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広島市中区 介護老人保健施設 老人保健施設平和の里 730-0812 広島市中区加古町６番１号 082-248-8828 医療法人社団桃李会 ― 95 ―

広島市中区 介護老人保健施設 介護老人保健施設陽だまり 730-0042 広島市中区国泰寺町二丁目４番１８号 082-544-1616 医療法人社団仁鷹会 ― 100 ―

広島市中区 介護老人保健施設 介護老人保健施設ひばり 730-0046 広島市中区昭和町１番５号 082-543-5700 医療法人翠清会 ― 100 ―

広島市中区 介護老人保健施設 介護老人保健施設葵の園・広島 730-0047 広島市中区平野町３番８号 082-241-3030 医療法人社団葵会 ― 110 ―

広島市東区 介護老人保健施設 介護老人保健施設牛田バラ苑 732-0068 広島市東区牛田新町三丁目３０番３０号 082-222-8000 医療法人恒和会 ― 100 ―

広島市東区 介護老人保健施設 介護老人保健施設ウェルフェア 732-0032 広島市東区上温品一丁目２１番６号 082-280-3720 医療法人たかまさ会 ― 84 ―

広島市東区 介護老人保健施設 介護療養型老人保健施設いわさき 732-0043 広島市東区東山町１番９号 082-262-5271 医療法人社団石見会 ― 92 ―

広島市東区 介護老人保健施設 老人保健施設スカイバード 732-0036 広島市東区福田町３１９８番地 082-899-7778 社会福祉法人広島常光福祉会 ― 80 ―

広島市南区 介護老人保健施設 介護老人保健施設洋光台バラ苑 734-0055 広島市南区向洋新町一丁目１７番１７号 082-287-7777 医療法人恒和会 ― 96 ―

広島市南区 介護老人保健施設 介護老人保健施設ｅハウス 734-0026 広島市南区仁保一丁目６番１８号 082-286-6117 医療法人社団広島厚生会 ― 42 ―

広島市南区 介護老人保健施設 介護老人保健施設ひうな荘 734-0031 広島市南区日宇那町３０番１号 082-256-1001 社会福祉法人三篠会 ― 140 ―

広島市西区 介護老人保健施設 介護老人保健施設ピア観音 733-0036 広島市西区観音新町一丁目７番４０号 082-503-7772 社会福祉法人慈楽福祉会 ― 100 ―

広島市西区 介護老人保健施設 介護老人保健施設三滝ひまわり 733-0802 広島市西区三滝本町二丁目１３番３４－２号 082-230-8777 医療法人みやうち ― 110 ―

広島市西区 介護老人保健施設 西広島幸楽苑 733-0851 広島市西区田方二丁目１６番４５号 082-274-1311 医療法人和同会 ― 130 ―

広島市安佐南区 介護老人保健施設 医療法人社団聖愛会介護老人保健施設とやま 731-3272 広島市安佐南区沼田町吉山字風呂ノ元９８０番１ 082-839-3939 医療法人社団聖愛会 ― 80 ―

広島市安佐南区 介護老人保健施設 介護老人保健施設ベルローゼ 731-0154 広島市安佐南区上安六丁目３１番１号 082-830-3332 社会福祉法人ＩＧＬ学園福祉会 ― 90 ―

広島市安佐南区 介護老人保健施設 介護老人保健施設希望の園 731-0101 広島市安佐南区八木五丁目１６番２号 082-873-5881 医療法人社団恵愛会 ― 87 ―

広島市安佐南区 介護老人保健施設 老人保健施設しんあい 731-3164 広島市安佐南区伴東七丁目９番３号 082-848-8888 医療法人信愛会 ― 80 ―

広島市安佐北区 介護老人保健施設 介護老人保健施設菜の花 731-0221 広島市安佐北区可部五丁目４番１９－１０号 082-814-0008 医療法人秀仁会 ― 80 ―

広島市安佐北区 介護老人保健施設 老人保健施設さんさん高陽 739-1742 広島市安佐北区亀崎四丁目７番１号 082-845-1211 医療法人社団うすい会 ― 126 ―

広島市安佐北区 介護老人保健施設 介護老人保健施設ふかわ・くにくさ 739-1752 広島市安佐北区上深川町１８６番地１ 082-840-1840 医療法人社団あと会 ― 100 ―

