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八幡西区リハビリテーションマップ

［発行元］八幡西区リハビリテーション連絡協議会　［問い合わせ先］八幡西区役所保健福祉課（TEL 093-642-1445）

疾患別の外来リハ実施理学療法士 作業療法士

言語聴覚士 通所リハ

短時間特化型通所リハ

通所介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

訪問看護

訪問リハ

短期入所

小規模多機能型施設

グループホーム

有料老人ホーム

老人保健施設

特別養護老人ホーム

障害児通所支援

就労系障害福祉サービス

障害者支援施設

居宅介護支援事業所

その他

北九州市印刷物登録番号第2111110E号

［凡例］

アップルハート訪問看護ステーション八幡西
本城4丁目6-6 TEL 093-616-0112

北九州第四あゆみ通所施設
本城学研台2丁目21-5 TEL 093-695-6363

サポートセンター本城
本城東6丁目1-16 TEL 093-692-8811

だんだんデイサービス  
浅川台1丁目25-12 TEL 093-693-5544

訪問看護ステーションプーラビダ
光明2丁目7-25 TEL 093-616-0907

訪問看護ステーションぽっぽスマイル
浅川2丁目10-22 TEL 093-695-0015

介護老人保健施設 サングレース
大字則松103-1 TEL 093-693-1666

介護老人保健施設 ナーシングセンター八幡
里中3丁目12-12 TEL 093-691-3366

桜クリニック桜倶楽部
永犬丸東町3丁目15-29 TEL 093-614-3900

正和中央病院
八枝3丁目13-1 TEL 093-602-1151

清家渉クリニック
則松1丁目6-17 TEL 093-693-5008

東筑病院
八枝1丁目7-20 TEL 093-603-0111

hikobosi
則松7丁目1-17-1F TEL 093-691-2217

訪問看護ステーションなずな
則松7丁目22-1-201 TEL 093-601-7701

八幡厚生病院
里中3丁目12-12 TEL 093-691-3344

デイサービス輪音庭.
永犬丸西町1丁目1-24 TEL 093-695-7775

青山整形外科医院
穴生2丁目8-12 TEL 093-642-1483

穴生デイサービスセンター
鉄竜1丁目1-10 TEL 093-644-7775

介護老人保健施設 翡翠苑
森下町27-43 TEL 093-622-0333

北九州市立総合療育センター西部分所
若葉1丁目8-1 TEL 093-632-3600

正和なみき病院通所リハ ラ・フォンテーヌ
東王子町13-1 TEL 093-616-1750

新王子病院
鉄王2丁目20-1 TEL 093-641-1239

萩原中央病院
萩原1丁目10-1 TEL 093-631-7511

銀杏庵穴生倶楽部
鉄王2丁目2-36 TEL 093-631-2100

黒崎整形外科病院
筒井町5-29 TEL 093-631-3565

JCHO九州病院
岸の浦1丁目8-1 TEL 093-641-5111

プロリハ北九州/脳梗塞リハビリセンター北九州
西曲里町3-1イオンタウン黒崎2F TEL 093-616-8223

大平メディカルケア病院
大平3丁目14-7 TEL 093-614-2101

介護老人保健施設 サンフラワーズ北九州
塔野3丁目16-2 TEL 093-612-5285

グランヴィラ大平デイサービスセンター
船越3丁目1-13 TEL 093-614-2103

健和会町上津役診療所
町上津役東1丁目7-38 TEL 093-611-2811

新生会地域デイサービスセンター
三ケ森4丁目13-8 TEL 093-614-3100

訪問看護ステーション木輪館
下上津役3丁目6-6 TEL 093-613-4375

介護老人保健施設 香月の杜
香月西3丁目10-20 TEL 093-618-7337

小児訪問看護ステーションアクアキッズ
木屋瀬東2丁目5-1-2F TEL 093-883-8191

デイサービスセンター春風館
馬場山西11-3 TEL 093-619-0003

西田医院湧水館通所リハビリテーション
木屋瀬東1丁目8-1 TEL 093-617-1168

西田医院湧水館リハビットセンター野面
木屋瀬東1丁目7-28 TEL 093-617-1155

はしぐち整形外科医院
千代3丁目1-7 TEL 093-613-1221

訪問看護ステーションきのこハウス
千代3丁目1-6 TEL 093-613-5555

訪問看護ステーションむつみ
木屋瀬3丁目2-30 TEL 093-618-6954

八幡慈恵病院
木屋瀬1丁目12-23 TEL 093-618-2100

リハビリデイサービス出会い茶屋の原
茶屋の原2丁目10-15 TEL 093-618-1357

リハビリテーションデイサービス アルファ
大字金剛1377-1 TEL 093-618-6316

八幡西区役所
八幡南出張所

八幡西区役所
上津役出張所

八幡西区役所
折尾出張所 八幡西区役所

八幡西区リハビリテーション

連絡協議会は

八幡西区内の機関に所属する

PT・OT・STが行政と手を携え

活動する団体です。

八幡西区のリハ職として、

地域のために何ができるのかを

考えています。

いろいろな枠を超えて、

リハ職、多職種間で連携・協力し、

みんなで八幡西区を

元気な街にしていきませんか？

八幡西区マスコット
キャラクター
官兵衛タン

● 本マップは、令和3年7月に実施した「リハビリテーションマップ作成にかか
るアンケート調査」に回答いただいた施設の情報を掲載しています。

● 各施設の関連サービスについては、アンケートの回答に基づき、リハビリ
テーション専門職の在籍する施設のみ掲示しています。

● 本マップの情報は令和3年7月1日時点です。

● 光貞市民センター

折尾東市民センター ●

楠橋市民センター ●

● 星ヶ丘市民センター

● 木屋瀬地域交流センター

楠橋地域交流センター ●

● 池田市民センター

● 八児市民センター

● 大原市民センター

● 上津役市民センター

● 永犬丸市民センター

● 引野市民センター

● 黒畑市民センター

● 鳴水市民センター

● 黒崎市民センター
● 陣山市民センター

穴生市民センター ●

● 陣原市民センター

● 本城市民センター

● 熊西市民センター

筒井市民センター ●

赤坂市民センター ●

●
青山市民センター

竹末市民
センター
●

● 千代市民センター

医生丘市民センター ●

浅川市民センター ●

則松市民センター ●

八枝市民センター
●

永犬丸西市民センター ●

● 塔野　 市民センター

香月市民センター ●
香月西部サブ市民センター ●

●

木屋瀬
市民センター

中尾市民センター
●

折尾西市民センター ●


