医療型短期入所事業を実施している４０施設 （令和４年３月１日現在）
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1

独立行政法人国立病院機構
福岡病院

独立行政法人国立病院機構
福岡病院

福岡市南区屋形原４－３９－１

092-565-5534

092-565-5690

2

独立行政法人国立病院機構
福岡病院（一般病棟）

独立行政法人国立病院機構
福岡病院

福岡市南区屋形原４－３９－１

092-565-5534

092-566-0702

3

小さなさんかく

医療法人 小さな診療所

福岡市博多区吉塚１－２７－７

092-409-3290

092-409-3271

4

地域生活応援たねプラス

医療法人 にのさかクリニック

福岡市早良区梅林６－２３－３

092-874-3051

092-874-3052

5

医療法人西福岡病院
ショートステイ

医療法人 西福岡病院

福岡市西区生の松原３－１８－８

092-881-1331

092-881-1333

6

医療法人福岡桜十字
桜十字福岡病院

医療法人 福岡桜十字

福岡市中央区渡辺通３－５－１１

092-791-1100

092-791-1105

7

社会医療法人 原土井病院

社会医療法人 原土井病院

福岡市東区青葉６－４０－８

092-691-3881

092-691-1059

8

療養介護事業所虹の家

社会福祉法人あきの会

福岡市博多区千代1-15-10

092-651-7325

092-651-2420

9

入江内科小児科医院

入江内科小児科医院

福岡市東区箱崎3丁目32-11

092-651-4521

092-651-3486

10

医療法人勢成会
井口野間病院

医療法人勢成会 井口野間病院

福岡市南区寺塚1-3-47

092-551-5301

092-553-8587

11

短期入所施設 ひまわり

医療法人 宮近整形外科医院

福岡市東区千早１丁目６－１１

092-672-0071

092-672-1358

12

医療法人 古森病院

医療法人 古森病院

福岡市博多区対馬小路９番１３号

092-291-3945

092-292-6651

13

地域生活ケアセンター
小さなたね

医療法人 にのさかクリニック

福岡市早良区野芥４丁目19－31

092-834-8090

092-834-8091

14

佐賀整肢学園糸島
こどもとおとなのクリニック

社会福祉法人 佐賀整肢学園

糸島市志摩井田原６３番１

092-327-0073

092-327-0361

15

独立行政法人国立病院機構
福岡東医療センター

独立行政法人国立病院機構
福岡東医療センター

古賀市千鳥１－１－１

092-943-2331

092-943-8775

16

福岡県こども療育センター
新光園

福岡県

糟屋郡新宮町緑ケ浜４－２－１

092-962-6625

092-962-3113

17

久山療育園
重症児者医療療育センター

社会福祉法人
バプテスト心身障害児（者）を守る会

糟屋郡久山町大字久原１８６９

092-976-2281

092-976-2172

18

医療法人泯江堂三野原病院

医療法人泯江堂三野原病院

糟屋郡篠栗町金出３５５３

092-947-0040

092-947-1011

19

小さなあしあと

医療法人
コールメディカルクリニック福岡

宗像市公園通り１丁目９－３

0940-62-8355

0940-62-8356

20

よつづか

一般社団法人 宗像医師会

宗像市田熊５－５－６

0940-37-0681

0940-37-0701

21

水光苑

社会医療法人
水光会

福津市日蒔野５丁目７番地の２

0940-42-2221

0940-34-3120

22

リハビリハイツ アシスト桜台

医療法人 牧和会

筑紫野市大字常松４５６－２

092-923-8800

092-923-8805

23

サンビレッヂ朝日ヶ丘

社会福祉法人 朝老園

朝倉郡筑前町朝日５６８番地

092-927-1621

092-927-1612

24

朝倉医師会
介護老人保健施設アスピア

一般社団法人 朝倉医師会

朝倉市三奈木２４２０－１５

0946-23-2200

0946-23-2264

25

ゆうかり医療療育センター

社会福祉法人 ゆうかり学園

久留米市田主丸町中尾１２７４-１

0943-73-0152

0943-73-0524

26

医療福祉センター 聖ヨゼフ園

社会福祉法人 慈愛会

三井郡大刀洗町大字山隈３７４－１

0942-77-1393

0942-77-1190

27

独立行政法人国立病院機構
大牟田病院

独立行政法人国立病院機構
大牟田病院

大牟田市橘１０４４－１

0944-58-1122

0944-58-6804

28

柳川療育センター

社会福祉法人 高邦福祉会

柳川市三橋町棚町２１８－１

0944-73-0039

0944-73-0059

29

あんじゅ

医療法人 福泉会

直方市永満寺２５３６番地２

0949-25-7012

0949-29-9087

30

すこやか

医療法人社団 温故会

直方市大字頓野９７５番地

0949-26-7550

0949-26-7720

31

方城療育園

社会福祉法人 方城福祉会

田川郡福智町弁城４１９３－１５

0947-22-5888

0947-22-5889

32

やまびこ学園

社会福祉法人 杏和会

北九州市小倉南区大字木下６０８

093-451-6262

093-451-5548

33

北九州市立総合療育センター
足立園

社会福祉法人
北九州市福祉事業団

北九州市小倉南区春ケ丘１０－４

093-922-5596

093-952-2713

34

ひなた家

社会福祉法人 絆の会

北九州市八幡西区真名子２－２－１２

093-618-7566

093-618-7766

35

さくらんぼ

医療法人桜が丘クリニック

北九州市八幡西区青山１丁目１番６１号

093-631-1616

093-647-0303

36

療養介護事業所牧山療養院

医療法人医和基会

北九州市戸畑区初音町１３番１３号

093-588-1040

093-588-1060

37

社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 社会医療法人 共愛会

北九州市戸畑区沢見２丁目５番１号

093-871-5421

093-871-5499

38

博愛苑

医療法人 博愛会

京都郡苅田町大字提字唐松２７８１番地

093-436-0743

093-436-6818

39

ほうらい山荘

社会福祉法人 周防学園

豊前市大字四郎丸１６９０－３

0979-83-1155

0979-82-9282

40

ピア・ハートⅡ

社会福祉法人 清心福祉会

築上郡築上町大字安武８４４－２

0930-53-1688

0930-53-1687

福岡・糸島

粕屋

宗像

筑紫

甘木・朝倉

久留米

有明

直方・鞍手

田川

北九州

京築

介護老人保健施設

