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○「学則適用」とは？
　　通常、４月に入学された学生は、その入学年度の学則が適用されるため、入学年度により、適用される学則（教育課程、

卒業要件等）が異なります。ご子息・ご息女について、どの年度の学則が適用されるのかをご確認いただき、次頁以

降をご覧ください。

　　※１．学生番号から、学則適用年度がわかります。

　　　（例）　　①　３１７－０００

　　　　　　　　　17であれば、2017年度の学則適用者となります。

　　　　　　　②　Ｙ２１－０００

　　　　　　　　　21であれば、2021年度の学則適用者となります。

　　※２．「編入学」・「転入学」・「再入学」により入学した学生および「転学部・転学科」制度により、転学部・転学

科した学生においては、入学した年度の学則適用者ではない場合がありますのでご注意ください。

卒業要件について

���



　本学を卒業するためには、次の要件を充足しなければなりません。

　　（1）４年以上（８年以内）在学していること。

　　　　なお、薬学部については、６年以上（12年以内）在学していること。

　　（2）学則に定める卒業に必要な単位数を修得していること。

※その他については、オプション科目、所属学科の専門教育科目、他学科の専門教育科目から修得すること。

卒業要件

■所属学科の卒業に必要な単位数

［1］2022年度入学者および学則適用者

学　　部 学　　　　　科

保 健 医 療

総合リハビリ
テ ー シ ョ ン

健康スポーツ

健 康 科

薬

看 護

医 療 技 術

リハビリテーション

医 療 福 祉

医 療 栄 養

薬

看 護

心 理

医 療 経 営

理学療法学

作業療法学

言語聴覚療法学

義肢装具学

医療福祉学

介護福祉学

保育福祉学

臨 床 工 学

臨床検査学
15単位以上

15単位以上

15単位以上

15単位以上

15単位以上

15単位以上

６単位以上

7単位以上

7単位以上

10単位以上

４単位以上

６単位以上

18単位以上

19単位以上

８単位以上

10単位以上

10単位以上

7単位以上

スタンダード科目 オプション科目 専門教育科目

診 療 放 射 線

救 急 救 命

健 康 ス ポ ー ツ

124単位以上

124単位以上

136単位以上

124単位以上

124単位以上

124単位以上

124単位以上

125単位以上

186単位以上

125単位以上

６単位以上

10単位以上

103単位以上

102単位以上

114単位以上

99単位以上

105単位以上

103単位以上

85単位以上

80単位以上

91単位以上

100単位以上

161単位以上

103単位以上

その他※ 計
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　本学を卒業するためには、次の要件を充足しなければなりません。

　　（1）４年以上（８年以内）在学していること。

　　　　なお、薬学部については、６年以上（12年以内）在学していること。

　　（2）学則に定める卒業に必要な単位数を修得していること。

※その他については、オプション科目、所属学科の専門教育科目、他学科の専門教育科目から修得すること。

卒業要件

■所属学科の卒業に必要な単位数

［2］2021年度入学者および学則適用者

学　　部 学　　　　　科

保 健 医 療

総合リハビリ
テ ー シ ョ ン

健康スポーツ

健 康 科

薬

看 護

医 療 技 術

リハビリテーション

医 療 福 祉

医 療 栄 養

薬

看 護

心 理

医 療 経 営

理学療法学

作業療法学

言語聴覚療法学

義肢装具学

医療福祉学

介護福祉学

保育福祉学

臨 床 工 学

臨床検査学
15単位以上

15単位以上

15単位以上

15単位以上

15単位以上

15単位以上

６単位以上

7単位以上

10単位以上

４単位以上

６単位以上

18単位以上

19単位以上

８単位以上

10単位以上

10単位以上

８単位以上

スタンダード科目 オプション科目 専門教育科目

診 療 放 射 線

救 急 救 命

健 康 ス ポ ー ツ

130単位以上

124単位以上

124単位以上

124単位以上

124単位以上

125単位以上

186単位以上

128単位以上

６単位以上

10単位以上

109単位以上

102単位以上

99単位以上

105単位以上

103単位以上

85単位以上

80単位以上

91単位以上

100単位以上

161単位以上

105単位以上

その他※ 計
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　本学を卒業するためには、次の要件を充足しなければなりません。

　　（1）４年以上（８年以内）在学していること。

　　　　なお、薬学部については、６年以上（12年以内）在学していること。

　　（2）学則に定める卒業に必要な単位数を修得していること。

※その他については、オプション科目、所属学科の専門教育科目、他学科の専門教育科目から修得すること。

卒業要件

■所属学科の卒業に必要な単位数

［3］2020年度入学者および学則適用者

学　　部 学　　　　　科

保 健 医 療

総合リハビリ
テ ー シ ョ ン

健康スポーツ

健 康 科

看 護

医 療 技 術

リハビリテーション

医 療 福 祉

医 療 栄 養

看 護

心 理

医 療 経 営

理学療法学

作業療法学

言語聴覚療法学

義肢装具学

医療福祉学

介護福祉学

保育福祉学

臨 床 工 学

臨床検査学
15単位以上

15単位以上

15単位以上

15単位以上

15単位以上

６単位以上

7単位以上

10単位以上

４単位以上

６単位以上

18単位以上

19単位以上

８単位以上

10単位以上

８単位以上

スタンダード科目 オプション科目 専門教育科目

診 療 放 射 線

救 急 救 命

健 康 ス ポ ー ツ

130単位以上

124単位以上

124単位以上

124単位以上

124単位以上

125単位以上

128単位以上

６単位以上

10単位以上

109単位以上

102単位以上

99単位以上

105単位以上

103単位以上

85単位以上

80単位以上

91単位以上

100単位以上

105単位以上

その他※ 計

学 部 学　　　　　科

薬 24単位以上 162単位以上 186単位以上

共通教育科目 専門教育科目 計

　 薬 　 ���



　本学を卒業するためには、次の要件を充足しなければなりません。

　　（1）４年以上（８年以内）在学していること。

　　　　なお、薬学部については、６年以上（12年以内）在学していること。

　　（2）学則に定める卒業に必要な単位数を修得していること。

卒業要件

■所属学科の卒業に必要な単位数

［4］2019年度入学者および学則適用者

学　　部 学　　　　　科

保 健 医 療

総合リハビリ
テ ー シ ョ ン

医 療 福 祉

医 療 経 営

心 理

看 護

　 薬 　

医 療 栄 養

医 療 技 術

リハビリテーション

医 療 福 祉

リハビリテーション支援

医 療 経 営

心 理

看 護

　 薬 　

医 療 栄 養

臨 床 工 学

臨床検査学

救急救命学

理学療法学

作業療法学

言語聴覚療法学

義肢装具学

医療福祉学

介護福祉学

保 育 学

18単位以上

18単位以上

19単位以上

19単位以上

19単位以上

19単位以上

34単位以上

19単位以上

24単位以上

６単位以上

６単位以上

６単位以上

６単位以上

６単位以上

６単位以上

６単位以上

15単位以上

共通教育科目 スタンダード科目

10単位以上

オプション科目

診 療 放 射 線 130単位以上

124単位以上

124単位以上

131単位以上

128単位以上

124単位以上

124単位以上

124単位以上

124単位以上

128単位以上

186単位以上

125単位以上

106単位以上

100単位以上

99単位以上

106単位以上

103単位以上

99単位以上

99単位以上

99単位以上

90単位以上

103単位以上

162単位以上

100単位以上

専門教育科目 計

���



　本学を卒業するためには、次の要件を充足しなければなりません。

　　（1）４年以上（８年以内）在学していること。

　　　　なお、薬学部については、６年以上（12年以内）在学していること。

　　（2）学則に定める卒業に必要な単位数を修得していること。

卒業要件

■所属学科の卒業に必要な単位数

［5］2018年度入学者および学則適用者

学　　部 学　　　　　科

保 健 医 療

総合リハビリ
テ ー シ ョ ン

医 療 福 祉

医 療 経 営

心 理

看 護

　 薬 　

医 療 栄 養

医 療 技 術

リハビリテーション

医 療 福 祉

リハビリテーション支援

医 療 経 営

心 理

看 護

　 薬 　

医 療 栄 養

臨 床 工 学

臨床検査学

救急救命学

理学療法学

作業療法学

言語聴覚療法学

義肢装具学

医療福祉学

18単位以上

18単位以上

19単位以上

19単位以上

19単位以上

19単位以上

34単位以上

19単位以上

24単位以上

６単位以上

６単位以上

６単位以上

６単位以上

６単位以上

６単位以上

６単位以上

15単位以上

共通教育科目 スタンダード科目

10単位以上

オプション科目

診 療 放 射 線 130単位以上

124単位以上

124単位以上

131単位以上

128単位以上

124単位以上

124単位以上

124単位以上

124単位以上

128単位以上

186単位以上

125単位以上

106単位以上

100単位以上

99単位以上

106単位以上

103単位以上

99単位以上

99単位以上

99単位以上

90単位以上

103単位以上

162単位以上

100単位以上

専門教育科目 計
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　本学を卒業するためには、次の要件を充足しなければなりません。

