 関東信越

平成10年11月20日 平成20年11月6日 滝沢ハム株式会社 滝沢ハム株式会社泉川工場 栃木県栃木市泉川町556 食肉製品 加熱後包装食肉製品 栃木県 関東信越

平成10年11月20日 平成20年11月6日 滝沢ハム株式会社 滝沢ハム株式会社泉川工場 栃木県栃木市泉川町556 食肉製品 包装後加熱食肉製品 栃木県 関東信越

平成10年11月20日 平成17年8月8日 日本ハム株式会社 日本ハム株式会社茨城工場 茨城県筑西市みどり町2丁目1番1 食肉製品 加熱後包装食肉製品 茨城県 関東信越

平成10年11月20日 平成17年8月8日 日本ハム株式会社 日本ハム株式会社茨城工場 茨城県筑西市みどり町2丁目1番1 食肉製品 包装後加熱食肉製品 茨城県 関東信越

平成10年12月25日 平成20年8月21日 興真乳業株式会社 興真乳業株式会社八千代工場 千葉県八千代市大和田新田135 乳 加工乳 千葉県 関東信越

平成10年12月25日 平成20年8月21日 興真乳業株式会社 興真乳業株式会社八千代工場 千葉県八千代市大和田新田135 乳 牛乳 千葉県 関東信越

平成10年12月25日 平成20年7月10日 古谷乳業株式会社 古谷乳業株式会社成田工場 千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1-16 乳 牛乳 千葉県 関東信越

平成10年12月25日 平成20年6月18日 いばらく乳業株式会社 いばらく乳業株式会社 茨城県水戸市笠原町1414番地 乳製品 発酵乳 茨城県 関東信越

平成10年12月25日 平成20年8月21日 興真乳業株式会社 興真乳業株式会社八千代工場 千葉県八千代市大和田新田135 乳製品 乳飲料 千葉県 関東信越

平成10年12月25日 平成20年10月22日 熊本県果実農業協同組合連合会 熊本県果実農業協同組合連合会白州工場 山梨県北杜市白州町下教来石14-2 乳製品 乳飲料 山梨県 関東信越

平成10年12月25日 平成20年7月7日 森永乳業株式会社 森永乳業株式会社東京工場 東京都葛飾区奥戸1丁目29番1号 乳製品 乳酸菌飲料 葛飾区 関東信越

平成11年3月19日 平成19年12月11日 一正蒲鉾株式会社 一正蒲鉾株式会社江口工場 新潟県新潟市江南区江口字伊勢堂2071-3 魚肉練り製品 その他の魚肉練り製品 新潟市 関東信越

平成11年3月19日 平成19年12月11日 一正蒲鉾株式会社 一正蒲鉾株式会社本社工場 新潟県新潟市東区津島屋7丁目77号 魚肉練り製品 その他の魚肉練り製品 新潟市 関東信越

平成11年3月19日 平成20年2月6日 株式会社紀文食品　 株式会社紀文食品東京工場 千葉県印旛郡栄町矢口神明2-1-1 魚肉練り製品 その他の魚肉練り製品 千葉県 関東信越

平成11年3月19日 平成20年6月5日 丸大食品株式会社 丸大食品株式会社新潟工場 新潟県上越市大潟区大字土底浜1779-3 魚肉練り製品 魚肉ハム・ソーセージ 新潟県 関東信越

平成11年3月19日 平成20年6月5日 丸大食品株式会社 丸大食品株式会社新潟工場 新潟県上越市大潟区大字土底浜1779-3 魚肉練り製品 特殊包装かまぼこ 新潟県 関東信越

平成11年3月19日 平成20年3月28日 日本水産株式会社　 日本水産株式会社八王子総合工場加工食品第二工場（ソーセージ工場 東京都八王子市北野町559-6 魚肉練り製品 魚肉ハム・ソーセージ 八王子市 関東信越

平成11年3月19日 平成20年3月28日 日本水産株式会社　 日本水産株式会社八王子総合工場加工食品第二工場（ソーセージ工場 東京都八王子市北野町559-6 魚肉練り製品 特殊包装かまぼこ 八王子市 関東信越

平成11年3月25日 平成19年12月11日 茨城乳業株式会社 茨城乳業株式会社 茨城県石岡市東田中字新田1187-1 乳 牛乳 茨城県 関東信越

平成11年3月25日 平成19年12月28日 榛名酪農業協同組合連合会 榛名酪農業協同組合連合会牛乳工場 群馬県高崎市小八木町307-3 乳 牛乳 群馬県 関東信越

平成11年3月25日 平成19年12月28日 榛名酪農業協同組合連合会 榛名酪農業協同組合連合会牛乳工場 群馬県高崎市小八木町307-3 乳 加工乳 群馬県 関東信越

平成11年3月25日（変
更承認日平成17年8月
18日）

平成19年12月28日 榛名酪農業協同組合連合会 榛名酪農業協同組合連合会牛乳工場 群馬県高崎市小八木町307-3 乳 脱脂乳 群馬県 関東信越

平成11年3月25日 平成19年12月28日 榛名酪農業協同組合連合会 榛名酪農業協同組合連合会牛乳工場 群馬県高崎市小八木町307-3 乳製品 乳飲料 群馬県 関東信越

平成11年3月25日 平成19年10月25日 オハヨー乳業株式会社 オハヨー乳業株式会社関東第一工場 茨城県鉾田市上沢1011-2 乳製品 発酵乳 茨城県 関東信越

平成11年3月25日 平成19年12月10日 高梨乳業株式会社 高梨乳業株式会社横浜工場 神奈川県横浜市旭区本宿町5番地 乳製品 乳飲料 横浜市 関東信越

平成11年3月25日 平成19年10月24日 赤城乳業株式会社 赤城乳業株式会社本社工場 埼玉県深谷市上柴町東2丁目27番地1 乳製品 アイスクリーム 埼玉県 関東信越

平成11年3月25日 平成20年1月24日 トーチクハム株式会社 トーチクハム株式会社埼玉工場 埼玉県比企郡川島町大字戸守500 食肉製品 加熱後包装食肉製品 埼玉県 関東信越

平成11年3月25日 平成20年1月24日 トーチクハム株式会社 トーチクハム株式会社埼玉工場 埼玉県比企郡川島町大字戸守500 食肉製品 包装後加熱食肉製品 埼玉県 関東信越

平成11年7月16日 平成20年2月15日 西武酪農乳業株式会社 西武酪農乳業株式会社 埼玉県日高市野々宮145 乳 加工乳 埼玉県 関東信越

平成11年7月16日 平成20年2月15日 西武酪農乳業株式会社 西武酪農乳業株式会社 埼玉県日高市野々宮145 乳製品 乳飲料 埼玉県 関東信越

平成11年9月17日 平成20年4月28日 日本水産株式会社　 日本水産株式会社八王子総合工場加工食品第一工場（ちくわ工場） 東京都八王子市北野町559-6 魚肉練り製品 その他の魚肉練り製品 八王子市 関東信越

平成11年10月1日 平成20年7月10日 株式会社塚田牛乳 株式会社塚田牛乳 新潟県新潟市江南区木津工業団地2番1号 乳 牛乳 新潟市 関東信越

平成11年10月1日 平成20年7月7日 関東乳業株式会社 関東乳業株式会社 茨城県龍ヶ崎市小通幸谷町120番地 乳 牛乳 茨城県 関東信越

平成11年10月1日 平成20年7月7日 関東乳業株式会社 関東乳業株式会社 茨城県龍ヶ崎市小通幸谷町120番地 乳製品 乳飲料 茨城県 関東信越

平成11年10月1日 平成20年9月8日 サンバーグ株式会社 サンバーグ株式会社第１工場 茨城県猿島郡境町西泉田字海道向1436番の1 食肉製品 加熱後包装食肉製品 茨城県 関東信越

平成11年11月5日 平成20年8月6日 味の素株式会社 味の素株式会社川崎事業所 神奈川県川崎市川崎区鈴木町1-1 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 缶詰、瓶詰以外の食品（熱溶融） 川崎市 関東信越

平成11年11月24日 平成20年8月29日 新潟県農協乳業株式会社 新潟県農協乳業株式会社 新潟県新潟市西蒲区称名918番地 乳 牛乳 新潟市 関東信越

平成11年11月24日（変
更承認日平成20年8月
29日）

平成20年8月29日 新潟県農協乳業株式会社 新潟県農協乳業株式会社 新潟県新潟市西蒲区称名918番地 乳 加工乳 新潟市 関東信越

平成11年11月24日 平成20年12月4日 千葉酪農農業協同組合 千葉酪農農業協同組合 千葉県千葉市若葉区富田町1033-1 乳 牛乳 千葉市 関東信越

平成12年2月23日 平成20年9月18日 キムラヤ乳業株式会社 キムラヤ乳業株式会社 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町267-17 乳製品 アイスクリーム 埼玉県 関東信越

平成12年3月31日 平成20年3月5日 足柄乳業株式会社 足柄乳業株式会社 神奈川県足柄上郡中井町岩倉字上ノ原270番地-1 乳 加工乳 神奈川県 関東信越

平成12年3月31日 平成20年3月5日 足柄乳業株式会社 足柄乳業株式会社 神奈川県足柄上郡中井町岩倉字上ノ原270番地-1 乳 牛乳 神奈川県 関東信越

平成12年3月31日 平成20年3月5日 足柄乳業株式会社 足柄乳業株式会社 神奈川県足柄上郡中井町岩倉字上ノ原270番地-1 乳製品 乳飲料 神奈川県 関東信越

平成12年6月9日 平成20年3月14日 中沢フーズ株式会社 中沢フーズ株式会社湘南工場 神奈川県藤沢市遠藤2023-16 乳製品 クリーム 藤沢市 関東信越

平成12年6月9日 平成20年1月29日 日進畜産工業株式会社 日進畜産工業株式会社本社工場 東京都港区東麻布3-10-5 食肉製品 加熱後包装食肉製品 港区 関東信越

平成13年9月3日 平成20年5月22日 一正食品株式会社 一正食品株式会社 新潟県新潟市東区山木戸7丁目3番6号 魚肉練り製品 その他の魚肉練り製品 新潟市 関東信越

平成13年9月3日 平成20年5月22日 一正食品株式会社 一正食品株式会社 新潟県新潟市東区山木戸7丁目3番6号 魚肉練り製品 特殊包装かまぼこ 新潟市 関東信越

平成13年10月5日 平成20年6月5日 エスビー食品株式会社 エスビー食品株式会社上田工場 長野県上田市大字下塩尻字戸隠田546番地 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 缶詰、瓶詰以外の食品（熱溶融） 長野県 関東信越

平成13年10月5日 平成20年6月18日 日本ペプシコーラ製造株式会社 日本ペプシコーラ製造株式会社 埼玉県羽生市大沼2-74 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（無殺菌・無除菌） 埼玉県 関東信越

平成13年11月15日 平成20年8月21日 三島食品株式会社 三島食品株式会社関東工場 埼玉県坂戸市千代田5-4-30 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 缶詰、瓶詰以外の食品（熱溶融） 埼玉県 関東信越

平成14年1月30日 平成17年8月8日 日本ハム株式会社 日本ハム株式会社茨城工場Ｃ棟 茨城県筑西市みどり町2丁目1番1 食肉製品 加熱後包装食肉製品 茨城県 関東信越

平成14年1月30日 平成20年7月10日 ジャパンフーズ株式会社 ジャパンフーズ株式会社 千葉県長生郡長柄町皿木203-1 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 千葉県 関東信越

平成14年1月30日 平成20年7月10日 ジャパンフーズ株式会社 ジャパンフーズ株式会社 千葉県長生郡長柄町皿木203-1 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（無殺菌・無除菌） 千葉県 関東信越

平成14年1月30日 平成20年7月10日 ジャパンフーズ株式会社 ジャパンフーズ株式会社 千葉県長生郡長柄町皿木203-1 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌） 千葉県 関東信越

平成14年1月30日 平成20年9月29日 株式会社日本キャンパック 株式会社日本キャンパック群馬第２工場 群馬県邑楽郡明和町矢島1028 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌） 群馬県 関東信越

平成14年1月30日 平成20年9月29日 株式会社日本キャンパック 株式会社日本キャンパック群馬第２工場 群馬県邑楽郡明和町矢島1028 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 群馬県 関東信越

平成14年3月5日 平成20年3月31日 群馬牛乳協業組合 群馬牛乳協業組合 群馬県前橋市飯土井町426番地の2 乳 牛乳 群馬県 関東信越

平成14年3月5日 平成20年6月11日 フタバ食品株式会社 フタバ食品株式会社喜連川工場 栃木県さくら市喜連川3286番地 乳製品 アイスクリーム 栃木県 関東信越

平成14年3月5日 平成20年3月31日 群馬牛乳協業組合 群馬牛乳協業組合 群馬県前橋市飯土井町426番地の2 乳製品 乳飲料 群馬県 関東信越

平成14年3月5日 平成20年7月2日 カゴメ株式会社 カゴメ株式会社那須工場無菌PETライン 栃木県那須塩原市西富山30番地 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 栃木県 関東信越

平成14年3月5日 平成20年2月15日 キリンビバレッジ株式会社 キリンビバレッジ株式会社湘南工場 神奈川県高座郡寒川町倉見1620 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 神奈川県 関東信越

平成14年4月23日 平成20年7月10日 古谷乳業株式会社 古谷乳業株式会社成田工場 千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1-16 乳 加工乳 千葉県 関東信越

平成14年4月23日 平成20年7月10日 古谷乳業株式会社 古谷乳業株式会社成田工場 千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1-16 乳製品 乳飲料 千葉県 関東信越

平成14年4月23日 平成20年8月21日 株式会社丸善 株式会社丸善美野里工場 茨城県小美玉市堅倉1638-6 魚肉練り製品 魚肉ハム・ソーセージ 茨城県 関東信越

平成14年4月23日 平成20年8月21日 株式会社丸善 株式会社丸善美野里工場 茨城県小美玉市堅倉1638-6 魚肉練り製品 特殊包装かまぼこ 茨城県 関東信越

平成14年4月23日 平成20年5月14日 伏見蒲鉾株式会社 伏見蒲鉾株式会社本社工場 新潟県新潟市北区新崎699番地12 魚肉練り製品 その他の魚肉練り製品 新潟市 関東信越

平成14年4月23日 平成20年10月2日 サントリー株式会社 サントリー株式会社白州蒸留所水工場 山梨県北杜市白州町大字鳥原字向林2913番地の1他清涼飲料水 ミネラルウォーター類 山梨県 関東信越

平成14年4月23日 平成20年7月10日 サントリー食品工業株式会社 サントリー食品工業株式会社多摩川工場 東京都稲城市大丸2271番地 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌） 東京都 関東信越

平成14年4月23日 平成20年7月10日 サントリー食品工業株式会社 サントリー食品工業株式会社多摩川工場 東京都稲城市大丸2271番地 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 東京都 関東信越

平成14年4月23日 平成20年7月10日 サントリー食品工業株式会社 サントリー食品工業株式会社多摩川工場 東京都稲城市大丸2271番地 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（無殺菌・無除菌） 東京都 関東信越

平成14年4月23日 平成20年7月10日 サントリー食品工業株式会社 サントリー食品工業株式会社多摩川工場 東京都稲城市大丸2271番地 清涼飲料水 ミネラルウォーター類 東京都 関東信越
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平成14年4月23日 平成20年7月9日 株式会社日本キャンパック 株式会社日本キャンパック群馬第３工場 群馬県邑楽郡明和町矢島1230 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 群馬県 関東信越

平成14年4月23日 平成20年7月9日 株式会社日本キャンパック 株式会社日本キャンパック群馬第３工場 群馬県邑楽郡明和町矢島1230 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌） 群馬県 関東信越

平成14年6月11日 平成20年6月25日 浅草ハム株式会社 浅草ハム株式会社関東工場 茨城県北茨城市中郷町日棚字宝壷644-52 食肉製品 加熱後包装食肉製品 茨城県 関東信越

平成14年6月27日 平成20年9月19日 高梨乳業株式会社 高梨乳業株式会社北関東工場 群馬県高崎市新町2330-29 乳製品 アイスクリーム 群馬県 関東信越

平成14年6月27日（変
更承認日平成17年9月
13日）

平成20年9月19日 高梨乳業株式会社 高梨乳業株式会社北関東工場 群馬県高崎市新町2330-29 乳製品 発酵乳 群馬県 関東信越

平成14年6月27日 平成20年9月5日 カルピス株式会社 カルピス株式会社群馬工場 群馬県館林市大新田町166番地 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌） 群馬県 関東信越

平成14年6月27日 平成20年9月5日 カルピス株式会社 カルピス株式会社群馬工場 群馬県館林市大新田町166番地 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 群馬県 関東信越

平成14年8月8日 平成20年11月6日 株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀 株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀関東工場 栃木県下野市下石橋561番地 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 栃木県 関東信越

平成14年8月8日 平成20年11月6日 株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀 株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀関東工場 栃木県下野市下石橋561番地 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌） 栃木県 関東信越

平成14年8月22日 平成20年8月15日 カゴメ株式会社 カゴメ株式会社富士見工場 長野県諏訪郡富士見町富士見2150 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封）（紙容器製品に限る） 長野県 関東信越

平成14年9月12日 平成20年7月31日 丸善食品工業株式会社 丸善食品工業株式会社須坂工場 長野県須坂市大字小河原字松川4062-3 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 長野県 関東信越

