
法人・施設名称 施設種別 都道府県 住所

医療法人東北会　東北会病院 精神科病院 宮城県 仙台市青葉区

特定非営利活動法人シャロームの会　オリーブの樹　ノア 就労移行支援（精神） 宮城県 仙台市宮城野区

公益財団法人金森和心会　針生ヶ丘病院 精神科病院 福島県 郡山市

社会福祉法人郡山社会事業協会あさかの里 あさかの里第二暁紫舎 就労継続支援（精神） 福島県 郡山市

茨城県立こころの医療センター 精神科病院 茨城県 笠間市

社会福祉法人創志会　つくばライフサポートセンター学園 就労移行支援（精神） 茨城県 つくば市

社会福祉法人ブローニュの森　相談支援事業所さの 一般相談支援事業（精神） 栃木県 佐野市

医療法人社団順風会　上尾の森診療所 診療所（精神科） 埼玉県 上尾市

特定非営利活動法人インターメディカル　地域活動支援センターあるこ 地域活動支援センター(精神) 埼玉県 所沢市

特定非営利活動法人インターメディカル　就労継続支援B型事業所スキップ 就労継続支援（精神） 埼玉県 所沢市

社会福祉法人あげお福祉会　グリーンドア 就労継続支援（精神） 埼玉県 上尾市

医療法人社団順風会　上尾の森診療所桶川分院 診療所（精神科） 埼玉県 桶川市

地方独立行政法人　総合病院国保旭中央病院 病院(精神科) 千葉県 旭市

社会福祉法人サンワーク　浦安市ソーシャルサポートセンター 地域活動支援センター(精神) 千葉県 浦安市

社会福祉法人サンワーク　ぴあ 地域活動支援センター(精神) 千葉県 市川市

社会福祉法人福祉楽団　就労継続支援A型事業所　栗源協働支援センター 就労継続支援（精神） 千葉県 香取市

社会福祉法人トラムあらかわ　荒川ひまわり第２ 就労継続支援（精神） 東京都 荒川区

特定非営利活動法人わかくさ福祉会　地域生活支援センターあくせす 地域活動支援センター(精神) 東京都 八王子市

特定非営利活動法人リトルポケット　中野区精神障害者地域生活支援センターせせらぎ 地域活動支援センター(精神) 東京都 中野区

社会福祉法人多摩棕櫚亭協会　就労移行支援事業所ピアス 就労移行支援（精神） 東京都 国立市

社会福祉法人新樹会　地域生活支援センター希望ヶ丘 地域活動支援センター(精神) 東京都 調布市

医療法人社団翠会　こころのクリニック高島平 診療所（精神科） 東京都 板橋区

社会福祉法人みきの会　ブレス中目黒 就労継続支援（精神） 東京都 目黒区

医療法人社団草思会　クボタクリニック 診療所（精神科） 東京都 墨田区

特定非営利活動法人あおば福祉会　パルテ 就労継続支援（精神） 東京都 杉並区

社会福祉法人プシケおおた　こうじや生活支援センター 特定相談支援事業（精神） 東京都 大田区

社会福祉法人アムネかつしか　地域活動支援センターもっく 特定相談支援事業（精神） 東京都 葛飾区

医療法人社団東京愛成会　高月病院 精神科病院 東京都 八王子市

医療法人社団恵心会　ハナクリニック 診療所（精神科） 東京都 江東区

医療法人社団ハートクリニック　ハートクリニック 診療所（精神科） 神奈川県 鎌倉市

医療法人社団山手正恵会　ワシン坂病院 精神科病院 神奈川県 横浜市中区

社会福祉法人かむ　地域活動支援センターカミング 地域活動支援センター(精神) 神奈川県 相模原市中央区

地方独立行政法人神奈川県立病院機構　神奈川県立精神医療センター 精神科病院 神奈川県 横浜市港南区

医療法人社団志朋會　樹診療所かまりや 診療所（精神科） 神奈川県 横浜市金沢区

社会福祉法人横浜市社会事業協会　横浜市鶴見区生活支援センター 特定相談支援事業（精神） 神奈川県 横浜市鶴見区

公益財団法人横浜勤労者福祉協会　うしおだ診療所 診療所（精神科） 神奈川県 横浜市鶴見区

医療法人福慈会　メンタルホスピタルかまくら山 精神科病院 神奈川県 鎌倉市

社会福祉法人藤沢ひまわり　就労移行支援事業藤沢ひまわり 就労移行支援（精神） 神奈川県 藤沢市

医療法人財団青山会　青山会関内クリニック 診療所（精神科） 神奈川県 横浜市中区



法人・施設名称 施設種別 都道府県 住所

医療法人社団あずさ会　川田病院 精神科病院 富山県 高岡市

社会福祉法人富山県精神保健福祉協会　ゆりの木の里相談支援センター 特定相談支援事業（精神） 富山県 富山市

医療法人社団重仁会　佐々木病院 精神科病院 富山県 富山市

医療法人積仁会　岡部病院 精神科病院 石川県 金沢市

