
No. 市町村 病院・施設名 所在地 修了者数

1 岡山市北区 岡山済生会外来センター病院 岡山市北区伊福町一丁目17-18 4

2 岡山市北区 岡山中央病院 岡山市北区伊島北町6-3 6

3 岡山市北区 岡山中央奉還町病院 岡山市北区奉還町2-18-19 5

4 岡山市北区 万成病院 岡山市北区谷万成1-6-5 2

5 岡山市北区 心臓病センター榊原病院 岡山市北区中井町2-5-1 10

6 岡山市北区 岡山記念病院 岡山市北区清輝本町7-22 1

7 岡山市北区 岡山県精神科医療センター 岡山市北区鹿田本町3-16 1

8 岡山市北区 岡山赤十字病院 岡山市北区青江2-1-1 9

9 岡山市北区 岡山県健康づくり財団附属病院 岡山市北区平田408-1 2

10 岡山市北区 岡山市立市民病院 岡山市北区北長瀬表町3-20-1 4

11 岡山市北区 光生病院 岡山市北区厚生町3-8-35 3

12 岡山市北区 川崎医科大学総合医療センター 岡山市北区中山下2-6-1 7

13 岡山市北区 岡山済生会総合病院 岡山市北区国体町2-25 9

14 岡山市北区 岡山大学病院 岡山市北区鹿田町2-5-1 1

15 岡山市北区 医療法人社団三樹会　梶木病院 岡山市北区西花尻1231-1 5

16 岡山市北区 岡山医療センター 岡山市北区田益1711-1 5

17 岡山市北区 済生会吉備病院 岡山市北区高松原古才584-1 2

18 岡山市北区 岡山東部脳神経外科病院 岡山市北区牟佐96-1 2

19 岡山市北区 旭川荘療育・医療センター 岡山市北区祇園866 1

20 岡山市北区 岡山市久米南町組合立国民健康保険福渡病院 岡山市北区建部町福渡1000 3

21 岡山市中区 岡山博愛会病院 岡山市中区江崎456-2 6

22 岡山市中区 山陽病院 岡山市中区藤崎465 4

23 岡山市中区 岡山第一病院 岡山市中区高屋343 1

24 岡山市中区 宮本整形外科病院 岡山市中区国富4-2-63 3

25 岡山市中区 竜操整形外科病院 岡山市中区藤原21-1 5

26 岡山市中区 岡山リハビリテーション病院 岡山市中区倉田503-1 4

27 岡山市中区 岡山旭東病院 岡山市中区倉田567-1 8

28 岡山市中区 岡山東中央病院 岡山市中区倉田677-1 3

29 岡山市中区 岡山協立病院 岡山市中区赤坂本町8-10 12

30 岡山市東区 藤田病院 岡山市東区西大寺上3-8-63 1

31 岡山市東区 社会医療法人 岡村一心堂病院 岡山市東区西大寺南2-1-7 5

32 岡山市東区 岡山西大寺病院 岡山市東区金岡東町1-1-70 3

33 岡山市東区 長島病院 岡山市東区瀬戸町瀬戸40-1 1

34 岡山市南区 河合外科内科 岡山市南区豊浜町1-35 1

35 岡山市南区 重井医学研究所附属病院 岡山市南区山田2117 10

36 岡山市南区 医療法人洋友会　中島病院 岡山市南区妹尾1878 1

37 岡山市南区 岡山市立せのお病院 岡山市南区妹尾850 1

38 岡山市南区 岡山日だまりの里病院 岡山市南区北浦822-2 1

看護職員認知症対応力向上研修修了者在籍病院・施設名簿

令和4年1月31日現在

1/4



No. 市町村 病院・施設名 所在地 修了者数

39 岡山市南区 公益財団法人 慈圭会　慈圭病院 岡山市南区浦安本町100-2 1

40 岡山市南区 佐藤病院 岡山市南区築港栄町2-13 7

41 岡山市南区 岡山労災病院 岡山市南区築港緑町1-10-25 16

42 倉敷市 倉敷スイートホスピタル 倉敷市中庄3542-1 3

43 倉敷市 川崎医科大学附属病院 倉敷市松島577 23

44 倉敷市 しげい病院 倉敷市幸町2-30 13

45 倉敷市 倉敷中央病院 倉敷市美和1-1-1 13

46 倉敷市 医療法人天和会　松田病院 倉敷市鶴形1-3-10 6

47 倉敷市 チクバ外科・胃腸科・肛門科病院 倉敷市林2217 4

48 倉敷市 医療法人誠和会 倉敷紀念病院 倉敷市中島831 3

49 倉敷市 倉敷仁風ホスピタル 倉敷市中島2340-23 1

50 倉敷市 倉敷第一病院 倉敷市老松町5-3-10 14

51 倉敷市 倉敷平成病院 倉敷市老松町4-3-38 11

52 倉敷市 コープリハビリテーション病院 倉敷市笹沖21 2

53 倉敷市 ＡＯＩ倉敷病院 倉敷市四十瀬298-5 3

54 倉敷市 まび記念病院 倉敷市真備町川辺2000-1 7

55 倉敷市 倉敷成人病センター 倉敷市白楽町250 3

56 倉敷市 児島聖康病院 倉敷市児島下の町10-374 3

57 倉敷市 児島中央病院 倉敷市児島小川町3685 9

58 倉敷市 倉敷市立市民病院 倉敷市児島駅前2-39 1

59 倉敷市 倉敷リバーサイド病院 倉敷市鶴の浦2-6-11 2

60 倉敷市 コープリハビリテーション病院 倉敷市水島北春日町4-3 1

61 倉敷市 医療生協 水島協同病院 倉敷市水島南春日町1-1 6

62 倉敷市 水島第一病院 倉敷市神田2-3-33 1

63 倉敷市 水島中央病院 倉敷市水島青葉町4-5 12

64 倉敷市 渡辺胃腸科外科病院 倉敷市玉島上成539-5 1