平成14年9月26日 平成21年1月19日 栃木乳業株式会社 栃木乳業株式会社 栃木県下都賀郡大平町川連432番地 乳 牛乳 栃木県 関東信越

平成14年9月26日 平成21年1月19日 栃木乳業株式会社 栃木乳業株式会社 栃木県下都賀郡大平町川連432番地 乳 加工乳 栃木県 関東信越

平成14年9月26日 平成20年12月4日 コープ果汁株式会社 コープ果汁株式会社 千葉県富里市立沢新田172-1 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 千葉県 関東信越

平成14年10月24日 平成21年2月27日 光和デリカ株式会社 光和デリカ株式会社第一工場 茨城県神栖市波崎6437 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 缶詰食品 茨城県 関東信越

平成14年10月24日 平成20年10月17日 丸善食品工業株式会社 丸善食品工業株式会社本社工場 長野県千曲市大字寂蒔880番地 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 長野県 関東信越

平成14年10月24日 平成20年10月17日 丸善食品工業株式会社 丸善食品工業株式会社本社工場 長野県千曲市大字寂蒔880番地 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌） 長野県 関東信越

平成15年5月1日 平成18年12月19日 株式会社中村屋 株式会社中村屋食品工場 神奈川県海老名市東柏ヶ谷4-4-1 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 缶詰、瓶詰以外の食品（熱溶融） 神奈川県 関東信越

平成15年5月1日 平成18年8月2日 株式会社ダイショー 株式会社ダイショー関東工場 茨城県小美玉市西郷地1689 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 缶詰、瓶詰以外の食品（熱溶融） 茨城県 関東信越

平成15年5月1日 平成18年12月25日 熊本県果実農業協同組合連合会 熊本県果実農業協同組合連合会白州工場 山梨県北杜市白州町下教来石14-2 清涼飲料水 ミネラルウォーター類 山梨県 関東信越

平成15年5月1日 平成20年6月18日 日本ペプシコーラ製造株式会社 日本ペプシコーラ製造株式会社 埼玉県羽生市大沼2-74 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 埼玉県 関東信越

平成15年7月22日 平成18年9月19日 クラシエフーズ株式会社 クラシエフーズ株式会社新町工場 群馬県高崎市新町2330番地 乳製品 アイスクリーム 群馬県 関東信越

平成15年10月23日 平成18年11月27日 高田製薬株式会社 高田製薬株式会社大宮工場 埼玉県さいたま市西区宮前町203番1 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） さいたま市 関東信越

平成15年10月23日 平成18年12月26日 株式会社スギヨ 株式会社スギヨ関東工場 茨城県坂東市幸神平27番1 魚肉練り製品 その他の魚肉練り製品 茨城県 関東信越

平成15年11月18日 平成19年8月1日 ゴールドパック株式会社 ゴールドパック株式会社あずみ野工場 長野県安曇野市堀金烏川1984-1 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 長野県 関東信越

平成15年11月18日（変
更承認日平成20年1月
8日）

ゴールドパック株式会社 ゴールドパック株式会社あずみ野工場 長野県安曇野市堀金烏川1984-1 清涼飲料水 ミネラルウォーター類 長野県 関東信越

平成15年11月18日（変
更承認日平成20年1月
8日）

ゴールドパック株式会社 ゴールドパック株式会社あずみ野工場 長野県安曇野市堀金烏川1984-1 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌） 長野県 関東信越

平成15年12月11日 平成19年2月21日 神奈川柑橘果工株式会社 神奈川柑橘果工株式会社第５工場 神奈川県足柄上郡山北町岸716 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 神奈川県 関東信越

平成15年12月19日 平成19年1月31日 株式会社えひめ飲料 株式会社えひめ飲料茨城工場 茨城県常陸太田市岡田町2112番地 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 茨城県 関東信越

平成16年4月14日 平成19年5月22日 日本ミルクコミュニティ株式会社 日本ミルクコミュニティ株式会社野田工場 千葉県野田市上三ヶ尾字平井256番地1 乳 牛乳 千葉県 関東信越

平成16年4月14日（変
更承認日平成17年8月
24日）

平成19年5月22日 日本ミルクコミュニティ株式会社 日本ミルクコミュニティ株式会社野田工場 千葉県野田市上三ヶ尾字平井256番地1 乳 加工乳 千葉県 関東信越

平成16年4月16日 平成19年8月1日 丸源飲料工業株式会社 丸源飲料工業株式会社宇都宮工場 栃木県宇都宮市平出工業団地45-11 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 宇都宮市 関東信越

平成16年5月21日 平成19年9月7日 株式会社ロッテアイス 株式会社ロッテアイス日野工場 東京都日野市日野753 乳製品 アイスクリーム 東京都 関東信越

平成16年5月25日 平成19年7月11日 サントリー株式会社 サントリー株式会社榛名工場 群馬県渋川市半田200番 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌） 群馬県 関東信越

平成16年5月25日 平成19年7月11日 サントリー株式会社 サントリー株式会社榛名工場 群馬県渋川市半田200番 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 群馬県 関東信越

平成16年7月2日 平成19年9月7日 日本ミルクコミュニティ株式会社 日本ミルクコミュニティ株式会社日野工場 東京都日野市日野753 乳 牛乳 東京都 関東信越

平成16年7月30日 平成19年11月9日 那須グリコ栄食株式会社 那須グリコ栄食株式会社 栃木県那須塩原市上大塚新田33-3 食肉製品 加熱後包装食肉製品 栃木県 関東信越

平成17年1月27日 平成20年7月10日 株式会社長野サンヨーフーズ 株式会社長野サンヨーフーズ 長野県千曲市大字上山田3813番地 清涼飲料水 原料用果汁 長野県 関東信越

平成17年2月7日 平成20年5月12日 長野牛乳株式会社 長野牛乳株式会社 長野県長野市稲里町田牧1548番地 乳 牛乳 長野市 関東信越

平成17年2月7日 平成20年5月12日 長野牛乳株式会社 長野牛乳株式会社 長野県長野市稲里町田牧1548番地 乳 加工乳 長野市 関東信越

平成17年2月7日 平成20年5月12日 長野牛乳株式会社 長野牛乳株式会社 長野県長野市稲里町田牧1548番地 乳製品 乳飲料 長野市 関東信越

平成17年4月7日 平成20年6月11日 株式会社えひめ飲料 株式会社えひめ飲料東京工場 神奈川県厚木市緑ヶ丘5丁目18番2号 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（無殺菌･無除菌） 神奈川県 関東信越

平成17年4月7日 平成20年6月11日 株式会社えひめ飲料 株式会社えひめ飲料東京工場 神奈川県厚木市緑ヶ丘5丁目18番2号 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌） 神奈川県 関東信越

平成17年4月7日 平成20年6月11日 株式会社えひめ飲料 株式会社えひめ飲料東京工場 神奈川県厚木市緑ヶ丘5丁目18番2号 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 神奈川県 関東信越

平成17年6月13日 平成20年9月9日 長野興農株式会社 長野興農株式会社長野工場第３工場 長野県長野市差出南一丁目11番1号 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌） 長野市 関東信越

平成17年7月11日 平成20年7月31日 丸善食品工業株式会社 丸善食品工業株式会社須坂第２工場 長野県須坂市小河原字松川4057-5 清涼飲料水 原料用果汁 長野県 関東信越

平成17年8月24日 平成20年12月17日 日本デルモンテ株式会社 日本デルモンテ株式会社事業本部群馬工場飲料工場 群馬県沼田市清水町3748番地 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 群馬県 関東信越

平成17年9月12日 平成20年12月9日 神奈川柑橘果工株式会社 神奈川柑橘果工株式会社第２工場 神奈川県足柄上郡山北町岸716 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（無殺菌･無除菌） 神奈川県 関東信越

平成17年9月12日 平成20年12月9日 神奈川柑橘果工株式会社 神奈川柑橘果工株式会社第２工場 神奈川県足柄上郡山北町岸716 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌） 神奈川県 関東信越

平成17年12月22日 平成18年12月25日 熊本県果実農業協同組合連合会 熊本県果実農業協同組合連合会白州工場 山梨県北杜市白州町下教来石14-2 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 山梨県 関東信越

平成18年1月11日 平成21年3月17日 株式会社加ト吉 株式会社加ト吉新潟魚沼工場 新潟県南魚沼市長崎813番地3 清涼飲料水 ミネラルウォーター類 新潟県 関東信越

平成18年1月17日 平成21年1月28日 興真乳業株式会社 興真乳業株式会社千葉工場 千葉県八千代市大和田新田130番地 乳 牛乳 千葉県 関東信越

平成18年1月17日 平成20年12月9日 神奈川柑橘果工株式会社 神奈川柑橘果工株式会社第２工場 神奈川県足柄上郡山北町岸716 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 神奈川県 関東信越

平成18年3月23日 協同乳業株式会社 協同乳業株式会社東京工場 東京都西多摩郡日の出町平井20-1 乳 牛乳 東京都 関東信越

平成18年3月23日 協同乳業株式会社 協同乳業株式会社東京工場 東京都西多摩郡日の出町平井20-1 乳製品 乳飲料 東京都 関東信越

平成18年4月7日 新生酪農株式会社 新生酪農株式会社栃木工場 栃木県那須塩原市下田野466-1 乳 牛乳 栃木県 関東信越

平成18年5月8日 小岩井乳業株式会社 小岩井乳業株式会社東京工場 埼玉県狭山市上広瀬字西原1254 乳 牛乳 埼玉県 関東信越

平成18年5月8日 小岩井乳業株式会社 小岩井乳業株式会社東京工場 埼玉県狭山市上広瀬字西原1254 乳 加工乳 埼玉県 関東信越

平成18年5月8日 小岩井乳業株式会社 小岩井乳業株式会社東京工場 埼玉県狭山市上広瀬字西原1254 乳製品 発酵乳 埼玉県 関東信越

平成18年5月8日 小岩井乳業株式会社 小岩井乳業株式会社東京工場 埼玉県狭山市上広瀬字西原1254 乳製品 乳飲料 埼玉県 関東信越

平成18年5月8日 小岩井乳業株式会社 小岩井乳業株式会社東京工場 埼玉県狭山市上広瀬字西原1254 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 埼玉県 関東信越

平成18年5月11日 ＪＡ高崎ハム株式会社 ＪＡ高崎ハム株式会社高崎工場 群馬県高崎市八幡原町722番地5 食肉製品 包装後加熱食肉製品 群馬県 関東信越

平成18年5月11日 ＪＡ高崎ハム株式会社 ＪＡ高崎ハム株式会社高崎工場 群馬県高崎市八幡原町722番地5 食肉製品 加熱後包装食肉製品 群馬県 関東信越

平成18年5月11日 平成20年10月17日 丸善食品工業株式会社 丸善食品工業株式会社本社工場 長野県千曲市大字寂蒔880番地 乳製品 乳飲料 長野県 関東信越

平成18年5月11日 平成20年10月17日 丸善食品工業株式会社 丸善食品工業株式会社本社工場 長野県千曲市大字寂蒔880番地 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 缶詰、瓶詰以外の食品（熱溶融） 長野県 関東信越

平成18年5月30日 協同乳業株式会社 協同乳業株式会社千葉工場 千葉県船橋市習志野4-10-1 乳 牛乳 船橋市 関東信越

平成18年5月30日 協同乳業株式会社 協同乳業株式会社千葉工場 千葉県船橋市習志野4-10-1 乳 加工乳 船橋市 関東信越

平成18年5月30日 協同乳業株式会社 協同乳業株式会社千葉工場 千葉県船橋市習志野4-10-1 乳製品 乳飲料 船橋市 関東信越

平成18年6月27日 株式会社全農ハイパック 株式会社全農ハイパック本社第１工場 茨城県常総市内守谷町4365番地1 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 茨城県 関東信越

平成18年7月24日 日本ミルクコミュニティ株式会社 日本ミルクコミュニティ株式会社児玉工場 埼玉県本庄市児玉町田端222番地 乳 牛乳 埼玉県 関東信越

平成18年9月12日 ハルナビバレッジ株式会社 ハルナビバレッジ株式会社本社工場 群馬県高崎市足門町39の1 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 群馬県 関東信越

平成18年12月5日 株式会社ナガノトマト 株式会社ナガノトマト松本工場 長野県松本市大字今井字中道6691 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 長野県 関東信越

平成18年12月5日（変
更承認日平成20年1月
24日

株式会社ナガノトマト 株式会社ナガノトマト松本工場 長野県松本市大字今井字中道6691 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌） 長野県 関東信越

平成18年12月25日 ゴールドパック株式会社 ゴールドパック株式会社松本工場 長野県松本市双葉12-63 清涼飲料水 原料用果汁 長野県 関東信越

平成18年12月25日 ゴールドパック株式会社 ゴールドパック株式会社松本工場 長野県松本市双葉12-63 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 長野県 関東信越

平成19年1月17日 長野興農株式会社 長野興農株式会社川中島工場 長野県長野市青木島町綱島765-2 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 長野市 関東信越

平成19年3月22日 榛名酪農業協同組合連合会 榛名酪農業協同組合連合会デザート工場 群馬県高崎市足門町25-1 乳製品 発酵乳 群馬県 関東信越

平成19年4月16日 三和缶詰株式会社 三和缶詰株式会社群馬工場 群馬県伊勢崎市北千木町1410-1 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 群馬県 関東信越

平成19年5月15日 株式会社日本キャンパック 株式会社日本キャンパック利根川工場 群馬県邑楽郡明和町矢島900-1 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 群馬県 関東信越

平成19年5月22日 日本水産株式会社 日本水産株式会社八王子総合工場加工食品第一工場（カニ棒フレーク工東京都八王子市北野町559番地6 魚肉練り製品 特殊包装かまぼこ 八王子市 関東信越

平成19年5月22日 日本水産株式会社 日本水産株式会社八王子総合工場加工食品第一工場（カニ棒フレーク工東京都八王子市北野町559番地6 魚肉練り製品 その他の魚肉練り製品 八王子市 関東信越

平成19年6月27日 ジェーシービバレッジ株式会社 ジェーシービバレッジ株式会社渋川工場 群馬県渋川市半田2470番地 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌） 群馬県 関東信越

平成19年6月27日 ジェーシービバレッジ株式会社 ジェーシービバレッジ株式会社渋川工場 群馬県渋川市半田2470番地 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 群馬県 関東信越

平成19年12月4日 株式会社ロッテ 株式会社ロッテ浦和工場 埼玉県さいたま市南区沼影3-1-1 乳製品 アイスクリーム さいたま市 関東信越

平成19年12月27日 株式会社群馬県食肉卸売市場 株式会社群馬県食肉卸売市場 群馬県佐波郡玉村町大字上福島1189番地 食肉製品 加熱後包装食肉製品 群馬県 関東信越

平成20年2月21日 神奈川柑橘果工株式会社 神奈川柑橘果工株式会社第３工場 神奈川県足柄上郡山北町岸716 乳製品 乳飲料 神奈川県 関東信越

平成20年2月21日 神奈川柑橘果工株式会社 神奈川柑橘果工株式会社第３工場 神奈川県足柄上郡山北町岸716 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌） 神奈川県 関東信越

平成20年2月21日 神奈川柑橘果工株式会社 神奈川柑橘果工株式会社第３工場 神奈川県足柄上郡山北町岸716 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 神奈川県 関東信越

平成20年3月12日 株式会社ポッカコーポレーション 株式会社ポッカコーポレーション群馬工場 群馬県伊勢崎市境東新井1301-1 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（密栓・密封後殺菌） 群馬県 関東信越

平成20年3月12日 株式会社ポッカコーポレーション 株式会社ポッカコーポレーション群馬工場 群馬県伊勢崎市境東新井1301-1 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 群馬県 関東信越

平成20年3月19日 ダノンジャパン株式会社 ダノンジャパン株式会社館林工場 群馬県館林市下早川田町366-1 乳製品 発酵乳 群馬県 関東信越

平成20年3月31日 日本ミルクコミュニティ株式会社 日本ミルクコミュニティ株式会社海老名工場 神奈川県海老名市中新田5-26-1 乳 牛乳 神奈川県 関東信越

平成20年5月12日 新生酪農株式会社 新生酪農株式会社千葉工場 千葉県長生郡睦沢町上市場2301番地 乳 牛乳 千葉県 関東信越

平成20年7月29日 株式会社コスモフーズ 株式会社コスモフーズ埼玉神川工場 埼玉県児玉郡神川町大字二ノ宮105 清涼飲料水 その他の清涼飲料水（殺菌後密栓・密封） 埼玉県 関東信越

平成20年8月29日 新潟県農協乳業株式会社 新潟県農協乳業株式会社 新潟県新潟市西蒲区称名918番地 乳製品 乳飲料 新潟市 関東信越
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茨城県
(財)茨城県薬剤師会
公衆衛生検査センター

水戸市緑町３丁目５番３５号
 (財)茨城県薬剤師会
公衆衛生検査センター

水戸市緑町３丁目５番３５号
法第26条第1項
法第26条第2項

細菌学的検査
理化学的検査

群馬県
財団法人
群馬県健康づくり財団

前橋市堀之下町16番2
財団法人
群馬県健康づくり財団

前橋市堀之下町16番2
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

埼玉県 (社)埼玉県食品衛生協会 さいたま市高砂４丁目４番１７号 (財)埼玉県食品衛生協会 さいたま市大宮区上小町１４５０番地
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

千葉県
(財)千葉県薬剤師会
検査センター

千葉市中央区中央港1丁目12番11号
(財)千葉県薬剤師会
検査センター

千葉市緑区大野台2-3-36
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

動物を用いる検査

東京都
(財)日本食品分析センター
千歳研究所

千歳市文京２丁目３番
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

理化学的検査

(財)日本食品分析センター
東京本部

渋谷区元代々木町５２番１号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査

(財)日本食品分析センター
大阪支所

大阪府吹田市豊津町３号１号

法第25条第1項
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(財)日本食品分析センター
多摩研究所