　　（1）４年以上（８年以内）在学していること。

　　　　なお、薬学部については、６年以上（12年以内）在学していること。

　　（2）学則に定める卒業に必要な単位数を修得していること。

卒業要件

■所属学科の卒業に必要な単位数

［6］2017年度入学者および学則適用者

学　　部 学　　　　　科

保 健 医 療

総合リハビリ
テ ー シ ョ ン

医 療 経 営

心 理

看 護

　 薬 　

医 療 技 術

リハビリテーション支援

医 療 経 営

心 理

看 護

　 薬 　

臨床検査学

義肢装具学

18単位以上

18単位以上

19単位以上

19単位以上

34単位以上

19単位以上

24単位以上

６単位以上

６単位以上

６単位以上

６単位以上

６単位以上

130単位以上

124単位以上

124単位以上

124単位以上

124単位以上

128単位以上

186単位以上

共通教育科目 スタンダード科目

106単位以上

100単位以上

99単位以上

99単位以上

90単位以上

103単位以上

162単位以上

専門教育科目 計

診 療 放 射 線
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　本学を卒業するためには、次の要件を充足しなければなりません。

　　（1）４年以上（８年以内）在学していること。

　　　　なお、薬学部については、６年以上（12年以内）在学していること。

　　（2）学則に定める卒業に必要な単位数を修得していること。

卒業要件

■所属学科の卒業に必要な単位数

［7］2016年度入学者および学則適用者

108単位以上

162単位以上

130単位以上

186単位以上

　本学を卒業するためには、次の要件を充足しなければなりません。

　　（1）４年以上（８年以内）在学していること。

　　　　なお、薬学部については、６年以上（12年以内）在学していること。

　　（2）学則に定める卒業に必要な単位数を修得していること。

卒業要件

■所属学科の卒業に必要な単位数

［8］2015年度入学者および学則適用者

学 部 学　　　　　科

保 健 医 療 22単位以上

24単位以上

共通教育科目 専門教育科目 計

診 療 放 射 線

薬薬

学　　部 学　　　　　科

保 健 医 療

総合リハビリ
テ ー シ ョ ン

医 療 経 営

心 理

　 薬 　

リハビリテーション支援

医 療 経 営

心 理

　 薬 　

義肢装具学

18単位以上

19単位以上

19単位以上

34単位以上

24単位以上

６単位以上

６単位以上

６単位以上

130単位以上

124単位以上

124単位以上

124単位以上

186単位以上

共通教育科目 スタンダード科目

106単位以上

99単位以上

99単位以上

90単位以上

162単位以上

専門教育科目 計

診 療 放 射 線
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　本学を卒業するためには、次の要件を充足しなければなりません。

　　（1）４年以上（８年以内）在学していること。

　　　　なお、薬学部については、６年以上（12年以内）在学していること。

　　（2）学則に定める卒業に必要な単位数を修得していること。

卒業要件

■所属学科の卒業に必要な単位数

（注）所属学部の共通教育科目、所属学科の専門教育科目、他学科の専門教育科目および他学部の科目

［9］2014年度入学者および学則適用者

　本学を卒業するためには、次の要件を充足しなければなりません。

　　（1）薬学部については、６年以上（12年以内）在学していること。

　　（2）学則に定める卒業に必要な単位数を修得していること。

卒業要件

■所属学科の卒業に必要な単位数

［10］2013年度入学者および学則適用者

学 部 学　　　　　科

　 薬 　 26単位以上 165 単位以上 191 単位以上

共通教育科目 専門教育科目 計

　 薬 　

学 部 学　　　　　科

心 理 科

薬

36単位以上

26単位以上

78単位以上

165単位以上

10単位上 124単位以上

191単位以上

共通教育科目 専門教育科目 そ の 他（注） 計

臨 床 心 理

薬
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26単位以上 165単位以上 191単位以上

共通教育科目 専門教育科目 そ の 他（注）

　本学を卒業するためには、次の要件を充足しなければなりません。

　　（1）薬学部については、６年以上（12年以内）在学していること。

　　（2）学則に定める卒業に必要な単位数を修得していること。

卒業要件

■所属学科の卒業に必要な単位数

［11］2012年度入学者および学則適用者

学 部 学　　　　　科

　 薬 　 　 薬 　

共通教育科目 専門教育科目 計
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■広国 IPEとは 
　　・専門職連携：Interprofessional Work（IPW）
　　　健康・医療・福祉に関係する仕事に就く人たちが、それらのサービスを利用する人のために、専門的な役割を担
　　　いながらも、共通の目標をもって協働すること。
　　
　　・専門職連携教育：Interprofessional Education（IPE）
　　　将来、健康・医療・福祉分野の仕事に就く学生として、自身の専門性を活かすと同時に、他の専門職の仕事につ
　　　いても理解し、協働して問題を解決する方法を学修すること。

　■広国 IPE で身につけること

広島国際大学　専門職連携教育　～在学中からチーム医療を実践～

■将来、健康・医療・福祉分野の仕事に就かない学生へのメリットは？
　　・【 広国 IPE 】で身につける専門職連携は、健康・医療・福祉の分野に限ったことではありません。様々な職種
　　　の人がどのような仕事をしていて、その人達と協働するために必要な経験や、コミュニケーション能力、プレゼ
　　　ンテーション能力を身につけることなど、様々な分野で活躍するためのスキルが得られます。

Step 1　専門職について知る
薬学科1年次生の作品

Step 3 IPE Camp
診療放射線学科、医療技術学科を見学中 Step 3・4 症例検討

医療技術学科
見学中

-心肺蘇生法-

診療放射線学科見学中
－CT体験－

Introduction チームとして働くことの重要性を知る。

Phase
１

Step 1
「専門職連携基礎演習Ⅰ」 チームに必要なコミュニケーションを身につける

Step 2
「専門職連携基礎演習Ⅱ」 チームで課題発見・解決スキルを身につける

Phase
２

Step 3
「専門職連携総合演習Ⅰ」

チームにおける様々な専門職を理解し、
協働的に学ぶ

Step 4
「専門職連携総合演習Ⅱ」 チームで医療・福祉サービスを実践的に学ぶ
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独自の教育や、学生一人ひとりの持てる能力を最大限に高めるために、本学独自のサポート体制、特色ある教育を展開
しています。 

この他にも、基礎学力強化・一般常識試験対策用の「広国ドリル」や、医学・看護・健康・保健分野のさまざまな映像
コンテンツを視聴することが可能な、学術映像配信システム「ビジュランクラウド」等のeラーニングを導入しています。

学生の教育を全面的に支援する  基盤教育センター

    

一人ひとりを伸ばす教育・サポート

「得意なところをもっと伸ばしたい」「苦手なところを克服したい」・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そんな学生を応援しサポートします！

■学生が主体的な学修を行える環境「ラーニング・コモンズ」の整備
  ◇可動式の机・椅子、ホワイトボード、電子黒板、Wi-Fi環境を整備

〇数学・物理・情報・統計など、専門へつながる
　基礎科目のサポート・個別相談
〇大学の学修に必要な論理的思考力の補強
〇レポート作成指導

〇学生一人ひとりのニーズに応えた英語教育
　◇個別ミニ英会話レッスンなど

基礎学力を補強し、
その能力を伸ばします。

社会を生き抜く
教養人を育てます。

医学・医療分野の知識を身に着ける
教育を行います。
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合否基準 評価 評価基準 ＧＰ

合　格

不合格

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

＊

100～90点

　89～80点

　79～70点

　69～60点

　59～30点

　29～　0点

評価不能

４

３

２

１

０

０

０

合否基準 評価 評価基準

合　格

不合格

５

４

３

２

１

＊

100～80点

　79～70点

　69～60点

　59～30点

　29～　0点

評価不能

　2013年度入学生から『成績評価基準』を変更し、ＧＰＡ制度およびキャップ（ＣＡＰ）制を導入しました。

　（注：2013年度入学生から適用、2012年度以前入学生は変更ありません。）

① 『成績評価基準』

② 『ＧＰＡ（Grade Point Average）』制度とは、授業科目ごとの成績評価を、表１のＧＰ（Grade Point）に従って

ポイント化し、以下の計算式によって算出した単位あたりの平均ポイント（ＧＰＡ）により成績管理等の基準として用

いる制度です。 ＧＰＡは、自分自身の学内での成績を客観的に判断する指標や、履修申請や学修計画をたてる際の判断

基準として活用できます。

　　　　 4×Sの単位数＋3×Aの単位数＋2×Bの単位数＋1×Cの単位数
　　　　　　ＧＰＡ＝ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　　　　 履修登録科目の総単位数（成績が「D,E,＊」の科目の単位数も含む）

③ 『キャップ(ＣＡＰ)』制とは、単位の過剰登録を防ぐため、１学期間に履修登録できる単位の上限を設ける制度です。

履修申請した科目をすべて受講し、成績評価を受けるための十分な学修時間（予習・復習を含む）を確保することが目

的です。単位の過剰登録による学修不足の防止にもなります。ただし、半期のＧＰＡの数値が高い成績優秀学生につい

ては、翌半期において、上限を超える履修登録を認めます。

成績評価基準およびＧＰＡ制度、キャップ制について

表１【2013年度以降入学生】 表２【2012年度以前入学生】
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都道府県

