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短期入院協力病院指定一覧

指定した短期入院協力病院は以下のとおりです。
具体的な受入体制等に関するお問い合わせなどについては、各協力病院のソーシャルワーカー

などに直接お問い合わせください。
なお、各協力病院における受入開始は、特段の日付の指定がない限り、協力病院として指定さ

れた日より可能です。

※新たに指定した１７カ所（１７病院）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】1 ● 社会福祉法人函館共愛会 共愛会病院

※受入れは４月１日より実施

住 所：〒040-8577 北海道函館市中島町7-21

連絡先：医事課 電話 0138-51-2111（内線 1103）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷】2 ● 医療法人雄心会 函館新都市病院

※受入れは２月１日より実施

住 所：〒041-0802 北海道函館市石川町331-1

連絡先：医療相談室 電話 0138-46-1321（内線 140）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷】3 ● 医療法人孝仁会 星が浦病院

※受入れは２月１日より実施

住 所：〒084-0912 北海道釧路市星が浦大通3-9-13

連絡先：医療相談室 電話 0154-54-2500（内線 122）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】4 ● 深川市立病院

住 所：〒074-0006 北海道深川市６条6-1

連絡先：医事課 電話 0164-22-1101（内線 1512）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】5 ● 医療法人友愛会 盛岡友愛病院

※受入れは４月１日より実施

住 所：〒020-0834 岩手県盛岡市永井12-10

連絡先：医療相談室 電話 019-638-2222（内線 179）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】6 ● 医療法人徳洲会 山形徳洲会病院

※受入れは２月１日より実施

住 所：〒990-0834 山形県山形市清住町2-3-51

連絡先：医療相談室 電話 023-647-3434（内線 2511）

【対象者の症状：脳損傷】7 ● 独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院

住 所：〒349-0196 埼玉県蓮田市黒浜4147

連絡先：医療福祉相談室 電話 048-768-1161（内線 245）

【対象者の症状：脳損傷】8 ● 医療法人社団永生会 永生病院

※受入れは２月１日より実施

住 所：〒193-0942 東京都八王子市椚田町583-15

連絡先：総合支援室 電話 042-661-4108（内線 2698）



【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】9 医療法人社団藤聖会 八尾総合病院●
※受入れは２月１日より実施

住 所：〒939-2376 富山県富山市八尾町福島7-42

連絡先：地域医療連携室 電話 076-454-5000（内線 3800）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷】10 ● 笛吹中央病院

※受入れは２月１日より実施

住 所：〒406-0032 山梨県笛吹市石和町四日市場47-1

連絡先：地域連携室 電話 055-262-2185（内線 181）

11 ● 社団法人日本海員掖済会 名古屋掖済会病院

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】

※受入れは２月１日より実施

住 所：〒454-8502 愛知県名古屋市中川区松年町4-66

連絡先：医療相談室 電話 052-652-7711（内線 2101､2102）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】12 ● 市立長浜病院

※受入れは３月１日より実施

住 所：〒526-8580 滋賀県長浜市大戌亥町313

連絡先：医療社会相談室 電話 0749-65-2720（直通）

13 ● 医療法人友紘会 西大和リハビリテーション病院

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】

住 所：〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町上牧3238-6

連絡先：地域連携室 電話 0745-71-6688（内線 112）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】14 ● 特定医療法人仁生会 細木病院

住 所：〒780-8535 高知県高知市大膳町37

連絡先：医療相談室 電話 088-822-7211（内線 5040）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】15 ● 医療法人敬仁会 友愛病院

住 所：〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-1-5

連絡先：地域医療連携室 電話 092-271-3221（内線 3112）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】16 ● 特定医療法人青洲会 福岡青洲会病院

※受入れは３月１日より実施

住 所：〒811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町大字長者原800-1

連絡先：地域連携室 電話 092-939-0010（内線 826）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】17 ● 医療法人春陽会 上村病院

