
ブース１
都道府県 市区町村 施設名

6山形県 鶴岡市 社団法人鶴岡地区医師会†

8茨城県 つくば市 公益財団法人　筑波メディカルセンター*

8茨城県 水戸市 公益社団法人茨城県看護協会‡*

8茨城県 水戸市 医療法人社団いばらき会　いばらき診療所みと*

8茨城県 常陸大宮市 医療法人博仁会　志村大宮病院†

16富山県 中新川郡上市町 上市町‡

16富山県 砺波市 医療法人社団ナラティブホーム

19山梨県 中央市 医療法人どちペインクリニック‡

36徳島県 徳島市 徳島市医師会在宅医療支援センター

36徳島県 徳島市 医療法人平成博愛会　博愛記念病院‡

36徳島県 徳島市 医療法人徳島往診クリニック

36徳島県 美馬市 医療法人芳越会　ホウエツ病院

43熊本県 熊本市 熊本市*

43熊本県 玉名市 玉名郡市医師会立玉名地域保健医療センター‡

ブース２
都道府県 市区町村 施設名

2青森県 十和田市 十和田市立中央病院‡

9栃木県 宇都宮市 一般社団法人栃木県医師会‡

9栃木県 小山市 医療法人アスムス*

15新潟県 長岡市 社会福祉法人長岡福祉協会こぶし訪問看護ステーション‡*

15新潟県 魚沼市 魚沼市立守門診療所*

23愛知県 高浜市 高浜市*

23愛知県 名古屋市東区 医療法人有心会　大幸砂田橋クリニック*

23愛知県 一宮市 医療法人井上内科クリニック*

23愛知県 津島市立込町 津島市*

30和歌山県 和歌山市 医療法人裕紫会　中谷病院‡

30和歌山県 西牟婁郡すさみ町 すさみ町*

37香川県 綾歌郡綾川町 綾川町国民健康保険陶病院‡

44大分県 別府市 別府市医師会訪問看護ステーション†

44大分県 臼杵市 臼杵市医師会立コスモス病院*

44大分県 日田市 日田市医師会立訪問看護ステーション‡



ブース３
都道府県 市区町村 施設名

3岩手県 盛岡市 医療法人葵会　もりおか往診クリニック†

3岩手県 釜石市 釜石市‡

10群馬県 沼田市 社会医療法人輝城会　訪問看護ステーションまつかぜ‡

17石川県 白山市 白山石川医療企業団　公立つるぎ病院*

17石川県 金沢市 日本赤十字社　金沢赤十字病院‡

24三重県 名張市 名張市在宅医療支援センター‡

29奈良県 奈良市 医療法人ひばり　ホームホスピスひばりクリニック*

31鳥取県 米子市 独立行政法人国立病院機構　米子医療センター‡

31鳥取県 米子市 医療法人真誠会*

38愛媛県 松山市
株式会社在宅ケアセンターひなたぼっこ
訪問看護ステーションひなたぼっこ

38愛媛県 松山市
社会福祉法人恩賜財団済生会
済生会松山訪問看護ステーション

38愛媛県 松山市 医療法人ゆうの森　たんぽぽクリニック*

38愛媛県 四国中央市 社会医療法人石川記念会　石川病院‡*

45宮崎県 宮崎市 薬局つばめファーマシー‡

ブース４
都道府県 市区町村 施設名

4宮城県 仙台市青葉区 仙台往診クリニック*

4宮城県 石巻市 石巻市立病院開成仮診療所*

11埼玉県 幸手町
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス
東埼玉総合病院*

11埼玉県 蓮田市 独立行政法人国立病院機構　東埼玉病院‡

11埼玉県 川越市 埼玉医科大学総合医療センター*

18福井県 福井市 オレンジホームケアクリニック*

18福井県 大野市 大野市†

18福井県 坂井市 坂井地区広域連合‡*

25滋賀県 近江八幡市 近江八幡市‡

32島根県 邑智郡川本町 社会医療法人仁寿会　加藤病院‡

39高知県 土佐清水市 医療法人聖真会　渭南病院*

46鹿児島県 鹿児島市 医療法人ナカノ会　ナカノ在宅医療クリニック

46鹿児島県 鹿児島市 医療法人明輝会　内村川上内科

46鹿児島県 肝属郡錦江町 社団法人肝属郡医師会　肝属郡医師会立病院‡



ブース５
都道府県 市区町村 施設名

5秋田県 横手市 横手市地域包括支援センター‡

5秋田県 潟上市 小玉医院*

7福島県 東白川郡塙町 JA福島厚生連　塙厚生病院‡*

7福島県 白河市 しらかわ在宅医療拠点センター*

12千葉県 松戸市 医療法人財団千葉健愛会　あおぞら診療所†

12千葉県 市川市 市川市‡*

12千葉県 柏市 柏市*

26京都府 京都市中京区 社団法人京都府歯科医師会‡

33岡山県 新見市 一般社団法人新見医師会　在宅医療連携拠点まんさく‡

40福岡県 北九州市 株式会社フジケア訪問看護ステーション

40福岡県 宗像市 社団法人宗像医師会*

40福岡県 飯塚市 医療法人博愛会　頴田病院*

47沖縄県 浦添市 一般社団法人浦添市医師会浦添市在宅医療ネットワーク拠点*

47沖縄県 中頭郡北谷町 社団法人中部地区医師会‡

ブース６
都道府県 市区町村 施設名

14神奈川県 平塚市 医療法人救友会　湘南真田クリニック

20長野県 須坂市 須坂市‡*

20長野県 佐久市 長野県厚生農業協同組合連合会　佐久総合病院*

20長野県 安曇野市
地方独立行政法人長野県立病院機構
長野県立こども病院

20長野県 松本市 社会医療法人財団慈泉会　地域在宅医療支援センター*

22静岡県 浜松市天竜区 社会福祉法人天竜厚生会†‡

22静岡県 周知郡森町 森町家庭医療クリニック*

27大阪府 大阪市東淀川区
宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション
淀川キリスト教病院

27大阪府 大阪市東成区 東成区医師会*

27大阪府 堺市西区 社会医療法人生長会　ベルピアノ病院‡

34広島県 広島市 折口内科医院

34広島県 東広島市 社団法人東広島地区医師会‡

34広島県 尾道市 社団法人因島医師会　因島医師会病院*

41佐賀県 佐賀市 佐賀県‡



ブース７
都道府県 市区町村 施設名

1北海道 札幌市手稲区 医療法人渓仁会　手稲家庭医療クリニック＊

1北海道 札幌市東区 医療法人社団豊生会　東苗穂病院‡＊

1北海道 札幌市豊平区 社会医療法人恵和会　西岡病院†＊

1北海道 夕張市 夕張市立診療所＊

13東京都 墨田区
医療法人財団はるたか会
子ども在宅クリニック　あおぞら診療所墨田*

13東京都 板橋区 社団法人板橋区医師会*

13東京都 国立市 医療法人社団つくし会　新田クリニック*

13東京都 新宿区 株式会社ケアーズ　白十字訪問看護ステーション†

21岐阜県 岐阜市 医療法人聖徳会　小笠原内科‡

21岐阜県 羽島郡岐南町 医療法人かがやき総合在宅医療クリニック*

28兵庫県 神戸市北区 医療法人社団まほし会*

28兵庫県 神戸市西区 医療法人社団倫生会　みどり病院‡*

35山口県 宇部市 医療生活協同組合健文会　宇部協立病院*

42長崎県 佐世保市 社団法人佐世保市医師会‡