大阪府
兵庫県

広島県

島根県
鳥取県
岡山県

山口県

福岡県

鹿児島県
沖縄県

施　　　設　　　名
広島大学病院
広島市立安佐市民病院
独立行政法人国立病院機構呉医療センター
独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院
広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院
広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院
独立行政法人国立病院機構東広島医療センター
広島市立広島市民病院
広島赤十字・原爆病院
国家公務員共済組合連合会呉共済病院
県立広島病院
中国電力株式会社中電病院
福山市民病院
愛媛大学医学部附属病院
山口大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構九州がんセンター

施　　　設　　　名
医療法人警和会大阪警察病院
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター
地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院
医療法人財団竹政会福山循環器病院
医療法人辰川会山陽病院
独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター
国家公務員共済組合連合会呉共済病院
県立広島病院
特定医療法人あかね会土谷総合病院
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市民病院
広島大学病院
地方独立行政法人広島市立病院機構安佐市民病院
医療法人清幸会三原城町病院
島根大学医学部附属病院
鳥取大学医学部附属病院
岡山大学病院
独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター
山口大学医学部附属病院
独立行政法人地域医療機能推進機九州病院
株式会社麻生飯塚病院
鹿児島大学病院
琉球大学医学部附属病院

独立行政法人国立病院機構東広島医療センター
県立広島病院
広島大学病院
独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院
広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院
広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院
マツダ株式会社マツダ病院
独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院
独立行政法人国立病院機構呉医療センター
島根県立中央病院
島根大学医学部付属病院
地方独立行政法人岡山市立総合医療センター岡山市立市民病院
独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院
日本赤十字社徳島赤十字病院
徳島県立中央病院
高知県・高知市病院企業団立高知医療センター
社会医療法人北九州総合病院
独立行政法人国立病院機構別府医療センター

広島県

島根県

岡山県
山口県
香川県

徳島県

高知県
福岡県
大分県

独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院
国家公務員共済組合連合会呉共済病院
県立広島病院
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院
マツダ株式会社マツダ病院
医療法人JR広島病院
日本赤十字社広島赤十字・原爆病院
国家公務員共済組合連合会吉島病院
広島大学病院
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市安佐市民病院
独立行政法人国立病院機構岩国医療センター
独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター
一般財団法人津山慈風会津山中央病院
独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院
愛媛大学医学部附属病院
愛媛県立中央病院
社会医療法人同心会西条中央病院
社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院
独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター
高知大学医学部附属病院
公立学校共済組合九州中央病院
独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院
独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大分県済生会日田病院
佐賀大学医学部附属病院
鹿児島大学病院
地域医療支援病院地方独立行政法人那覇市立病院

広島県

山口県

鳥取県

愛媛県

香川県
高知県

福岡県

大分県
佐賀県
鹿児島県
沖縄県

日本赤十字社大津赤十字病院
関西医科大学附属病院
大阪医科大学附属病院
医療法人社団樹章会本永病院
独立行政法人国立病院機構東広島医療センター
社会医療法人千秋会井野口病院
医療法人若葉会西条中央病院
独立行政法人国立病院機構福山医療センター
医療法人社団日本鋼管福山病院
尾道総合病院
日本赤十字社三原赤十字病院

■診療放射線学科

■医療技術学科【臨床工学専攻】

都道府県 施　　　設　　　名
滋賀県

大阪府

広島県

都道府県 施　　　設　　　名

都道府県 施　　　設　　　名

都道府県 施　　　設　　　名

広島県
東広島市消防局
呉市消防局
広島市消防局

■医療技術学科【臨床検査学専攻】

■医療技術学科【救急救命学専攻】（救急システム実習Ⅲ）

■医療技術学科【救急救命学専攻】（救急システム実習Ⅳ）

2019年度　学科別実習先一覧 （地域別・順不同）

都道府県

広島県

愛媛県
山口県
福岡県

※
※2020年度および2021年度は、新型コロナウイルスの蔓延防止のため学内実習に切り替えた学科もあるため、
2019年度の実績を記載しています。
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介護老人保健施設あすなろ
にいたにクリニック
医療法人社団曙会シムラ病院
医療法人社団長久堂野村病院
社会医療法人社団沼南会沼隈病院
山田整形外科医院
日本赤十字社庄原赤十字病院
医療法人ハートフルアマノリハビリテーション病院
醫療法人齊和會廣島クリニック
社団法人呉市医師会病院
医療法人社団増原会東城病院
三次地区医療センター
医療法人一陽会原田病院
医療法人社団聖愛会ぎおん牛田病院
社会医療法人千秋会井野口病院
石井整形外科リハビリクリニック
広島市北部こども療育センター
医療法人青山会西条中央病院
社会医療法人社団沼南会介護老人保健施設ぬまくま
社会福祉法人恩賜財団済生会支部広島県済生会済生会呉病院
医療法人社団長寿会はたのリハビリ整形外科
医療法人社団仁慈会安田病院
社会福祉法人広島県リハビリテーション協会ときわ呉
医療法人社団伯瑛会のぞみ整形外科クリニック西条
社団法人三次地区医師会介護老人保健施設あさぎり
医療法人和光和光整形外科クリニック

広島県

岡山県

医療法人社団うすい会老人保健施設さんさん高陽
医療法人社団恵正会中岡内科デイケアそよかぜ
医療法人社団加藤会高陽中央病院
医療法人社団恵愛会介護老人保健施設希望の園
医療法人社団恵正会二宮内科デイケアなごみ
サカ緑井病院
医療法人翠清会介護老人保健施設ひばり
医療法人社団曙会シムラ病院
医療法人社団仁鷹会介護老人保健施設陽だまり
社会福祉法人三篠会重症心身障害児施設鈴が峰
広島赤十字・原爆病院
医療法人JR広島病院
社会福祉法人三篠会重症児・者福祉医療施設ふれあいライフ原
社会福祉法人あと会介護老人保健施設りは・くにくさ
医療法人社団長寿会介護老人保健施設せのがわ
医療法人社団伯瑛会デイケアのぞみクラブ
医療法人社団博愛会木阪病院
社会福祉法人葵新生会介護老人保健施設もみじ園
有限会社ドリーム・アンド・ライフデイサービスセンターもやい志和
社会福祉法人白寿会介護老人保健施設コスモス園
医療法人社団有信会呉記念病院
医療法人社団和恒会介護老人保健施設パナケイア
医療法人社団葵会介護老人保健施設葵の園・安浦
にいたにクリニック
一般社団法人三次地区医師会介護老人保健施設あさぎり
松尾整形外科リハビリクリニック
社会医療法人社団沼南会介護老人保健施設ぬまくま
医療法人明和会老人保健施設あけぼの
社会医療法人社団全仁会倉敷平成病院

都道府県 施　　　設　　　名

都道府県 施　　　設　　　名

愛媛県

広島県

広島県

山口県

大分県

長崎県

鳥取県

島根県
福岡県

社会福祉法人葵新生会介護老人保健施設もみじ園
医療法人サカもみの木会緑井整形外科人工関節センター
広島県立障害者リハビリテーションセンター
広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院
国家公務員共済組合連合会呉共済病院
医療法人社団黎明会さくらの丘クリニック
医療法人太田整形外科
医療法人光臨会荒木脳神経外科病院
医療法人社団楓会林病院
あさひ整形外科クリニック
広島南診療所訪問看護ステーションみなみ
松尾整形外科リハビリクリニック
広島逓信病院
医療法人社団長寿会介護老人保健施設せのがわ
介護老人保健施設希望の園
医療法人翠清会梶川病院
医療法人友安会友安クリニック
医療法人社団貴和会佐伯中央病院
広島市こども療育センター
中電病院
医療法人 JR広島病院
社団法人地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院
光市立大和総合病院
医療法人和同会秋穂幸楽苑・秋穂クリニック
医療法人医誠会都志見病院
山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
国家公務員共済組合連合会新別府病院
社会医療法人玄真堂川嶌整形外科病院
医療法人慧明会貞松病院
社会医療法人明和会医療福祉センターウェルフェア北園渡辺病院
医療法人清和会垣田病院
社会福祉法人こうほうえん錦海リハビリテーション病院
医療法人社団昌平会大山リハビリテーション病院
医療法人・社会福祉法人真誠会介護老人保健施設弓浜ゆうとぴあ
医療法人若草デイサービスわかくさ
社会医療法人共愛会戸畑共立病院

■リハビリテーション学科【理学療法学専攻】（臨床体験実習）

都道府県 施　　　設　　　名

愛媛県

広島県

医療法人三省会村上病院
医療法人同仁会おおぞら病院
医療法人社団葵会介護老人保健施設葵の園・広島空港
社団法人呉市医師会病院
社会福祉法人広島県リハビリテーション協会ときわ呉
社会医療法人社団沼南会介護老人保健施設ぬまくま
医療法人友安会友安クリニック
松尾整形外科リハビリクリニック
広島県厚生農業協同組合連合会JA廣島総合病院
県立広島病院
医療法人あおい会大田整形外科おおた内科
石井整形外科リハビリクリニック
社会福祉法人葵新生会介護老人保健施設もみじ園
医療法人社団玉章会力田病院
医療法人光臨会荒木脳神経外科病院
医療法人社団明和会大野浦病院
医療法人慈彗会亀川病院
国家公務員共済組合連合会吉島病院
広島市医師会運営安芸市民病院
医療法人あかね会土谷総合病院
山田整形外科医院