一般社団法人ななお・なかのと就労支援センター 相談支援事業所なんでも 特定相談支援事業（精神） 石川県 鹿島郡中能登町

社会福祉法人舟伏　支援センターふなぶせ 特定相談支援事業（精神） 岐阜県 岐阜市

社会医療法人聖泉会　聖十字病院 精神科病院 岐阜県 土岐市

医療法人社団至空会　メンタルクリニック・ダダ 診療所（精神科） 静岡県 浜松市浜北区

医療法人好生会　はまかぜ 自立訓練（精神） 静岡県 浜松市南区

医療法人資生会　八事病院 精神科病院 愛知県 名古屋市天白区

医療法人岩屋会　岩屋病院 精神科病院 愛知県 豊橋市

医療法人芳精会　京ケ峰岡田病院 精神科病院 愛知県 額田郡幸田町

西山クリニック 診療所（精神科） 愛知県 名古屋市名東区

医療法人仁精会　三河病院 精神科病院 愛知県 岡崎市

医療法人美衣会　衣ヶ原病院 精神科病院 愛知県 豊田市

北医療生活協同組合　北メンタル・クリニック 診療所（精神科） 愛知県 名古屋市北区

社会医療法人杏嶺会　上林記念病院 精神科病院 愛知県 一宮市

社会福祉法人愛恵協会　生活訓練事業所あい 自立訓練（精神） 愛知県 岡崎市

社会福祉法人あじさいの会　ゆったり工房 就労継続支援（精神） 愛知県 日進市

社会福祉法人薫徳会　サンワーク 就労移行支援（精神） 愛知県 名古屋市東区

社会福祉法人もえの会　萠作業所 就労継続支援（精神） 愛知県 名古屋市守山区

一般社団法人しん　コミュニティカフェかかぽ 就労継続支援（精神） 愛知県 名古屋市西区

医療法人成精会　刈谷市障害者支援センター　相談支援事業所こころ悠々 特定相談支援事業（精神） 愛知県 刈谷市

社会福祉法人親愛の里　南区障害者基幹相談支援センター 基幹相談支援センター（精神） 愛知県 名古屋市南区

特定非営利活動法人さざなみ　生活支援センターさざなみ 特定相談支援事業（精神） 愛知県 豊橋市

三重県厚生農業協同組合連合会鈴鹿厚生病院 精神科病院 三重県 鈴鹿市

社会福祉法人四季の里　障害者相談支援センターＨＡＮＡ 特定相談支援事業（精神） 三重県 四日市市

社会福祉法人名張育成会　名張市障害者地域活動支援センターひびき 地域活動支援センター(精神) 三重県 名張市

南勢病院 精神科病院 三重県 松阪市

一般財団法人長岡記念財団　長岡ヘルスケアセンター（長岡病院） 精神科病院 京都府 長岡京市

医療法人博友会　まるいクリニック 診療所（精神科） 京都府 京都市中京区

社会福祉法人京都光彩の会　京都市朱雀工房 就労移行支援（精神） 京都府 京都市中京区

医療法人利田会　あかやま 自立訓練（精神） 大阪府 岸和田市

医療法人敬寿会　吉村病院 精神科病院 大阪府 松原市

医療法人杏和会　阪南病院 病院(精神科) 大阪府 堺市中区

医療法人豊済会　小曽根病院 病院(精神科) 大阪府 豊中市

社会福祉法人飛笑  障害者地域生活支援センターわっと 地域活動支援センター(精神) 大阪府 藤井寺市

社会福祉法人はづき福祉会　ワークはづき 就労継続支援（精神） 大阪府 大阪市福島区

社会福祉法人天心会　相談支援センターマーレ 特定相談支援事業（精神） 大阪府 東大阪市



法人・施設名称 施設種別 都道府県 住所

医療法人社団東峰会　関西青少年サナトリューム 精神科病院 兵庫県 神戸市西区

医療法人社団友愛会　播磨サナトリウム 精神科病院 兵庫県 加古郡稲美町

医療法人尚生会　就労移行支援事業(創)シー・エー・シー 就労移行支援（精神） 兵庫県 神戸市兵庫区

特定非営利活動法人中央むつみ会　中央地域活動支援センター 地域活動支援センター(精神) 兵庫県 神戸市中央区

医療法人敬性会　神戸白鷺病院 精神科病院 兵庫県 神戸市西区

独立行政法人国立病院機構　やまと精神医療センター 精神科病院 奈良県 大和郡山市

医療法人社団共愛会　己斐ヶ丘病院 精神科病院 広島県 広島市西区

社会福祉法人尾道のぞみ会　やまと 就労継続支援（精神） 広島県 尾道市

医療法人信和会　城ヶ崎病院 精神科病院 熊本県 玉名市

医療法人横田会　地域生活支援センターなでしこ 特定相談支援事業（精神） 熊本県 熊本市北区

医療法人社団輔仁会　嬉野が丘サマリヤ人病院 精神科病院 沖縄県 島尻郡南風原町

公益社団法人沖縄県精神保健福祉会連合会　沖縄市障がい者基幹相談支援センター 基幹相談支援センター（精神） 沖縄県 沖縄市