多摩市永山６丁目１１番１０号

法第25条第1項
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

動物を用いる検査

(財)日本食品分析センター
名古屋支所

名古屋市中区大須４丁目５番１３号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(財)日本食品分析センター
九州支所

福岡市博多区下呉服町１番１２号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査

(財)日本食品分析センター
彩都研究所

大阪府茨城市彩都あさぎ７丁目４番４１号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(財)日本冷凍食品検査協会
東京検査所

港区芝大門２丁目４番６号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査

(財)日本冷凍食品検査協会
横浜試験センター

横浜市金沢区福浦２丁目１３番４５
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(財)日本冷凍食品検査協会
関西事業所

神戸市中央区港島南町３丁目２番６号

法第25条第1項
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(財)日本冷凍食品検査協会
福岡検査所

福岡市博多区博多駅南1丁目2番15号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

動物を用いる検査

(財)日本冷凍食品検査協会
札幌検査所

札幌市中央区北１条西21丁目3番17号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

動物を用いる検査

(財)日本冷凍食品検査協会
名古屋検査所

名古屋市港区九番町５丁目３の１
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(財)日本冷凍食品検査協会
仙台検査所

仙台市宮城野区高砂１丁目24番地18
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

動物を用いる検査

　 (財)東京顕微鏡院 千代田区九段南４丁目８番32号
(財)東京顕微鏡院
食と環境の科学センター
日本橋研究所

中央区日本橋箱崎町44番地１号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(社)日本食品衛生協会 渋谷区神宮前２丁目６番１号
(社)日本食品衛生協会
食品衛生研究所

東京都町田市忠生２丁目５番４７号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(財)食品環境検査協会
東京事業所

江東区新木場２丁目１０番３号

法第25条第1項
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(財)食品環境検査協会
横浜事業所

横浜市中区北仲通２丁目15番地
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

動物を用いる検査

(財)食品環境検査協会
清水事業所

静岡県清水区日の出町１番39号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(財)食品環境検査協会
神戸事業所

神戸市中央区港島３丁目２番１号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

動物を用いる検査

(財)食品環境検査協会
福岡事業所

福岡市博多区石城町15番24号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

動物を用いる検査
(財)化学技術戦略推進機構
高分子試験・評価センター
東京事業所

台東区柳橋２丁目２２番１３号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

理化学的検査

(財)化学技術戦略推進機構
高分子試験・評価センター
大阪事業所

東大阪市高井田中町１丁目５番３号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

理化学的検査

(財)日本穀物検定協会
中央研究所

市川市新井２丁目１７番３号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(財)日本穀物検定協会
東京分析センター

江東区塩浜１丁目２番１号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

理化学的検査

(財)日本穀物検定協会
中央研究所衣浦分析室

愛知県半田市１１号地１番地１６
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

理化学的検査
（アフラトキシン）

(財)日本乳業技術協会 千代田区九段北１丁目１４番１９号 (財)日本乳業技術協会 千代田区九段北１丁目１４番１９号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(社)菓子・食品新素材
技術センター

台東区入谷１丁目１８番７号
(社)菓子・食品新素材
技術センター

台東区入谷１丁目１８番７号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

中央区日本橋兜町１５番６号

(財)化学技術戦略推進機構 台東区柳橋２丁目２２番１３号

(財)日本穀物検定協会

（３）登録検査機関

検査区分検査施設の所在地検査施設の名称 登録区分登録検査機関の所在地登録検査機関の名称所在都県名

平成２１年３月３１日現在

(財)日本食品分析センター 渋谷区元代々木町５２番１号

(財)日本冷凍食品検査協会 港区芝大門２丁目４番６号

(財)食品環境検査協会 中央区京橋３丁目７番４号
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検査区分検査施設の所在地検査施設の名称 登録区分登録検査機関の所在地登録検査機関の名称所在都県名

平成２１年３月３１日現在

東京都
(社)日本海事検定協会
食品衛生分析センター

横浜市金沢区福浦２丁目７番３１号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(社)日本海事検定協会
大阪理化学分析センター

大阪市住之江区南港中６丁目２番４７号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(社)日本海事検定協会
食品衛生分析センター
名古屋分室

名古屋市港区入船２丁目４番２３号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

理化学的検査
（アフラトキシン）

(財)新日本検定協会
ＳＫ阪神分析センター

大阪市住之江区南港中６丁目２番５７号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

動物を用いる検査

(財)新日本検定協会
ＳＫ横浜分析センター

横浜市港北区新横浜２丁目１２番地１３、
１２番地１４

法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(財)東京都予防医学協会 新宿区市ヶ谷砂土原町１丁目２番地 (財)東京都予防医学協会 新宿区市ヶ谷砂土原町１丁目２番地
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査

一般社団法人
食肉科学技術研究所

渋谷区恵比寿一丁目５番６号 一般社団法人
食肉科学技術研究所

渋谷区恵比寿一丁目５番６号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

海外貨物検査株式会社 中央区日本橋兜町１５番６号 海外貨物検査㈱
東京ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ

座間市相模が丘６丁目３１番５号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

理化学的検査

（財）日本文化用品安全試験所
東京事業所

墨田区東駒形４丁目２２番４号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

理化学的検査

（財）日本文化用品安全試験所
大阪事業所

大阪市東住吉区田辺３丁目１９番１４号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

理化学的検査

（社）東京都食品衛生協会 渋谷区神宮前２丁目６番１号 (社)東京都食品衛生協会
東京食品技術研究所

板橋区徳丸１丁目１９番１０号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(株)町田予防衛生研究所 町田市原町田３丁目９番９号 (株)町田予防衛生研究所 町田市原町田３丁目９番９号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査

(財)化学物質評価研究機構 文京区後楽１丁目４番２５号
(財)化学物質評価研究機構
東京事業所

北葛飾郡杉戸町下高野１６００番地
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

理化学的検査

日本エコテック（株）
大阪分析センター

大阪府河内長野市小山田町３４５番地
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

理化学的検査

日本エコテック（株）
福島分析センター

二本松市平石高田４丁目286番地
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

理化学的検査

(社）日本貨物検数協会
理化学分析研究所

中央区築地１丁目１０番３号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

理化学的検査

(社）日本貨物検数協会
田子の浦簡易試験所

富士市鈴川町５番１号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

理化学的検査
（アフラトキシン）

（株）BMLフード・サイエンス 東京都豊島区池袋二丁目５１番１３号
株式会社ＢＭＬフード・サイエン
ス
埼玉検査センター

埼玉県川越市大字的場字関口１４９１番
地５

法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査

（社）全日本検数協会
東京都港区海岸三丁目１番８号ポートビ
ル芝浦

社団法人全日本検数協会
全日検理化学分析センター

兵庫県神戸市中央区波止場町３番４号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

理化学的検査

（株）分析センター 東京都千代田区三崎町三丁目４番９号
株式会社分析センター
第一技術研究所

東京都墨田区東向島一丁目１２番２号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

理化学的検査

神奈川県 (財)マイコトキシン検査協会 横浜市鶴見区大黒ふ頭１５番地 (財)マイコトキシン検査協会 横浜市鶴見区大黒ふ頭１５番地
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(財)北里環境科学センター 相模原市北里１丁目１５番１号 (財)北里環境科学センター 相模原市北里１丁目１５番１号
法第26条第1項
法第26条第2項

細菌学的検査

(財)畜産生物科学安全研究所 相模原市橋本台３丁目７番１１号 (財)畜産生物科学安全研究所 相模原市橋本台３丁目７番１１号 法第26条第3項
細菌学的検査
理化学的検査

日本環境（株） 横浜市鶴見区鶴見中央３丁目１２番３１号
日本環境（株） 材料・食品事業
部　検査センター

横浜市金沢区幸浦２丁目１番１３号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

理化学的検査

SGSジャパン（株） 横浜市西区みなとみらい２丁目２番１号
SGSジャパン（株）食糧・食品事
業部フードテスティングセンター

横浜市中区南仲通３丁目３番１号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

山梨県 (社)山梨県食品衛生協会 甲府市国母６丁目５番１号
(社)山梨県食品衛生協会
食品衛生検査所

甲府市国母６丁目５番１号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

長野県 (社)長野県食品衛生協会 長野市大字南長野字聖徳５４５番の３
(社)長野県食品衛生協会
食品衛生試験研究所

長野市大字南長野字聖徳５４５番の３
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(株)ミロクメディカルラボラトリー 長野県佐久市印内659番地2
(株)ミロクメディカル
ラボラトリー

長野県佐久市印内659番地2
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査

新潟県 (財)新潟県環境衛生研究所 新潟県燕市吉田東栄町８番１３号 (財)新潟県環境衛生研究所 新潟県燕市吉田東栄町８番１３号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

（社）県央研究所 新潟県三条市大字吉田１４１１番地甲 （社）県央研究所 新潟県三条市大字吉田１４１１番地甲
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

（社）新潟県環境衛生
中央研究所

長岡市新産２丁目１２番地７
（社）新潟県環境衛生
中央研究所

長岡市新産２丁目１２番７号
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(財)上越環境科学センター 新潟県上越市下門前1666番地 (財)上越環境科学センター 新潟県上越市下門前1666番地
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

(財)新潟県環境分析センター 新潟市江南区祖父興野５３番地１ (財)新潟県環境分析センター 新潟市江南区祖父興野５３番地１
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

横浜市 （社）日本油料検定協会 神戸市中央区海岸通２丁目２番３号
（社）日本油料検定協会
分析技術センター

横浜市中区海岸通5-26-1
法第26条第1項
法第26条第2項
法第26条第3項

細菌学的検査
理化学的検査

　　　　　４０機関４３施設（１施設の１機関は近畿厚生局管内）

中央区築地１丁目１０番３号

(社)日本海事検定協会 中央区八丁堀１丁目９番７号

(財)新日本検定協会 港区高輪３丁目２５番２３号

(社)日本貨物検数協会

日本エコテック（株） 中央区日本橋１丁目２番５号

（財）日本文化用品安全試験所 墨田区東駒形４丁目２２番４号
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平成２１年３月３１日現在

番号 自治体 施設認定番号 施設名 所在地
承認された

主な輸出品目

1 群馬県 Ｇ－１ 群馬県食肉卸売市場 群馬県佐波郡 和牛部分肉（チルド）

○対ＥＵ関係施設 平成２１年３月３１日現在

番号 自治体 施設認定番号 施設名 所在地
承認された

主な輸出品目

1 茨城県 0869001
日本水産(株)ファインケミカル総合工場
つくば工場

茨城県つくば市 DHA Rich Fish Oil

2 千葉県 1255001 （株）紀文食品東京工場 千葉県印旛郡栄町 魚肉ねり製品

○対米国関係施設 平成２１年３月３１日現在

番号 自治体 施設認定番号 施設名 所在地
承認された

主な輸出品目

1 茨城県 0869001
日本水産(株)ファインケミカル総合工場
つくば工場

茨城県つくば市

イワシ油/中鎖トリグリセ
リド構造脂質、　　　50%オ
メガ-3イワシ油、
ＤＨＡツナオイル

2 0931001 （株）マルハニチロ食品宇都宮工場 栃木県宇都宮市 フィッシュソーセージ

3 0931002 （株）マルハニチロ食品化成食品事業部 栃木県宇都宮市 カニエキス

4 埼玉県 1169001 （株）なとり埼玉工場 埼玉県久喜市
チーズと鱈の組み合わせ
食品（チーズ鱈）、糸柳

5 千葉県 1255001 （株）紀文食品東京工場 千葉県印旛郡栄町

魚肉ねり製品（魚河岸あ
げ、魚河岸あげ；五目ご
ぼう巻、揚げボール、は
んぺん、鰯つくね、焼きち
くわ、竹笛、野菜てんぷ
ら、かまぼこ、伊達巻）

6 1373001
日本水産（株）ファインフード事業部
調味料工場

東京都八王子市
カニ調味料、魚肉エキス
調味料

7 1373002 日本水産（株）八王子総合工場 東京都八王子市
冷凍魚肉練り製品（シー
グレイス冷凍原木2cm
カット）

8 1531001 一正蒲鉾（株）本社工場 新潟県新潟市
さつま揚、白身魚揚げ
サラダピュア、焼きちく
わ、はんぺん

9 1531002 一正蒲鉾（株）江口工場 新潟県新潟市
オホーツク（かに風味か
まぼこ）

10 1533001 伏見蒲鉾（株）本社工場 新潟県新潟市
あずま揚、ごぼう巻、いん
げん揚、なると巻

11 1533003 一正食品（株） 新潟県新潟市
リテーナ成形かまぼこ、
蒸しかまぼこ

（４）食肉輸出認定施設

（５）対ＥＵ、対米国輸出水産食品認定施設

新潟市

宇都宮市

八王子市
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減　少

平成16年度末 880 △ 38 5 0 1 26 17 1

平成17年度末 857 △ 23 4 0 2 18 11 0

平成18年度末 850 △ 7 1 3 3 3 11 0

平成19年度末 846 △ 4 4 0 5 2 11 0

平成20年度末 835 △ 11 1 0 0 6 6 0

15 3 11 55 56 1

茨城県 　　　　　　　

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

山梨県

長野県

計

11

9

18

602

81

37

33

 （１）　健康保険組合の状況

17

所在地

　　○所在地別等の健康保険組合数(平成20年度末)

組合数
単独

　　○健康保険組合数

分割新設

組合数

計

0

0

9

90

23

8

505

25

年　　度
対前年
度増減

増減の内訳

増　加

転入 解散 合併 転出

3

678835

63

22 15

16

5 3

18

1

1

7

1

0

11

6

総合

0

3

3

14

0

10

設　立　形　態　別

2

1

7

147

連合

0
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規約型 基金型

平成15年度末 709 △ 135 0 0 0 3 49 83 22 61 0

平成16年度末 449 △ 260 1 0 0 1 40 220 37 183 0

平成17年度末 362 △ 87 0 0 0 0 14 73 9 64 0

平成18年度末 350 △ 12 0 1 0 1 2 10 0 10 0

平成19年度末 329 △ 21 0 0 0 1 5 15 0 15 0

平成20年度末 323 △ 6 0 0 0 1 2 3 0 3 0

1 1 0 7 112 404 68 336 0

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

山梨県

長野県

計

（２）代行返上の状況 　　　　　　

①将来返上の認可状況 ②過去返上の認可状況

年  度 件数

平成15年度 159

平成16年度 32

平成17年度 14

平成18年度 10

平成19年度 4

平成20年度 4

計 223

(１)厚生年金基金の状況

231

25

16

170

21

15

増減の内訳

転入

12

6

6

7 6

計

　①厚生年金基金数

基金数年　　度
対前年
度増減

増　加
確定給付企業年金へ

減　少

合併 解散

所在地

　②所在地別等の厚生年金基金数(平成20年度末)

基金数
設　立　形　態　別

単独 連合

分割新設

総合

転出

10

7

20 41

3 2

1 0

1 1

6

0 1 5

0

0 0

1

1 0

10

6

25 47323

2 2

10 0 0

0 1

平成15年度

平成16年度

平成17年度

件数年  度

83

220

73

251

10

計 404

平成18年度

※平成14年度含むと累計４３１件

平成19年度

平成20年度 3

15
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（３）確定拠出年金の状況

増　　加
転入等 終了等 転出

（累計）

平成13年度 55 (55) 0 4 0 51

平成14年度 177 (232) 2 21 0 209

平成15年度 272 (504) 0 17 1 463

平成16年度 284 (788) 3 14 1 735

平成17年度 259 (1,047) 4 2 1 995  

平成18年度 247 (1,294) 1 2 0 1,241

平成19年度 231 (1,525) 1 2 0 1,471

平成20年度 201 (1,726) 1 1 0 1,672

計 1,726 - 12 63 3 -
（４）確定給付企業年金の状況
　①確定給付企業年金（規約型）

増　　加
転入等 終了等 転出

（累計）

平成14年度 10 (10) 0 0 0 10

平成15年度 72 (82) 0 0 0 82

平成16年度 168 (250) 0 0 1 249

平成17年度 179 (429) 4 2 0 430

平成18年度 235 (664) 0 10 4 651

平成19年度 512 (1,176) 0 20 0 1,143

平成20年度 842 (2,018) 0 3 0 1,982

計 2,018 - 4 35 5 -

　②確定給付企業年金（基金型）

増加
厚生年金基
金から移行

新　規 転入等 解散等 転出

（累計）

平成14年度 1 (1) 0 1 0 0 0 1

平成15年度 62 (63) 61 1 0 0 0 63

平成16年度 188 (251) 181 7 0 0 0 251

平成17年度 63 (314) 60 3 0 9 0 305

平成18年度 12 (326) 10 2 2 5 0 314

平成1９年度 19 (345) 15 4 0 9 0 324

平成20年度 5 (350) 3 1 0 3 0 326

計 350 - 330 19 2 26 0 -

　③確定給付企業年金(累計)

年度

平成14年度

平成15年度

平成16年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

年度
承認数
(新規)

承認後の増減 現存
規約

（累計）
減　　少

現存
基金

（累計）

減　　少

年度
承認後の増減

減　　少

現存
規約

（累計）

承認数
(新規)

認可後の増減

2,308

1,467

年度
認　　　可　　　数

965

500

735

145

現存規約・
基金(累計)