■リハビリテーション学科【理学療法学専攻】（臨床評価実習）

都道府県 施　　　設　　　名
■リハビリテーション学科【理学療法学専攻】（検査測定実習）

����



都道府県 施　　　設　　　名

広島県

山口県

大分県
長崎県

鳥取県

島根県
福岡県

広島県厚生農業共同組合連合会吉田総合病院
醫療法人齊和會広島クリニック
医療法人社団大谷会島の病院おおたに
社団法人三次地区医師会介護老人保健施設あさぎり
医療法人たかまさ会山﨑病院
医療法人青山会西条中央病院
社会医療法人社団沼南会沼隈病院
医療法人社団伯瑛会のぞみ整形外科ヒロシマ
医療法人社団博愛会介護老人保健施設きさか
医療法人太田整形外科
医療法人社団曙会シムラ病院
医療法人和光和光整形外科クリニック
医療法人一陽会原田病院
医療法人日域整形外科クリニック
社会医療法人千秋会井野口病院
独立行政法人国立病院機構広島西医療センター
医療法人社団加藤会高陽中央病院
医療法人JR広島病院
医療法人社団増原会東城病院
医療法人サカもみの木会サカ整形外科
医療法人蜂須賀整形外科
あさひ整形外科クリニック
にいたにクリニック
医療法人社団広島厚生病院
医療法人社団伯瑛会のぞみ整形外科クリニック西条
医療法人社団輔仁会太田川病院
医療法人社団中川会呉中通病院
国家公務員共済組合連合会呉共済病院
医療法人社団黎明会さくらの丘クリニック
やすもとクリニック
山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
独立行政法人国立病院機構柳井医療センター
光市立大和総合病院
医療法人医誠会都志見病院
社団法人地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院
国家公務員共済組合連合会新別府病院
医療法人慧明会貞松病院
社会福祉法人こうほうえん錦海リハビリテーション病院
医療法人共済会清水病院
社会医療法人明和会医療福祉センターウェルフェア北園渡辺病院
医療法人若草デイサービスわかくさ
医療法人一寿会西尾病院

都道府県 施　　　設　　　名

広島県

東京都
兵庫県
埼玉県
福井県

広島県

医療法人アレックス都立大整形外科クリニック
地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院
医療法人社団愛友会上尾中央総合病院
特定機能病院福井大学医学部附属病院
マツダ株式会社マツダ病院
おかもと整形外科スポーツクリニック
にいたにクリニック
安芸太田病院
医療法人あおい会大田整形外科おおた内科
医療法人エム・エム会マッターホルンリハビリテーション病院
医療法人かしの木会山本整形外科病院
医療法人サカもみの木会緑井整形外科病院人工関節センター
医療法人光臨会荒木脳神経外科病院
医療法人三和会おおうち病院
医療法人仁鷹会たかの橋中央病院

医療法人青山会西条中央病院
医療法人微風会三次神経内科クリニック花の里
医療法人明笑会やすもとクリニック
医療法人和光和光整形外科クリニック
医療法人JR広島病院
医療法人ハートフルアマノリハビリテーション病院
医療法人メディカルパーク野村病院
医療法人ヤマナ会東広島整形外科クリニック
医療法人健真会山本整形外科クリニック
医療法人社団うすい会高陽ニュータウン病院
医療法人社団おると会浜脇整形外科病院
医療法人社団葵会八本松病院
医療法人社団玉章会力田病院
医療法人社団宏仁会寺岡整形外科病院
医療法人社団曙会シムラ病院
医療法人社団仁慈会安田病院
医療法人社団知仁会メープルヒル病院
医療法人社団中川会呉中通病院
医療法人社団伯瑛会のぞみ整形外科クリニック西条
医療法人社団伯瑛会のぞみ整形外科ヒロシマ
医療法人社団博愛会木阪病院
医療法人社団飛翔会呉整形外科クリニック
医療法人社団朋和会西広島リハビリテーション病院
医療法人社団有信会呉記念病院
医療法人社団まりも会ヒロシマ平松病院
医療法人社団光仁会梶川病院
医療法人信英会島谷病院
医療法人清泉会一ノ瀬病院
医療法人太田整形外科
医療法人長久堂野村病院
医療法人蜂須賀整形外科
医療法人友安会友安クリニック
一般社団法人因島医師会因島医師会病院
吉岡整形外科
県立広島病院
広島県立障害者療育支援センターわかば療育園
広島県立安芸津病院
広島赤十字・原爆病院
広島大学病院
国家公務員共済組合連合会呉共済病院
国家公務員共済組合連合会呉共済病院忠海分院
三原市医師会病院
市立三次中央病院
社会医療法人清風会五日市記念病院
社会医療法人清風会廿日市記念病院
社会医療法人社団沼南会沼隈病院
社会福祉法人恩賜財団広島県済生会済生会呉病院
社会福祉法人恩賜財団済生会広島病院
社会福祉法人広島市社会福祉事業団広島市西部こども療育センター
社会福祉法人三篠会重症心身障害児施設鈴が峰
社団法人三次地区医師会三次地区医療センター
松尾整形外科リハビリクリニック
石井整形外科リハビリクリニック
地域独立行政法人広島市立病院機構安佐市民病院
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市総合リハビリ
テーションセンター広島市立リハビリテーション病院
島の病院おおたに
独立行政法人国立病院機構東広島医療センター
独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院
日本赤十字社三原赤十字病院
日本赤十字社庄原赤十字病院

都道府県 施　　　設　　　名
■リハビリテーション学科【理学療法学専攻】（総合臨床実習）

����



広島県

岡山県

山口県

鳥取県

熊本県

香川県

愛媛県

福岡県

大分県

佐賀県

長崎県

鹿児島県

沖縄県

福山市民病院
社会医療法人全仁会倉敷平成病院
社会医療法人社団十全会心臓病センター榊原病院
倉敷市立市民病院
医療法人医誠会都志見病院
医療法人協愛会阿知須共立病院
山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
山口大学医学部附属病院
社団法人地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院
独立行政法人国立病院機構関門医療センター
医療法人清和会垣田病院
医療法人共済会清水病院
医療法人社団昌平会大山リハビリテーション病院
社会医療法人仁厚会米子東病院
社会福祉法人こうほうえん錦海リハビリテーション病院
鳥取県立厚生病院
特定医療法人財団同愛会博愛病院
成尾整形外科病院
医療法人社団研宣会広瀬病院
医療法人大樹会総合病院回生病院
香川医療生活協同組合高松平和病院
香川大学医学部附属病院
国家公務員共済組合連合会KKR高松病院
医療法人三省会村上病院
医療法人社団みのり会三瓶病院
医療法人正明会諸岡整形外科病院
医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院
医療法人オアシス福岡志恩病院
医療法人相生会福岡みらい病院
医療法人玄真堂川嶌整形外科病院
国家公務員共済組合連合会新別府病院
国立別府重度障害者センター
社会医療法人恵愛会大分中村病院
釘宮整形外科クリニック
医療法人二期会小島病院
特定医療法人整肢会副島整形外科病院
医療法人慧明会貞松病院
医療法人健康会霧島記念病院
医療法人昭泉会外科馬場病院
社会医療法人友愛会豊見城中央病院
医療法人六人会ロクト整形J2

都道府県 施　　　設　　　名 都道府県 施　　　設　　　名

広島県
医療法人社団光仁会老人保健施設べにまんさくの里
医療法人社団知仁会メープルヒル病院
社会福祉法人障害者支援施設ときわ台ホーム

都道府県 施　　　設　　　名
■リハビリテーション学科【作業療法学専攻】（臨床推論実習）

茨城県
大阪府

広島県

医療法人仁寿会総和中央病院
社会医療法人大道会森之宮病院
医療法人紘友会福山友愛病院
医療法人社団光仁会老人保健施設べにまんさくの里
社会福祉法人白寿会介護老人保健施設あきまろ園
社団法人三次地区医師会三次地区医療センター
医療法人光臨会荒木脳神経外科病院
医療法人社団せがわ会千代田病院
社会福祉法人恩賜財団済生会広島病院
国家公務員共済組合連合会呉共済病院
医療法人社団葵会八本松病院
社会福祉法人広島県リハビリテーション協会ときわ呉
医療法人せのがわ訪問看護ステーションビジテ
広島医療生活協同組合広島共立病院
社会医療法人社団陽正会寺岡記念病院
医療法人慈彗会亀川病院

都道府県 施　　　設　　　名
■リハビリテーション学科【作業療法学専攻】（臨床見学実習）

広島県

社会福祉法人恩賜財団済生会広島病院
医療法人光臨会荒木脳神経外科病院
社会医療法人千秋会井野口病院
県立広島病院
医療法人社団葵会八本松病院
医療法人社団せがわ会千代田病院
三次地区医療センター
医療法人好縁会下山記念クリニック
医療法人明和会老人保健施設あけぼの
ＮＰＯ法人地域ネットくれんど
社会福祉法人広島県リハビリテーション協会ときわ呉
社会福祉法人三篠会身体障害者療護施設仁方
社会福祉法人三篠会ふれあいライフ原
広島県立障害者療育支援センターわかば療育園
社会福祉法人葵新生会介護老人保健施設もみじ園

