
【県北】 ※→各事業所へお問い合わせ下さい。

地図番号 事業所名 所在地 実施地域 所属職種 小児の受入 対応保険 営業日 電話番号 備考

1
介護老人保健施設

おはよう館
北茨城市磯原町磯原字

前大沢1919-4
北茨城市 PT なし 介 水、金：午後 0293440088

2
医療法人社団　桜悠会

訪問看護ステーション　はんどはぁと
北茨城市磯原町磯原

4-112-2
北茨城市、高萩市 PT なし 医、介

月、水、金：終日
火、木：午前

0293249811

3 やすらぎの丘温泉病院
高萩市下手綱

1951-6
北茨城市、高萩市、日立市 PT、 OT、 ST なし 医、介 月～金：終日 0293241212

4
介護老人保健施設

田尻ヶ丘ヘルシーケア
日立市田尻町

2-8-11
日立市 PT、 OT、 ST なし 介 月～金：終日 0294436343

5
ケアーズ訪問看護リハビリステーショ

ン
かみね

日立市若葉町3-9-6 高萩市、日立市 PT、OT なし 医、介 月～金：終日 0294876147
期間や目標達成を明確にし、長期的な

介入は不可。

6 訪問看護ステーションたが 日立市国分町2-1-2 日立市 PT、OT あり 医、介 月～金：終日 0294380600

7
ケアーズ日立南東海

訪問看護リハビリステーション
日立市大みか町

4-22-5
常陸太田市、日立市、那珂市、

東海村、 ひたちなか市
PT、OT、ST なし 医、介 月～金：終日 0294593030

8 大山病院 常陸太田市金井町4810 常陸太田市 PT、OT なし 医、介 月～金：午後 0294726161

9
志村大宮病院

訪問リハビリテーションセンター
常陸大宮市上町313

常陸太田市、大子町、
常陸大宮市、那珂市

PT、OT、ST あり 介 月～土、祝日：終日 0295558727

10
医療法人社団青燈会

訪問看護ステーション「のぞみ」
那珂市菅谷605

常陸太田市、常陸大宮市
那珂市、東海村、ひたちなか市、

城里町、水戸市
PT、OT あり 医、介

月、火、木、金、
祝日：終日

水、土：午前
0292956807 リハビリは、水曜日午後対応可能。

（茨城県訪問リハビリテーション実施事業所マップ2019年アンケート結果より）

2020年度茨城県訪問リハビリテーション実施事業所一覧

対応保険：医・・・医療保険、介・・・介護保険



地図番号 事業所名 所在地 実施地域 所属職種 小児の受入 対応保険 営業日 電話番号 備考

11 訪問看護ステーションかけはし
ひたちなか市石川町

２０－１
那珂市、東海村、

ひたちなか市、水戸市
PT、OT あり 医、介 月～金　終日 0293546759

12
訪問看護ステーション

グリーンハウスひたちなか
ひたちなか市東石川

3183-1
那珂市、 東海村、ひたちなか市、

水戸市、大洗町
PT、OT なし 医、介 月～金、祝日：終日 0293548008

【県央】

地図番号 事業所名 所在地 実施地域 所属職種 小児の受入 対応保険 営業日 電話番号 備考

13
フロイデクリニック水戸

フロイデみと訪問リハステーション
水戸市堀町967-1

那珂市、ひたちなか市、城里町、
水戸市、茨城町、大洗町

笠間市、茨城町
PT、OT、ST 介 月～土、祝日：終日 0293538010

同法人のフロイデみと訪問看護ステー
ション・フロイデひたちなか訪問看護ス

テーションから医保でのサービス提供可
能。

14 訪問リハビリテーション はなみずき 水戸市東原3-2-8
那珂市、ひたちなか市、

城里町、水戸市
PT、ST なし 介 月～土、祝日：終日 0293033501

15 訪問看護ステーション　虹 水戸市城南3-15-7
那珂市、ひたちなか市、城里町、

水戸市、茨城町、大洗町