65 倉敷市 玉島第一病院 倉敷市玉島1334-1 2

66 倉敷市 プライムホスピタル玉島 倉敷市玉島750-1 1

67 倉敷市 玉島病院 倉敷市玉島乙島4030 1

68 倉敷市 医療法人髙志会　柴田病院 倉敷市玉島乙島6108-1 3

69 倉敷市 玉島中央病院 倉敷市玉島阿賀崎2-1-1 5

70 倉敷市 玉島協同病院 倉敷市玉島柏島5209-1 5

71 倉敷市 藤沢脳神経外科病院 倉敷市玉島勇崎587 1

72 津山市 中島病院 津山市田町122 3

73 津山市 石川病院 津山市川崎554-5 2

74 津山市 津山中央病院 津山市川崎1756 2

75 津山市 津山第一病院 津山市中島438 15

76 津山市 江原積善会 積善病院 津山市一方140 1

77 津山市 日本原病院 津山市日本原352 2

78 玉野市 中谷外科病院 玉野市田井3-1-20 2

79 玉野市 岡山赤十字病院玉野分院 玉野市築港5-16-25 1
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80 玉野市 玉野三井病院 玉野市玉3-2-1 5

81 玉野市 玉野市民病院 玉野市宇野2-3-1 7

82 笠岡市 笠岡第一病院 笠岡市横島1945 3

83 笠岡市 笠岡中央病院 笠岡市笠岡5102-14 1

84 笠岡市 笠岡市立市民病院 笠岡市笠岡5628-1 4

85 井原市 菅病院 井原市井原町124 1

86 井原市 井原市立井原市民病院 井原市井原町1186 5

87 井原市 小田病院 井原市井原町582 1

88 総社市 薬師寺慈恵病院 総社市総社1-17-25 2

89 総社市 森下病院 総社市駅前1-6-1 2

90 高梁市 大杉病院 高梁市柿木町24 1

91 高梁市 高梁中央病院 高梁市南町53番地 10

92 高梁市 成羽病院 高梁市成羽町下原301 3

93 新見市 長谷川紀念病院 新見市高尾793-6 1

94 新見市 渡辺病院 新見市高尾1178-1 2

95 新見市 新見中央病院 新見市新見827-1 1

96 新見市 太田病院 新見市西方426 2

97 備前市 草加病院 備前市西片上1122 2

98 備前市 備前市立備前病院 備前市伊部2245 2

99 備前市 備前市立日生病院 備前市日生町寒河2570-41 1

100 備前市 備前市立吉永病院 備前市吉永町吉永中563-4 2

101 瀬戸内市 瀬戸内市立瀬戸内市民病院 瀬戸内市邑久町山田庄845番地1 3

102 瀬戸内市 瀬戸内記念病院 瀬戸内市長船町服部290-5 4

103 瀬戸内市 国立療養所 長島愛生園 瀬戸内市邑久町虫明6539 1

104 赤磐市 赤磐医師会病院 赤磐市下市187-1 8

105 真庭市 勝山病院 真庭市本郷1819 6

106 真庭市 真庭市国民健康保険湯原温泉病院 真庭市下湯原56 3

107 真庭市 向陽台病院 真庭市上市瀬368 1

108 真庭市 落合病院 真庭市落合垂水251 4

109 真庭市 金田病院 真庭市西原63番地 5

110 美作市 美作中央病院 美作市明見357-1 4

111 美作市 田尻病院 美作市明見550-1 5

112 美作市 美作市立大原病院 美作市古町1771-9 2

113 和気町 平病院 和気郡和気町尺所438 1

114 和気町 北川病院 和気郡和気町和気277 4

115 早島町 南岡山医療センター 都窪郡早島町早島4066 4

116 里庄町 国定病院 浅口郡里庄町大字浜中93-141 4

117 矢掛町 矢掛町国民健康保険病院 小田郡矢掛町矢掛2695 4

118 矢掛町 鳥越病院 小田郡矢掛町小林395-1 1

119 鏡野町 鏡野町国民健康保険病院 苫田郡鏡野町寺元365 4

120 鏡野町 一般財団法人共愛会　芳野病院 苫田郡鏡野町吉原312 1
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121 勝央町 さとう記念病院 勝田郡勝央町黒土45 10

122 吉備中央町 吉備高原医療リハビリテーションセンター 加賀郡吉備中央町吉川7511 6

123 岡山市北区 スマイル津高訪問看護ステーション 岡山市北区津高910 1

124 岡山市中区 介護医療院みくに 岡山市中区江崎456-2 1

125 岡山市中区 訪問看護ステーションたんぽぽ 岡山市中区倉田567-1 1

126 倉敷市 倉敷シティ病院・オアシスＫ３ 倉敷市児島阿津2-7-53 2

127 笠岡市 天神介護老人保健施設 笠岡市神島3628-16 1

128 玉野市 岡山赤十字老人保健施設玉野マリンホーム 玉野市築港5-16-25 2

129 玉野市 社会福祉法人陽光会　特別養護老人ホームフェニックス 玉野市玉原2-24-40 1

130 瀬戸内市 特別養護老人ホーム錦海荘 瀬戸内市邑久町尻海5513-1 1

131 真庭市 老人保健施設白梅の丘 真庭市上市瀬368 1

518

※修了者数はH28年度からの累計

計　１３１病院・施設
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