都道府県 施　　　設　　　名
■リハビリテーション学科【作業療法学専攻】（臨床体験実習）

広島県

山口県
愛媛県

医療法人社団葵会介護老人保健施設葵の園・安浦
呉市医師会病院
広島中央保健生活協同組合福島生協病院
独立行政法人国立病院機構賀茂精神医療センター
社会福祉法人広島県リハビリテーション協会障害者支援施設ときわ台ホーム
医療法人JR広島病院
医療法人社団葵会介護老人保健施設葵の園・広島空港
株式会社あすか訪問看護ステーションあすか
ほほえみ診療所
医療法人社団仁慈会安田病院
デイサービスセンター安佐南
介護老人保健施設ベルローゼ
医療法人社団いでした内科・神経内科クリニック
高陽ニュータウン病院
医療法人社団友和会友和病院
医療法人社団輔仁会太田川病院
さんよう水野病院
ＮＰＯ法人地域ネットくれんど
医療法人緑風会ほうゆう病院
医療法人社団葵会八本松病院
広島赤十字・原爆病院
医療法人緑翠星会松田病院
医療法人宗斉会須波宗斉会病院
医療法人社団有信会呉記念病院
広島県立福山若草園
医療法人光臨会荒木脳神経外科病院
医療法人社団聖愛会介護老人保健施設とやま
医療法人社団曙会シムラ病院
社会福祉法人広島県リハビリテーション協会ときわ呉
医療法人社団長寿会介護老人保健施設せのがわ
医療法人社団二山会宗近病院（老健ゆうゆうの園）
医療法人社団ＣＭＣコールメディカルクリニック広島
医療法人恵愛会柳井病院
社会福祉法人慈光会通所介護事業所ていれぎ荘

����



都道府県 施　　　設　　　名
■リハビリテーション学科【作業療法学専攻】（総合臨床実習）

茨城県
兵庫県

広島県

医療法人仁寿会総和中央病院
社会福祉法人滋宏福祉会障がい者支援センター「てらだ」
安芸太田病院
医療法人エム・エム会マッターホルンリハビリテーション病院
医療法人かしの木会山本整形外科病院
医療法人新和会介護老人保健施設ピレネ
医療法人仁康会小泉病院
医療法人村上会福山回生病院
医療法人JR広島病院
医療法人かしの木会山本整形外科病院
医療法人せのがわ訪問看護ステーションビジテ
医療法人ハートフルアマノリハビリテーション病院
医療法人メディカルパーク野村病院
医療法人吉原胃腸科外科介護老人保健施設シラユリ
医療法人光臨会荒木脳神経外科病院
医療法人紘友会福山友愛病院
医療法人社団ことぶき会ひまわり訪問看護ステーション
医療法人社団宏仁会寺岡整形外科病院
医療法人社団仁慈会安田病院
医療法人社団朋和会西広島リハビリテーション病院
医療法人社団有信会呉記念病院
医療法人社団いでした内科・神経内科クリニック
医療法人社団永光会水永リハビリテーション病院
医療法人社団光仁会介護老人保健施設こぶしの里
医療法人翠星会松田病院
医療法人清泉会一ノ瀬病院
医療法人西本会安浦病院

都道府県 施　　　設　　　名

広島県

岡山県

山口県

鳥取県
島根県
愛媛県
兵庫県

社会福祉法人ＩＧＬ学園福祉会介護老人保健施設ベルローゼ
医療法人社団宏仁会寺岡整形外科病院
医療法人好縁会下山記念クリニック
株式会社創心會創心会福山地域リハビリケアセンター
医療法人吉原胃腸科外科介護老人保健施設シラユリ
医療法人社団聖愛会介護老人保健施設とやま
医療法人社団いでした内科・神経内科クリニック
医療法人かしの木会山本整形外科病院
医療法人エム・エム会マッターホルンリハビリテーション病院
医療法人西本会安浦病院
広島県立障害者リハビリテーションセンター
社会医療法人祥和会脳神経センター大田記念病院
株式会社ハートグランドデイサービスげんきハウス
広島赤十字・原爆病院
医療法人社団ことぶき会ひまわり訪問看護ステーション
社会医療法人里仁会興生総合病院
医療法人清泉会一ノ瀬病院
医療法人翠星会松田病院
独立行政法人国立病院機構賀茂精神医療センター
株式会社創心會創心会リハビリ倶楽部笠岡
地方独立行政法人岡山県精神科医療センター
医療法人仁風会倉敷仁風ホスピタル
社会福祉法人山家連福祉事業会ふれんず
医療法人愛の会光風園病院
独立行政法人国立病院機構柳井医療センター
医療法人恵愛会柳井病院
医療法人・社会福祉法人真誠会通所リハビリテーションゆうとぴあ
医療法人徳祐会介護老人保健施設サンホームみずほ
社会福祉法人慈光会ていれぎ荘
社会福祉法人滋宏福祉会障がい者支援センター「てらだ」

都道府県 施　　　設　　　名

広島県

岡山県

山口県

鳥取県
島根県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
鹿児島県
沖縄県

医療法人微風会ビハーラ花の里病院
株式会社あすか訪問看護ステーションあすか
県立広島病院
広島医療生活協同組合広島共立病院
広島県立障害者リハビリテーションセンター
広島中央保健生活協同組合総合病院福島生協病院
国家公務員共済組合連合会呉共済病院
市立三次中央病院
社会医療法人千秋会井野口病院
社会医療法人清風会五日市記念病院
社会福祉法人広島県リハビリテーション協会ときわ呉
社会福祉法人松友福祉会障害者支援施設寿波苑
社会福祉法人ＩＧＬ学園福祉会介護老人保健施設ベルローゼ
社会福祉法人恩賜財団済生会支部済生会呉病院
社団法人三次地区医師会三次地区医療センター
創心會福山地域リハビリケアセンター
早川クリニック
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立リハビリテーション病院
島の病院おおたに
特定医療法人大慈会三原病院
独立行政法人国立病院機構呉医療センター
独立行政法人国立病院機構広島西医療センター
独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院
日本赤十字社三原赤十字病院
尾道市立総合医療センター尾道市公立みつぎ総合病院
福山市民病院
株式会社ハートスイッチ就労移行支援ハートスイッチ岡山校
医療法人愛の会光風園病院
医療法人恵愛会柳井病院
医療法人・社会福祉法人真誠会訪問リハビリテーションゆうとぴあ
医療法人徳祐会介護老人保健施設サンホームみずほ
医療法人社団三和会しおかぜ病院
社会福祉法人慈光会ていれぎ荘
社会医療法人近森会近森病院
医療法人共和会小倉リハビリテーション病院
社会医療法人緑泉会米盛病院
公益社団法人北部地区医師会北部地区医師会病院

都道府県 施　　　設　　　名
■リハビリテーション学科【言語聴覚療法学専攻】（臨床実習Ⅰ）

広島県

医療法人光臨会荒木脳神経外科病院
医療法人社団明和会大野浦病院
医療法人ハートフルアマノリハビリテーション病院
医療法人社団知仁会メープルヒル病院
医療法人社団博愛会木阪病院
医療法人社団博愛会介護老人保健施設きさか
医療法人社団有信会呉記念病院
国家公務員共済組合連合会呉共済病院
医療法人社団玄同会小畠病院
社会福祉法人広島市社会福祉事業団広島市こども療育センター
医療法人厚生堂長崎病院
県立広島病院
社会福祉法人正仁会特別養護老人ホームなごみの郷
独立行政法人国立病院機構広島西医療センター
医療法人社団葵会八本松病院
医療法人社団涼風会佐藤脳神経外科
広島赤十字・原爆病院
広島県立福山若草園
一ノ瀬病院
国立大学法人広島大学病院����



■リハビリテーション支援学科【義肢装具学専攻】（臨床実習Ⅰ）
都道府県 施　　　設　　　名

愛知県

宮城県

京都府

広島県

高知県

山口県

大阪府

島根県
徳島県
奈良県
福岡県

有限会社愛和ブレース
有限会社オルソ本田
株式会社佐々木義肢製作所
株式会社Withit
日本フットケアサービス株式会社
株式会社川端技術所
株式会社結義肢製作所
三浦義肢製作所
有限会社広島義肢製作所
有限会社武田義肢装具製作所
広島県立障害者リハビリテーションセンター
有限会社ＶＩＴＡＬ-ＦＵＳＳ-ＫＯＣＨＩ
株式会社かなへ義肢製作所高知支店
有限会社濱本義肢製作所
株式会社アパラート・コニシ
株式会社小豆澤整形器製作所本社工場
株式会社冨金原義肢
独立行政法人地域医療機能推進機構玉造病院
有限会社阿波義肢製作所
株式会社奈良義肢
株式会社日本義肢製作所