※受入れは２月１日より実施

住 所：〒849-0913 佐賀県佐賀市兵庫町大字渕1903-1

連絡先：医療相談室 電話 0952-33-0099（内線 243）

※これまでに指定した４１カ所（４１病院）

1 ● 医療法人社団康和会 札幌しらかば台病院

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】

住 所：〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条18-7-26

連絡先：医療連携室 電話 011-852-8866（内線 178）



【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】2 ● ＪＡ秋田厚生連 由利組合総合病院

住 所：〒015-8511 秋田県由利本荘市川口字家後38番地

連絡先：医療社会事業室 電話 0184-27-1264

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】3 ● 社団医療法人養生会 かしま病院

住 所：〒971-8143 福島県いわき市鹿島町下蔵持字中沢目22-1

連絡先：社会福祉相談室 電話 0246-58-8010（内線 3130）

【対象者の症状：脳損傷】4 ● ＪＡ茨城厚生連 総合病院土浦協同病院

住 所：〒300-0053 茨城県土浦市真鍋新町11-7

連絡先： 医療相談室 電話 029-823-3111（代表）

【対象者の症状：脊髄損傷】5 ● 栃木県医師会温泉研究所附属 塩原病院

住 所：〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原1333

連絡先：総務課 電話 0287-32-4111（内線 808）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷】6 ● 財団法人脳血管研究所附属 美原記念病院

住 所：〒372-0006 群馬県伊勢崎市太田町366

連絡先：地域医療連携室 電話 0270-24-3355（内線 210）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】7 ● 医療法人社団協友会 八潮中央総合病院

住 所：〒340-0808 埼玉県八潮市緑町1-41-3

連絡先：医療相談室 電話 048-996-1131（内線 643）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】8 ● 医療法人財団正明会 山田記念病院

住 所：〒130-0011 東京都墨田区石原2-20-1

連絡先：医事課 電話 03-3622-2564

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】9 ● 特定医療法人社団一成会 木村病院

住 所：〒116-0001 東京都荒川区町屋2-3-7

連絡先：医療相談室 電話 03-3892-0549（直通）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】10 ● 川崎医療生活協同組合 川崎協同病院

住 所：〒210-0833 神奈川県川崎市川崎区桜本2-1-5

連絡先：地域連携室 電話 044-299-4781（内線 378）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】11 ● 医療法人桑名恵風会 桑名病院

住 所：〒950-0032 新潟県新潟市河渡甲140

連絡先：医療相談室 電話 025-273-2251（内線 275）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】12 ● 医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院

住 所：〒923-1226 石川県能美市緑ヶ丘11-71

連絡先：地域医療連携室 電話 0761-51-5551（内線 5025）

13 ● 社会福祉法人恩賜財団 福井県済生会病院

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】

住 所：〒918-8503 福井県福井市和田中町舟橋7-1

連絡先：総務課 電話 0776-23-1111

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】14 ● 医療法人（社団）健和会 健和会病院

住 所：〒395-8522 長野県飯田市鼎中平1936

連絡先：相談室 電話 0265-23-3115（内線 1246）



15 ● ＪＡ長野厚生連 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター三才山病院

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】

住 所：〒386-0393 長野県上田市鹿教湯温泉1777

連絡先：地域医療連携課 電話 0268-44-2315（直通）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】16 ● 波田総合病院

住 所：〒390-1401 長野県東筑摩郡波田町4417番地180

連絡先：医療福祉相談室 電話 0263-92-3027（内線 394､683）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】17 ● 特定・特別医療法人慈泉会 相澤病院

住 所：〒390-8510 長野県松本市本庄2-5-1

連絡先：医療連携センター 電話 0263-33-8600（内線 1901）

18 ● 社会福祉法人恩賜財団 静岡済生会総合病院

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】

住 所：〒422-8527 静岡県静岡市駿河区小鹿1-1-1

連絡先：保健福祉部相談科 電話 054-284-8186

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】19 ● 医療法人尾張健友会 千秋病院

住 所：〒491-0815 愛知県一宮市千秋町塩尻字山王1

連絡先：医療福祉相談室 電話 0586-77-0012（内線 108）

【対象者の症状：脳損傷（一部の脊髄損傷）】20 ● 社会福祉法人恩賜財団 済生会明和病院

住 所：〒515-0312 三重県多気郡明和町大字上野435

連絡先：医療相談室 電話 0596-52-0131（内線 221）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】21 ● 医療法人啓信会 京都きづ川病院

住 所：〒610-0101 京都府城陽市平川西六反26-1

連絡先：医療福祉相談室 電話 0774-54-1111（内線 2563）

【対象者の症状：脳損傷（一部の脊髄損傷）】22 ● 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会中津病院

住 所：〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-10-39

連絡先：医療社会事業科 電話 06-6372-0333（内線 5141）

23 ● 兵庫県立総合リハビリテーションセンターリハビリテーション中央病院

【対象者の症状：脳損傷、脊髄損傷】

住 所：〒651-2181 兵庫県神戸市西区曙町1070

連絡先：調整課 電話 078-927-2727（内線 2220）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】24 ● 医療法人南労会 紀和病院

