
茨城県訪問リハビリテーション事業所
対応保険：医・・・医療保険、介・・・介護保険
※：各事業所へお問合せ下さい 茨城の訪問リハビリテーションを考える会　平成23年度実態調査より

県北

実施地域
北茨城市（中郷地区）、高萩市、日立市
（十王地区）

電話番号 0293-24-1212

所在地 高萩市下手綱1951-6 受入分野 PT・OT・ST
対応保険 医・介 営業日 月～金　終日
実施地域 日立市内 電話番号 0294-38-0600
所在地 日立市国分町2丁目1番2号 受入分野 PT・OT・ST
対応保険 医・介 営業日 月～金　終日
実施地域 ※ 電話番号 ※
所在地 日立市 受入分野 ※
対応保険 ※ 営業日 ※
実施地域 日立市、常陸太田市 電話番号 0294-25-5211
所在地 日立市久慈町2-6-37 受入分野 PT・OT
対応保険 医・介 営業日 月～金　終日
実施地域 東海村 電話番号 029-283-1717
所在地 那珂郡東海村石神内宿1724-1 受入分野 PT・OT
対応保険 医・介 営業日 月～金　終日
実施地域 ひたちなか市、東海村、水戸市 電話番号 029-354-6759
所在地 ひたちなか市石川町20-1 受入分野 PT
対応保険 医・介 営業日 月～金　終日
実施地域 ひたちなか市、那珂市、水戸市 電話番号 029-270-3511
所在地 ひたちなか市高場209 受入分野 PT・OT
対応保険 医・介 営業日 月～金　終日
実施地域 ※ 電話番号 ※
所在地 常陸太田市 受入分野 ※
対応保険 ※ 営業日 ※

実施地域
大子町、常陸太田市、常陸大宮市、那
珂市、ひたちなか市、水戸市、那須烏山
市、茂木町

電話番号 0295-53-6883

所在地 常陸太田市上町313 受入分野 PT・OT・ST
対応保険 医 営業日 月～金・祝　終日
実施地域 ※ 電話番号 ※
所在地 那珂市 受入分野 ※
対応保険 ※ 営業日 ※

訪問看護ステーションのぞみ

いばらき診療所訪問看護ステーション

大山胃腸科外科病院（訪問リハビリ）

おおみや訪問看護ステーション

日立南部地区訪問看護ステーション

訪問看護ステーションとうかい

訪問看護ステーションかけはし

やすらぎの丘温泉病院

訪問看護ステーションたが

秦病院
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実施地域
大子町、常陸太田市、常陸大宮市、那
珂市、ひたちなか市、水戸市、那須烏山
市、茂木町

電話番号 0295-53-1111

所在地 常陸大宮市上町313 受入分野 PT・OT・ST
対応保険 介 営業日 月～金・祝　終日

実施地域
ひたちなか市、大洗町、水戸市（一部地
域）、東海村（一部地域）

電話番号 029-263-0651

所在地 ひたちなか市幸町16-1 受入分野 PT・OT
対応保険 介 営業日 月火木金土　終日

県央

実施地域
水戸市、笠間市（一部）、城里町（一
部）、茨城町（一部）

電話番号 029-255-4774

所在地 水戸市河和田町3335-1 受入分野 PT・OT・ST
対応保険 介 営業日 月～金・祝　終日
実施地域 ※ 電話番号 029-305-6113
所在地 水戸市見川町2131-105 受入分野 PT・OT
対応保険 介 営業日 月火水金土　午後、木祝　終日

実施地域
茨城町、水戸市、大洗町、鉾田市、小美
玉市、笠間市

電話番号 029-291-0055

所在地 東茨城郡茨城町小鶴127-1 受入分野 PT,ST
対応保険 医・介 営業日 月～金　終日
実施地域 石岡市、小美玉市、行方市 電話番号 0299-58-1131
所在地 小美玉市小川733 受入分野 PT・OT
対応保険 医・介 営業日 月～金　終日、土　午前

実施地域
水戸市、茨城町、ひたちなか市、那珂
市、大洗町

電話番号 029-227-2577

所在地 水戸市白梅3-13-8　水戸共同ビル201 受入分野 PT・OT
対応保険 医・介 営業日 月～金　終日、土　午前

実施地域
主として笠間市（旧友部町、旧笠間市、
旧岩間町）

電話番号 0296-77-7211（代表）

080-7758-2512（訪問専用携帯）
所在地 笠間市八雲2-12-14 受入分野 PT・OT・ST
対応保険 医・介 営業日 月～土 終日

県西
実施地域 筑西市、桜川市 電話番号 0296-57-6030
所在地 筑西市門井1669番地の2 受入分野 PT
対応保険 介 営業日 月～金　午後
実施地域 筑西市、桜川市 電話番号 0296-57-6131
所在地 筑西市門井1676番地1 受入分野 PT・OT