■リハビリテーション支援学科【義肢装具学専攻】（臨床実習Ⅱ）
都道府県 施　　　設　　　名

愛媛県

大阪府

岡山県

沖縄県
鹿児島県
熊本県

東京都

長崎県
奈良県
兵庫県

広島県

福岡県

山口県

愛知県
京都府
新潟県
徳島県

株式会社愛媛義肢製作所
有限会社高松義肢製作所松山支店
川村義肢株式会社
株式会社冨金原義肢
橋本義肢製作株式会社
株式会社舟木義肢
有限会社砂田義肢製作所
株式会社北義肢製作所
株式会社徳田義肢製作所
株式会社愛和義肢製作所
公益財団法人鉄道弘済会義肢装具サポートセンター
株式会社田沢製作所
株式会社愛和義肢製作所
オキノスポーツ義肢装具
株式会社長崎かなえ
株式会社奈良義肢
株式会社近畿義肢製作所
有限会社武田義肢装具製作所
株式会社結義肢製作所
株式会社有薗製作所
株式会社日本義肢製作所
有限会社濱本義肢製作所
株式会社アパラート・コニシ
株式会社三国ブレース
株式会社松本義肢製作所
日本フットケアサービス株式会社
株式会社田村義肢製作所
株式会社小谷義肢

都道府県 施　　　設　　　名
■リハビリテーション学科【言語聴覚療法学専攻】（臨床実習Ⅲ）

広島県

愛媛県
高知県
福岡県

医療法人社団中川会呉中通病院
医療法人社団永光会水永リハビリテーション病院
社会医療法人清風会廿日市記念病院
社会福祉法人広島常光福祉会介護老人保健施設スカイバード
社会福祉法人信々会特別養護老人ホーム春日野園
医療法人エム・エム会マッターホルンリハビリテーション病院
日本赤十字社庄原赤十字病院
医療法人社団敬崇会猪原歯科・リハビリテーション科
医療法人たかまさ会山﨑病院
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立リハビリテーション病院
社会医療法人里仁会興生総合病院
社会医療法人清風会五日市記念病院
医療法人社団朋和会西広島リハビリテーション病院
医療法人光仁会荒木脳神経外科病院
広島県厚生農業協同組合連合会ＪＡ廣島総合病院
社会医療法人千秋会井野口病院
医療法人ピーアイエー介護医療院ひいろ
医療法人財団尚温会伊予病院
社会医療法人近森会近森リハビリテーション病院
医療法人徳洲会二日市徳洲会病院

都道府県 施　　　設　　　名
■リハビリテーション学科【言語聴覚療法学専攻】（臨床実習Ⅱ）

広島県

山口県

島根県
愛媛県
兵庫県

呉福祉会児童発達支援センター呉本庄つくし園
医療法人社団大谷会島の病院おおたに
医療法人ハートフルアマノリハビリテーション病院
西条中央病院
三次地区医療センター
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院
社会福祉法人広島常光福祉会介護老人保健施設スカイバード
医療法人財団輔仁会太田川病院
医療法人社団明和会大野浦病院
医療法人社団黎明会さくらの丘クリニック
社会福祉法人あづみの森あづみ園
広島県立障害者リハビリテーションセンター
独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院
市立三次中央病院
株式会社奏音いろは訪問看護リハビリステーション
医療法人社団朋和会西広島リハビリテーション病院
社会医療法人祥和会脳神経センター大田記念病院
国家公務員共済組合連合会呉共済病院
医療法人健応会福山リハビリテーション病院
医療法人清泉会一ノ瀬病院
社会医療法人同仁会周南記念病院
医療法人社団生和会徳山リハビリテーション病院
大田市立病院
医療法人財団慈強会松山リハビリテーション病院
兵庫医科大学ささやま医療センター

都道府県 施　　　設　　　名

広島県

医療法人社団朋和会介護老人保健施設花の丘
広島医療生活協同組合広島共立病院
医療法人たかまさ会山﨑病院
社会医療法人千秋会井野口病院
呉福祉会児童発達支援センター呉本庄つくし園
医療法人社団黎明会さくらの丘クリニック
医療法人エム・エム会マッターホルンリハビリテーション病院
広島県厚生農業協同組合連合会ＪＡ廣島総合病院

����



■リハビリテーション支援学科【義肢装具学専攻】（臨床実習Ⅲ）
都道府県 施　　　設　　　名

愛知県

大阪府

岡山県
沖縄県
神奈川県

京都府

島根県

東京都

徳島県
長崎県
広島県

福岡県

宮崎県

山口県

有限会社アルテックブレース
株式会社松本義肢製作所
有限会社永野義肢
川村義肢株式会社
株式会社舟木義肢
有限会社ハート義肢
有限会社湘南義肢研究所
日本フットケアサービス株式会社
株式会社洛北義肢
独立行政法人地域医療機能推進機構玉造病院
中村ブレイス株式会社
株式会社田沢製作所
オキノスポーツ義肢装具
株式会社愛和義肢製作所
有限会社阿波義肢製作所
株式会社長崎かなえ
有限会社武田義肢装具製作所
株式会社有薗製作所
有限会社おの義肢
有限会社マキタ義肢製作所
株式会社大坪義肢製作所
有限会社濱本義肢製作所

都道府県 施　　　設　　　名
■医療経営学科

広島県

岡山県

大阪府

医療法人ＪＲ広島病院
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院
マツダ株式会社マツダ病院
社会福祉法人恩賜財団広島県済生会済生会広島病院
広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院
国家公務員共済組合連合会呉共済病院
広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院
社会医療法人大道会森之宮病院
医療法人橘会東住吉森本病院

都道府県 施　　　設　　　名
■心理学科　心理学実践実習（医療･健康･福祉）

■医療栄養学科（臨地実習Ⅰ）（給食の運営）

広島県

山口県

社会福祉法人一れつ会いこいの家
株式会社ＱＯＬサービス総合介護施設ありがとう
（社福）東広島市社会福祉協議会黒瀬支所
社会福祉法人安芸の郷森の工房みみずく
くさのみ福祉会くさのみ作業所
株式会社ホームケアサービス山口のんびり村通津
株式会社ホームケアサービス山口のんびり村花岡
株式会社ホームケアサービス山口のんびり村今津

都道府県 施　　　設　　　名

広島県

自衛隊広島地方協力本部
海上自衛隊呉基地業務隊
海上自衛隊呉教育隊
ウオクニ株式会社広島FC営業所マツダ給食センター
株式会社日米クック
社会福祉法人微妙福祉会第二みみょう保育園
社会福祉法人ともえ福祉会ともえ保育園
社会福祉法人広島常光福祉会サンヒルズ保育園
社会福祉法人しらゆり会特別養護老人ホーム長寿苑
広島原爆養護ホーム倉掛のぞみ園
社会福祉法人くすの木の会特別養護老人ホームくすの木苑
広島常光福祉会特別養護老人ホームサンヒルズ広島
社会福祉法人横路福祉会横路保育所
社会福祉法人慈楽福祉会ケアハウス安芸中野
社会福祉法人あと会特別養護老人ホームくにくさ苑

■医療栄養学科（臨地実習Ⅴ）（公衆栄養学）
都道府県 施　　　設　　　名

広島県

広島県健康福祉局
広島県西部保健所呉支所
広島県健康福祉局
広島県西部東保健所
呉市保健所
福山市保健所
尾道市役所総合福祉センター
竹原市保健センター

都道府県 施　　　設　　　名

広島県

社会福祉法人あと会特別養護老人ホームでじま・くにくさ
医療法人社団あと会介護老人保健施設ふかわ・くにくさ
社会福祉法人白寿会介護老人保健施設呉中央コスモス園
社会福祉法人白寿会特別養護老人ホームコスモス園
社会福祉法人成寿会特別養護老人ホーム成寿園
社会福祉法人三篠会特別養護老人ホームあすらや荘
医療法人社団葵会介護老人保健施設葵の園・安浦

■医療栄養学科（臨地実習Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）
都道府県 施　　　設　　　名

広島県

岡山県
香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

株式会社糧配給食センターみずほ
呉医療センター・中国がんセンター
呉共済病院
広島市立安佐市民病院
広島市立広島市民病院
広島赤十字・原爆病院
広島大学病院
西広島リハビリテーション病院
中国労災病院
東広島医療センター
日比野病院
尾道市立市民病院
福山医療センター
福島生協病院
廣島総合病院
倉敷中央病院
香川県立中央病院
HITO病院
市立宇和島病院
松山市民病院
近森病院
小倉記念病院
福岡大学病院
佐賀大学医学部附属病院