11
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平成２１年３月３１日　現在

都県
区分

法人番号
種
別

医療法人名 主たる事務所所在地

茨　城 8001
社
団

医療法人社団宏和会 日立市小木津町1-42-26

8002
社
団

医療法人社団裕和会 稲敷市橋向1771

8003
社
団

医療法人社団歯英会 守谷市御所ヶ丘4-11-12

8004
社
団

医療法人社団健光会 板東市辺田995-1

8005
社
団

医療法人社団雄久会 結城市大字結城371-4

8006
社
団

医療法人社団白峰会 下妻市長塚48-1

8008
社
団

医療法人信愛会 下館市大字玉戸伊房地1270-1075

8009
社
団

医療法人社団あやめ会 水戸市大串町957-4

8010
社
団

医療法人三世会 鹿島郡神栖町大字知手5234

8012
社
団

医療法人社団土合会 神栖市土合本町2-9809-20

8013
社
団

医療法人聖友会 久慈郡大子町大子856-1

8015
社
団

医療法人祥仁会 日立市十王町大字伊師2356-7

8018
社
団

医療法人社団貫之会 那珂市瓜連1101

8019
社
団

医療法人社団昭洋会 取手市戸頭3-2-9

8020
社
団

医療法人真英会 神栖市矢田部字貝売5547-1

8021
社
団

医療法人星辰会 結城市武井1322-17

8022
社
団

医療法人社団福富会 新治郡千代田町稲吉2648-27

8023
社
団

医療法人永慈会 日立市小木津町966

8024
社
団

医療法人社団弘快会 龍ヶ崎市4248-1

8025
社
団

医療法人社団桜風会 常総市水海道渕頭町2905ー9

8026
社
団

医療法人社団梨生会 坂東市辺田字原新1104-1

8027
社
団

医療法人つくばセントラル病院 牛久市柏田町1589-3

8028
社
団

医療法人恵聖会 つくば市妻木1424

8029
社
団

医療法人社団良歯会 稲敷郡阿見町鈴木2-89

栃　木 9001
社
団

医療法人社団全仁会 宇都宮市東宿郷2-1-1

　（１）医療法人一覧（５１０法人）
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平成２１年３月３１日　現在

都県
区分

法人番号
種
別

医療法人名 主たる事務所所在地

栃　木 9002
社
団

医療法人社団医心会 小山市大字間々田1138

9004
社
団

医療法人大島医院 栃木市片柳町1-17-19

9005
社
団

医療法人社団清麗会 宇都宮市馬場通り1-1-20

9006
社
団

医療法人アップル 宇都宮市桜2-1-43

9007
社
団

医療法人アスムス 小山市駅東通り3-9-6

9010
社
団

医療法人社団桑崎会 佐野市植野町1929-1

9011
社
団

医療法人陽気会 栃木市大町39-5

9012
社
団

医療法人賢仁会 宇都宮市陽南3-12-30

9013
社
団

医療法人社団弘生会 下野市祇園2-3-2

9014
社
団

医療法人さくら会 小山市卒島244番地1

9015
社
団

医療法人宗仁会 足利市福居町184-1

9017
社
団

医療法人純成会 那須塩原市五軒町4-10

9018
社
団

医療法人社団ア歯科 宇都宮市池上町4-49

9019
社
団

医療法人健明会 宇都宮市塙田4-1-29

9020
社
団

医療法人社団友志会 下都賀郡野木町友沼5320-2

9021
社
団

医療法人雄遼会 宇都宮市岩曽町1077-1

群　馬 10004
社
団

医療法人坂村歯科医院 館林市大手町3-5

10006
社
団

医療法人宏愛会 桐生市相生町3-174-22

埼　玉 11001
社
団

医療法人社団双愛会 さいたま市大宮区堀の内町2-160

11002
社
団

医療法人社団東光会 戸田市本町1-19-3

11003
社
団

医療法人社団愛友会 上尾市柏座1-10-10

11004
社
団

医療法人社団協友会 吉川市大字平沼111

11005
社
団

医療法人社団誠友会 越谷市蒲生寿町18-43

11006
社
団

医療法人友康会 飯能市飯能1185

11008
社
団

医療法人アリスバンビ－ニ小児歯科 朝霞市本町2-5-23
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平成２１年３月３１日　現在

都県
区分

法人番号
種
別

医療法人名 主たる事務所所在地

埼　玉 11011
社
団

医療法人社団霞仁会 北葛飾郡鷲宮町中央1-25-5

11013
社
団

医療法人昭友会 比企郡滑川町大字和泉704

11014
社
団

医療法人社団開誠会 春日部市大字上蛭田630-1

11015
社
団

医療法人社団桃李会 蓮田市東6-3-8

11016
社
団

医療法人社団塩谷歯科医院 鴻巣市稲荷町18-7

11018
社
団

医療法人社団新友会 越谷市弥生町14-22

11022
社
団

医療法人社団健歩会 南埼玉郡白岡町下野田1373-3

11025
社
団

医療法人社団望星会 さいたま市浦和区針ヶ谷1-8-14

11026
社
団

医療法人社団慎和会 草加市瀬崎町1306-12

11028
社
団

医療法人社団健秀會 東京都足立区入谷2-2-17

11032
社
団

医療法人社団三恵会 さいたま市桜区田島6-2-12-2

11034
社
団

医療法人寿会 本庄市寿2-1-5

11039
社
団

医療法人社団康寧会 戸田市本町2-13-9

11040
社
団

医療法人社団愛歯科診療所 上尾市谷津2-1-1

11041
社
団

医療法人社団東西医会 草加市中央1-1-18

11042
社
団

医療法人社団聡真会 富士見市東みずほ台1-6-22

11043
社
団

医療法人社団秀飛会 新座市東北2-31-15

11044
社
団

医療法人社団寿明会 川口市川口2-7-17

11045
社
団

医療法人樫楠会 羽生市南3-3-11

11049
社
団

医療法人社団健優会 川越市大手町2-1

11051
社
団

医療法人社団公歯会 久喜市東3-2-10

11053
社
団

医療法人社団伸整会 鴻巣市箕田3111-1

11054
社
団

医療法人田中歯科 比企郡鳩山町楓ケ丘1-18-2

11055
社
団

医療法人社団彩和会 さいたま市南区別所7-6-8

11056
社
団

医療法人平和会 さいたま市浦和区北浦和1-8-3
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平成２１年３月３１日　現在

都県
区分

法人番号
種
別

医療法人名 主たる事務所所在地

埼　玉 11058
社
団

医療法人康麗会 越谷市谷中町4-25-5

11061
社
団

医療法人社団長島クリニック 入間郡越生町越生東3-1-14

11063
社
団

医療法人社団弘明会 三郷市栄5-78-4

11065
社
団

医療法人社団冥加会 北埼玉郡北川辺町大字柳生2824-1

11066
社
団

医療法人新光会 さいたま市大宮区宮町2-28

11068
社
団

医療法人エムエフシー 三郷市高州4-75-2

11069
社
団

医療法人同風会 鴻巣市神明2-9-23

11070
社
団

医療法人社団陽隆会 三郷市彦成3-390

11071
社
団

医療法人社団庄和会 春日部市上金崎28

11072
社
団

医療法人翔和会 さいたま市浦和区北浦和3-1-17

11073
社
団

医療法人誠智会 さいたま市中央区鈴谷2-548-9

11074
社
団

医療法人壽鶴会 和光市本町28-3

11075
社
団

医療法人啓仁会 所沢市北野3-20-1

11076
社
団

M&Eメディカルサービス 蕨市錦町1-12-1

11077
社
団

医療法人健仁会 川口市芝中田2-48-6

11078
社
団

医療法人宗和会 川口市本町2-12-31

11079
社
団

医療法人社団ブライトデンタル
ケア

川口市並木元町1-65

11080
社
団

医療法人社団皓有会 朝霞市仲町1-1-30

11081
社
団

医療法人社団山粋会 春日部市牛島1081-3

11082
社
団

医療法人社団誠良会 吉川市保1-13-4

11083
社
団

医療法人社団賢雅会 八潮市八潮4-9-301

11084
社
団

医療法人社団仁成会 熊谷市本石2-135

11085
社
団

医療法人社団なおき会 川口市榛松1-5

11086
社
団

医療法人慶和会 和光市本町2-6

11087
社
団

医療法人フェネスト 和光市丸山台1-10-5
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平成２１年３月３１日　現在

都県
区分

法人番号
種
別

医療法人名 主たる事務所所在地

埼　玉 11088
社
団

医療法人社団マハロ会 越谷市相模町2-226-4

11089
社
団

医療法人社団聖泉会 さいたま市南区辻2-20-31

11090
社
団

医療法人蔦屋会 さいたま市大宮区吉敷町2-87

11091
社
団

医療法人社団霞仁会 北葛飾郡鷲宮町中央1-25-5

11092
社
団

医療法人社団医心会 所沢市こぶし町1-17-101

千　葉 12001
社
団

医療法人社団柏水会 柏市西原7-6-1

12004
社
団

医療法人社団康成会 八千代市勝田台2-1-2

12005
社
団

医療法人社団秀飛会 佐倉市上志津1656-6

12006
社
団

医療法人社団秀和会 柏市根戸469-11

12008
社
団

医療法人隆世会 成田市吾妻3-49-3

12011
社
団

医療法人鉄蕉会 鴨川市東町929

12012
社
団

医療法人社団順臣会 柏市柏1-1-7

12013
社
団

医療法人社団調和会 市川市相之川4-15-1

12014
社
団

医療法人社団歯優会 柏市松葉町6-9-1

12015
社
団

医療法人社団聖仁会 印旛郡白井市池の上1-15-1

12016
社
団

医療法人社団幸美会 成田市囲護台3-6-10

12018
社
団

医療法人社団仁寿会 浦安市入船4-1-3

12019
財
団

医療法人財団松圓会 松戸市樋野口822

12021
社
団

医療法人社団和洸会 船橋市習志野台2-48-16

12025
社
団

医療法人鳳生会 成田市上町503

12026
社
団

医療法人社団啓心会 野田市柳沢221

12027
社
団

医療法人社団至誠会 松戸市新松戸3-89-3

12028
社
団

医療法人社団徳弘会 市川市八幡3-29-25

12029
社
団

医療法人社団萬世会 野田市尾崎840-27

12031
社
団

医療法人社団郁栄会 千葉市美浜区高洲3-10-1
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平成２１年３月３１日　現在

都県
区分

法人番号
種
別

医療法人名 主たる事務所所在地

千　葉 12032
社
団

医療法人社団秋桜会 成田市囲護台1-10-8

12033
社
団

医療法人社団剛歯会 印西市小林1811

12036
社
団

医療法人社団大伸会 松戸市五香南2-17-8

12038
社
団

医療法人社団康喜会 我孫子市根戸字堀尻946-1

12039
社
団

医療法人社団紫苑会 市川市相之川4-15-3

12041
社
団

医療法人社団良仁会 八千代市勝田台1-7-1

12042
社
団

医療法人社団コスギ会 船橋市上山町1-104-33

12043
社
団

医療法人社団英正会 香取市分郷32-1

12044
社
団

医療法人社団知己会 富里市七栄653-73

12045
社
団

医療法人社団式場記念会 市川市市川1-23-10

12046
社
団

医療法人社団山成会 松戸市小金8-6

12050
社
団

医療法人社団愛和会 千葉市中央区松波4-20-12

12051
社
団

医療法人社団天宣会 柏市中央町1－1

12052
社
団

医療法人社団門萠会 松戸市常盤平1-14-1

12053
社
団

医療法人社団祥和会 千葉市花見川区南花園2-2-21

12054
社
団

医療法人社団医真会 船橋市本町7-8-11

12055
社
団

医療法人社団英裕会 香取郡東庄町新宿325-1

12056
社
団

医療法人社団雄翔会 千葉市緑区おゆみ野3-18-2

12057
社
団

医療法人社団尚歯会 八千代市勝田台2-6

12058
社
団

医療法人社団交心会 松戸市松戸1276-1

12059
社
団

医療法人社団城伸会 柏市南柏1-2-2

12060
社
団

医療法人めぐみ会 野田市次木40-1

12061
社
団

医療法人則仁会 流山市江戸川台西2-141

12062
社
団

医療法人社団拓海会 市川市高石神32-15

12063
社
団

医療法人社団東京ベイデンタル 千葉市美浜区中瀬1-7-1
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平成２１年３月３１日　現在

都県
区分

法人番号
種
別

医療法人名 主たる事務所所在地

千　葉 12064
社
団

医療法人社団櫻雅会 白井市大松1-22-11

12066
社
団

医療法人社団松伯会 匝瑳市八日市場ホ3292

12067
社
団

医療法人社団緑生会 我孫子市我孫子4-3-25

12068
社
団

医療法人社団桜和会 市原市五井中央東1-12-5

12069
社
団

医療法人社団和晃会 鎌ヶ谷市くぬぎ山5-4-46

12070
社
団

医療法人社団譽会 松戸市小金324

12071
社
団

医療法人千秋双葉会 千葉市緑区おゆみ野3-5

12072
社
団

医療法人社団隆輪会 館山市北条2198-12

12073
社
団

医療法人社団小羊会 習志野市東習志野3-1-22

12074
社
団

医療法人社団湖聖会 千葉市中央区南生実町590-1

12076
社
団

医療法人社団教林会 野田市中野台183

12077
社
団

医療法人社団爽風会 船橋市東船橋6-1-2

12078
財
団

医療法人財団千葉県愛会 松戸市緑ヶ丘2-357

東　京 13001
財
団

医療法人財団明理会 板橋区本町36-3

13003
財
団

医療法人財団青葉会 品川区上大崎4-3-14

13004
社
団

医療法人社団芙蓉会 町田市鶴間544

13005
社
団

医療法人社団光仁会 葛飾区東金町4-2-10

13007
社
団

医療法人社団歯友会 北区志茂1-17-10

13008
社
団

医療法人社団健育会 板橋区桜川2-19-1

13009
社
団

医療法人社団翠会 板橋区三園1-19-1

13011
社
団

医療法人社団哺育会 台東区東浅草1-10-12

13012
財
団

医療法人財団健和会 足立区千住曙町4-16

13013
社
団

医療法人社団嬉泉会 葛飾区東金町1-35-8

13014
社
団

医療法人社団青葉会 小平市学園西町1-2-25

13016
社
団

医療法人社団大成会 豊島区池袋1-5-8
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東　京 13017
社
団

医療法人社団相栄会 葛飾区青戸7-18-4

13018
社
団

医療法人社団剛英会 新宿区住吉町6-6

13019
社
団

医療法人社団健聖会 練馬区関町南3-8-5

13020
社
団

医療法人社団優仁会 足立区関原2-25-4

13024
社
団

医療法人社団明芳会 板橋区小豆沢2-12-7

13026
社
団

医療法人社団福仁会 江戸川区中央1-1-15

13027
社
団

医療法人柏信会 港区新橋3-23-4

13028
社
団

医療法人社団仁岳会 羽村市栄町2-10-2

13029
社
団

医療法人社団愛歯会 中央区日本橋本町4-8-17

13031
社
団

医療法人社団ニコライ会 千代田区神田駿河台2-2

13033
社
団

医療法人社団徳友会 杉並区梅里2-10-11

13035
社
団

医療法人社団新福寿会 新宿区四谷1-18

13036
社
団

医療法人社団進興会 港区西新橋2-39-3

13037
社
団

医療法人社団順仁会 柏市柏下字西360-1

13039
社
団

医療法人社団和明会 杉並区下井草4-2-3

13040
社
団

医療法人社団志村厚生会 江戸川区東葛西6-23-17

13041
社
団

医療法人社団赤坂会 千代田区永田町2-14-3

13044
社
団

医療法人社団豊済会 新宿区下落合3-16-10

13045
財
団

医療法人財団良心会 青梅市成木1-447

13046
社
団

医療法人社団双翔会 品川区上大崎2-17-5

13048
社
団

医療法人社団友和会 荒川区西日暮里5-14-12

13051
社
団

医療法人社団幸紘会 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎2391-1

13052
社
団

医療法人社団常樹会 小平市花小金井1-3-28

13058
社
団

医療法人社団康生会 新宿区西新宿1-25-1

13059
社
団

医療法人社団協和会 八王子市寺田町490
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東　京 13061
社
団

医療法人社団松和会 新宿区西新宿3-12-12

13062
社
団

医療法人社団新芽会 港区西新橋3-23-8

13063
社
団

医療法人社団馨祐会 世田谷区経堂2-3-1

13066
社
団

医療法人社団宗礼会 板橋区高島平9-1-9

13067
社
団

医療法人社団佐野会 江戸川区南葛西7-1-7

13068
社
団

医療法人社団歯研会 足立区千住1-33-11

13069
社
団

医療法人社団秀芳会 板橋区高島平7-14-5

13071
社
団

医療法人社団石川記念会 千代田区内幸町1-1-1

13072
社
団

医療法人社団青豊会 渋谷区道玄坂2-28-4

13074
社
団

医療法人社団朋優会 杉並区阿佐谷北1-5-6

13077
社
団

医療法人社団山王会 中央区築地4-7-5

13078
社
団

医療法人社団開成会 江戸川区南葛西4-11-10

13079
社
団

医療法人社団和風会 青梅市長淵9-1412-4

13081
社
団

医療法人社団尾島会 目黒区中町1-6-8

13083
社
団

医療法人社団栄草会 新宿区新宿1-7-7

13084
社
団

医療法人社団相明会 町田市原町田4-3-14

13085
社
団

医療法人社団双葉会 府中市栄町2-10-11

13087
財
団

医療法人財団東京勤労者医療会 渋谷区千駄ヶ谷1-30-7

13089
社
団

医療法人社団天志会 中央区金座5-3-9

13090
社
団

医療法人社団慈誠会 板橋区常盤台4-36-9

13091
社
団

医療法人社団楠目会 江戸川区西葛西6-19-8

13094
社
団

医療法人社団仁清会 板橋区赤塚1-35-4

13095
社
団

医療法人社団新正会 板橋区高島平1-57-3

13097
社
団

医療法人社団ナグモ会 品川区大崎1-11-2

13098
社
団

医療法人社団幸愛会 町田市中町4-19-11
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東　京 13100
社
団

