広島県リハビリテーション支援センター等指定施設一覧
令和２年４月１日現在

１ リハビリテーション支援センター（１施設）
施設名
公立みつぎ総合病院

所在地

相談先電話番号

尾道市御調町市 124 番地

0848-76-1111

２ 地域リハビリテーション広域支援センター（10 施設）
二次保健
施設名
医療圏

所在地

相談先
電話番号

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
医療法人社団朋和会
西広島リハビリテーション病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
広島県済生会 済生会広島病院

広島市西区庚午北二丁目 8
番7号
広島市安佐南区伴南一丁目
39 番 1 号
広島市佐伯区三宅六丁目
265 番地
安芸郡坂町北新地二丁目 3
番 10 号

広島西

医療法人ハートフル
アマノリハビリテーション病院

廿日市市陽光台五丁目 9 番
0829-37-0800
地

呉

独立行政法人労働者健康安全機構
中国労災病院

広島中央

社会医療法人千秋会 井野口病院

呉市広多賀谷一丁目 5 番 1
0823-72-7171
号
東広島市西条町土与丸六丁
082-422-3711
目 1 番 91 号

医療法人光臨会 荒木脳神経外科病院

広島

尾三
福山・府中
備北

082-272-1114
082-848-8001
082-921-3230
082-884-2566

公立みつぎ総合病院

尾道市御調町市 124 番地

社会医療法人祥和会
脳神経センター大田記念病院

福山市沖野上町三丁目 6 番
084-931-8650
28 号
三次市十日市東三丁目 16
0824-62-1103
番1号

三次地区医療センター

３ 地域リハビリテーションサポートセンター（111 施設）
二次保健
施設名
医療圏

所在地

0848-76-1111

相談先
電話番号

医療法人社団仁鷹会
介護老人保健施設 陽だまり

広島市中区大手町四丁目
082-240-1166
6-6
広島市中区国泰寺町二丁目
082-544-1616
4-18

医療法人社団曙会 シムラ病院

広島市中区舟入町 3-13

082-294-5151

医療法人社団 田丸整形外科

広島市中区羽衣町 2-15

082-243-4785

医療法人たかまさ会 山﨑病院

広島市東区上温品一丁目
082-280-1234
24-9

サザンクリニック整形外科・内科

広島市中区江波本町 5-28

医療法人おかもと整形外科クリニック

広島市東区温品七丁目5-26 082-280-1123

医療法人社団輔仁会 太田川病院

広島市東区戸坂千足一丁目
082-220-0221
21 番 25 号

医療法人社団おると会 浜脇整形外科病院

広島

082-234-5557

社会福祉法人三篠会
介護老人保健施設ひうな荘

広島市南区日宇那町 30 番 1
号
広島市南区比治山本町
医療法人社団まりも会 ヒロシマ平松病院
11-27
広島市南区仁保新町一丁目
医療法人社団広島厚生会 広島厚生病院
5-13
広島市南区仁保南二丁目
さくらの森訪問看護ステーション
17-35
医療法人伯瑛会 のぞみ整形外科スタジアム 広島市南区西蟹屋四丁目
前クリニック
8-35
社会福祉法人慈楽福祉会
広島市西区観音新町一丁目
介護老人保健施設ピア観音
7-40
医療法人社団玉章会 力田病院

広島

老人保健施設せのがわ
医療法人和同会 広島グリーンヒル病院
医療法人松村循環器・外科医院
介護老人保健施設湯来まつむら

082-256-3650
082-286-6111
082-207-0508
082-262-2000
082-503-7772

広島市西区鈴が峰町14－20 082-277-2101

広島市西区福島町一丁目
24-7
広島市西区田方二丁目
医療法人和同会 広島パークヒル病院
16-45
医療法人和同会
広島市西区田方二丁目
介護老人保健施設西広島幸楽苑
16-45
医療法人社団ＣＭＣ コールメディカルクリ 広島市西区古田台二丁目
ニック広島
12-9
広島市西区草津南三丁目
訪問看護ステーション リライフ井口
7-13
広島市西区高須一丁目
訪問看護リハビリステーションひなた庚午
11-19
医療法人みやうち
広島市西区三滝本町二丁目
介護老人保健施設三滝ひまわり
13 番 34-2 号
広島市安佐南区西原八丁目
医療法人社団聖愛会 ぎおん牛田病院
29-24
広島市安佐南区緑井六丁目
医療法人サカもみの木会 サカ緑井病院
28-1
広島市安佐南区伴東七丁目
医療法人信愛会 日比野病院
9番2号
医療法人社団うすい会
広島市安佐北区亀崎四丁目
老人保健施設さんさん高陽
7-1
社会福祉法人可部大文字会介護老人福祉施設 広 島 市 安 佐 北 区 大 林 町
特別養護老人ホーム山まゆ
162-2
医療法人社団長寿会
広島市安芸区中野五丁目
はたのリハビリ整形外科
13-30
福島生協病院