都道府県 施　　　設　　　名
■心理学科　心理学実践実習（臨床心理学）

広島県 救世軍豊浜学寮
児童養護施設仁風園

����



■医療福祉学科（社会福祉援助技術現場実習）
都道府県 施　　　設　　　名

広島県

社会福祉法人広島県同胞援護財団メゾンクオーレ
社会福祉法人救世軍社会事業団救世軍愛光園
社会福祉法人六方学園六方学園
社会福祉法人ひとは福祉会就労センターあっぷ
社会福祉法人くさのみ福祉会くさのみ作業所
特定非営利活動法人地域ネットくれんど芸南支援センターくれんど
社会福祉法人安芸の郷森の工房やの
社会福祉法人倫ありんこＢジョブ
社会福祉法人たまご会サポートセンターたまご
社会福祉法人天友会広島南作業所
社会福祉法人白寿会コスモス園
社会福祉法人あと会広島市阿戸・矢野地域包括支援センター
社会福祉法人宗越福祉会宗越園
医療法人社団あと会ふかわ・くにくさ
社会福祉法人仁寿会ハートフル竹原中央
社会福祉法人みどり会府中みどり園
社会福祉法人あと会くにくさ苑
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部広島県済生会済生会呉病院
広島医療生活協同組合広島共立病院
広島県厚生農業協同組合連合会JA広島総合病院
日本郵政グループ広島逓信病院
独立行政法人国立病院機構呉医療センター
医療法人一陽会 原田病院
医療法人社団たかし会 尾鍋外科病院
社会福祉法人東広島市社会福祉協議会 
社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会 
社会福祉法人江田島市社会福祉協議会 

都道府県 施　　　設　　　名

大阪府

兵庫県
福岡県

社会医療法人きっこう会多根総合病院
社会医療法人景岳会南大阪病院
社会医療法人愛仁会高槻病院
社会医療法人若弘会若草第一病院
社会医療法人ペガサス馬場記念病院
社会医療法人生長会ベルランド総合病院
社会医療法人愛仁会明石医療センター
医療法人原三信病院

都道府県 施　　　設　　　名
■医療福祉学科（介護実習Ⅰ）

広島県

社会福祉法人サンシャインデイサービスセンターサンシャイン南蟹屋
社会福祉法人成寿会グループホーム田口
社会福祉法人成寿会デイサービスセンター田口
医療法人社団葵会デイケア葵の園・安浦
社会福祉法人しらゆり会通所介護長寿苑
有限会社トッツ小規模多機能ホームふぁみりぃ黒瀬
有限会社トッツグループホームふぁみりぃ黒瀬

都道府県 施　　　設　　　名
■医療福祉学科（介護実習Ⅱ）

広島県

社会福祉法人広島県リハビリテーション協会障害者支援施設ときわ台ホーム
社会福祉法人慈楽福祉会特別養護老人ホームあきなかの
社会福祉法人広島博愛会特別養護老人ホーム五日市あかり園
社会福祉法人しらゆり会特別養護老人ホーム長寿苑
社会福祉法人あと会特別養護老人ホームくにくさ苑
社会福祉法人葵新生会介護老人保健施設もみじ園
社会福祉法人広島県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ協会身体障害者療護施設ときわ台ホーム

都道府県 施　　　設　　　名
■医療福祉学科 （介護実習Ⅰ（見学実習））

広島県 特別養護老人ホーム　でじま・くにくさ

都道府県 施　　　設　　　名
■医療福祉学科 （介護実習Ⅱ（見学実習））

広島県 社会福祉法人広島県リハビリテーション協会障害者支援施設ときわ台ホーム

都道府県 施　　　設　　　名
■医療福祉学科（介護実習Ⅲ）

広島県
社会福祉法人あと会介護老人保健施設りは・くにくさ
社会福祉法人慈楽福祉会介護老人保健施設ピア観音
社会福祉法人白寿会介護老人保健施設呉中央コスモス園

都道府県 施　　　設　　　名
■医療福祉学科 （精神保健福祉援助実習）

広島県

株式会社Bee-Hive指定障害福祉サービス事業所Bee－Works
医療法人社団和恒会地域活動支援センターふたば
社会福祉法人しらとり会地域生活支援センターまほろば
医療法人社団二山会相談支援事業所ほのぼの
社会福祉法人尾道のぞみ会地域生活支援センターるり
社会福祉法人尾道のぞみ会瑠璃寮
独立行政法人国立病院機構賀茂精神医療センター
医療法人社団共愛会己斐ヶ丘病院
医療法人健応会呉やけやま病院

都道府県 施　　　設　　　名
■医療福祉学科 （保育実習Ⅰ-1（保育所））

広島県

広島市立真亀保育園
広島市立石内保育園
社会福祉法人つくし会こどもえんつくし
社会福祉法人ひまわり福祉会さかえ保育所
社会福祉法人葵会西条あおい保育園
社会福祉法人広島県同胞援護財団さくら保育所
社会福祉法人若竹福祉会若竹保育園
社会福祉法人微妙福祉会くまの・みらい保育園
社会福祉法人微妙福祉会第二みみょう保育園
東広島市中黒瀬保育所
東広島市乃美尾保育所
廿日市市立阿品台東保育園
北広島町立南方保育所

都道府県 施　　　設　　　名
■医療福祉学科 （保育実習Ⅰ-2（施設））

広島県

社会福祉法人さくら福祉会母子生活支援施設いもせハイツ
社会福祉法人尾道更生会尾道母子生活支援センターエスポワール
社会福祉法人つつじ児童発達支援センターぐるんぱ
社会福祉法人呉福祉会児童発達支援センター呉本庄つくし園
社会福祉法人広島県同胞援護財団子供の家三美園
社会福祉法人光の園児童養護施設光の園摂理の家
社会福祉法人たまご会
社会福祉法人中国新聞社会事業団中国芸南学園����



都道府県 施　　　設　　　名

都道府県 施　　　設　　　名
■医療福祉学科 （保育実習Ⅲ）

広島県

社会福祉法人広島県同胞援護財団広島市こども療育センター育成園
社会福祉法人つつじ児童発達支援センターぐるんぱ
社会福祉法人広島県同胞援護財団子供の家三美園
社会福祉法人たまご会
社会福祉法人中国新聞社会事業団中国芸南学園
社会福祉法人似島学園児童養護施設似島学園
社会福祉法人広島修道院
社会福祉法人広島市社会福祉事業団広島市こども療育センター二葉園
社会福祉法人六方学園

都道府県 施　　　設　　　名

広島県

広島大学病院
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院
広島県立障害者リハビリテーションセンター
医療法人社団曙会シムラ病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部広島県済生会済生会呉病院
医療法人社団朋和会西広島リハビリテーション病院

■看護学科（基礎看護学実習Ⅰ）

都道府県 施　　　設　　　名

広島県

広島大学病院
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院
広島県立障害者リハビリテーションセンター
医療法人社団曙会シムラ病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部広島県済生会済生会呉病院
医療法人社団朋和会西広島リハビリテーション病院
マツダ株式会社マツダ病院
社会福祉法人恩賜財団広島県済生会済生会広島病院

■看護学科（基礎看護学実習Ⅱ）

都道府県

都道府県

施　　　設　　　名

広島県

広島県

広島大学病院
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院
国家公務員共済組合連合会広島記念病院

■看護学科（成人看護学実習Ⅰ）

施　　　設　　　名
独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部広島県済生会済生会呉病院
マツダ株式会社マツダ病院

■看護学科（成人看護学実習Ⅱ）

都道府県 施　　　設　　　名

広島県
医療法人社団和恒会ふたば病院
独立行政法人国立病院機構賀茂精神医療センター
医療法人せのがわ瀬野川病院

■看護学科（精神看護学実習）

都道府県 施　　　設　　　名

広島県

一般社団法人東広島地区医師会賀茂台地東部訪問看護ステーション
一般社団法人東広島地区医師会賀茂台地訪問看護ステーション
社会福祉法人あと会くにくさ訪問看護ステーション
公益社団法人広島県看護協会訪問看護ステーション「そよかぜ」
公益社団法人広島県看護協会訪問看護ステーション「ひかり」
公益社団法人広島県看護協会訪問看護ステーション「若草」
公益社団法人広島県看護協会訪問看護ステーション「中央」
公益社団法人広島県看護協会訪問看護ステーション「ひびき」
公益社団法人広島県看護協会訪問看護ステーション「こい」
医療法人社団仁慈会訪問看護ステーションさくら
医療法人社団仁寿会訪問看護ステーションゆさか
医療法人楽生会訪問看護ステーション竹の子クラブ
一般社団法人呉市医師会訪問看護ステーション
訪問看護ほっと・はぁとステーションてのひら
特定医療法人あかね会土谷訪問看護ステーション佐伯
特定医療法人あかね会土谷訪問看護ステーション西広島
特定医療法人あかね会土谷訪問看護ステーション光南
特定医療法人あかね会土谷訪問看護ステーション大町
特定医療法人あかね会土谷訪問看護ステーション出汐
サンキ・ウエルビィ株式会社訪問看護ステーション江波
サンキ・ウエルビィ株式会社訪問看護ステーション呉
訪問看護ステーションみのり
医療法人社団仁井谷医院訪問看護ステーションアネモネ
国家公務員共済組合連合会呉共済訪問看護ステーション
医療法人社団葵会訪問看護ステーションＡＯＩケアリングステーション

■看護学科（在宅看護学実習）

都道府県 施　　　設　　　名

広島県

社会福祉法人三篠会特別養護老人ホーム・
介護老人保健施設・グループホームあすらや荘
医療法人社団和恒会介護老人保健施設パナケイア
社会福祉法人恩賜財団広島県済生会介護老人保健施設はまな荘
社会福祉法人慈楽福祉会介護老人保健施設ピア観音