協和ヘルシーセンター

協和中央病院

小川南病院指定訪問リハビリテーション事業所

訪問看護ステーション虹

立川記念病院 訪問リハビリテーション

介護老人保健施設くるみ館

訪問看護ステーションみがわ

訪問看護ステーションこづる

志村大宮病院訪問リハビリテーションセンター

恵愛小林クリニック
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対応保険 医 営業日 土　午前
実施地域 結城市、筑西市、八千代町、栃木県小 電話番号 0296-33-4161
所在地 結城市結城9629-1 受入分野 PT・OT・ST
対応保険 営業日 月～金　終日
実施地域 ※ 電話番号 ※
所在地 古河市 受入分野 ※
対応保険 ※ 営業日 ※
実施地域 古河市、境町 電話番号 0280-91-1255
所在地 古河市駒羽根825-1 受入分野 PT
対応保険 医・介 営業日 月～土　終日
実施地域 ※ 電話番号 0297-23-2223
所在地 常総市水海道森下町4447 受入分野 ※
対応保険 ※ 営業日 ※

実施地域
つくば市、下妻市、常総市、八千代町、
坂東市

電話番号 0297-42-1105

所在地 常総市新石下3768 受入分野 PT・OT
対応保険 医・介 営業日 月～金　終日
実施地域 桜川市、筑西市、つくば市 電話番号 0296-20-6780
所在地 桜川市大国玉2513-12 受入分野 PT・ST
対応保険 医・介 営業日 月～金　終日

鹿行
実施地域 ※ 電話番号 ※
所在地 鉾田市 受入分野 ※
対応保険 ※ 営業日 ※
実施地域 鉾田市、行方市 電話番号 0291-34-2520
所在地 鉾田市鉾田2570 受入分野 PT
対応保険 医・介 営業日 月～金　終日
実施地域 ※ 電話番号 0299-85-1111
所在地 鹿嶋市厨5-1-2 受入分野 ※
対応保険 ※ 営業日 ※
実施地域 ※ 電話番号 ※
所在地 神栖市 受入分野 ※
対応保険 ※ 営業日 ※
実施地域 神栖市、千葉県銚子市 電話番号 0479-48-2121
所在地 神栖市土合本町2-9809-20 受入分野 PT
対応保険 介 営業日 月火水金　終日
実施地域 鉾田市、行方市 電話番号 080-8421-7571
所在地 鉾田市柏熊985-1 受入分野 PT・OT・ST
対応保険 介 営業日 月～土　終日

渡辺病院

介護老人保健施設　フロンティア鉾田　春の場所

訪問看護にこにこステーション

小山記念病院　訪問リハビリステーション

済生会訪問看護ステーションかみす

筑波メディカルセンター訪問看護ステーションいしげ

訪問看護ステーション　愛美園

コミュニティケアセンター樅山

古河市古河福祉の森診療所指定リハビリテーショ
ン事業所

訪問看護ステーションサルビア

水海道さくら病院

協和中央病院

結城病院
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県南

実施地域
石岡市、小美玉市、かすみがうら市（旧
八千代町）

電話番号 0299-35-5010

所在地 石岡市行里川26-3 受入分野 PT
対応保険 介 営業日 月～金　終日

実施地域
つくば市、土浦市、下妻市、常総市（旧
石下町）

電話番号 029-877-1313

所在地 つくば市要76 受入分野 PT・OT・ST
対応保険 介 営業日 月～土・祝　終日

実施地域
つくば市、土浦市、下妻市、常総市（旧
石下町）

電話番号 029-864-1212

所在地 つくば市要1187-299 受入分野 PT・OT
対応保険 医 営業日 月～金　終日、土　午前
実施地域 つくば市 電話番号 029-864-1212
所在地 つくば市要1187-299 受入分野 PT・OT・ST
対応保険 医 営業日 月～土　終日

実施地域
つくば市、土浦市、下妻市、筑西市、桜
川市

電話番号 029-864-0303

所在地 つくば市大曽根3681 受入分野 PT・OT・ST
対応保険 医・介 営業日 月～金　終日
実施地域 つくば市、土浦市、牛久市 電話番号 029-870-1771
所在地 つくば市高崎1008 受入分野 PT・OT
対応保険 医・介 営業日 月～金　午後、土　午前
実施地域 つくば市、土浦市 電話番号 029-855-9708
所在地 つくば市天久保1-1-1 受入分野 PT・OT
対応保険 医・介 営業日 月～金　終日
実施地域 つくば市、土浦市 電話番号 029-854-8228
所在地 つくば市大角豆1761 受入分野 PT
対応保険 介 営業日 月～金　終日
実施地域 土浦市、かすみがうら市 電話番号 029-833-0510
所在地 土浦市神立中央5-11-2 受入分野 PT・OT
対応保険 医・介 営業日 月～金　終日
実施地域 牛久市 電話番号 ※
所在地 ※ 受入分野 ※
対応保険 ※ 営業日 ※
実施地域 つくば市、牛久市、稲敷市、龍ケ崎市 電話番号 029-872-1771
所在地 牛久市柏田1589-3 受入分野 PT
対応保険 介 営業日 月～金　終日