082-256-1001

082-292-3171
082-274-1600
082-274-1311
082-527-0455
082-533-8772
082-507-8101
082-230-8777
082-850-3116
082-879-0099
082-848-2357
082-845-1211
082-818-6011
082-893-3636

広島市安芸区中野六丁目
082-820-2100
8-2
広島市佐伯区五日市町下河
082-929-1110
内 188－6
広島市佐伯区湯来町白砂
0829-40-5600
590

医療法人和光 和光整形外科クリニック

広島

広島県厚生農業協同組合連合会
吉田総合病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
広島県済生会 介護老人保健施設はまな荘
一般社団法人安芸地区医師会
安芸地区医師会訪問看護ステーション
一般社団法人安芸地区医師会
府中町訪問看護ステーション
一般社団法人安芸地区医師会
熊野町訪問看護ステーション
安芸太田病院

安芸郡坂町北新地二丁目
082-820-1877
3-10
安芸郡海田町栄町5 番13 号 082-824-1340
安芸郡府中町大通一丁目
082-285-7231
1-36
安芸郡熊野町中溝一丁目
082-820-5771
11-1
山県郡安芸太田町大字下殿
0826-22-2299
河内 236
山県郡北広島町壬生 915-4

0826-72-2500

医療法人社団慶寿会 千代田中央病院

山県郡北広島町有田 1192

0826-72-6111

広島県厚生農業協同組合連合会
廣島総合病院

廿日市市地御前一丁目 3 番
0829-36-3111
3号
廿日市市陽光台五丁目 12
0829-20-2300
番地

医療法人社団明和会 大野浦病院

廿日市市丸石二丁目 3-35

0829-54-2426

医療法人社団知仁会 メープルヒル病院

大竹市玖波五丁目 2 番 1 号

0827-57-7451

大竹市玖波五丁目 2 番 2 号

0827-57-8377

医療法人社団知仁会
介護老人保健施設ゆうゆ
医療法人みやうち
介護老人保健施設ひまわり

呉

安芸高田市吉田町吉田3666 0826-42-1218

医療法人明和会
老人保健施設あけぼの

社会医療法人清風会 廿日市記念病院

広島西

広島市佐伯区八幡東二丁目
082-929-4600
28-8-7

廿日市市宮内宇佐原田4211
0829-38-3111
番地 4

一般社団法人呉市医師会 呉市医師会病院

呉市朝日町 15-24

0823-22-2321

医療法人社団有信会 呉記念病院

呉市郷原町 2379 番地 42

0823-70-3200

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

呉市三条二丁目 1-13

0823-21-1601

公立下蒲刈病院

呉市下蒲刈町下島 2120-4

0823-65-3100

医療法人社団中川会 呉中通病院

呉市中通一丁目 3-8

0823-22-2510

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

呉市中通一丁目 5-25

0823-22-6868

医療法人社団永楽会 前田病院

呉市中央二丁目 6-20

0823-25-2600

国家公務員共済組合連合会 呉共済病院

呉市中央二丁目 3-28

0823-22-2111

医療法人社団たつき会 菅田医院

呉市川尻町東一丁目 21-1

0823-87-2529

医療法人社団わらび会 脇田医院
呉

広島
中央

呉市焼山中央二丁目 1-1

0823-33-0018

呉市焼山北三丁目 171-4

0823-34-4000

江田島市能美町中町 4711

0823-45-0303

医療法人社団仁慈会 安田病院

竹原市下野町 3136 番地

0846-22-6157

医療法人社団仁寿会
老人保健施設ゆさか

竹原市西野町槙ヶ坪 184 番
0846-29-2190
地

広島県立障害者リハビリテーションセンター

東広島市西条町田口 295-3

独立行政法人国立病院機構
東広島医療センター

東広島市西条町寺家 513 番
地
東広島市西条町土与丸1235
番地
東広島市西条町土与丸1235
番地
東広島市西条町御薗宇 703
番地

社会福祉法人白寿会
介護老人保健施設コスモス園
医療法人社団大谷会
島の病院おおたに

医療法人社団博愛会 木阪病院
介護老人保健施設きさか
医療法人社団二山会
介護老人保健施設ゆうゆうの園
医療法人社団ひがしの会
介護老人保健施設みゆき

082-423-2176
082-421-0808
082-422-1560
082-423-2726
0846-65-3980

社会医療法人里仁会 興生総合病院

三原市円一町二丁目 5 番 1
0848-63-5500