広島市安佐北区 介護老人保健施設 介護老人保健施設白木の郷 739-1412 広島市安佐北区白木町小越１０２３０番地 082-828-0123 社会福祉法人三篠会 ― 80 ―

広島市安芸区 介護老人保健施設 老人保健施設りは・くにくさ 731-4231 広島市安芸区阿戸町４８５番地１ 082-856-0600 社会福祉法人あと会 ― 80 ―

広島市安芸区 介護老人保健施設 介護老人保健施設あき 739-0311 広島市安芸区瀬野三丁目１２番３５号 082-894-3337 医療法人松栄会 ― 70 ―

広島市安芸区 介護老人保健施設 老人保健施設はたのリハビリ 739-0321 広島市安芸区中野五丁目１３番３０号 082-893-3636 医療法人社団長寿会 ― 15 ―

広島市安芸区 介護老人保健施設 老人保健施設せのがわ 739-0321 広島市安芸区中野六丁目８番２号 082-820-2100 医療法人社団長寿会 ― 84 ―

広島市佐伯区 介護老人保健施設 五日市幸楽苑 731-5152 広島市佐伯区五日市町下河内１８８番地６ 082-927-2511 医療法人和同会 ― 100 ―
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広島市佐伯区 介護老人保健施設 医療法人社団朋和会老人保健施設花の丘 731-5143 広島市佐伯区三宅六丁目２６５番地 082-924-1187 医療法人社団朋和会 ― 96 ―

広島市佐伯区 介護老人保健施設 介護老人保健施設まいえ 731-5142 広島市佐伯区坪井三丁目８１８番地の１ 082-921-9123 医療法人ピーアイエー ― 96 ―

広島市佐伯区 介護老人保健施設 介護老人保健施設湯来まつむら（ユニット型） 738-0512 広島市佐伯区湯来町白砂棡曽利５９０番地 082-921-0434 医療法人松村循環器・外科医院 ― 20 ―

広島市佐伯区 介護老人保健施設 介護老人保健施設湯来まつむら 738-0512 広島市佐伯区湯来町白砂棡曽利５９０番地 0829-40-5600 医療法人松村循環器・外科医院 ― 30 ―

呉市 介護老人保健施設 介護老人保健施設阿賀コスモス園 737-0004 呉市阿賀南三丁目７番１号 0823-73-7300 社会福祉法人白寿会 ― 60 ―

呉市 介護老人保健施設 医療法人緑風会介護老人保健施設なごみ 737-0001 呉市阿賀北一丁目１４番１５号 0823-74-7531 医療法人緑風会 ― 36 ―

呉市 介護老人保健施設 介護老人保健施設あおやま 737-0001 呉市阿賀北六丁目１５番３０号 0823-76-3311 医療法人せいざん ― 39 ―

呉市 介護老人保健施設 介護老人保健施設ユニットあおやま 737-0001 呉市阿賀北六丁目１５番３０号 0823-76-3311 医療法人せいざん ― 50 ―

呉市 介護老人保健施設 介護老人保健施設葵の園・安浦 737-2512 呉市安浦町安登西五丁目１１番１９号 0823-84-0006 医療法人社団葵会 ― 125 ―

呉市 介護老人保健施設 老人保健施設さざなみ苑 737-1206 呉市音戸町高須三丁目７番１５号 0823-50-0688 呉市 ― 70 ―

呉市 介護老人保健施設 老人保健施設あすらや荘 737-0161 呉市郷原町２３８０番地 0823-77-0949 社会福祉法人三篠会 ― 80 ―

呉市 介護老人保健施設 老人保健施設成寿園 737-0115 呉市広町字白石免田１３０１２番地 0823-71-7171 社会福祉法人成寿会 ― 70 ―

呉市 介護老人保健施設 老人保健施設成寿園ユニット 737-0115 呉市広町字白石免田１３０１２番地 0823-71-7171 社会福祉法人成寿会 ― 20 ―

呉市 介護老人保健施設 介護老人保健施設パナケイア 737-0143 呉市広白石四丁目７番２２号 0823-70-0556 医療法人社団和恒会 ― 100 ―

呉市 介護老人保健施設 老人保健施設コスモス園 737-0911 呉市焼山北三丁目１７１番地４ 0823-34-4000 社会福祉法人白寿会 ― 100 ―

呉市 介護老人保健施設 介護老人保健施設呉中央コスモス園 737-0811 呉市西中央三丁目６番７号 0823-32-7100 社会福祉法人白寿会 ― 100 ―

