
都道府県 所在地 実習先種別 実習施設名称

釧路市 相談支援事業所・地域活動支援センター 地域生活支援センター　ハート釧路

札幌市中央区 地域活動支援センターＩ型 地域生活支援センター　さっぽろ

札幌市白石区 就労移行支援・就労継続B型 白石障がい者就労センター　スカイ

札幌市白石区 就労継続Ｂ型支援事業 地域活動支援センター　ヨベル

札幌市北区 就労移行支援事業所 コンポステラ

札幌市東区 地域活動支援センター あさかげ生活支援センター

札幌市北区 就労継続支援B型事業所 ジョイフル・ハウス

札幌市 就労継続支援Ｂ型事業所 就労継続支援Ｂ型事業所　絆

小樽市 宿泊型自立訓練、自立（生活）訓練 せせらぎ

滝川市 就労継続支援Ｂ型事業所 若草友の会共同作業所

函館市 生活訓練・宿泊型自立訓練事業所 トータスホーム

室蘭市 相談支援センター 室蘭市相談支援センター　らん

青森市 就労継続支援Ｂ型 やましろ作業所

青森市 就労継続支援Ｂ型事業所 自立訓練事業所　SUN

弘前市 共同生活援助・共同生活介護 さくら

弘前市 地域活動支援センター・指定相談支援事業 すみれ

十和田市 自立訓練（生活訓練） 自立訓練事業所アセンドハウス

盛岡市 就労支援事業所 のびやか丸

岩手郡滝沢村 相談支援事業所 地域生活支援センター滝沢

花巻市 就労継続支援B型事業所 イーハトーブあけぼの

奥州市水沢区 地域活動支援センター 胆江広域障害者　地域活動支援センター友とぴあ

大崎市 精神障害者生活訓練施設 宮城県援護寮

石巻市
就労移行・自立訓練（生活訓練）・
地域活動支援センター多機能型

就労自立支援センター　コスモス

気仙沼市 相談支援事業所 気仙沼市障害者生活支援センター

名取市 精神障害者通所授産施設 名取市友愛作業所

登米市 相談支援事業所 地域生活支援センター　ポレポレ

登米市 就労移行支援・就労継続B型事業所 すてっぷ

仙台市青葉区
自立訓練（生活訓練）・宿泊型自立訓練・
短期入所事業所

ウインディ広瀬川

仙台市青葉区 就労継続支援B型事業所 パル三居沢

仙台市青葉区 就労移行支援事業所・就労継続支援Ｂ型事業所 くにみ工房

仙台市青葉区 自立訓練（生活訓練）・宿泊型自立訓練・短期入所事業所 ウインディ広瀬川

仙台市若林区 精神障害者通所授産施設 もぐもぐ

仙台市若林区 障害者相談支援事業所 地域生活支援センターてれんこ

仙台市泉区 指定相談支援事業所
障害者相談支援事業所地域生活支援センター
ソキウス

精神保健福祉援助実習A(福祉施設実習)履修年次3年～　15日間かつ120時間　※敬称略

北海道

青森

岩手

宮城



秋田市 指定自立訓練事業所 生活訓練事業所　紫陽花

湯沢市
自立訓練（生活訓練）・就労継続支援Ｂ型
共同生活援助・地域活動支援センター

障害者総合支援事務所　松風

横手市 就労支援センター 就労支援センター　グリーン

上山市 就労継続支援事業Ｂ型 こまくさの里

酒田市 相談支援事業 サポートセンター　あおぞら

南陽市 地域活動支援センター ライフ・サポートとまり木

福島市 障害者相談・地域活動支援センター 障がい者相談・地域活動支援センター　ひびき

西白河郡泉崎村 地域生活支援センター 生活支援センター　こころん

郡山市 就労継続支援Ｂ型事業所 すまいる・キャンパス

郡山市 就労継続支援Ｂ型事業所 暁紫舎

伊達市 就労継続支援Ｂ型事業所 福祉ハウス　ボネール

千葉 流山市 地域活動支援センターＩ型 西深井地域生活支援センター『すみれ』

千葉 柏市 地域活動支援センターＩ型・相談支援事業 たんぽぽセンター(わたげワークス)