医療法人社団正峰会 文京区関口1-24-4

13101
社
団

医療法人社団松野会 中野区白鷺3-1-5 1F

13104
社
団

医療法人社団成風会 足立区西新井5-15-9

13105
社
団

医療法人社団高和会 町田市南成瀬1-1-2

13107
社
団

医療法人社団矯正歯科カトウクリ
ニック

港区南青山7-8-14

13108
社
団

医療法人社団潤成会 新宿区西新宿6-5-1

13110
社
団

医療法人社団ぶる－くろす 中央区日本橋3-2-4

13111
社
団

医療法人社団青南会 世田谷区桜丘3-1--1

13112
社
団

医療法人社団杉医会 杉並区和泉3-53-18

13113
社
団

医療法人社団萌芽会 台東区根岸1-8-18

13114
社
団

医療法人社団伸雄会 大田区萩中1-4-12

13116
社
団

医療法人社団翔未会 世田谷区桜新町1-7-6

13117
社
団

医療法人社団北歯会 目黒区自由が丘1-31-7

13118
社
団

医療法人社団こころの会 大田区蒲田4-29-11

13119
社
団

医療法人社団創心会 新宿区下落合3-5-7

13120
社
団

医療法人社団桧垣会 八王子市堀之内3-9-14

13121
社
団

医療法人社団堅誠会 江戸川区江戸川1-47-3

13122
社
団

医療法人社団メディカルドラフト会 港区東新橋2-7-8

13123
社
団

医療法人社団北條会 小金井市緑町1-6-54

13124
社
団

医療法人社団宏育会 大田区蒲田5-40-3

13125
社
団

医療法人社団賢優会 千代田区外神田5-4-8

13126
社
団

医療法人社団正基会 品川区東大井1-3-30

13128
社
団

医療法人社団誠英会 江戸川区西小岩1-26-7

13130
社
団

医療法人社団功徳会 港区新橋6-5-3

13131
社
団

医療法人社団邦友理至会 港区南青山1-15-2
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東　京 13132
社
団

医療法人社団鉄門会 目黒区下目黒1-2-12

13133
社
団

医療法人社団葵会 千代田区内幸町1-1-1

13134
社
団

医療法人社団山吹会 青梅市小曾木4-2244

13135
社
団

医療法人社団輝昌会 台東区浅草4-44-9

13136
社
団

医療法人社団健考会 目黒区五本木3-17-14

13139
社
団

医療法人社団鴻鵠会 渋谷区道玄坂1-2-2

13140
社
団

医療法人社団興裕会 千代田区有楽町1-6-10

13141
社
団

医療法人社団明靜会 港区南青山2-22-14

13143
社
団

医療法人社団翔光会 品川区大井1-3-6

13144
社
団

医療法人社団聖雅会 渋谷区神宮前1-2-1

13145
社
団

医療法人社団小松会 八王子市小比企町1710

13146
社
団

医療法人社団南青山アイクリニック 港区青山2-27-25

13147
社
団

医療法人社団敬親会 町田市小山町1032-1

13148
社
団

医療法人社団愛池会 中央区銀座5-10-2

13149
社
団

医療法人社団聖和会 町田市能ヶ谷町197

13150
社
団

医療法人社団佐和会 江東区東陽2-4-34

13151
社
団

医療法人社団大星会 港区虎ノ門1-2-6

13152
社
団

医療法人社団八雲会 港区西麻布4-1-4

13153
社
団

医療法人社団誠勝会 品川区南大井1-10-9

13154
財
団

医療法人財団厚生協会 豊島区西池袋1-10-2

13155
財
団

医療法人財団三友会 江東区木場1-5-25

13156
社
団

医療法人社団徹心会 目黒区八雲1-3-4

13158
社
団

医療法人メディア 中央区銀座5-8-20

13159
社
団

医療法人社団薫栄会 文京区音羽2-11-19

13160
社
団

医療法人社団白報会 荒川区東日暮里5-41-2
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東　京 13164
社
団

医療法人社団信師会 新宿区早稲田南町52-2

13166
財
団

医療法人財団玉川会 港区高輪4-8-10

13167
社
団

医療法人社団喜美会 目黒区八雲3-12-10

13168
社
団

医療法人社団芳英会 墨田区立花5-24-11

13169
財
団

医療法人財団医親会 千代田区丸の内1-2-1

13171
社
団

医療法人社団慶南会 世田谷区北烏山3-10-10

13172
社
団

医療法人社団惠安会 世田谷区赤堤5-24-9 2階

13173
社
団

医療法人社団さくら会 世田谷区世田谷1-32-18

13174
社
団

医療法人社団芳信会 中央区日本橋3-1-2

13175
社
団

医療法人社団スマイル会 江戸川区篠崎町7-27-23

13176
社
団

医療法人社団善光会 目黒区南3-8-9

13177
社
団

医療法人社団愛清 世田谷区代沢5-2-10 2階

13178
社
団

医療法人社団白寿会 世田谷区等々力4-7-16

13181
社
団

医療法人社団宏文会 板橋区舟渡1-16-23

13193
社
団

医療法人社団慈康会 千代田区一ツ橋2-6-2

13196
社
団

医療法人社団博美会 新宿区西新宿6-5-1

13198
社
団

医療法人社団米友会 八王子市南大沢2-2

13199
社
団

医療法人社団健青会 港区南青山2-12-15

13200
社
団

医療法人社団康佑会 練馬区練馬4-14-13

13201
社
団

医療法人社団眞弓会 港区南青山2-22-2

13203
社
団

医療法人社団仁隆会 荒川区西日暮里4-21-3

13204
社
団

医療法人社団瑞の木会 港区南麻布5-15-16

13205
社
団

医療法人社団豊平会 足立区保木間3-37-3

13207
社
団

医療法人社団弘仁勝和会 足立区竹の塚3-12-11

13209
社
団

医療法人社団仁嘉会 新宿区四谷2-8
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東　京 13210
社
団

医療法人社団佳愛会 新宿区西新宿1-22

13211
社
団

医療法人社団一水会 台東区橋場1-28-8

13212
社
団

医療法人社団新緑会 立川市若葉町3-54-5

13214
社
団

医療法人社団誠真会 豊島区南池袋1-24-6

13215
社
団

医療法人社団公朋会 町田市成瀬台3-8-18

13216
財
団

医療法人財団健生会 台東区上野5-16-16

13218
社
団

医療法人社団シーズ・メディカル 渋谷区広尾2-16

13219
社
団

医療法人社団ハート会 目黒区祐天寺2-9-2

13220
社
団

医療法人社団永康会 世田谷区成城2-33-13

13221
社
団

医療法人社団正誠会 世田谷区玉堤1-21-13

13222
社
団

医療法人社団悠悠会 立川市曙町1-29-4

13223
社
団

医療法人社団洋空会 港区南麻布5-5-7

13224
社
団

医療法人社団あまね会 板橋区高島平8-5-10

13227
社
団

医療法人社団優善会 板橋区中丸町55-3

13229
社
団

医療法人社団共進会 杉並区和泉1-38-12

13230
社
団

医療法人社団新生会 中央区銀座5-7-6

13231
社
団

医療法人社団共潮会 杉並区西荻南3-15-9

13232
社
団

医療法人社団武光会 世田谷区成城6-5-27

13236
社
団

医療法人社団西歯磯会 足立区西新井5-15-8

13237
社
団

医療法人社団兼愛会 台東区下谷3-17-12

13238
社
団

医療法人杏林会 目黒区中央町2-5-12

13241
社
団

医療法人社団球医会 江戸川区船堀3-7-1

13242
社
団

医療法人社団はやしクリニック 町田市忠生2-28-7

13243
社
団

医療法人社団拓美会 町田市本町田2533

13245
社
団

医療法人社団博州会 北区赤羽北2-8-1

239



平成２１年３月３１日　現在

都県
区分

法人番号
種
別

医療法人名 主たる事務所所在地

東　京 13246
社
団

医療法人社団あのたに会 世田谷区経堂2-7-12

13247
社
団

医療法人社団全至善會 渋谷区神宮前6-2-9

13248
社
団

医療法人浩央会 国立市東1-19-10

13250
社
団

医療法人社団愛心会 江戸川区西葛西3-28-3

13251
社
団

医療法人社団星陵会 千代田区西神田3-8-2

13252
社
団

医療法人三秀会 中央区八重洲1-9-8

13253
社
団

医療法人社団方丈会 千代田区隼町2-12

13254
社
団

医療法人社団優医会 千代田区有楽町1-5-2

13255
社
団

医療法人社団天太会 江戸川区南小岩7-27-3

13256
社
団

医療法人社団友伸会 目黒区鷹番3-8-3

13261
社
団

医療法人社団泰正会 江戸川区北小岩2-7-6

13262
社
団

医療法人社団輔珊会 千代田区丸の内3-3-1

13263
社
団

医療法人社団徹優会 練馬区田柄5-14-8

13265
社
団

医療法人社団正麻会 港区赤坂2-5-8

13267
社
団

医療法人社団高典会 千代田区飯田橋4-6-9

13268
社
団

医療法人社団恵桜会 墨田区押上2-12-3

13269
社
団

医療法人社団扇幸会 葛飾区東新小岩7-31-16

13270
社
団

医療法人社団翔舞会 中野区東中野1-51-1

13271
社
団

医療法人社団聖虹会 港区浜松町1-21-4

13272
社
団

医療法人社団ウェルエイジング 新宿区西新宿1-22-2

13273
社
団

医療法人社団祥孝会 葛飾区柴又4-6-14

13274
社
団

医療法人社団織田会 昭島市松原町2-9-1

13275
社
団

医療法人社団ＮＨＴ会 新宿区冨久町13-12

13276
社
団

医療法人社団芳雄会 白金台3-7-29

13277
社
団

医療法人社団メディカル・プラス 新宿区新宿3-27-4
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区分

法人番号
種
別

医療法人名 主たる事務所所在地

東　京 13278
社
団

医療法人智伝會 中央区銀座5-6-6

13280
社
団

医療法人ひまわり会 大田区田園調布2-50-7

13282
社
団

医療法人社団和啓会 文京区向丘2-2-6

13284
社
団

医療法人社団洋仁会 葛飾区亀有3-31-9

13285
社
団

医療法人社団セイコー会 江東区亀戸5-1-1

13286
社
団

医療法人社団真峰会 目黒区自由が丘2-2-12

13288
社
団

医療法人社団駿正会 足立区千住仲町19-2

13289
社
団

医療法人社団緑楓会 世田谷区上祖師谷6-24-23

13290
社
団

医療法人社団プラタナス 世田谷区用賀2-41-18

13291
社
団

医療法人社団順信会 目黒区目黒本町6-1-2

13292
社
団

医療法人社団大関会 大田区大森西4-12-22

13293
社
団

医療法人社団彩新会 江東区青梅2-38

13294
社
団

医療法人社団プラス会 港区北青山3-5-17

13295
社
団

医療法人社団バイオファミリー 渋谷区渋谷3-16-2

13296
社
団

医療法人社団医新会 板橋区大山町23-1

13297
社
団

医療法人社団明日佳 杉並区天沼2-3-9

13298
社
団

医療法人社団仁慈会 中野区東中野区東中野4-5-10

13299
社
団

医療法人社団樹英会 港区港南2-15-2

13300
社
団

医療法人社団デンタルフィロソフィ 江戸川区南葛西6-17-21

13301
社
団

医療法人社団みすまるのさと会 港区虎ノ門1-1-25

13302
社
団

医療法人社団輝生会 渋谷区本町3-53-3

13303
社
団

医療法人社団ウェルネス愛徳会 新宿区西新宿6-3-1

13304
社
団

医療法人社団翠聖会 調布市国領町4-8-1

13305
社
団

医療法人社団上善会 港区港南2-16-1

13306
社
団

医療法人社団滉志会 千代田区飯田橋3-6-5
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都県
区分

法人番号
種
別

医療法人名 主たる事務所所在地

東　京 13307
社
団

医療法人社団幸悠会 青梅市長淵5-1086

13308
社
団

医療法人社団桐和会 江戸川区篠崎町2-407-2

13309
社
団

医療法人社団蒼風会 大田区大森本町2-5-8

13310
社
団

医療法人社団昭和会 世田谷区梅丘1-27-12

13312
社
団

医療法人社団智誠会 千代田区神田駿河台3-2

13313
社
団

医療法人社団卓秀会 北区志茂2-1-17

13314
社
団

医療法人社団メデント会 中央区銀座4-6-11

13315
社
団

医療法人社団篤志会 渋谷区恵比寿南2-24-4

13316
社
団

医療法人社団同友会 文京区西片1-15-10

13317
社
団

医療法人社団慶生会 江戸川区東葛6-2-7

13318
社
団

医療法人社団碧空会 中央区日本橋箱崎町17-1

13319
社
団

医療法人社団栄裕会 練馬区田柄4-38-19

13320
社
団

医療法人社団真信会 品川区荏原3-8-3

13321
社
団

医療法人社団同人会 板橋区板橋2-61-15

13322
社
団

医療法人社団元直会 世田谷区上野毛2-8-11

13323
社
団

医療法人社団七福会 品川区旗の台2-1-22

13324
社
団

医療法人社団創仁会 足立区足立4-41-2

13325
社
団

医療法人社団ブルー＆ブルー会 府中市宮西町1-5-1

13326
社
団

医療法人社団雛会 府中市白糸台4-13-7

13327
社
団

医療法人社団菱成会 足立区西新井市本町2-12-13

13328
社
団

医療法人社団バーデン会 中央区京橋1-16-10

13329
社
団

医療法人社団健栄会 世田谷区玉川2-24-24

13330
社
団

医療法人社団長伸会 世田谷区桜丘4-16-9

13331
社
団

医療法人社団健佑会 江戸川区北小岩6-16-1

13333
社
団

医療法人社団美々会 三鷹市井口2-13-26-1
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法人番号
種
別

医療法人名 主たる事務所所在地

東　京 13334
社
団

医療法人社団晶仁会 練馬区西大泉3-1-2

13335
社
団

医療法人社団新穂会 世田谷区上用賀6-31-15

13336
社
団

医療法人社団政美会 千代田区三崎町2-11-3

13337
社
団

医療法人社団はんぷ会 目黒区碑文谷5-28-15

13338
社
団

医療法人社団　映光会 目黒区上目黒3-7-7

13339
財
団

医療法人財団ティーダ 品川区東大井5-2-3

13340
社
団

医療法人社団山虎会 新宿区市谷田町1-1-3

13341
社
団

医療法人社団　予防会 新宿区新宿3-22-11

13343
社
団

医療法人社団嘉松祐会 千代田区神田多町2-11-4

13344
社
団

医療法人社団癒合会 港区高輪4-23-6

13345
社
団

医療法人社団幸清会 新宿区四谷1-2-30

13346
社
団

医療法人社団ティースプランニング 目黒区自由が丘2-12-21

13347
社
団

医療法人社団栄相会 杉並区高円寺北2-8-1

13348
社
団

医療法人社団弘和会 中央区佃2-1-1-4111

13349
社
団

医療法人社団聖フランシスコ会 国立市西2-10-10

13350
社
団

医療法人社団じあい会 渋谷区渋谷3-29-17

13351
社
団

医療法人社団歯成会 三鷹市井の頭2-14-2

13352
社
団

医療法人社団夢クリニック 港区新橋2-5-1

13353
社
団

医療法人社団廣和会 台東区上野桜木1-10-22

13354
社
団

医療法人社団クラーク会 町田市大蔵町2221-2

13355
社
団

医療法人社団明佳会 千代田区神田須町2-6-1

13356
社
団

医療法人社団誠徹会 練馬区中村北2-18-8

13357
社
団

医療法人社団なすの華会 中野区中野1-53-9

13358
財
団

医療法人財団宏寿会 渋谷区恵比寿3-36-5

13359
社
団

医療法人社団アヴェニュー 港区南青山3-18-16
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種
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医療法人名 主たる事務所所在地

東　京 13360
社
団

医療法人愛風会 千代田区有楽町1-6-6

13361
社
団

医療法人社団小竹歯科医院 港区西新橋1-13-5

13362
社
団

医療法人社団翔友会 中央区勝どき6-3-1-5218

13363
社
団

医療法人社団東信会 世田谷区経堂2-4-6

13364
社
団

医療法人社団医創会 港区白金台2-10-2

13365
社
団

医療法人社団蓮優会 世田谷区砧1-3-10

神奈川 14002
社
団

医療法人新光会（社団） 横浜市鶴見区鶴見中央4-34-24

14003
社
団

医療法人歯鏡会 川崎市川崎区大師駅前1-2-7

14004
社
団

医療法人社団友愛病院会 相模原市麻溝台697

14006
財
団

医療法人財団石心会 川崎市幸区都町39-1

14007
社
団

医療法人社団仁愛会 横浜市港北区綱島台26-11

14008
社
団

医療法人社団厚誠会 厚木市旭町1-32-7

14010
社
団

医療法人敬歯会 横浜市金沢区並木1-19-21

14014
社
団

医療法人社団二木会 横浜市神奈川区鶴屋町2-11-3

14017
社
団

医療法人社団善仁会 横浜市西区高島2-5-15

14019
社
団

医療法人社団純厚会 横浜市保土ヶ谷区神戸町134

14021
社
団

医療法人社団亮友会 川崎市高津区末長1055-7

14022
社
団

医療法人社団三島会 横浜市西区みなとみらい2-2-1

14024
社
団

医療法人社団ケイアンドシー 横浜市泉区緑園1-4-2

14025
社
団

医療法人豊友会 藤沢市亀井野2520-25

14026
社
団

医療法人順伸クリニック 横浜市青葉区荏子田2-2-9

14028
財
団

医療法人柏堤会（財団） 横浜市戸塚区戸塚町116

14029
社
団

医療法人社団愛心会 川崎市川崎区昭和1-4-9

14033
社
団

医療法人矯真会 平塚市西八幡1-1-3

14034
社
団

医療法人社団啓友会 相模原市相模大野3-17-13
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神奈川 14035
社
団