住 所：〒648-0085 和歌山県橋本市岸上18-1

連絡先：地域連携室 電話 0736-33-5000（内線 153）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】25 ● 医療法人社団 尾﨑病院

住 所：〒680-0941 鳥取県鳥取市湖山町北2-555

連絡先：医療相談室 電話 0857-28-6616（内線 202）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】26 ● 総合病院松江生協病院

住 所：〒690-8522 島根県松江市西津田8-8-8

連絡先：医療福祉相談室 電話 0852-22-1614（直通）



27 ● 広島県立身体障害者リハビリテーションセンター・医療センター

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷】

住 所：〒739-0036 広島県東広島市西条町田口295-3

連絡先：整形外科外来 電話 082-425-1455（内線 213）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】28 ● 医療法人茜会 昭和病院

住 所：〒750-0059 山口県下関市汐入町35-1

連絡先：地域医療連携室 電話 0832-31-3888（内線 260）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】29 ● 医療法人久仁会 鳴門山上病院

住 所：〒772-0053 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂205-29

連絡先：ケアマネジメント課 電話 088-687-1234（内線 236）

30 ● 特定医療法人財団エム・アイ・ユー 麻田総合病院

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】

住 所：〒763-8507 香川県丸亀市津森町219

連絡先：医療福祉相談室 電話 0877-23-5555（内線 8117）

31 ● 医療法人財団慈強会 松山リハビリテーション病院

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】

住 所：〒791-1111 愛媛県松山市高井町1211番地

連絡先：医療社会相談部 電話 089-975-7431（内線 1111)

32 ● 医療法人かぶとやま会 久留米リハビリテーション病院

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】

住 所：〒839-0827 福岡県久留米市山本町豊田1887

連絡先：地域医療福祉連携室 電話 0942-43-8033（内線 513）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】33 ● 医療法人白十字会 佐世保中央病院

※受入れは４月１日より実施

住 所：〒857-1195 長崎県佐世保市大和町15番地

連絡先：地域医療連携センター 電話 0956-33-7151（内線 1173）

【対象者の症状：脳損傷（一部の脊髄損傷）】34 ● 特定・特別医療法人社団春日会 黒木記念病院

住 所：〒874-0031 大分県別府市照波園町14-28

連絡先：医療ソーシャルワーカー 電話 0977-67-1211（内線 219）

35 ● 医療法人社団晴緑会 宮崎医療センター病院

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】

住 所：〒880-0003 宮崎県宮崎市高松町2-16

連絡先：医事課 電話 0985-26-2800（内線 2101）

【対象者の症状：脳損傷（一部の脊髄損傷）】36 ● 医療法人三州会 大勝病院

住 所：〒890-0067 鹿児島県鹿児島市真砂本町3-95

連絡先：地域医療福祉科 電話 099-253-1122（内線 105）

【対象者の症状：脳損傷・脊髄損傷・胸腹部臓器損傷】37 ● 医療法人真徳会 沖縄メディカル病院

住 所：〒901-1415 沖縄県南城市佐敷字新開1-344

連絡先：医療相談室 電話 098-947-3555（内線 163）



【対象者の症状：脳損傷（特Ⅰ種のみ）】38 ○ 千葉療護センター

住 所：〒261-0012 千葉県千葉市美浜区磯辺3-30-1

連絡先：医事課 電話 043-277-0061（代表）

【対象者の症状：脳損傷（特Ⅰ種・Ⅰ種）】39 ○ 東北療護センター

住 所：〒982-0012 宮城県仙台市太白区長町南4-20-6

連絡先：療護庶務課 電話 022-247-1171（代表）

【対象者の症状：脳損傷（特Ⅰ種・Ⅰ種）】40 ○ 中部療護センター

住 所：〒505-0034 岐阜県美濃加茂市古井町下古井630番地

連絡先：庶務課 電話 0574-24-2233（代表）

【対象者の症状：脳損傷（特Ⅰ種・Ⅰ種）】41 ○ 岡山療護センター

住 所 〒700-0927 岡山県岡山市西古松2-8-35：
連絡先：庶務課 電話 086-244-7041（代表）

（注）平成１８年１０月３１日付けで指定した「医療法人弘英会 琵琶湖大橋病院」については、
受入開始に向けて準備を進めてきましたが、当該病院の事情により受入体制が整わなくなっ
たことから、指定を解除しております。