北区 地域活動支援センター
北区障害者地域活動支援室
支援センター　きらきら

町田市 就労移行支援・就労継続支援Ｂ・自立訓練 多機能事業所　原町田スクエア

相模原市中央区 地域活動支援センター 地域生活支援センター　カミング

横浜市都筑区 就労継続支援A型事業所 コリーヌ

秦野市 就労継続Ｂ型　指定障害福祉サービス事業所 鶴巻工芸

新潟 新潟市中央区 地域生活支援センター ふらっと

都道府県 所在地 実習先法人名 実習施設名称

旭川市 医療法人社団 旭川圭泉会病院

登別市 特定・特別医療法人社団　千寿会 三愛病院

帯広市 社会福祉法人　北海道社会事業協会 帯広病院

亀田郡七飯町 医療法人社団　立青会 なるかわ病院

函館市 社会医療法人 函館渡辺病院

札幌市 医療法人社団　楽優会 札幌なかまの杜クリニック

札幌市中央区 医療法人社団 デイケアクリニックほっとステーションデイケアクリニック　ほっとステーション

札幌市中央区 医療法人社団  正心会　 岡本病院

札幌市中央区 医療法人社団　緑の茶会 大通公園メンタルクリニック

札幌市東区 医療法人社団　大藏会 札幌佐藤病院

札幌市清田区 医療法人　五風会 さっぽろ香雪病院

室蘭市 室蘭市 市立室蘭総合病院

弘前市 津軽保健生活協同組合 藤代健生病院

弘前市 医療法人社団  聖康会　 聖康会病院

五所川原市 医療法人社団　清泉会 布施病院

八戸市 東八戸病院

十和田市 十和田市 十和田市立中央病院

青森市 医療法人　芙蓉会 芙蓉会病院

盛岡市 医療法人財団　仁医会 都南病院

盛岡市 学校法人 岩手医科大学 岩手医科大学附属病院

盛岡市 一般財団法人 岩手済生医会 三田記念病院

盛岡市 医療法人　みやま会 盛岡観山荘病院

盛岡市 医療法人 真彰会 玉山岡本病院

花巻市 独立行政法人 国立病院機構 花巻病院

陸前高田市 医療法人  希望会 希望ケ丘病院

釜石市 医療法人財団　仁医会 釜石厚生病院

青森

岩手

山形

福島

東京

神奈川

精神保健福祉援助実習B(医療機関実習)履修年次4年～　12日間かつ90時間　※敬称略

北海道

秋田



仙台市青葉区 武者クリニック

仙台市青葉区 医療法人　東北会 東北会病院

仙台市青葉区 学校法人　栴檀学園 東北福祉大学せんだんホスピタル

仙台市青葉区 財団法人　宮城県精神障害者救護会 国見台病院

仙台市太白区 医療法人　吉田報恩会 春日療養園

名取市 地方独立行政法人　宮城県立病院機構 宮城県立精神医療センター

登米郡石越町 医療法人財団　姉歯松風会 石越病院

大崎市 医療法人社団　遊心会 こだしろクリニック

秋田市 医療法人　回生会 秋田回生会病院

潟上市 特定医療法人　仁政会 杉山病院

横手市 医療法人　興生会 横手興生病院

酒田市 医療法人　酒田東病院 酒田東病院

鶴岡市 山形県 山形県立鶴岡病院

山形市 社会医療法人　公徳会 若宮病院

山形市 社会医療法人　二本松会 山形さくら町病院

南陽市 医療法人　公徳会 佐藤病院

福島市 財団法人　大原綜合病院附属 清水病院

いわき市 財団法人　石城精神醫学研究所 附属 新田目病院

白河市 医療法人社団　慈泉会 南湖こころのクリニック

那珂市 医療法人社団　有朋会　 栗田病院

東茨城郡茨城町 財団法人　報恩会 石崎病院

石岡市 医療法人　新生会 豊後荘病院

栃木 那須烏山市 医療法人　薫会 烏山台病院

宇都宮市 医療法人　生々堂厚生会 森病院

小山市 医療法人　朝日会 朝日病院

群馬 伊勢崎市 群馬県 群馬県立精神医療センター

越谷市 医療法人社団　俊睿会 南埼玉病院

さいたま市 社会福祉法人　シナプス 埼玉精神神経センター

千葉 船橋市 医療法人　同和会 千葉病院

調布市 医療法人社団　研精会 山田病院

小平市 国立 国立精神・神経医療研究センター

横浜市神奈川区 医療法人社団　自立会 さいとうクリニック

横浜市神奈川区 財団法人　紫雲会 横浜病院

藤沢市 医療法人社団　清心会 藤沢病院

鎌倉市 医療法人社団　ハートクリニック ハートクリニック

平塚市 医療法人　研水会 平塚病院

厚木市 医療法人社団　青木末次郎記念会 相州メンタルクリニック

新潟 新潟市東区 医療法人　恵松会 河渡病院

茨城

栃木

埼玉

東京

神奈川

宮城

秋田

山形

福島