PT あり 医、介

月～金：終日
土：午前

0292272577

16 介護老人保健施設　くるみ館 水戸市河和田町3335-1
城里町、水戸市、
笠間町、茨城町

PT、OT、ST なし 介 月～土、祝日：終日 0292554774

実施地域は水戸市を中心とし、笠間市・
茨城町・城里町は一部地域となっていま
す。土曜日はSTの訪問行っておりませ

ん。

17 訪問看護ステーション　くるみ館 水戸市河和田町3335-1
ひたちなか市、城里町、水戸市、

笠間町、茨城町
OT なし 医、介 火、木：午後 0292571182

18
(介護予防)訪問リハビリテーション

みがわ
水戸市見川町2131-105 水戸市 PT、OT なし 介 月～金、祝日：終日 0293056868

19
ケアズ水戸

訪問看護リハビリステーション
水戸市千波町

1253-4

常陸大宮市、那珂市、
ひたちなか市、城里町、水戸市、

笠間町、茨城町、大洗町
PT、OT あり 医、介 月～金、祝日：終日 0293035201

20
立川記念病院

訪問リハビリテーション
笠間市八雲 2-12-14 城里町、水戸市、笠間町 PT、OT、ST あり 介 月～金、祝日：終日 0296777211



地図番号 事業所名 所在地 実施地域 所属職種 小児の受入 対応保険 営業日 電話番号 備考

21
介護老人保健施設

エバーグリーン
東茨城郡茨城町若宮字

向ヒ393-1
水戸市、茨城町、大洗町 PT、OT あり 介 月～土、祝日：終日

0292939460
(代表)

08011402243
(訪リハ直通)

実施地域以外でも相談次第では訪問リ
ハ対応可能。

22
訪問リハビリテーション事業所

小美玉敬愛の杜
小美玉市中台148

笠間町、茨城町、
小美玉市、石岡市

PT、OT、ST なし 介 月～土、祝日：終日 0299565181

23
小川南病院

指定訪問リハビリテーション事業所
小美玉市小川733

小美玉市、石岡市、
鉾田市、行方市

PT、OT なし 医、介
月～金：終日

土：午前
0299581131

【県西】

地図番号 事業所名 所在地 実施地域 所属職種 小児の受入 対応保険 営業日 電話番号 備考

24 介護老人保健施設　ごぎょうの里 筑西市小林467-1 桜川市、筑西市 PT、OT、ST なし 介
月～土：終日
祝日：午前

0296255710

25 訪問看護ステーション　春風 結城市結城字健田12741
筑西市、結城市、下妻市、

八千代町、古河市
PT、OT あり 医、介 月～土、祝日：終日 0296330113

栃木県小山市・真岡市の訪問リハビリ
対応可能。

26 ニチイケアセンター古河 古河市古河643-1 古河市 なし 医、介 月～金：終日 0280305152

27 訪問看護ステーション　はなもも 古河市鴻巣1175-１ 古河市、堺町、五霞町 PT あり 医、介
月～金：終日

土：午前
0280481130

実施地域以外は、交通費がかかります
が相談次第で訪問リハ対応可能

28 訪問看護ステーション　サルビア 古河市駒羽根825-1
古河市、坂東市、

堺町、五霞町
PT、OT、ST なし 医、介 月～土：終日 0280911255 STは基本的に午後のみ実施。

29
総和中央病院

訪問リハビリテーション　緋衣草
古河市駒羽根825-1 古河市、堺町、五霞町 PT、OT、ST なし 医、介 月～土：終日 0280911256 STは基本的に午後のみ実施。

30 けんちの苑　訪問リハビリテーション 常総市豊岡町丙3264
常総市、坂東市、
つくばみらい市

PT、OT なし 介 月～金、祝日：終日 0297245300
常総市以外の地域は別途交通費あり。
医療保険での対応の場合、同法人の訪
看ステーションからのリハ提供が可能。