呉市 介護老人保健施設 ルネッサンス瀬戸内 737-1377 呉市倉橋町岳之下２６３８番地の３ 0823-50-3333 医療法人社団林医院 ― 65 ―

呉市 介護老人保健施設 介護老人保健施設ほほえみ呉中央 737-0051 呉市中央五丁目１番６号 0823-32-5678 医療法人ほほえみ会 ― 88 ―

呉市 介護老人保健施設 介護老人保健施設メディケア・くれ 737-0051 呉市中央二丁目６番２０号 0823-25-8100 医療法人社団永楽会 ― 66 ―

呉市 介護老人保健施設 介護老人保健施設大浜 734-0102 呉市豊浜町大浜字深田４８２番地の１ 0823-67-1188 社会福祉法人成寿会 ― 50 ―

呉市 介護老人保健施設 医療法人宗和会介護老人保健施設かがわ 737-0045 呉市本通二丁目８番１６号 0823-22-3420 医療法人宗和会 ― 85 ―

竹原市 介護老人保健施設 介護老人保健施設まお 725-0012 竹原市下野町３１２６番地の１ 0846-22-3007 医療法人社団仁慈会 ― 72 ―

竹原市 介護老人保健施設 竹原むつみ老人保健施設 725-0012 竹原市下野町６５０番地 0846-22-7623 医療法人社団恵宣会 ― 87 ―

竹原市 介護老人保健施設 老人保健施設ゆさか 725-0002 竹原市西野町槇ケ坪１８４番地 0846-29-2190 医療法人社団仁寿会 ― 88 ―

三原市 介護老人保健施設 社会医療法人里仁会介護老人保健施設里仁苑 723-0052 三原市皆実三丁目３番２８号 0848-62-4411 社会医療法人里仁会 ― 160 ―

三原市 介護老人保健施設 医療法人仁康会老人保健施設桃源の郷 729-2361 三原市小泉町４２５８番地 0848-66-3877 医療法人仁康会 ― 58 ―

三原市 介護老人保健施設 介護老人保健施設三恵苑 723-0014 三原市城町三丁目７番１号 0848-63-2388 医療法人杏仁会 ― 80 ―
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三原市 介護老人保健施設 社会医療法人里仁会介護老人保健施設仁和の里 729-1321 三原市大和町和木１５０５番地 0847-34-1216 社会医療法人里仁会 ― 90 ―

三原市 介護老人保健施設 医療法人仁康会介護老人保健施設ドリームせせらぎ 729-0411 三原市本郷町船木３１０５番地３ 0848-86-6868 医療法人仁康会 ― 60 ―

尾道市 介護老人保健施設 因島医師会介護老人保健施設ビロードの丘 722-2211 尾道市因島中庄町１９５５番地 0845-24-1209 一般社団法人因島医師会 ― 80 ―

尾道市 介護老人保健施設 老人保健施設あおかげ苑 722-2211 尾道市因島中庄町字大山１０３２番地の１ 0845-26-2233 社会福祉法人あおかげ ― 80 ―

尾道市 介護老人保健施設 一般社団法人尾道市医師会介護老人保健施設やすらぎの家 722-0042 尾道市久保町１７１８番地 0848-20-7150 一般社団法人尾道市医師会 ― 80 ―

尾道市 介護老人保健施設 介護老人保健施設くぼ 722-0045 尾道市久保二丁目２４番１７号 0848-37-3102 医療法人社団樹良会 ― 22 ―

尾道市 介護老人保健施設 公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」 722-0353 尾道市御調町高尾１３４８番地６ 0848-76-0373 尾道市 ― 100 ―

尾道市 介護老人保健施設 公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」ユニット 722-0353 尾道市御調町高尾１３４８番地６ 0848-76-0373 尾道市 ― 50 ―

尾道市 介護老人保健施設 介護老人保健施設シルバーケアヨシハラ 722-0062 尾道市向東町８８８３番地の５ 0848-44-4800 医療法人吉原胃腸科外科 ― 80 ―

尾道市 介護老人保健施設 介護老人保健施設シラユリ 722-0062 尾道市向東町字鍵屋谷２８３０番地 0848-20-6009 医療法人吉原胃腸科外科 ― 50 ―

