
地方区分 都道府県 施設名 郵便番号 住所 代表電話番号 ホームページTOP

北海道 北海道 特定医療法人社団 慈藻会 平松記念病院 064-8536 北海道札幌市中央区南22条西14丁目1番20号 011-561-0708 http://hiramatu-mhp.or.jp/

東北 秋田県 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター 019-2492 秋田県大仙市協和上淀川字五百刈田352 018-892-3759 https://www.akita-rehacen.jp/

東北 岩手県 社会医療法人 みやま会 盛岡観山荘病院 020-0114 岩手県盛岡市高松4-20-40 019-661-2685 https://morioka-kanzanso.jp/

関東 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 105-8471 東京都港区西新橋3-19-18 03-3433-1111 https://www.hosp.jikei.ac.jp/

関東 東京都 公益財団法人 東京都保健医療公社 荏原病院 145-0065 東京都大田区東雪谷四丁目5-10 03-5734-8000 https://www.tmhp.jp/ebara/

関東 東京都 慶應義塾大学病院 160-8582 東京都新宿区信濃町35 03-3353-1211 http://www.hosp.keio.ac.jp/

関東 東京都 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 187-8551 東京都小平市小川東町4-1-1 042-341-2711 https://www.ncnp.go.jp/

関東 神奈川県 神奈川県立精神医療センター 233-0006 神奈川県横浜市港南区芹が谷2-5-1 045-822-0241 http://seishin.kanagawa-pho.jp/

関東 神奈川県 医療法人 財団青山会 福井記念病院 238-0115 神奈川県三浦市初声町高円坊1040-2 046-888-2145 http://www.bmk.or.jp/fukui/

関東 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 216-8511 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1 044-977-8111 https://www.marianna-u.ac.jp/hospital/

関東 栃木県 獨協医科大学病院 321-0293 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880 0282-86-1111 https://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-m/

関東 栃木県 自治医科大学 329-0498 栃木県下野市薬師寺3311-1 0285-44-2111 https://www.jichi.ac.jp/hospital/top/index.html

関東 群馬県 公益社団法人 前橋積善会 厩橋病院 371-0002 群馬県前橋市江木町1241番地 027-269-2530 https://umayabashi.jp/

関東 埼玉県 公益財団法人 西熊谷病院 360-0816 埼玉県熊谷市石原572 048-522-0200 http://www.nishikuma.or.jp/hospital/index.html

関東 埼玉県 埼玉医科大学病院 350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38 049-276-1111 http://www.saitama-med.ac.jp/hospital/

関東 千葉県 医療法人 学而会 木村病院 260-0004 千葉県千葉市中央区東本町6-19 043-227-0547 http://gakujikai.jp/kimura/

中部 長野県 医療法人 友愛会 千曲荘病院 386-8584 長野県上田市中央東4番61号 0268-22-6611 https://tikumaso.jp/

中部 長野県 長野県立こころの医療センター駒ヶ根 399-4101 長野県駒ヶ根市下平2901 0265-83-3181 http://kokokoma-hosp.or.jp/

東海 静岡県 NTT東日本伊豆病院 419-0193 静岡県田方郡函南町平井750 055-978-2320 https://www.ntt-east.co.jp/izu_mhc/

東海 愛知県 医療法人 静心会 桶狭間病院 藤田こころケアセンター 470-1168 愛知県豊明市栄町南舘3-879 0562-97-1361 https://www.seishinkai-kokoro.jp/

東海 愛知県 藤田医科大学病院 470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98 0562-93-2111 https://hospital.fujita-hu.ac.jp/

東海 愛知県 名古屋市立大学病院 467-8602 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地 052-851-5511 https://w3hosp.med.nagoya-cu.ac.jp/

東海 愛知県 愛知医科大学病院 480-1195 愛知県長久手市岩作雁又１番地１ 0561-62-3311
https://www.aichi-med-u.ac.jp/hospital/sh04/sh0401/sh040109/index.html

東海 愛知県 特定医療法人 楠会 楠メンタルホスピタル 462-0011 愛知県名古屋市北区五反田町110番地 052-901-7581 http://www.kusunokihp.or.jp/mental/