【鹿行】

地図番号 事業所名 所在地 実施地域 所属職種 小児の受入 対応保険 営業日 電話番号 備考

31 訪問看護ステーション　もみやま 鉾田市樅山576-27 鉾田市 OT あり 医、介 土：午前 0291344155

32 コミュニティケアセンター樅山 鉾田市樅山497
那珂市、東海村、

ひたちなか市、水戸市、茨城町、
大洗町、鉾田市

PT、OT、ST なし 介 月～金、祝日：終日 0291373850
基本的にはPTが訪問対応しています。

OT・STについては要相談です。

33
医療法人社団高須病

院訪問リハビリテーション
鉾田市鉾田2570 鉾田市、行方市 PT、OT、ST 医、介 月～土、祝日：終日 0291342520

34 訪問看護にこにこステーション 鉾田市鉾田2570 鉾田市、行方市 PT なし 医、介 月～土、祝日：終日 0291342520

35
医療法人　青藍会

訪問リハビリテーション　かすみがうら
行方市若海793-5

小美玉市、かすみがうら市、
鉾田市、行方市

PT、OT なし 介 月～金、祝日：終日 0299550122

36
医療法人　鹿神会

大野診療所
鹿嶋市和824-1 鉾田市、行方市、鹿嶋市 PT なし 介 月～金、祝日：終日 0299694724

37
小山記念病院

訪問リハビリステーション
鹿嶋市厨5-1-2 鹿嶋市、潮来市、神栖市 PT なし 介 月～土：午前 0299851111

鉾田市は相談いただければ状況しだい
で大洋地区まで対応する

38
医療法人社団土合会

渡辺病院
神栖市土合本町

2-9809-20
神栖市 PT なし 医、介 月～金：終日 0479482121

小児や言語などに関しても相談は可能
です。



【県南】

地図番号 事業所名 所在地 実施地域 所属職種 小児の受入 対応保険 営業日 電話番号 備考

39 いちはら病院　訪問リハビリテーション つくば市大曽根3681

桜川市、筑西市、下妻市、
常総市、石岡市、土浦市、
つくば市、牛久市、阿見町、

つくばみらい市

PT、OT、ST なし 介
月～金：終日

※祝日は振替考慮
あり

0298647731
本体および出張所から15km圏内が対

象。圏外は要相談（交通費あり）。

40 筑波記念病院 つくば市要1187-229 つくば市 PT、OT、ST なし 医
空いている時間で

対応
0298641212

実施地域以外でも相談次第で訪問リハ
対応可能。小児訪問リハは応相談。

41
介護老人保健施設
つくばケアセンター

訪問リハビリテーション
つくば市要76

桜川市、筑西市、下妻市、
八千代町、常総市（旧石下町）、

土浦市、つくば市
PT、OT、ST なし 介

月～土：終日
(祝日以外)