尾道市 介護老人保健施設 介護老人保健施設精彩園 722-0215 尾道市美ノ郷町三成３３９番地３ 0848-48-5511 医療法人社団精彩会 ― 60 ―

福山市 介護老人保健施設 老人保健施設ハイトピア・カイセイ 721-0942 福山市引野町五丁目９番２１号 084-945-1717 医療法人村上会 ― 71 ―

福山市 介護老人保健施設 駅家リハビリテーションSAKURA 720-1131 福山市駅家町万能倉1046番地2 084-977-0058 医療法人社団黎明会 ― 90 ―

福山市 介護老人保健施設 介護老人保健施設ビーブル春秋苑 721-0965 福山市王子町一丁目４番５号 084-928-5800 医療法人紅萌会 ― 70 ―

福山市 介護老人保健施設 介護老人保健施設かなえ 720-0542 福山市金江町藁江５５０－１ 084-935-8135 医療法人永和会 ― 90 ―

福山市 介護老人保健施設 老人保健施設サンビレッジ 721-0907 福山市春日町七丁目６番２７号 084-947-9111 社会福祉法人東光会 ― 95 ―

福山市 介護老人保健施設 介護老人保健施設ぬまくま 720-0402 福山市沼隈町中山南４６９－３ 084-988-1165 社会医療法人社団沼南会 ― 60 ―

福山市 介護老人保健施設 介護老人保健施設ジョイトピアしんいち 729-3105 福山市新市町下安井３５１０番地 0847-51-2226 社会福祉法人新市福祉会 ― 65 ―

福山市 介護老人保健施設 介護老人保健施設ビーブルかんなべ 720-2124 福山市神辺町川南５４７番７号 084-960-0881 医療法人紅萌会 ― 62 ―

福山市 介護老人保健施設 介護老人保健施設ふぁみりい 720-2104 福山市神辺町道上中ノ町２９７７番地の１ 084-960-0300 医療法人社団緑陽会 ― 70 ―

福山市 介護老人保健施設 介護老人保健施設サンスクエア沼南 720-0832 福山市水呑町３３３２－１ 084-956-1177 医療法人社団常仁会 ― 80 ―

福山市 介護老人保健施設 介護老人保健施設ゆめの杜 720-0013 福山市千田町千田字蔵王原２５９１－１ 084-955-0080 医療法人健応会 ― 90 ―

福山市 介護老人保健施設 介護老人保健施設せんだの里 720-0017 福山市千田町二丁目５番５号 084-961-1500 医療法人社団永光会 ― 96 ―

福山市 介護老人保健施設 介護老人保健施設くつろぎ苑 721-0962 福山市東手城町一丁目２８番３１号 084-945-7000 医療法人慈生会 ― 89 ―

福山市 介護老人保健施設 介護老人保健施設グリーンハウス宏喜苑 720-0077 福山市南本庄三丁目８－１７ 084-920-8111 医療法人社団宏仁会 ― 90 ―

府中市 介護老人保健施設 介護老人保健施設あいあい 726-0026 府中市三郎丸町１３７番地 0847-40-1010 医療法人社団晃弥会 ― 80 ―

府中市 介護老人保健施設 介護老人保健施設かがやき苑 729-3421 府中市上下町深江４８８番地１ 0847-62-4313 社会福祉法人翁仁会 ― 65 ―
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三次市 介護老人保健施設 老人保健施設ピレネ 728-0025 三次市粟屋町１７４３－８ 0824-62-8126 医療法人新和会 ― 80 ―

三次市 介護老人保健施設 三次地区医師会老人保健施設あさぎり 728-0025 三次市粟屋町字柳迫１６４９－１ 0824-62-6611 一般社団法人　三次地区医師会 ― 80 ―

三次市 介護老人保健施設 介護老人保健施設ナーシングホーム沙羅 728-0001 三次市山家町６０５番地の２４ 0824-62-8800 医療法人微風会 ― 80 ―

三次市 介護老人保健施設 介護老人保健施設リカバリーセンター章仁苑 729-6201 三次市和知町字歳政１１８００番地２１ 0824-66-2755 社会福祉法人章仁会 ― 68 ―

庄原市 介護老人保健施設 介護老人保健施設愛生苑 727-0022 庄原市上原町１８１０番地１ 0824-72-8686 医療法人社団聖仁会 ― 70 ―

庄原市 介護老人保健施設 庄原市立西城市民病院介護老人保健施設せせらぎ 729-5742 庄原市西城町中野１３３９番地 0824-82-2601 庄原市 ― 50 ―