■看護学科（老年看護学実習）

都道府県 施　　　設　　　名

広島県

広島大学病院
独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院
特定医療法人あかね会土谷総合病院
市立三次中央病院
澤崎産婦人科

■看護学科（母性看護学実習）

都道府県 施　　　設　　　名

広島県

呉市山の手保育所
呉市中新開保育所
呉市三坂地保育所
呉市皆実保育所
呉市安浦中央保育所
呉市安登保育所
呉市音戸保育所

■看護学科（小児看護学実習）

広島県
ＮＰＯ法人コミュニティリーダーひゅーるぽん
社会福祉法人広島県同胞援護財団母子生活支援施設メゾンクオーレ
社会福祉法人救世軍社会事業団児童養護施設救世軍愛光園
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都道府県 施　　　設　　　名

広島県

広島県西部東厚生環境事務所・保健所
黒瀬保健福祉センター
東広島市役所
広島市保健所
広島市中保健センター
広島市南保健センター
呉市保健所
福山市保健所

■看護学科（公衆衛生看護学実習Ⅰ）

都道府県 施　　　設　　　名

広島県

西日本旅客鉄道株式会社広島健康増進センター
マツダ株式会社安全健康防災推進部
株式会社ＩＨＩ呉健康支援センター
三菱ケミカル株式会社大竹事業所診療所
中国電力株式会社人材活性化部門健康管理センター

■看護学科（公衆衛生看護学実習Ⅱ(産業)）

都道府県 施　　　設　　　名

広島県

呉市立仁方小学校
呉市立白岳小学校
呉市立横路小学校
呉市立本通小学校
呉市立港町小学校
呉市立天応小学校
呉市立仁方中学校
呉市立白岳中学校
呉市立横路中学校
呉市立警固屋中学校

■看護学科（公衆衛生看護学実習Ⅱ(学校)）

都道府県 施　　　設　　　名

広島県

兵庫県

医療法人社団朋和会西広島リハビリテーション病院
独立行政法人国際協力機構中国
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院
医療法人社団曙会シムラ病院
独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院
独立行政法人国立病院機構呉医療センター
国家公務員共済組合連合会呉共済病院
県立安芸津病院
医療法人せのがわ瀬野川病院
呉市すこやか子育て支援センターひろひろ・ば
広島県立障害者療育支援センター医療型障害児入所施設わかば療育園
医療法人ＴＡＪＩほっぺ病児保育園
日本赤十字社総合病院庄原赤十字病院
庄原市国民健康保険総領診療所
市立三次中央病院
三次市国民健康保険甲奴診療所
社会福祉法人呉市社会福祉協議会
生協ひろしま居宅介護支援事業所・呉介護サービス・呉
社会福祉法人呉同済義会呉市宮原・警固屋地域包括支援センター
一般社団法人呉市医師会
東広島市
一般社団法人東広島地区医師会
医療法人財団神戸海星病院

■看護学科（統合看護学実習）

都道府県 施　　　設　　　名

広島県

島根県

山口県

愛媛県

香川県

福岡県

大分県
長崎県
熊本県
鹿児島県

マツダ株式会社マツダ病院
医療法人ＪＲ広島病院
医療法人社団清風会五日市記念病院
医療法人社団玄同会小畠病院
医療法人社団仁慈会安田病院
県立広島病院
広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院
広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院
広島赤十字・原爆病院
広島大学病院
国家公務員共済組合連合会呉共済病院
国家公務員共済組合連合会広島記念病院
国立病院機構広島西医療センター
国立病院機構東広島医療センター
三原赤十字病院
市立三次中央病院
社会福祉法人恩賜財団済生会広島病院
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院
特定医療法人あかね会土谷総合病院
独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院
独立行政法人国立病院機構呉医療センター
益田赤十字病院
島根県立中央病院
山口県厚生農業協同組合連合会小郡第一病院
山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院
独立行政法人国立病院機構関門医療センター
独立行政法人国立病院機構柳井医療センター
一般財団法人永頼会松山市民病院
市立宇和島病院
香川県立中央病院
九州大学病院
産業医科大学病院
社会医療法人共愛会戸畑共立病院
社会医療法人財団池友会新小文字病院
社会福祉法人恩賜財団福岡県済生会二日市病院
独立行政法人地域医療機能推進機構福岡ゆたか中央病院
独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院
独立行政法人国立病院機構西別府病院
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター
独立行政法人国立病院機構熊本医療センター
鹿児島大学病院

■薬学科（学外実務実習(病院)）

都道府県 施　　　設　　　名

広島県

Ｔ＆Ｔタウンファーマ株式会社タウン薬局安芸中野店
イオンリテール株式会社イオン薬局みゆき店
ひらもと薬局西中央店
マイライフ株式会社オール薬局深川店
マイライフ株式会社オール薬局宇品店
マイライフ株式会社オール薬局新栄橋店
マイライフ株式会社オール薬局中通店
マイライフ株式会社オール薬局東中央店
マリン薬局株式会社マリン薬局阿賀店
一般社団法人呉市薬剤師会センター薬局北店
一般社団法人広島市薬剤師会広島南薬局
一般社団法人三原薬剤師会三原薬剤師会センター薬局
株式会社サンクスネットさんくす薬局呉店

■薬学科（学外実務実習(薬局)）
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福岡県

大分県
長崎県

熊本県

鹿児島

株式会社薬心堂さかい調剤薬局
有限会社アストラフラワー薬局朝日店
有限会社オダファーマシーあすなろ薬局とみの
有限会社庄司薬局庄司薬局
株式会社アルファ薬局
ＪＲ九州ドラッグイレブン株式会社ＪＲ九州ドラッグイレブン薬局大村店
有限会社ケンコウ堂メデカルケンコウ堂薬局上熊本店
翔佑会株式会社植木あおぞら薬局
南国タケシタ薬局株式会社マリンつばめ薬局

都道府県 施　　　設　　　名都道府県 施　　　設　　　名

広島県

島根県

山口県

愛媛県

香川県

福岡県

株式会社ＳＩＮＣＥＲＥＬＹミント薬局川内店
株式会社ＹＭＳうさぎ薬局
株式会社ＹＭＳ宮原薬局
株式会社エスマイルなかしま薬局
株式会社エスマイルふかわ薬局
株式会社エスマイル天応南薬局
株式会社ケイ・ディ・フドー康仁薬局牛田店
株式会社ケイ・ディ・フドー康仁薬局呉中央店
株式会社ケイ・ディ・フドー康仁薬局新広店
株式会社ケイ・ディ・フドー康仁薬局矢野店
株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本ウォンツ薬局光町店
株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本ウォンツ薬局白島通り店
株式会社ドラッグしみず楽々園しみず薬局
株式会社ドラッグスソウ薬局ドラッグスソウフレスタ波出石店
株式会社ファーコスファーコス薬局かがみやま
株式会社ファーマシィファーマシィ薬局吉田中央店
株式会社ファーマシィファーマシィ薬局三次センター店
株式会社ファインプラスまえだ薬局三篠北町店
株式会社ファインプラス楠木プラス薬局
株式会社ププレひまわりププレひまわり薬局御幸店
株式会社ホロンすずらん薬局本店
株式会社メディカルシップクルーズ薬局
株式会社リライアンスコスモス八丁堀薬局
株式会社リライアンスコスモス薬局
株式会社リライアンスコスモス薬局紙屋町店
株式会社リライアンスさふらん薬局
株式会社阪神調剤薬局コトブキ調剤薬局広島日赤前店
株式会社仙境堂薬局仙境堂薬局戸坂店
株式会社蔵本薬局蔵本薬局
中本薬局
片山物産有限会社エンゼル薬局
有限会社オオサダホーム薬局中山店
有限会社クリニカルファーマシー地御前薬局
有限会社ケイムズ・メディカアイビー薬局可部
有限会社ゴーダカンパニー船越南どんぐり薬局
有限会社サンルック広薬局
有限会社シンメシンメ薬局
有限会社シンメフタバ薬局
有限会社ティーアンドワイこばと薬局
有限会社ティーアンドワイこばと薬局高須店
有限会社トータス薬局トータス薬局比治山店
有限会社ユニコーンひかり薬局
有限会社一徹産業モリオ薬局
有限会社棚田薬局おおたけ駅前薬局
オリーブ薬局株式会社オリーブ薬局
マイライフ株式会社オール薬局益田店
株式会社エスマイルほくよう薬局
有限会社エスアンドイーシクマ薬局
有限会社ティープランさくら薬局
有限会社仁成堂仁成堂薬局阿知須店
有限会社浜田薬局松小田薬局
愛ファーマシー株式会社ワレイ薬局
有限会社エヌ・エスコーポレーションアイリス薬局三津店
有限会社辻上薬局今里店
サンキュー薬局門司調剤センター
あおぞらファーマ株式会社COCORO薬局梅満店
株式会社アイクルハート薬局那珂川
株式会社エムユーファーマシーオハナ調剤薬局
株式会社サンファルマピア調剤薬局
株式会社古賀薬局古賀薬局須恵店
株式会社古賀薬局古賀薬局中央店 ����


