埼玉県訪問リハビリテーション実施施設一覧 東部保健医療圏
番号

施設名

所在地

番号・FAX

担当部署

サービス提供エリア

受け入れ条件

一言アピール

※実務者研修
○

０４８－９７１－０７８８
０４８－９７１－００５０

リハビリテーション部

越谷市、春日部市、松伏町、
さいたま市の一部

STの訪問が始まりました。在宅で生活される御利
用者様が安定して生活が続けられ、活動的に過
ごせるように訪問していきます。

医療法人互生会 介護老人保健施設 とまりや 越谷市谷中町４－２９３－１

０４８－９６３－１００８
０４８－９６３－１０９８

リハビリ部

越谷市、草加市、川口市、さ
要支援、要介護
いたま市岩槻区（車で２０分
認定者
圏内）

（施設の特徴を活かし）入所、ショートステイ、通
所の部門と連携し、「自立支援」をモットーに取り
組んでいきます。

○

3

IMSグループ医療法人財団明理会
越谷ロイヤル訪問看護ステーション

越谷市元柳田町６－４５
（新越谷病院内）

０４８－９６４－５３３１
０４８－９６４－５３３２

訪問リハビリ部

越谷市（主に南部エリア）

入退院、退院後フォローについて、母体病院の看
護部、リハビリ部、居宅支援部と充実した連繋
サービスを提供しています。

○

4

株式会社礎 訪問看護リハビリテーション 縁

越谷市東越谷２－１７－６

０４８－９１１－６０８５
０４８－９９２－７８０２

２４時間体制の訪問看護ステーションです。看護
とリハの連携もとれています。リハビリのみご希
望方も、ご相談下さい。

○

5

医療法人康麗会 越谷誠和病院

越谷市谷中町４－２５－５

０４８－９６７－２２１５
０４８－９６７－２２１５

越谷市全域及び、さいたま
リハビリテーション科 市、川口市等、近隣市町村
の一部

介護保険利用者

退院直後の方から維持期の方まで、幅広く対応し
ています。又、STの訪問リハも行っています。

○

6

医療法人社団大和会 慶和病院

越谷市千間台西２－１２－８

０４８－９７８－００３３
０４８－９７７－４１５８

リハビリテーション科 越谷市、春日部市など

当院主治医の判断による

7

医療法人永寿会 三須医院

春日部市粕壁東１－１１－１２

０４８－７５２－２２００
０４８－７５５－０１０９

訪問リハ科

春日部市

8

医療法人社団心司会
介護老人保健施設しょうわ

春日部市下柳１０８８

０４８－７１８－２１１１
０４８－７１８－２１１５

リハビリテーション部

春日部市、幸手市、越谷市
など

9

合同会社リハビリコンパス
リハビリこんぱす訪問看護ステーション

春日部市１１－４２２－１

０４８－６３７－４１５３
０４８－６３７－４７９５

訪問看護部

春日部市、杉戸町、
越谷市の一部

松伏町松葉１－５－７

０４８－９９１－０４１１
０４８－９９２－０７１９

リハビリテーション科 松伏町、吉川市、越谷市

介護保険での訪問

ホームケア
草加市、川口市東部、八潮
リハビリテーションセ
市、越谷市南部が主
ンター

条件は特になし
呼吸器疾患対応可

呼吸器疾患などの内部障害やがんターミナル期
の対応も可能です

○

特になし
呼吸器、難病、
小児OK

三団体主催訪問リハ実務者研修会のPTの委員
長です。

○

1

医療法人敬愛会 訪問看護ステーション敬愛

2

10 医療法人優和会 埼玉野村病院

越谷市大字平方３４０－７

精神科領域以外対応

越谷市、松伏町、吉川市

○

○

特に無し、訪リハ必要な方は ご家族を含め、トータルマネジメントの一環として
ご相談下さい。
取り組んでいます。
「ご自宅に訪問し、よりよい「生活動作」をリハビリ
テーション職が支えていきます。」理学療法士、作
業療法士、言語聴覚士があなたに最適なプログ
ラムの提案や住環境のアドバイスをします。

○

○

○

11

医療法人アンサンブルメディカ
草加内科 呼吸ケアクリニック

草加市草加１－４－５

０４８－９９９－５９４１
０４８－９９９－５９８６

12

医療法人財団健和会
新みさと訪問看護ステーション

三郷市采女１－７６ 2階

０４８－９５８－８８６６
０４８－９５８－８８０８

三郷市幸房７４５番地

０４８－９５３－１３２
０４８－９５２－７２７９

リハビリテーション技 三郷市、吉川市、八潮市（周 当院かかりつけの方、介護 訪問をしております。家屋評価、アドバイスや自主トレーニン
術科 訪問リハビリ 辺市町村は要相談）
保険保有者対応、小児以外 グ指導、自宅で安全に生活できるように援助を行なっていき

○

０４８－９５３－６１６１
０４８－９５３－７１１０

リハビリテーション科

平成19年に訪問リハビリを開設以来、三郷市全域にサービ
スを提供させていただいております。平成26年11月には同じ
市内（戸ヶ崎）に訪問サテライト事業所を開設し、地域の皆様
に更により良いサービス提供出来るよう頑張っていきます。

○

13 三郷中央総合病院

14

医療法人社団愛友会
介護老人保健施設 三郷ケアセンター

三郷市南蓮沼２６０－２

三郷市

当院訪問リハビリでは三郷市を中心に八潮、吉川まで幅広く
たいと考えております。

三郷市全域、八潮市の一
部、東京都葛飾区の一部

※実務者研修：埼玉県リハビリ3団体訪問リハビリテーション実務者研修会修了者在籍施設

埼玉県訪問リハビリテーション実施施設一覧 東部保健医療圏
番号

施設名

15 医療法人社団正中会 児玉クリニック

所在地
三郷市三郷２－１１－５－１F

番号・FAX
０４８－９３３－９１５２
０４８－９３３－９１５７

担当部署

サービス提供エリア

受け入れ条件

一言アピール

※実務者研修
○

リハビリテーション科 三郷市

０４８－９９６－１１３１（代
表）
八潮市及び、その他近隣地
０４８－９１１－１６５０（リハ リハビリテーション科
域
科直通）
０４８ー９９７ー２１３５

上尾中央医科グループ
16
医療法人社団協友会 八潮中央総合病院

八潮市緑町１－４１－３

17 ケアセンター八潮

八潮市鶴ヶ曽根１１８４－４

０４８－９９８－２２２０
０４８－９９４－２２１５

八潮市全域
リハビリテーション科 草加市・三郷市・足立区・葛 介護保険対象の方
飾区の一部地域

在宅生活で困っていること等、お気軽にご相談下
さい。

○

草加市旭町４－７－４
メゾンウィンディB １０６

０４８－９４６－５００６
０４８－９４６－５００８

草加市、川口市、越谷市、戸
訪問看護部リハビリ 田市、蕨市、さいたま市（緑 指示書があれば、受け入れ 小児（言語発達遅滞含む）から成人高齢者まで、
テーション科
区、南区）八郷市、三押市、 可
ご希望のある方に訪問させて頂いています。
足立区

○

19 東西医会 草加整形外科内科

草加市中央１－１－１８

０４８－９２７－５３５０
０４８－９２２－６６０１

20 医療法人親和会 鳳永病院

草加市谷塚２－１２－１５

０４８－９２４－２６３１
０４８－９４８－６４５４

リハビリテーション科 草加市内

脳血管疾患、
運動器疾患

21 医療法人蓮誓会 レン・ファミリークリニック

草加市新善町３７３

０４８－９４４－２２００
０４８－９４４－２０２６

リハビリテーション科 草加市

特になし

22 医療法人社団協友会 吉川中央総合病院

吉川市平沼１１１

０４８－９８３－２３７１
０４８－９４０－５７４１

リハビリテーション科

18

（株）ベルツ
在宅リハビリテーションセンター草加

○

未実施

吉川市全域、越谷市一部、
松伏町一部、三郷市一部

入院時より患者様の状態を把握して、退院後も訪
問リハ、通所リハでフォローアップを行っておりま
す。

○

○

在宅生活でお困りな事がありましたら，気軽にご
相談下さい。

○

※実務者研修：埼玉県リハビリ3団体訪問リハビリテーション実務者研修会修了者在籍施設