医療法人社団有馬歯科クリニック 川崎市宮前区有馬3-28-20

14036
社
団

医療法人社団佳友会 川崎市中原区上小田中6-22-8

14037
社
団

医療法人社団恵和会 横須賀市久里浜4-3-7

14040
社
団

医療法人社団緑寿会 相模原市相模大野5-27-28

14042
社
団

医療法人社団康心会 茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2-3

14044
社
団

医療法人グラニーアンドグランダ 横浜市中区若葉町3-46-1

14047
社
団

医療法人社団スマイル 横浜市戸塚区品濃町556-8

14048
社
団

医療法人青龍会 逗子市小坪6-7-18

14050
社
団

医療法人社団十善会 横浜市旭区鶴ヶ峰2-21-15

14052
社
団

医療法人社団ニコニコクラブ 横須賀市大滝町1-18

14053
社
団

医療法人社団近成会 大和市中央1-4-3

14055
社
団

医療法人竹医会 藤沢市南藤沢20-18

14056
社
団

医療法人社団清仁会 川崎市川崎区貝塚2-13-11

14058
社
団

医療法人社団港成会 横浜市中区野毛町3-110-1

14059
社
団

医療法人社団菅井歯科医院 鎌倉市佐助1-572-11

14060
社
団

医療法人社団日坂会 平塚市紅谷町14-20

14061
財
団

医療法人財団コンフォート 横浜市西区平沼2-8-25

14063
社
団

医療法人社団英寿会 藤沢市鵠沼石上1-5-2

14064
社
団

医療法人恵栄会 秦野市南矢名1-2-3

14065
社
団

医療法人社団ジャパンメディカルア
ライアンス

海老名市河原口1320

14066
社
団

医療法人社団徳雅会 川崎市川崎区駅前本町5-2

14068
社
団

医療法人社団亮之会 横須賀市三春町3丁目24番地6

14069
社
団

医療法人仁永会 川崎市多摩区中野島6-24-18

14072
社
団

医療法人社団緑薔会 横浜市中区羽衣町3-63

14073
社
団

医療法人社団ゆうあい会 横浜市港北区北新横浜1-6-2
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神奈川 14074
社
団

医療法人社団清眞会 川崎市中原区中丸子579-6

14075
社
団

医療法人社団友貴会 横浜市鶴見区豊岡町20-7

14076
社
団

医療法人有青会 平塚市八重咲町7-2

14078
社
団

医療法人泉心会 相模原市古淵3-18-13

14079
社
団

医療法人社団幸人会 横浜市金沢区能見台通17-7

14080
社
団

医療法人社団友康会 横須賀市上町2-4

14081
社
団

医療法人社団白水会 伊勢原市桜台2-1-32

14082
社
団

医療法人社団湘南誠心会 藤沢市鵠沼石上1-2-10

14083
社
団

医療法人志田会 川崎市川崎区大師駅前1-16-7

14084
社
団

医療法人社団プラチナスマイル 横浜市神奈川区六角橋5-9-6

14085
社
団

医療法人社団ハートクリニック 鎌倉市大船1-22-9

14086
社
団

医療法人ホクレア 横須賀市追浜3-14-9

14087
社
団

医療法人照甦会 横浜市青葉区恩田1777-1

14088
社
団

医療法人成幸会 横浜市緑区十日市場町819-9

14089
社
団

医療法人ピュア・メディカル・サイエン
ス

横浜市都筑区すみれが丘6-3

14090
社
団

医療法人慶寿会 横浜市栄区笠間2-28-11

14091
社
団

医療法人社団立靖会 相模原市5-5-1

14092
財
団

医療法人財団翡翠会 大和市鶴間1-31-1

14093
社
団

医療法人社団輝芳会 横浜市港北区日吉2-1-1

14094
社
団

医療法人社団博陽会おおたけ眼科 相模原市古淵2-10-1

新　潟 15001
社
団

医療法人徳真会 新潟市秋葉区美幸町3-1-12-2

15004
社
団

医療法人社団入江会 長岡市本町2-4-24

15005
社
団

医療法人社団橘光葉会 三条市北入蔵2-17-27

15006
社
団

医療法人社団祐志会 柏崎市藤元町13-4

15007
社
団

医療法人社団光真 新潟市西堀通五番町767-1

15008
社
団

医療法人社団竹内会 新発田市中央町4-6-6
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山　梨 19001
社
団

特定医療法人南山会 南アルプス市下宮地421

19004
社
団

医療法人山角会 甲府市美咲1-6-10

19006
社
団

医療法人つばさ 大月市大月1-13-30

長　野 20001
社
団

医療法人聖清会 北佐久郡御代田町大字御代田2422-79

20002
社
団

医療法人丸山会 上田市上丸子335-5

20003
社
団

医療法人道心会 長野市栗田402-1

20004
社
団

医療法人至善会 岡谷市市本町4-5-6

20006
社
団

清水歯科 茅野市玉川4650-1

20007
社
団

医療法人アレックス 佐久市岩村田1311-7
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平成２１年４月１日現在

都道府県名 施      設      名 開設者 所      在      地

1 茨城県 筑波大学附属病院 国立大学法人 茨城県つくば市天久保二丁目１－１

2 栃木県 自治医科大学附属病院 学校法人 栃木県河内郡南河内町大字薬師寺３３１１－１

3 栃木県 獨協医科大学病院 学校法人 栃木県下都賀郡壬生町北小林８８０

4 群馬県 群馬大学医学部附属病院 国立大学法人 群馬県前橋市昭和町三丁目３９番１５号

5 埼玉県 防衛医科大学校病院 防 衛 省 埼玉県所沢市並木三丁目２番地

6 埼玉県 埼玉医科大学病院 学校法人 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷３８

7 千葉県 千葉大学医学部附属病院 国立大学法人 千葉県千葉市中央区亥鼻一丁目８－１

8 東京都 国立がんセンタ－中央病院 厚生労働省 東京都中央区築地五丁目１番１号

9 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 学校法人 東京都港区西新橋三丁目１９番１８号

10 東京都 東京女子医科大学病院 学校法人 東京都新宿区河田町８番１号

11 東京都 慶應義塾大学病院 学校法人 東京都新宿区信濃町３５番地

12 東京都 東京大学医学部附属病院 国立大学法人 東京都文京区本郷七丁目３番１号

13 東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院 国立大学法人 東京都文京区湯島一丁目５番４５号

14 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 学校法人 東京都文京区本郷三丁目１番３号

15 東京都 日本医科大学附属病院 学校法人 東京都文京区千駄木一丁目１番５号

16 東京都 昭和大学病院 学校法人 東京都品川区旗の台一丁目５番地８号

17 東京都 東邦大学医療センター大森病院 学校法人 東京都大田区大森西六丁目１１番１号

18 東京都 日本大学医学部附属板橋病院 学校法人 東京都板橋区大谷口上町３０番１号

19 東京都 帝京大学医学部附属病院 学校法人 東京都板橋区加賀二丁目１１番１号

20 東京都 杏林大学医学部付属病院 学校法人 東京都三鷹市新川六丁目２０番２号

21 東京都 東京医科大学病院 学校法人 東京都新宿区西新宿六丁目７番１号

22 神奈川県 横浜市立大学附属病院 自 治 体 神奈川県横浜市金沢区福浦３－９

23 神奈川県 北里大学病院 学校法人 神奈川県相模原市北里一丁目１５－１

24 神奈川県 東海大学医学部付属病院 学校法人 神奈川県伊勢原市望星台

25 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 学校法人 神奈川県川崎市宮前区菅生二丁目１６－１

26 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 国立大学法人 新潟県新潟市旭町通一番町７５４番地

27 山梨県 山梨医科大学医学部附属病院 国立大学法人 山梨県中巨摩郡玉穂町下河東１１１０

28 長野県 信州大学医学部附属病院 国立大学法人 長野県松本市旭三丁目１ー１

 合　計 28施設

（１）特定機能病院一覧
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平成２１年４月１日現在

精神 感染 結核 療養 一般 総数

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

水戸医療センター 国立病院機構

独立行政法人労働者健康福祉機構 独立行政法人

鹿島労災病院 労働者健康福祉機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

霞ヶ浦医療センター 国立病院機構

国立大学法人

筑波大学

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

茨城東病院 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

栃木病院 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

宇都宮病院 国立病院機構

国立大学法人

群馬大学

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

高崎病院 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

西群馬病院 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

沼田病院 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

埼玉病院 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

西埼玉中央病院 国立病院機構

国立障害者

リハビリテーションセンター病院

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

東埼玉病院 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

千葉東病院 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

千葉医療センター 国立病院機構

国立大学法人

千葉大学

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

下志津病院 国立病院機構

独立行政法人労働者健康福祉機構 独立行政法人

千葉労災病院 労働者健康福祉機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

下総精神医療センター 国立病院機構

独立行政法人放射線医学総合研究所 独立行政法人

重粒子医科学センター病院 放射線医学総合研究所

国立大学法人

東京大学

国立大学法人

東京医科歯科大学

国立大学法人

東京医科歯科大学

（２）国の開設する病院・診療所一覧

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

栃
木
県

東
京
都

東京大学医科学研究所附属病院

○国の開設する病院一覧

茨
城
県

宮内庁

厚生労働省

厚生労働省

国立療養所栗生楽泉園

防衛医科大学校病院

千葉大学医学部附属病院

国立国際医療センター国府台病院

国立がんセンター東病院 厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

防衛省

厚生労働省

宮内庁病院

国立がんセンター中央病院

国立国際医療センター戸山病院

東京医科歯科大学医学部附属病院

東京医科歯科大学歯学部附属病院

600

6060

41 47 800712

20

600

20

135

40 40 8854 801

135

備　　考

文京区湯島 1-5-45

文京区湯島 1-5-45

千代田区千代田 1-2

中央区築地 5-1-1

港区白金台 4-6-1

新宿区戸山 1-21-1

100

440

400

100

柏市柏の葉 6-5-1

千葉市緑区辺田町 578 469

425

469

425

440

400市原市辰巳台東 2-16

四街道市鹿渡 934-5

市川市国府台 1-7-1 342 772430

45 835790

45 455410

50 470420

754 800

蓮田市大字黒浜 4147 100 452

所沢市並木 3-2

552

36 10

200 200

所沢市若狭 2-1671

所沢市並木 4-1

350 350

325 325

吾妻郡草津町大字草津乙 647

199

568

沼田市上原町 1551-4 4

451

330 380

445

568

195

渋川市金井 2854 50

施　設　名 開　設　者

千葉市稲毛区穴川 4-9-1

高崎市高松町 36

神栖市土合本町
1-9108-2

群馬大学医学部附属病院

和光市諏訪 2-1

千葉市中央区仁戸名町 673

千葉市中央区椿森 4-1-2

千葉市中央区亥鼻 1-8-1

医療法許可病床数
所　在　地

所在
都道
府県

6

500 500東茨城郡茨城町桜の郷 280

300 300

土浦市下高津 2-7-14 250 250

筑波大学附属病院 つくば市天久保 2-1-1 759 80041

68 360 428

宇都宮市中戸祭1-10-37 6 456 462

那珂郡東海村照沼 825

9 666

宇都宮市下岡本町 2160 100

前橋市昭和町 3-39-15 40 715

330 430
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平成２１年４月１日現在

精神 感染 結核 療養 一般 総数

○国の開設する病院一覧

備　　考施　設　名 開　設　者
医療法許可病床数

所　在　地
所在
都道
府県

国立大学法人

東京大学

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

東京医療センター 国立病院機構

独立行政法人労働者健康福祉機構 独立行政法人

東京労災病院 労働者健康福祉機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

災害医療センター 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

村山医療センター 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

東京病院 国立病院機構

独立行政法人労働者健康福祉機構 独立行政法人

横浜労災病院 労働者健康福祉機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

横浜医療センター 国立病院機構

独立行政法人労働者健康福祉機構 独立行政法人

関東労災病院 労働者健康福祉機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

久里浜アルコール症センター 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

箱根病院 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

相模原病院 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

神奈川病院 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

西新潟中央病院 国立病院機構

国立大学法人

新潟大学

独立行政法人労働者健康福祉機構 独立行政法人

燕労災病院 労働者健康福祉機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

さいがた病院 国立病院機構

独立行政法人労働者健康福祉機構 独立行政法人

新潟労災病院 労働者健康福祉機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

新潟病院 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

小諸高原病院 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

長野病院 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構まつもと医療 独立行政法人

センター中信松本病院 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構まつもと医療 独立行政法人

センター松本病院 国立病院機構

280

160

80

神
奈
川
県

長
野
県

東
京
都

新潟大学医歯学総合病院

新
潟
県

国立療養所多磨全生園

東京拘置所医務部病院

関東医療少年院

国立精神・神経センター病院 厚生労働省

厚生労働省

防衛省

厚生労働省

法務省

法務省

防衛省

自衛隊横須賀病院

自衛隊中央病院

国立成育医療センター

東京大学医学部附属病院

八王子医療刑務所病院

法務省

100

199

1,150

460

82

320

500

303 303

420

50 330

420

410

361

260 340

64

350350

250

361

810

300300

746

50 420370

458

50 370

458

246 332

199

86

610

100

610

650

52 552

650

722

100 560

722

460

350

673 923

350

250

82

455455

72

119 34 323170

58 21 38

730

500

460

50 20 42010

780

400400

50

60 1,210

新潟市中央区旭町通一番町
754

横須賀市田浦港町 1766-1

松本市大字寿豊丘 811

燕市佐渡 633

上越市大潟区犀潟 468-1

上越市東雲町 1-7-12

柏崎市赤坂町 3-52

秦野市落合 666-1

新潟市西区真砂 1-14-1

松本市芳川村井町 1209

小諸市甲 4598

上田市緑が丘 1-27-21

八王子市子安町 3-26-1

府中市新町 1-17-1

立川市緑町 3256

武蔵村山市学園 2-37-1

相模原市桜台 18-1

小平市小川東町 4-1-1

東村山市青葉町 4-1-1

清瀬市竹丘 3-1-1

横浜市港北区小机町 3211

横浜市戸塚区原宿3-60-2

川崎市中原区木月住吉町 1-1

横須賀市野比 5-3-1

小田原市風祭 412

文京区本郷 7-3-1

目黒区東が丘 2-5-1

大田区大森南 4-13-21

世田谷区池尻 1-2-24

世田谷区大蔵 2-10-1

葛飾区小菅 1-35-1
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平成２１年４月１日現在

精神 感染 結核 療養 一般 総数

○国の開設する病院一覧

備　　考施　設　名 開　設　者
医療法許可病床数

所　在　地
所在
都道
府県

国立大学法人

信州大学

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

東長野病院 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人

甲府病院 国立病院機構

国立大学法人

山梨大学
山梨大学医学部附属病院 中央市下河東 1110 40

長
野
県

296山
梨
県

甲府市天神町 11-35

560 600

26

信州大学医学部附属病院

30,5470 26,676

270

40

3,011 45 815

660

223223

700松本市旭 3-1-1

長野市大字上野 2-477

計 67施設 ----- -----
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平成２１年４月１日現在

陸上自衛隊土浦駐屯地医務室 防衛省 稲敷郡阿見町青宿 121-1

陸上自衛隊霞ケ浦駐屯地医務室 防衛省 土浦市右籾町 2410

茨城農芸学院医務課診療所 法務省 牛久市久野町 1722

入国者収容所東日本入国管理センター医務室診療所 法務省 牛久市久野町 1766

宇宙飛行士養成棟医務室
独立行政法人
宇宙航空研究開発機構

つくば市千現 2-1-1

筑波大学ＡＲ放射光実験施設附属診療所
国立大学法人
筑波大学

つくば市大穂 1-1

筑波診療所 農林水産省 つくば市観音台 2-1-9

独立行政法人国立環境研究所診療室
独立行政法人
国立環境研究所

つくば市小野川 16-2

国立大学法人筑波技術大学保健科学部附属東西医学
統合医療センタ－

国立大学法人
筑波技術大学

つくば市春日 4-12-7

国立大学法人筑波技術大学保健管理センター視覚障
害系（春日キャンパス）

国立大学法人
筑波技術大学

つくば市春日 4-12-7

筑波大学保健管理センター
国立大学法人
筑波大学

つくば市天王台 1-1-1

陸上自衛隊古河駐屯地医務室 防衛省 古河市上辺見 1195

茨城大学保健管理センター
国立大学法人
茨城大学

水戸市文京 2-1-1

水戸家庭裁判所医務室 最高裁判所 水戸市大町 1-1-38

水府学院医務課診療所 法務省 東茨城郡茨城町駒渡 1084

航空自衛隊百里基地医務室 防衛省 小美玉市百里 170

陸上自衛隊勝田駐屯地医務室 防衛省 ひたちなか市勝倉 3433

水戸刑務所医務課診療所 法務省 ひたちなか市市毛 847

宇都宮拘置支所医務室 法務省 宇都宮市小幡 1-1-9

宇都宮家庭裁判所医務室 最高裁判所 宇都宮市小幡 1-1-38

陸上自衛隊北宇都宮駐屯地医務室 防衛省 宇都宮市上横田町 1360

陸上自衛隊宇都宮駐屯地医務室 防衛省 宇都宮市茂原 1-5-45

宇都宮大学保健管理センター
国立大学法人
宇都宮大学

宇都宮市峰町 350

栃木刑務所医務課 法務省 栃木市惣社町 2484

国立きぬ川学院診療所 厚生労働省 さくら市押上 288

喜連川社会復帰促進センター診療所 法務省 さくら市喜連川 5547

喜連川少年院医務課 法務省 さくら市喜連川 3475-1

黒羽刑務所医務部診療所 法務省 大田原市寒井 1466-2

茨
城
県

栃
木
県
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前橋家庭裁判所高崎支部医務室 最高裁判所 高崎市高松町 26-2