号

医療法人仁康会 本郷中央病院

三原市下北方一丁目 7-30

0848-86-6780

社会医療法人里仁会
介護老人保健施設仁和の里

三原市須波ハイツ二丁目 3
0848-69-1888
番 10 号
三原市大和町和木 1505 番
0847-34-1216
地

総合病院 三原赤十字病院

三原市東町二丁目 7 番 1 号

0848-64-8111

医療法人大慈会 三原病院

三原市中之町六丁目 31-1

0848-63-8877

医療法人清幸会 三原城町病院

三原市城町 1-14-14

0848-64-1212

医療法人杏仁会 松尾内科病院

三原市城町三丁目 7-1

0848-63-5088

介護老人保健施設三恵苑

三原市城町三丁目 7-1

0848-63-2388

公立大学法人県立広島大学
保健福祉学部附属診療所

三原市学園町 1-1

0848-60-1120

三原市医師会病院

三原市宮浦一丁目 15-1

0848-62-3113

公立世羅中央病院

世羅郡世羅町本郷 918-3

0847-22-1127

尾道市立市民病院

尾道市新高山三丁目
0848-47-1170
1170-177

医療法人宗斉会 須波宗斉会病院

尾三

大崎上島町東野 2701 番地

082-425-1455

尾三

訪問看護ステーションあさがお

尾道市高須町字恋の水
0848-47-8923
924-33

訪問看護ステーションむかいしま

尾道市向島町 580 番地 5

0848-45-0111

介護老人保健施設シルバーケアヨシハラ

尾道市向東町 8883-5

0848-44-4800

因島医師会訪問看護ステーション

尾道市因島中庄町 1955

0845-24-2225

社会医療法人定和会 神原病院
社会医療法人社団陽正会 寺岡記念病院
医療法人社団黎明会 さくらの丘クリニック
医療法人社団黎明会 介護老人保健施設
駅家リハビリテーションＳＡＫＵＲＡ
医療法人社団玄同会 小畠病院
医療法人永和会 介護老人保健施設かなえ

福山市金江町藁江 550-1

084-951-1007
0847-52-3140
084-972-2400
084-977-0058
084-976-1351
084-935-8135

医療法人健応会
福山リハビリテーション病院

福山市神辺町字下御領
682-1
福山市新涯町二丁目 5 番 8
号
福山市沼隈町大字中山南
469 号 3 番
福山市沼隈大字中山南 469
番3号
福山市野上町二丁目 8 番 2
号
福山市港町一丁目 15 番 30
号
福山市蔵王町五丁目 23 番 1
号
福山市南蔵王町五丁目 14
番5号
福山市明神町二丁目 15 番
41 号

社会福祉法人東光会
介護老人保健施設サンビレッジ

福山市春日町七丁目 6 番 27
084-941-5111
号

医療法人慈彗会 亀川病院
医療法人信英会 島谷病院
社会医療法人社団沼南会
介護老人保健施設ぬまくま
社会医療法人社団沼南会 沼隈病院
福山・府中

福山市赤坂町大字赤坂1313
番地
福山市新市町大字新市 37
番地
福山市駅家町大字法成寺
108 番地
福山市駅家町大字万能倉
1046 番地 2
福山市駅家町上山守 203 番
地

医療法人辰川会 山陽病院
医療法人紅萌会 福山記念病院
福山市民病院
医療法人叙叙会 福山第一病院

084-966-0066
084-953-5511
084-988-1165
084-988-1165
084-926-9105
084-922-0998
084-941-5151
084-943-7171
084-922-0800

地方独立行政法人府中市病院機構
府中北市民病院

神石郡神石高原町小畠1500
0847-89-3030
番地
神石郡神石高原町小畠1763
0847-85-2711
番地 2
府中市上下町上下 2101 番
0847-62-2211
地

医療法人同仁会 府中中央内科病院

府中市高木町 402 番地

0847-45-3200

地方独立法人府中市病院機構
府中市民病院

府中市鵜飼町 555 番地 3

0847-45-3300

介護老人保健施設 ビーブル神石三和
神石高原町立病院

医療法人新和会
介護老人保健施設ピレネ
三次地区医師会
介護老人保健施設あさぎり

備北

三次市粟屋町 1743-8 番地

0824-62-8126

三次市粟屋町柳迫 1649-1

0824-62-6611

医療法人社団 岡崎医院

三次市十日市中二丁目
0824-63-5307
14-33

松尾整形外科リハビリクリニック

三次市十日市東四丁目 5-7

0824-63-3380

庄原市立西城市民病院

庄原市西城町中野 1339 番
地

0824-82-2611

医療法人社団聖仁会
介護老人保健施設愛生苑

庄原市上原町 1810 番地 1

0824-72-8686

医療法人社団増原会 東城病院

庄原市東城町川東 1463 番
08477-2-2150
地1