庄原市 介護老人保健施設 介護老人保健施設「こぶしの里」 729-5121 庄原市東城町川東１５２番地４ 08477-2-5252 医療法人社団光仁会 ― 67 ―

大竹市 介護老人保健施設 介護老人保健施設ゆうゆ 739-0651 大竹市玖波五丁目２番２号 0827-57-8377 医療法人社団知仁会 ― 96 ―

東広島市 介護老人保健施設 介護老人保健施設あきまろ園 739-2403 東広島市安芸津町風早４９７番地４１ 0846-45-6100 社会福祉法人白寿会 ― 50 ―

東広島市 介護老人保健施設 介護老人保健施設葵の園・広島空港 739-2208 東広島市河内町入野７８４１番地２ 082-420-7171 医療法人社団葵会 ― 100 ―

東広島市 介護老人保健施設 介護老人保健施設もみじ園 739-2622 東広島市黒瀬町乃美尾５５５番地１ 0823-83-6061 社会福祉法人葵新生会 ― 60 ―

東広島市 介護老人保健施設 介護老人保健施設ゆうゆうの園 739-0024 東広島市西条町御薗宇７０３番地 082-423-2727 医療法人社団二山会 ― 54 ―

東広島市 介護老人保健施設 介護老人保健施設葵の園・東広島 739-0041 東広島市西条町寺家８００番 082-422-9200 医療法人社団葵会 ― 150 ―

東広島市 介護老人保健施設 介護老人保健施設きさか 739-0003 東広島市西条町土与丸１２３５番地 082-422-1560 医療法人社団博愛会 ― 50 ―

廿日市市 介護老人保健施設 医療法人あかね会介護老人保健施設シェスタ 738-0054 廿日市市阿品四丁目５１番１号 0829-36-2080 医療法人あかね会 ― 100 ―

廿日市市 介護老人保健施設 介護老人保健施設ひまわり 738-0034 廿日市市宮内字佐原田４２１１番地４ 0829-38-3111 医療法人みやうち ― 80 ―

廿日市市 介護老人保健施設 介護老人保健施設原 738-0031 廿日市市原９２６番地の１ 0829-38-3333 社会福祉法人三篠会 ― 120 ―

廿日市市 介護老人保健施設 介護老人保健施設「べにまんさくの里」 739-0478 廿日市市大野１３２０番地 0829-50-0031 医療法人社団光仁会 ― 100 ―

江田島市 介護老人保健施設 介護老人保健施設あすなろ 737-2132 江田島市江田島町江南一丁目２４－１２ 0823-42-1122 医療法人社団仁風会 ― 80 ―

府中町 介護老人保健施設 老人保健施設チェリーゴード 735-0014 安芸郡府中町柳ケ丘２０番１８号 082-508-0223 社会福祉法人エフアイジイ福祉会 ― 72 ―

海田町 介護老人保健施設 介護老人保健施設さくら 736-0045 安芸郡海田町堀川町２番２３号 082-822-3000 医療法人かしの木会 ― 50 ―

熊野町 介護老人保健施設 介護老人保健施設熊野ゆうあいホーム 731-4221 安芸郡熊野町出来庭三丁目４番６７号 082-820-5131 医療法人社団古川医院 ― 80 ―

坂町 介護老人保健施設 介護老人保健施設はまな荘 731-4311 安芸郡坂町北新地二丁目３番１０号 082-820-1877 社会福祉法人恩賜財団済生会 ― 80 ―

安芸太田町 介護老人保健施設 老人保健施設ひこばえ 731-3501 山県郡安芸太田町大字加計６８３番地の１ 0826-25-0123 医療法人社団やまを会 ― 60 ―

北広島町 介護老人保健施設 介護老人保健施設あけぼの 731-1515 山県郡北広島町壬生９１５番地４ 0826-72-2500 医療法人明和会 ― 93 ―

世羅町 介護老人保健施設 介護老人保健施設葵の園・セラ 722-1112 世羅郡世羅町本郷１２１６番地 0847-22-5000 医療法人社団葵会 ― 142 ―

神石高原町 介護老人保健施設 介護老人保健施設ビーブル神石三和 720-1522 神石郡神石高原町小畠１５００番地１ 0847-89-3030 医療法人紅萌会 ― 83 ―
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