陸上自衛隊新町駐屯地医務室 防衛省 高崎市新町 1080

陸上自衛隊相馬ケ原駐屯地医務室 防衛省 北群馬郡榛東村新井 1017-2

榛名女子学園医務課診療所 法務省 北群馬郡榛東村新井 1027-1

赤城少年院医務課診療所 法務省 前橋市上大屋町 60

群馬大学健康支援統合センター
国立大学法人
群馬大学

前橋市荒牧町 4-2

前橋刑務所医務課診療所 法務省 前橋市南町 1-23-7

前橋家庭裁判所医務室 最高裁判所 前橋市大手町 3-1-34

さいたま少年鑑別所医務課診療所 法務省 さいたま市浦和区高砂 3-16-36

さいたま拘置支所医務課診療所 法務省 さいたま市浦和区高砂 3-16-58

水資源開発公団診療所
独立行政法人
水資源機構

さいたま市中央区上落合 2-40

陸上自衛隊大宮駐頓地医務室 防衛省 さいたま市北区日進町 1-40-7

さいたま家庭裁判所医務室 最高裁判所 さいたま市浦和区高砂 3-16-45

国立武蔵野学院診療所 厚生労働省 さいたま市緑区大門 1030

埼玉大学保健管理センター
国立大学法人
埼玉大学

さいたま市桜区下大久保 255

川越少年刑務所医務部 法務省 川越市南大塚 1508

航空自衛隊入間基地医務室 防衛省 狭山市入間川 4942

航空自衛隊航空医学実験隊医務室 防衛省 狭山市稲荷山 2-3

独立行政法人理化学研究所診療所
独立行政法人
理化学研究所

和光市広沢 2-1

陸上自衛隊朝霞駐屯地医務室 防衛省 朝霞市

国立精神薄弱児施設国立秩父学園診療所 厚生労働省 所沢市下新井 860

防衛医科大学医務室 防衛省 所沢市並木 3-2

さいたま家庭裁判所熊谷支部医務室 最高裁判所 熊谷市官町 1-68

航空自衛隊熊谷基地医務室 防衛省 熊谷市十六間 839

千葉家庭裁判所医務室 最高裁判所 千葉市中央区中央 4-11-27

千葉少年鑑別所医務課診療所 法務省 千葉市稲毛区天台 1-12-9

千葉大学総合安全衛生管理機構
国立大学法人
千葉大学

千葉市稲毛区弥生町 1-33

陸上自衛隊下志津駐屯地医務室 防衛省 千葉市若葉区若松町 902

千葉刑務所医務部診療所 法務省 千葉市若葉区貝塚町 192

陸上自衛隊松戸駐屯地医務室 防衛省 松戸市五香六実 17

陸上自衛隊習志野駐屯地医務室 防衛省 船橋市薬円台 3-20-1

千葉大学柏の葉診療所
国立大学法人
千葉大学

柏市柏の葉 6-2-1

埼
玉
県
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海上自衛隊下総航空衛生隊医務室 防衛省 柏市藤ケ谷 1614-1

国立大学法人東京大学保健・健康推進本部柏地区
国立大学法人
東京大学

柏市柏の葉 5-1-5

成田空港検疫所診察室 厚生労働省 成田市古込字古込 1-1

八街少年院医務課診療所 法務省 八街市滝台 1766

市原刑務所医務課診療所 法務省 市原市磯ケ谷 11-1

市原学園医務課 法務省 市原市磯ケ谷 157-1

航空自衛隊木更津基地医務室 防衛省 木更津市岩根 1-4-1

陸上自衛隊木更津駐屯地医務室 防衛省 木更津市吾妻地先

海上自衛隊舘山航空基地隊医務室 防衛省 館山市宮城無番地

独立行政法人労働者健康福祉機構労災リハビリテー
ション千葉作業所附属診療所

独立行政法人
労働者健康福祉機構

長生郡白子町幸治 3201

農林水産省診療所 農林水産省 千代田区霞ガ関 1-2-1

特許庁健康管理室 特許庁 千代田区霞ケ関 3-4-3

会計検査院医務室 会計検査院 千代田区霞が関 3-2-2

参議院医務室 参議院 千代田区永田町 1-7-1

衆議院医務室 衆議院 千代田区永田町 1-7-1

内閣総理大臣官邸医務室 内閣府 千代田区永田町 2-3-1

参議院議員会館議員歯科診療室 参議院 千代田区永田町 2-1-1

海上自衛隊硫黄島航空基地隊医務室 防衛省 小笠原支庁小笠原村硫黄島

国立国会図書館健康管理室 国立国会図書館 千代田区永田町 1-10-1

科学技術振興事業団健康管理室
独立行政法人
科学技術振興機構

千代田区四番町 5-3

日本芸術文化振興会医務室
独立行政法人
日本芸術文化振興会

千代田区隼町 4-1

独立行政法人中小企業基盤整備機構医務室
独立行政法人
中小企業基盤整備機構

港区虎ノ門 3-5-1

政策研究大学院大学保健管理センター
国立大学法人
政策研究大学院大学

港区六本木 7-22-1

東京入国管理局診療所 法務省 港区港南 5-5-30

東京海洋大学保健管理センター
国立大学法人
東京海洋大学

港区港南 4-5-7

東京芸術大学保健管理センター
国立大学法人
東京芸術大学

台東区上野公園 12-8

お茶の水女子大学保健管理センター
国立大学法人
お茶の水女子大学

文京区大塚 2-1-1

国立大学法人東京大学保健・健康推進本部本郷地区
国立大学法人
東京大学

文京区本郷 7-3-1

東京医科歯科大学保健管理センター
国立大学法人
東京医科歯科大学

文京区湯島 1-5-45

陸上自衛隊十条駐屯地医務室 防衛省 北区十条台 1-5-70

国立スポーツ科学センタースポーツクリニック
独立行政法人
日本スポーツ振興センター

北区西が丘 3-15-1

東京検疫所診察室 厚生労働省 江東区青海 2-56

千
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東京海洋大学保健管理センター越中島地区
国立大学法人
東京海洋大学

江東区越中島 2-1-6

独立行政法人国際協力機構健康管理センター
独立行政法人
国際協力機構

渋谷区代々木 2-1-1

国際協力事業団東京国際研修センタ－診療室
独立行政法人
国際協力機構

渋谷区西原 2-49-5

東京工業大学保健管理センター
国立大学法人
東京工業大学

目黒区大岡山 2-12-1

国立大学法人東京大学保健・健康推進本部駒場地区
国立大学法人
東京大学

目黒区駒場 3-8-1

航空自衛隊目黒基地医務室 防衛省 目黒区中目黒 2-2-1

国立健康・栄養研究所診療室
独立行政法人
国立健康・栄養研究所

新宿区戸山 1-23-1

共助会国立感染症研究所職員診療所 厚生労働省 新宿区戸山 1-23-1

陸上自衛隊練馬駐屯地医務室 防衛省 練馬区北町 4-1-1

東京少年鑑別所医務課診療所 法務省 練馬区氷川台 2-11-7

電気通信大学保健管理センター
国立大学法人
電気通信大学

調布市調布ケ丘 1-5-1

航空自衛隊府中基地医務室 防衛省 府中市浅間町 1-5-5

府中刑務所医務部診療所 法務省 府中市晴見町 4-10-1

東京農工大学保健管理センター
国立大学法人
東京農工大学

府中市晴見町 3-8-1

東京学芸大学保健管理センター
国立大学法人
東京学芸大学

小金井市貫井北町 4-1-1

一橋大学保健管理センター
国立大学法人
一橋大学

国立市中 2-1

陸上自衛隊小平駐屯地医務室 防衛省 小平市喜平町 2-3-1

陸上自衛隊東立川駐屯地医務室 防衛省 立川市栄町 1-2-10

陸上自衛隊立川駐屯地医務室 防衛省 立川市緑町 5

八王子少年鑑別所医務課診療所 法務省 八王子市中野町 2726-1

東京家庭裁判所八王子支部医務室 法務省 八王子市明神町 4-21-1

多摩少年院医務課診療所 法務省 八王子市緑町 670

愛光女子学園医務室 法務省 狛江市西野川 3-14-6

海外勤務健康管理センター
独立行政法人
労働者健康福祉機構

横浜市港北区小机町 322-1

神奈川医療少年院医務課診療所 法務省 相模原市小山 4-4-5

横浜検疫所診察室 厚生労働省 横浜市中区海岸通 1-1

独立行政法人航海訓練所練習船日本丸医務室
独立行政法人
航海訓練所

横浜市中区北仲通 5-57
（練習船日本丸船内）

独立行政法人航海訓練所練習船海王丸医務室
独立行政法人
航海訓練所

横浜市中区北仲通 5-57
（練習船海王丸船内）

独立行政法人航海訓練所練習船大成丸医務室
独立行政法人
航海訓練所

横浜市中区北仲通 5-57
（練習船大成丸船内）

独立行政法人航海訓練所練習船銀河丸医務室
独立行政法人
航海訓練所

横浜市中区北仲通 5-57
（練習船銀河丸船内）

独立行政法人航海訓練所練習船青雲丸医務室
独立行政法人
航海訓練所

横浜市中区北仲通 5-57
（練習船青雲丸船内）

横浜家庭裁判所医務室 最高裁判所 横浜市中区寿町 1-2
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横浜少年鑑別所医務課診療所 法務省 横浜市港南区港南 4-2-1

横浜刑務所医務部診療所 法務省 横浜市港南区港南 4-2-2

横浜拘置支所医務課診療所 法務省 横浜市港南区港南 4-2-3

海上自衛隊横須賀衛生隊第１医務室 防衛省 横須賀市長浦町 1-43

海上自衛隊横須賀衛生隊第２医務室 防衛省 横須賀市御幸浜 4-1

海上自衛隊横須賀衛生隊第３医務室 防衛省 横須賀市船越町 7-73

海上自衛隊横須賀衛生隊第４医務室 防衛省 横須賀市本町

海上自衛隊練習艦「かとり」医務室 防衛省 横須賀市西逸見町１丁目無番地

海上自衛隊潜水艦救難母艦「ちよだ」医務室 防衛省 横須賀市西逸見町１丁目無番地

海上自衛隊補給艦「ときわ」医務室 防衛省 横須賀市西逸見町１丁目無番地

海上自衛隊掃海母艦「うらが」医務室 防衛省 横須賀市西逸見町１丁目無番地

海上自衛隊護衛艦「ひゅうが」医務室 防衛省 横須賀市西逸見町１丁目無番地

武山駐屯地業務隊衛生科医務室 防衛省 横須賀市御幸浜 1-1

横須賀刑務支所医務課診療所 法務省 横須賀市長瀬町 3-12-3

久里浜少年院医務課 法務省 横須賀市長瀬 3-12-1

海上自衛隊潜水医学実験隊医務室 防衛省 横須賀市長瀬 2-7-1

陸上自衛隊久里浜駐屯地医務室 防衛省 横須賀市久比里 2-1-1

防衛大学校総務部衛生課医務室 防衛省 横須賀市走水 1-10-20

横浜国立大学保健管理センター
国立大学法人
横浜国立大学

横浜市保土ケ谷区常盤台 79-1

小田原少年院医務課 法務省 小田原市扇町 1-4-6

海上自衛隊厚木航空基地隊医務室 防衛省 綾瀬市無番地

新潟少年学院医務課診療所 法務省 長岡市御山町 117-13

新潟家庭裁判所長岡支部医務室 最高裁判所 長岡市三和 3-9-28

長岡技術科学大学体育・保健センター
国立大学法人
長岡技術科学大学

長岡市上富岡町 1603-1

上越教育大学保健管理センター
国立大学法人
上越教育大学

上越市山屋敷町 1

陸上自衛隊高田駐屯地医務室 防衛省 上越市南城町 3-7-1

新潟検疫所診察室 厚生労働省 新潟市竜が島 1-5-4

新潟刑務所医務課診療所 法務省 新潟市江南区山二ツ 381-4

新潟大学保健管理センター
国立大学法人
新潟大学

新潟市五十嵐２の町 8050

新潟少年鑑別所医務診療所 法務省 新潟市中央区川岸町 1-53-2

新潟家庭裁判所医務室 最高裁判所 新潟市川岸町 1-54-1

陸上自衛隊新発田駐屯地医務室 防衛省 新発田市大手町 6-4-16
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長野家庭裁判所医務室 最高裁判所 長野市長野旭町 1108

長野刑務所医務課 法務省 須坂市馬場町 1200

陸上自衛隊松本駐とん地医務室 防衛省 松本市高宮西 1-1

松本少年刑務所医務課 法務省 松本市桐 3-9-4

信州大学保健管理センター
国立大学法人
信州大学

松本市旭 3-1-1

独立行政法人労働者健康福祉機構労災リハビリテー
ション長野作業所附属診療所

独立行政法人
労働者健康福祉機構

諏訪郡下諏訪町社 7001

国際協力事業団青年海外協力隊駒ケ根訓練所診療室
独立行政法人
国際協力機構

駒ケ根市赤穂 15

有明高原寮医務課診療所 法務省 南安曇郡穂高町大字穂高 7299

甲府家庭裁判所医務室 最高裁判所 甲府市中央 1-10-7

甲府刑務所医務課診療所 法務省 甲府市堀之内町 500

山梨大学保健管理センター
国立大学法人
山梨大学

甲府市武田 4-4-37

陸上自衛隊北富士駐屯地医務室 防衛省 南都留郡忍野村忍草 3093

山梨大学玉穂地区保健管理センター
国立大学法人
山梨大学

中央市下河東 1110

計 169施設 ----- -----

山
梨
県

長
野
県
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（３）保険医療機関の指導状況

監 査都道府県名 新規個別指導対象機関 集団指導 個別指導集団的個別指導

０ ０ ０ ４ ０医 科 ・ 病 院

０ ５０ ９６ ３４ ０
茨 城 県

医科 診療所・

０ ４０ １０３ ５０ ０歯 科

０ ９４ ７７ ３８ ０薬 局

０ ０ ５ ３ ０医 科 ・ 病 院

０ ５５ ５５ ６ ０
栃 木 県

医科 診療所・

０ １５ ７７ ８ ０歯 科

０ ４２ ５０ １６ ０薬 局

０ ５５ ９ ３ ０医 科 ・ 病 院

３０ ２１ ６６ ４ ０
群 馬 県

医科 診療所・

２６ １６ ７７ １６ ０歯 科

３６ ３５ ５１ ４ １薬 局

３ １ ２０ ６ ０医 科 ・ 病 院

９７ １１０ ２２５ ６３ ０
埼 玉 県

医科 診療所・

９６ ８３ ２４３ ４１ ０歯 科

１１３ ７９ １５０ ３１ ０薬 局

４ ７ １７ ６ ０医 科 ・ 病 院

９５ １０４ ２０６ １９ ０
千 葉 県

医科 診療所・

７８ ７８ ２３５ ３４ ０歯 科

１０６ １０６ １４４ ４４ ０薬 局

０ ０ ２０ １０ ０医 科 ・ 病 院

２８７ ４７１ ３８５ ４８ ３
東 京 都

医科 診療所・

０ ６８ ４０５ ５６ ３歯 科

１４０ ３６０ ２０５ ２９ ０薬 局

０ ２４９ ２６ ２ １医 科 ・ 病 院

２３７ ３０４ ３２１ ４２ ０
神奈川県

医科 診療所・

１７８ １３９ ３８１ １９０ ０歯 科

１４８ １４２ １７１ １３２ ０薬 局

０ ６ １０ １ ０医 科 ・ 病 院

２２ １３６ １２５ ７ ２
新 潟 県

医科 診療所・

２３ ５５ ９９ ５ ０歯 科

０ １１６ ８０ １２ ０薬 局

０ ０ ０ ２ ０医 科 ・ 病 院

１４ ０ ３５ ４ ０
山 梨 県

医科 診療所・

９ ０ ２４ １３ ０歯 科

２６ ０ ２９ １４ ０薬 局

１ ０ ７ １ ０医 科 ・ 病 院

６７ ３３８ ４９ ５ ０
長 野 県

医科 診療所・

１２ ６２６ ７０ ４１ ０歯 科

２６ ０ ６３ ３１ ０薬 局
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（４）指定訪問看護事業者の指導状況

