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広島市東区 介護医療院 山﨑病院介護医療院 732-0032 広島市東区上温品一丁目２４番９号 082-280-1234 医療法人たかまさ会 ― 42 ―

広島市南区 介護医療院 広島シーサイド病院介護医療院 734-0012 広島市南区元宇品町２６番２０号 082-255-1010 医療法人和同会 ― 147 ―

広島市西区 介護医療院 長崎病院介護医療院 733-0013 広島市西区横川新町３番１１号 082-208-5801 医療法人厚生堂 ― 45 ―

広島市西区 介護医療院 力田病院すずがみね介護医療院 733-0852 広島市西区鈴が峰町１４番２０号 082-277-2101 医療法人社団玉章会力田病院 ― 60 ―

広島市安佐南区 介護医療院 介護医療院コムラ 731-0141 広島市安佐南区相田一丁目１６番２９号 082-872-2151 医療法人コムラ病院 ― 60 ―

広島市佐伯区 介護医療院 広島グリーンヒル病院介護医療院 731-5152 広島市佐伯区五日市町下河内１８８番地の６ 082-929-1110 医療法人和同会 ― 150 ―

広島市佐伯区 介護医療院 介護医療院ひいろ 731-5142 広島市佐伯区坪井三丁目８１８番地の１ 082-923-8333 医療法人ピーアイエー ― 150 ―

呉市 介護医療院 介護医療院住吉浜 737-0303 呉市下蒲刈町下島小地蔵２４９８番地 0823-65-2345 一般財団法人広島結核予防協会 ― 35 ―

呉市 介護医療院 医療法人社団有信会呉記念病院介護医療院 737-0161 呉市郷原町２３７９番地４２ 0823-70-3200 医療法人社団有信会 ― 50 ―

呉市 介護医療院 介護医療院グリーン三条 737-0821 呉市三条一丁目３番１４号 0823-23-0303 医療法人社団中川会 ― 68 ―

呉市 介護医療院 マッターホルン介護医療院 737-0046 呉市中通一丁目５番２５号 0823-22-6868 医療法人エム・エム会 ― 30 ―

竹原市 介護医療院 安田介護医療院 725-0012 竹原市下野町３１３６番地 0846-22-6121 医療法人社団仁慈会 ― 40 ―

三原市 介護医療院 医療法人仁康会本郷中央病院介護医療院 729-0414 三原市下北方一丁目７番３０号 0848-86-6780 医療法人仁康会 ― 41 ―

三原市 介護医療院 社会医療法人里仁会介護医療院仁生苑 723-0052 三原市皆実三丁目３番２８号 0848-64-4111 社会医療法人里仁会 ― 110 ―

三原市 介護医療院 社会医療法人里仁会介護医療院白龍湖 729-1321 三原市大和町和木１５０４番地の１ 0847-34-1218 社会医療法人里仁会 ― 100 ―

尾道市 介護医療院 因島総合介護医療院 722-2323 尾道市因島土生町２５６１番地 0845-22-2552 日立造船健康保険組合 ― 8 ―

福山市 介護医療院 介護医療院みしま 729-3104 福山市新市町宮内186-5 0847-51-2103 医療法人三島医院 ― 18 ―

福山市 介護医療院 介護医療院　灯り 720-0843 福山市赤坂町赤坂1313番地 084-951-1007 社会医療法人定和会 ― 50 ―

府中市 介護医療院 介護医療院みのり 726-0003 府中市元町４３番地１ 0847-45-4571 社会医療法人社団陽正会 ― 82 ―

三次市 介護医療院 介護医療院　ほのぼの 728-0025 三次市粟屋町1731番地 0824-62-2888 医療法人新和会 ― 48 ―

庄原市 介護医療院 庄原同仁病院介護医療院 727-0203 庄原市川北町字久井田８９０番地の１ 0824-72-4318 医療法人ながえ会 ― 40 ―

大竹市 介護医療院 メープルヒル病院介護医療院 739-0651 大竹市玖波五丁目２番１号 0827-57-7451 医療法人社団知仁会 ― 42 ―

東広島市 介護医療院 医療法人真慈会真愛病院介護医療院 739-2616 東広島市黒瀬町兼広２７９番地 0823-70-4011 医療法人真慈会 ― 45 ―

東広島市 介護医療院 介護医療院ナーシングホームふれあい 739-0041 東広島市西条町寺家７４３２番地の１ 082-424-1555 医療法人好縁会 ― 19 ―

廿日市市 介護医療院 敬愛介護医療院 739-0488 廿日市市大野７２番地 0829-56-3333 医療法人北原会 ― 51 ―

廿日市市 介護医療院 佐伯中央介護医療院 738-0222 廿日市市津田字沖横矢４１８０番 0829-72-1100 医療法人社団貴和会 ― 60 ―

安芸高田市 介護医療院 八千代病院介護医療院 731-0302 安芸高田市八千代町勝田４４８ 0826-52-3838 医療法人社団八千代会 ― 300 ―
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北広島町 介護医療院 大朝ふるさと病院介護医療院 731-2103 山県郡北広島町新庄２１４７番地の１ 0826-82-3900 医療法人社団もみの木会 ― 48 ―
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