つくばセントラル病院

桜水会訪問看護ステーション

神立病院　訪問リハビリテーション

ゆうあい訪問看護ステーション

いちはら病院　訪問リハビリテーション

訪問看護ステーションくきざき

訪問看護ふれあい

つくばケアセンター　訪問リハビリテーション

つくば訪問看護ステーション

筑波記念病院

久保田病院指定訪問リハビリテーション事業所
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実施地域
牛久市、龍ヶ崎市、つくば市、土浦市、
阿見町

電話番号 029-873-3111

所在地 牛久市猪子町896 受入分野 PT・OT・ST
対応保険 介 営業日 月～金　午後
実施地域 つくばみらい市、常総市、守谷市 電話番号 ※
所在地 つくばみらい市陽光台3-138-7 受入分野 PT・ST
対応保険 医・介 営業日 月火木金土　終日、日　午前

実施地域
守谷市、取手市、常総市、つくばみらい
市、坂東市

電話番号 0297-21-1525

所在地 守谷市薬師台2-16-3 受入分野 PT
対応保険 ※ 営業日 月～金　終日、土　午前

実施地域
"守谷市、つくばみらい市、取手市、常総
市、坂東市 千葉県我孫子市、柏市は要
相談"

電話番号 0297-48-6111

所在地 守谷市同地仲山360 受入分野 PT・OT・ST
対応保険 医・介 営業日 月～金　終日
実施地域 取手市、千葉県我孫子市、他要相談 電話番号 0297-74-5070
所在地 取手市本郷2-1-1 受入分野 PT
対応保険 医・介 営業日 月～金　午後
実施地域 取手市 電話番号 0297-70-3331
所在地 取手市毛有363-2 受入分野 PT
対応保険 医・介 営業日 月～土　午後
実施地域 取手市、守谷市、つくばみらい市 電話番号 0297-78-9113
所在地 取手市戸頭3-2-8 受入分野 PT
対応保険 医・介 営業日 月～金　午後

実施地域
原則、取手市。龍ケ崎市、利根町、千葉
県我孫子市は要相談

電話番号 029-774-5551

所在地 取手市本郷2-1-1 受入分野 PT
対応保険 医・介 営業日 月～金　終日、土　午前
実施地域 取手市、利根町 電話番号 029-74-3335
所在地 取手市井野253 受入分野 ※
対応保険 ※ 営業日 ※

実施地域
牛久市、龍ヶ崎市、取手市、稲敷市、利
根町、河内町、つくばみらい市(一部)

電話番号 0297-66-6111

所在地 龍ヶ崎市 受入分野 ※
対応保険 ※ 営業日 ※

実施地域
守谷市、常総市、つくばみらい市、取手
市、坂東市

電話番号 0297-48-0972

所在地 守谷市松前台1-14-3 受入分野 PT

訪問看護ステーションひまわり

牛尾病院

ひかり訪問看護ステーション

有田内科整形リハビリクリニック

訪問看護ステーションにしまぎ

JAとりで総合医療センター　訪問リハビリテーション

アネシス訪問看護ステーション

会田記念リハビリテーション病院

訪問看護ステーションとりで

牛久愛和総合病院

みらい平クリニック
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対応保険 医・介 営業日 月～金　終日

実施地域
取手市、龍ヶ崎市、利根町、 守谷市、つ
くばみらい市、 我孫子市

電話番号 0297-72-7001

所在地 取手市井野246 受入分野 PT・OT・ST
対応保険 医・介 営業日 月～土　終日
実施地域 美浦村、稲敷市、阿見町 電話番号 029-885-5565
所在地 稲敷郡美浦村宮地678（ゴーエン美浦 受入分野 PT・OT

対応保険 医・介 営業日
月～金　終日、土　午前、日祝
応相談

事務局

県北
12 志村大宮病院訪問リハビリテーションセンター 所在地 常陸大宮市上町313 電話番号 0295-53-1111

県央
A 立川記念病院 所在地 笠間市八雲2-12-14 電話番号 0296-77-7211
県西

19 結城病院 所在地 結城市結城9629-1 電話番号 0296-33-4161
鹿行

26 小山記念病院　訪問リハビリステーション 所在地 鹿嶋市厨5-1-2 電話番号 0299-85-1111
県南

49 牛尾病院 所在地 龍ヶ崎市 電話番号 0297-66-6111
32 筑波記念病院 所在地 つくば市要1187-299 電話番号 029-864-1212

訪問リハビリステーション東取手

訪問看護ステーションコミューン

ひかり訪問看護ステーション
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