監 査都道府県名 新規個別指導 集団指導 個別指導集団的個別指導

茨 城 県 ０ ０ ０ ０ ０

栃 木 県 ０ ０ ０ ０ ０

群 馬 県 ０ ０ ０ ０ ０

埼 玉 県 ０ ０ ０ ０ ０

千 葉 県 ０ １８３ ０ ０ ０

東 京 都 ０ ５１１ ０ ０ ０

神奈川県 ０ ０ ０ ０ ０

新 潟 県 ０ ０ ０ ０ ０

山 梨 県 ０ ０ ０ ０ ０

長 野 県 ０ ６ ０ ０ ０

（５）保険医療機関の指定状況

医 科 歯 科 薬 局

指 定 廃止等 指 定 廃止等 指 定 廃止等都道府県名

茨 城 県 １３６ １２９ １００ ８１ １７５ １４７

栃 木 県 ８５ ８２ ６７ ６６ １０９ ８２

群 馬 県 １１８ １１６ ６４ ５９ ９２ ７１

埼 玉 県 ３５１ ３０９ ３００ ２４９ ３２８ ２５７

千 葉 県 ３３２ ２９３ ２４８ ２３６ ２３７ ２３４

東 京 都 １,２５９ １,１３４ ９１４ ８８０ ７２９ ６０４

神奈川県 ６０９ ５０９ ３８５ ３５５ ４０４ ３４７

新 潟 県 １１４ １４５ ７４ ６７ １２６ １０７

山 梨 県 ５２ ４９ ２２ １７ ４０ ３２

長 野 県 １１３ ９６ ５７ ５８ ８３ ７５

注）廃止等欄は廃止、辞退、取消の合計件数です。

（６）指定訪問看護事業者の指定状況

指 定 廃 止 辞 退 取 消都道府県名

茨 城 県 ７ １１ ０ ０

栃 木 県 ４ ６ ０ ０

群 馬 県 ４ １ ０ ０

埼 玉 県 ５ ６ ０ ０

千 葉 県 １４ ９ ０ ０

東 京 都 ２７ １６ ０ ０

神奈川県 ２５ ２４ ０ ０

新 潟 県 ５ ４ ０ ０

山 梨 県 １ １ ０ ０

長 野 県 ２ ４ ０ ０
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（７）保険医等の登録状況

異 動都道府県名 保険医等 新規登録 抹 消 等
転 入 転 出

１３９ １５ ４２４ ４２７医 師

茨 城 県 ２ １３ ８２ ５１歯科医師

１７５ ４ ２０８ ２２５薬 剤 師

１３４ １９ ３１９ ２５６医 師

栃 木 県 ６ １２ ６３ ３７歯科医師

１３７ ３ １４３ １３２薬 剤 師

８３ ３８ １５２ １４８医 師

群 馬 県 ８ ８ ６３ ２４歯科医師

８５ １ １０８ ７６薬 剤 師

２３４ ４１ ８９２ ８５２医 師

埼 玉 県 ８５ ２２ ３０１ ２１９歯科医師

５６１ ３ ４９４ ４９７薬 剤 師

２８８ ２１ ９５５ ８６８医 師

千 葉 県 ２３７ ８ ２５５ ３３７歯科医師

５４２ ７ ４２９ ３９６薬 剤 師

１,２７６ １１０ ２７６１ ２,８０８医 師

東 京 都 ３７０ ６０ ６４９ ６８０歯科医師

１,３２３ １４ １０５４ １,１２９薬 剤 師

６１５ ４１ １,３０７ １,２２６医 師

神奈川県 ２１７ ２９ ２９０ ３２０歯科医師

７３２ ５ ６０３ ５０２薬 剤 師

７２ ４１ １６４ １７１医 師

新 潟 県 ９９ １１ ６９ １０９歯科医師

１３８ １ ６８ ８７薬 剤 師

４８ ６ １０９ １１７医 師

山 梨 県 ４ ３ １６ １４歯科医師

４２ １ ３７ ３６薬 剤 師

１１０ ２９ ２２３ ２１９医 師

長 野 県 ５８ ９ ５２ ９２歯科医師

１１２ ６ ７３ ５４薬 剤 師

注）抹消等欄は抹消、死亡、取消の合計件数です。

（８）関東信越地方社会保険医療協議会各部会の開催状況

部 会 名 開 催 回 数

１２関東信越地方社会保険医療協議会 茨 城 部 会

１２〃 栃 木 部 会

１８〃 群 馬 部 会

１２〃 埼 玉 部 会

１２〃 千 葉 部 会
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部 会 名 開 催 回 数

１２関東信越地方社会保険医療協議会 東 京 部 会

１８〃 神奈川部会

１２〃 新 潟 部 会

１６〃 山 梨 部 会

１２〃 長 野 部 会

なお、平成２０年４月分から９月分のデータについては、各都県の社会保険事務

局より引き継いだものを使用します。
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（平成２１年３月３１日現在）

No. 法　　人　　名 代表者名 主たる事務所の所在地

1  北養会 大久保重義  茨城県水戸市鯉淵町字三ノ割２２２２－１

2  尚生会 山口　伸樹  茨城県笠間市福田３１９９

3  清栄会 渡邊　金隆  茨城県神栖市土合本町２－９８０９－１２８

4  光誠会 古口　誠二  栃木県塩谷郡高根沢町大字上柏崎５５１－１

5  桑の実会 桑原　哲也  埼玉県所沢市東狭山ヶ丘６－２８２３－１２

6  安心会 片居木裕明  埼玉県所沢市東狭山ヶ丘５－９２８－１

7  こひつじ会 吉田順一郎  埼玉県行田市若小玉３５４７－１

8  千曲会 田中　光子  埼玉県新座市新堀１－８－１１

9  平成会 村田　士郎  埼玉県吉川市大字加藤字中道１８７－１

10  若草福祉会 福島　好正  埼玉県本庄市仁手６６９－４

11  青柳保育会 奥冨　喜康  埼玉県狭山市大字青柳３１７－３

12  武蔵野ユートピアダイアナクラブ 福田雄次郎  埼玉県熊谷市小江川１３９６

13  カナの会 北山　雅史  埼玉県秩父郡皆野町大字国神字柿平４２１

14  晴山会 平山登志夫  千葉県千葉市花見川区花島町１４９－１

15  ミッドナイト・ミッションのぞみ会 木下　宣世  千葉県富津市川名１４３６

16  ユーカリ福祉会 高橋　剛弘  千葉県松戸市小山５２３－５

17  マリンピア 西條　昌良  千葉県銚子市外川町４－１１２２９

18  三芳野会 宗像　克治  千葉県南房総市谷向１６６－２

19  江戸川豊生会 柳井　光子  東京都江戸川区臨海町１－４－４

20  わかみや福祉会 吉田　宏司  東京都江戸川区船堀２－１９－４

21  瑞光会 小川　　實  東京都江戸川区瑞江１－３－１２

22  健修会 大坪　　修  東京都江戸川区西一之江４－９－２４

23  大泉旭出学園 上出　弘之  東京都練馬区東大泉７－２１－３２

24  ベテスダ奉仕女母の家 天羽　道子  東京都練馬区大泉学園町７－１７－３０

25  嬉泉 須藤　祐司  東京都世田谷区船橋１－３０－９

26  敬心福祉会 小林　光俊  東京都世田谷区給田５－９－５

27  興望館 石原　　力  東京都墨田区京島１－１１－６

28  康保会 遠藤　和幸  東京都台東区日本堤２－７－１

29  白十字会 関口　英輔  東京都台東区台東２－２７－３毛塚ビル５０３

30  そのえだ 丸山　　是  東京都江東区南砂３－１０－８

31  東京愛隣会 高崎　道子  東京都足立区東保木間１－１０－１６

32  日本キリスト教奉仕団 榎本　尚美  東京都新宿区西早稲田２－３－１８

33  慈生会 山根　幸子  東京都中野区江古田３－１５－２

34  原町成年寮 鈴木　良雄  東京都葛飾区東立石４－５３－８

35  のゆり会 津田　　望  東京都葛飾区高砂５－４８－４

36  みのり保育園 清水　孝郎  東京都豊島区池袋本町３－２９－９

37  紫野の会 服部　克重  東京都杉並区和田１－６６－１２

38  清徳会 松井　清徳  東京都目黒区目黒本町４－２－１

39  愛と光の会 山下　博譽  東京都荒川区西尾久７－５０－６三博ビル

40  三育ライフ 東海林正樹  東京都東久留米市南沢５－１８－３６

41  しあわせ会 斎藤　　實  東京都立川市幸町２－２０－８

42  にんじんの会 石川　治江  東京都立川市高松町2-27-27TBK第２高松ビル203号

43  正吉福祉会 櫻井　　初  東京都稲城市平尾字１０－１１２７－１

44  聖ヨハネ会 渡邊　元子  東京都小金井市桜町１－２－２０

（１）社会福祉法人一覧
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No. 法　　人　　名 代表者名 主たる事務所の所在地

45  友好福祉会 松井満洲夫  東京都小金井市貫井南町５－１６－１０

46  そだち会 鈴木　博康  東京都武蔵野市関前２－２４－９

47  のぞみ会 松原　敏明  東京都調布市染地２－８－３０

48  芙蓉会 内村　達夫  東京都町田市鶴間５４４

49  合掌苑 市原　秀翁  東京都町田市金森１０９７

50  たかね福祉会 窪澤　健治  東京都町田市山崎町１５５５

51  まりも会 石井　　司  東京都小平市上水南町４－７－４５

52  バオバブ保育の会 平林　　浩  東京都多摩市一ノ宮１－２０－３

53  聖徳会 菱川　慧治  神奈川県横浜市神奈川区七島町１６３

54  諸岳会 伊東　盛熈  神奈川県横浜市鶴見区鶴見２－１－１

55  横浜社会福祉協会 小林建次郎  神奈川県横浜市南区中村町５－３１５

56  礼拝会 宮下　慧子  神奈川県横浜市南区唐沢４１

57  兼愛会 赤枝　雄一  神奈川県横浜市緑区三保町１７１－１

58  同愛会 高山　和彦  神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町金草沢１７４９

59  知恵の光会 小谷　知男  神奈川県横須賀市公郷町３－６９－１

60  小百合会 鈴木　國弘  神奈川県平塚市田村４－２４－５

61  ケアネット 田島　哲夫  神奈川県海老名市河原口字相澤１３８３

62  松涛会 大熊　次夫  新潟県十日町市浦田２９５５－１

63  長岡福祉協会 田宮　　崇  新潟県長岡市深沢町２２７８－８

64  誠心福祉協会 関原　史人  長野県安曇野市三郷小倉２６８５－１

65  聖母の会 鈴木　丈史  長野県諏訪市大和１－５－７

66  亮和会 牧川　雅一  茨城県古河市下辺見１４５１

67  三樹会 細野　智樹  埼玉県さいたま市北区宮原町１－４７５－７

68  健仁会 小池　　健  千葉県鴨川市天津３４６６

69  菊清会 伊藤　清光  東京都八王子市中野町２５１７－２

70  共助会 作田　　勉  東京都八王子市南浅川町２８８３－２

71  苗場福祉会 湖山　聖道  新潟県中魚沼郡津南町大字芦ヶ崎乙３１７－１

72  みわの会 細野貴美子  神奈川県横浜市青葉区あかね台２－１８－１

73  聖華 白須賀まり子  千葉県野田市上三ヶ尾４５４－１

74  佑啓会 里見　吉英  千葉県市原市今富１１１０－１

75  入間福祉会 野口　正男  埼玉県入間市扇台４－５－１９

76  邦友会 高木　邦格  栃木県大田原市北金丸２６００－７

77  清心福祉会 青木　訓行  東京都八王子市左入町３７３－１

78  誠和会 大島　和彦  栃木県芳賀郡益子町七井３９２３－３

79  東京さくら福祉会 櫻井　正美  東京都世田谷区桜丘４－７－１７

80  緑の風 武田　和久  山梨県北杜市長坂町大井ヶ森９９４－１

81  ゆずの木 山口　義明  東京都八王子市上柚子１５５０

82  宮原ハーモニー 島村　　準  埼玉県さいたま市北区宮原町２－３９－１６

83  立正福祉会 三田村鳳治  東京都大田区池上１－３２－１５
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No. 法　　人　　名 代表者名 主たる事務所の所在地

84 元気村 神成　　　裕 埼玉県鴻巣市上谷字砂場687-1

85 賛育会 橋本　　　章 東京都墨田区太平3-17-8

86 聖母会 風間　まさ子 東京都新宿区中落合2-5-1

87 黎明会 鈴木　可人 東京都小平市小川町1-485

88 東京都社会福祉事業団 平井　健一 東京都新宿区大久保3-10-1-201

89 婦人の園 高橋　道雄 東京都大田区井の頭山王2-12-10

90 武蔵野会 青木　昌子 東京都八王子市台町2-7-22

91 パール 新谷　弘子 東京都渋谷区鉢山町3-27

92 共生会 伊藤　義延 東京都葛飾区東四つ木1-12-17

93 浴光会 高木　智匡 東京都国分寺東恋ヶ窪4-2-2

94 雲柱社 服部　　　栄 東京都世田谷区上北沢3-8-19

95 お告げのフランシスコ姉妹会 田中　妙子 東京都大田区久が原4-2-1

96 カリタスの園 西　　　恵子 東京都杉並区井草4-19-28

97 救世軍社会事業団 吉田　　　眞 東京都神田神保町2-17

98 クリスト・ロア会 服部　和義 東京都西東京市保谷町4-12-7

99 栄光会 東峰　正志 東京都日野市平山5-7-11

100 聖心の布教姉妹会 後藤　澄子 神奈川県藤沢市本藤沢3-4-19

101 勇樹会 中野　　　勇 新潟県新潟市東区粟山字南中谷内706-1

102 親愛の里 加藤　孝正 長野県下伊那郡松川町生田5015

103 萱垣会 萱垣　光英 長野県飯田市鼎一色551

104 福祉楽団 在田正則 千葉県香取市岩部字前野８６９－６０

105 和泉福祉会 今田安紀 神奈川県横浜市泉区和泉町字四ッ谷１３６８－２

106 高砂福祉会 篠塚雅之 千葉県流山市十太夫９９－４

107 奉優会 香取眞惠子 東京都世田谷区駒沢２丁目１１－３

108 佰和会 倉持あおい 千葉県野田市桐ヶ作６６６

109 貴静会 小山貴好 東京都町田市常盤町２９７０－１

110 日本聴導犬協会 増田美恵子 長野県上伊那郡宮田村７０３０－１
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（１）法令別検挙人員（全国）

（人）

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年

麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 530 635 606 611 542 601

うちヘロイン 75 16 23 22 15 15

うちコカイン 66 82 44 82 114 120

うちＭＤＭＡ等合成麻薬 272 450 472 409 312 311

あ へ ん 法 55 68 13 27 47 21

大 麻 取 締 法 2,173 2,312 2,063 2,423 2,375 2,867

覚 せ い 剤 取 締 法 14,797 12,397 13,549 11,821 12,211 11,231

合　　　　　　　　計 17,555 15,412 16,231 14,882 15,175 14,720

（２）主な薬物の押収量等（全国）

（kg）　但し、MDMA等錠剤型合成麻薬は（錠）

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年

ヘ ロ イ ン 5.1 0.04 0.1 2.3 2.0 1.0

コ カ イ ン 2.5 85.5 2.9 9.9 19.1 5.6

あ へ ん 6.5 2.0 1.0 28.1 19.6 6.6
乾 燥 大 麻
( 大 麻 た ば こ を 含 む ） 558.2 642.6 652.4 232.9 503.6 382.3

大 麻 樹 脂 323.9 327.5 233.9 98.7 56.9 33.4

覚 せ い 剤 493.5 411.3 122.8 144.0 359.0 402.6

ＭＤＭＡ等錠剤型合成麻薬 393,757 469,483 576,748 195,294 1,278,354 217,882.5

（３）覚せい剤事犯における未成年検挙者の推移（全国）

（人）

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年

覚 せ い 剤 事 犯 検 挙 者 総 数 14,797 12,397 13,549 11,821 12,211 11,231

うち未成年者 528 395 435 296 308 255

うち中学生 16 7 23 11 4 8

うち高校生 36 41 55 44 28 34

うち大学生 33 18 31 31 24 18

麻薬・覚せい剤事犯の推移(全国)

注１）厚生労働省・警察庁・海上保安庁の統計資料による。

注１）厚生労働省・警察庁・財務省・海上保安庁の統計資料による。

注１）厚生労働省・警察庁・海上保安庁の統計資料による。
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（人）

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年

検挙者総数

2,173 2,312 2,063 2,423 2,375 2,867
うち栽培事犯

101 124 111 130 132 215
うち20歳代

1,250 1,328 1,156 1,416 1,430 1,542
うち未成年者

191 223 182 197 184 234
うち中学生

3 6 5 4 1 2
うち高校生

38 38 43 27 28 48
うち大学生

108 115 65 81 94 90

（人）

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年

検挙者総数

272 450 472 409 312 311
うち未成年者

29 67 66 32 24 26
うち２０歳代

137 249 240 223 168 159

（５）MDMA等錠剤型麻薬事犯における未成年検挙者及び２０歳代検挙者の推移

注１）厚生労働省・警察庁・海上保安庁の統計資料による。

（４）大麻事犯における未成年検挙者等の推移

注１）厚生労働省・警察庁・海上保安庁の統計資料による。
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（６）法令別検挙人員（局内）

（人）

平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年

麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 10 32 18 16 25

あ へ ん 法 2 0 0 2 6

大 麻 取 締 法 29 33 25 18 42

覚 せ い 剤 取 締 法 50 50 35 43 46

麻 薬 特 例 法 5 8 5 0 0

合　　　　　　　　計 96 123 83 79 119

（７）主な薬物の押収量等（局内）

(単位ｇ。但し、ＭＤＭＡ等錠剤型合成麻薬の上段は錠、下段はｇ）

平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年

ヘ ロ イ ン

コ カ イ ン
9 4 43 624 191

あ へ ん
26 26 152 25

乾 燥 大 麻
( 大 麻 た ば こ を 含 む ） 7,549 3,154 477 1,724 1,206

大 麻 樹 脂
4,074 1,636 7,337 381

覚 せ い 剤
553 1,531 2,594 11,633 658

ＭＤＭＡ等錠剤型合成麻薬
１０９

4,484
27

224
0.8

1,152 1,122
48

麻薬・覚せい剤事犯の推移（関東信越厚生局麻薬取締部）
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