0298771313
実施地域外でも別途交通費はかかりま
すが、要相談で実施していることがあり

ます。

42 訪問看護ふれあい
つくば市天久保

1-1-1
土浦市、つくば市 PT、OT あり 医、介 月～金：終日 0298559708

43
成島クリニック

訪問リハビリテーション糸車
つくば市館野363-2

土浦市、つくば市、
牛久市、阿見町

PT、OT あり 医、介 月～金：終日 0298553421

44
医療法人社団双愛会

訪問看護ステーションくきざき
つくば市高崎1008

土浦市、つくば市、牛久市、
龍ケ崎市、つくばみらい市

PT、OT なし 医、介
月～金：午後

土：午前
0298701771

45 ウララ訪問看護リハビリステーション
土浦市田中

3-2-33

石岡市、かすみがうら市、
土浦市、つくば市、牛久市、

阿見町、美浦村
PT、OT あり 医、介 月～金：終日 0298271111

つくば市、牛久市、かすみがうら市、石
岡市は全地域対応ではないので、ご相

談ください。

46 ケアリング訪問看護ステーション土浦 土浦市生田町3-27
かすみがうら市、土浦市、

つくば市、阿見町
PT、OT あり 医、介 月～金：終日 0298968401

47 らふえる訪問看護ステーション 土浦市荒川沖367-1
土浦市、つくば市、

牛久市、阿見町
PT あり 医、介 月～金：終日 0298429236

48 牛久愛和総合病院 牛久市猪子町896
土浦市、つくば市、
牛久市、龍ケ崎市

PT、OT、ST なし 介 月～金：終日 0298733126



地図番号 事業所名 所在地 実施地域 所属職種 小児の受入 対応保険 営業日 電話番号 備考

49 訪問看護ステーショングリーン
牛久市ひたち野西

４－２５－５
土浦市、牛久市、
阿見町、龍ケ崎市

PT、OT なし 医、介 月～金：終日 0298756710

50 セントラル総合クリニック
牛久市上柏田

4-58-1

土浦市、つくば市、牛久市
阿見町、美浦村、
稲敷市、龍ケ崎市

PT、OT、ST 介 月～土：終日 0298716881

51 つくばセントラル病院
牛久市柏田町

1589-3

土浦市、つくば市、牛久市、
阿見町、美浦村、稲敷市、

龍ケ崎市
PT、OT、ST 医、介 月～土：終日 0298716881

52 ゆうあい訪問看護ステーション
牛久市上柏田

4-58-1
つくば市、牛久市、阿見町、

稲敷市、龍ケ崎市
PT なし 医、介

月～金：終日
土：午前

0298742280

53 ひかり訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 守谷市松前台1-14-3
常総市、坂東市、つくばみらい市、
守谷市、取手市、守谷市、取手市

PT あり 医、介
月～金：終日

土：午前
0297480972

54
(株)佐瀬トータルケアセンター
アネシス訪問看護ステーション

守谷市薬師台
2-16-3

常総市、坂東市、つくばみらい市、
守谷市、取手市

PT、OT あり 医、介 月～土、祝日：終日 0297211525

55 訪問看護ステーション　しあわせ
守谷市けやき台

5-8-1
つくばみらい市、
守谷市、取手市

PT、OT あり 医、介 月～土、祝日：終日 0297385107

56 訪問看護ステーション　にしまぎ 取手市戸頭1-8-21
つくばみらい市、
守谷市、取手市

PT なし 医、介 火～金：終日 0297866212

57
JAとりで総合医療センター

訪問リハビリテーション
取手市本郷2-1-1 取手市 PT 医、介 月～金：終日 0297745551 実施地域以外は要相談

58 有田内科整形リハビリクリニック 取手市毛有363-2 取手市 PT なし 介 火、水：午後 0297703331



地図番号 事業所名 所在地 実施地域 所属職種 小児の受入 対応保険 営業日 電話番号 備考

59
医療法人社団 輝峰会

訪問リハビリステーション　東取手
取手市井野268

牛久市、龍ケ崎市、
つくばみらい市、守谷市、
取手市、利根町、河内町

PT、OT、ST あり 医、介 月～土：終日 0297727001
県外の千葉県我孫子市も実施地域内

に含まれます。その他、実施地域外でも
条件次第では訪問可能です。

60
医療法人社団 輝峰会

訪問看護ステーション　東取手
取手市井野245

牛久市、龍ケ崎市、
つくばみらい市、守谷市、
取手市、利根町、河内町

PT、OT、ST あり 医、介 月～土：終日 0297727002
県外ではあるが千葉県我孫子市も実施

地域内に含まれます。

61 牛尾病院
龍ケ崎市馴柴町

1-15-1
牛久市、稲敷市、龍ケ崎市、

取手市、利根町、河内町
PT、OT、ST あり 医、介 月～土：終日 0297666333

62 ユーノ訪問看護ステーション 稲敷市江戸崎甲3567-1
阿見町、美浦村、
稲敷市、河内町

なし 医、介 日～土、祝日：終日 0298868555 訪問リハは看護リハのみ

63 あずま訪問看護ステーション 稲敷市幸田1247 稲敷市、河内町、潮来市 PT あり 医、介 月～金：午後 0299804170

64
介護老人保健施設

いなしきの郷
稲敷市佐原組新田

1378－1

牛久市、阿見町、美浦村、
稲敷市、龍ケ崎市、

河内町、潮来市
PT なし 介

月～金、祝日：終日
土：午前

0299793811 実施地域外でも相談可

事務局

県北
9

志村大宮病院
訪問リハビリテーションセンター

常陸大宮市上町313 0295558727

県央
20

立川記念病院
訪問リハビリテーション

笠間市八雲 2-12-14 0296777211

県西
25 訪問看護ステーション　春風 結城市結城字健田12741 0296330113

鹿行
37

小山記念病院
訪問リハビリステーション

鹿嶋市厨5-1-2 0299851111

県南
40 筑波記念病院 つくば市要1187-229 0298641212

61 牛尾病院 龍ケ崎市馴柴町1-15-1 0297666333