関西 大阪府 大阪医科薬科大学病院 569-8686 大阪府高槻市大学町2番7号 072-683-1221 https://hospital.ompu.ac.jp/index.html

関西 大阪府 関西医科大学総合医療センター 570-8507 大阪府守口市文園町10番15号 06-6992-1001 https://www.kmu.ac.jp/takii/

関西 大阪府 総合病院 浅香山病院 590-0018 大阪府堺市堺区今池町3丁3番16号 072-229-4882 http://www.asakayama.or.jp/

関西 大阪府 医療法人 杏和会 阪南病院 599-8263 大阪府堺市中区八田南之町277 072-278-0381 http://www.hannan.or.jp/

関西 大阪府 八尾こころのホスピタル 581-0025 大阪府八尾市天王寺屋6-59 072-949-5181 http://yaokokoro-hp.jp/

関西 大阪府 医療法人利田会　久米田病院 596-0816 大阪府岸和田市尾生町６丁目12番31号 072-445-3545 http://www.kumeda-hp.or.jp/contents/rtms.html

関西 京都府 京都府立 洛南病院 611-0011 京都府宇治市五ヶ庄広岡谷2 0774-32-5900 https://www.rakunan-hosp.jp/

関西 和歌山県 和歌山県立医科大学病院 641-8510 和歌山市紀三井寺811番地1 073-447-2300
https://www.wakayama-med.ac.jp/hospital/index.html

四国 徳島県 社会福祉法人 小渦会 鳴門シーガル病院 771-0361 徳島県鳴門市瀬戸町堂浦字阿波井57 088-688-0011 http://k-seagull.jp/
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四国 徳島県 徳島大学病院 770-8503 徳島県徳島市蔵本町2丁目50-1 088-631-3111 https://tokushima-psychiatry.jp/

四国 高知県 医療法人おくら会 藤戸病院 780-0901 高知県高知市上町1丁目4-24 088-822-3440 https://okura-kai.com/fujito/

中国 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 683-8504 鳥取県米子市西町36番地1 0859-38-6542 https://www.med.tottori-u.ac.jp/neuropsy/

中国 山口県 医療法人水の木会 下関病院 759-6613 山口県下関市富任町6丁目18番18号 083-258-0338 https://www.mizunoki.jp/shimobyou/index.html

九州 福岡県 久留米大学病院 830-0011 福岡県久留米市旭町67番地 0942-35-3311 https://www.hosp.kurume-u.ac.jp/

九州 福岡県 医療法人 聖ルチア会 聖ルチア病院 830-0047 福岡県久留米市津福本町1012 0942-33-1581 https://st-lucia.or.jp/

九州 福岡県 医療法人 清陵会　南ヶ丘病院 803-0862 福岡県北九州市小倉北区今町3丁目13番1号 093-571-6081 https://www.seiryokai.jp/

九州 福岡県 医療法人 優なぎ会 雁の巣病院 811-0206 福岡県福岡市東区雁の巣1丁目26番1号 092-606-2861 http://www.gannosu.org/

九州 佐賀県 虹と海のホスピタル 847-0031 佐賀県唐津市原842-1 0955-77-0711 https://www.nijitoumi.or.jp/

九州 佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 849-8501 佐賀市鍋島五丁目１番１号 0952-31-6511 https://www.hospital.med.saga-u.ac.jp/hp/

九州 熊本県 熊本大学病院 860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1 096-344-2111 https://www.kuh.kumamoto-u.ac.jp/

九州 熊本県 弓削病院 861-8002 熊本県熊本市北区弓削5-12-25 096-338-3838 https://www.yuge-hp.or.jp/

九州 熊本県 医療法人 横田会 向陽台病院 861-0142 熊本県熊本市北区植木町鐙田1025 096-272-7211 https://koyodai.or.jp/koyodai/

九州 長崎県 長崎大学病院 852-8501 長崎県長崎市坂本１丁目７番１号 095-819-7200 http://www.mh.nagasaki-u.ac.jp/

九州 宮崎県 都城新生病院 885-0093 宮崎県都城市志比田町3782 0986-22-0280 http://www.shinsei-hp.jp/

九州 鹿児島県 こだま病院 897-0221 鹿児島県南九州市川辺町田部田3525番地 0993-56-4111 https://www.kodama-hospital.com/
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