埼玉県訪問リハビリテーション実施施設一覧 さいたま保健医療圏
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

1

医療法人社団眞秀会 ハートの森クリニック

さいたま市見沼区
東大宮２－３５－３

０４８－６６４－８８２８
０４８－６６５－３８１１

リハビリテーション科

さいたま市、北区
見沼区、上尾市

2

医療法人社団協友会
介護老人保健施設 ハートケア東大宮

さいたま市見沼区
大字風渡野４５

０４８－６８２－６８２１
０４８－６８２－６８２３

リハビリテーション科

さいたま市見沼区、岩槻区、
大宮区、北区、上尾市

3

医療法人協団協友会 東大宮総合病院

さいたま市見沼区
東大宮５－１８

０４８－６８４－７１１１
０４８－６８６－３６１４

リハビリテーション科

当院から半径５㎞以内

4

医療法人一成会 さいたま記念病院

さいたま市見沼区
東宮下字西１９６

０４８－６８６－３１１１
０４８－６８５－３１５５

訪問リハビリテーション科 さいたま市

5

医療法人財団新生会 大宮共立病院

さいたま市見沼区片柳１５５１

０４８－６８６－７１５１
０４８－６８４－７９６１

理学療法科

6

東大宮訪問看護ステーション

さいたま市見沼区
東大宮５－１０－１０

０４８－６８８－８３８８
０４８－６８８－８３８８

7

社会福祉法人端泉
介護老人保健施設 あすか 訪問リハビリ

さいたま市見沼区
染谷３－４３０－１

０４８－６８７－７７７１
０４８－６８７－２８２０

リハビリテーション課

さいたま市見沼区、岩槻区
（一部）、他さいたま市内は
応要談

8

医療法人財団新生会
大宮共立病院訪問看護ステーション

さいたま市見沼区片柳１５５０

０４８－６８６－８０３６
０４８－６８６－８０３８

訪問看護ステーション

さいたま市内
（京浜東北線・高崎線より東
側の範囲）

9

コスモ訪問看護リハビリテーションさいたま北

さいたま市北区
宮原町２－１２９－２５

０４８－６６８－３０００
０４８－６６８－３００１

さいたま市（北区、大宮区、
見沼区、西区）、
上尾市、伊奈市、蓮田市

10

㈱ケアプランニング
訪問看護ステーションひばり

さいたま市北区
日進町２－４９５

０４８－６６２－１６１７
０４８－７７３－１２４９

さいたま市

11

㈱リハプライム
コンパス訪問看護リハビリステーション

さいたま市北区
植竹町１－６７０ ２F

０４８－７２９－６３８８
０４８－７２９－６３７８

さいたま市全域

呼吸、小児、脳卒中、医療障 中枢・呼吸器・小児・整形・循環器・内部疾患・精
害者
神疾患

○

12

医療法人社団 誠恵会
介護老人保健施設 みやびの里

さいたま市北区別所町920

０４８－６６８－１０２０
０４８－６６８－１０２５

リハビリテーション課

さいたま市（北区、西区、
大宮区）、上尾市

介護保険での対象の方

○

13

医療法人博滇会
大宮西訪問看護ステーションくるみ

さいたま市西区
西遊馬１２５９－２

０４８－７２９－７８１３
０４８－７２９－７７６２

訪問リハビリテーション

さいたま市、上尾市

特に制限なし

○

14

医療法人社団松弘会
介護老人保健施設トワーム指扇

さいたま市西区宝来５９１

０４８－６２０－６６６０
０４８－６２０－６６８０

リハビリテーション科

さいたま市、上尾市、川越
市、桶川市の一部

呼吸器疾患対応、神経難病
対応

介護保険対象

小児は要相談

お気軽にご相談下さい

○

PT-OT-STによる訪リハを実施しています。それぞれの職種が特性
を活かし、ご利用者の機能維持、回復に努めると共に、介護者（ご家
族）の精神的フォローも出来るよう関わりを持っています。閉じこもり
がちなご利用者にショートステイやデイケアの利用を促し、社会的な
交流が持てるように関わっています。

○

退院後の早期介入と自立支援への対応に力を入
れております。

○

○

さいたま市内
（京浜東北線・高崎線より東
側の範囲）

病院からの訪問リハについては御相談下さい

○

さいたま市（見沼区、北区、
大宮区、西区、岩槻区）、
上尾市、伊奈町、蓮田市

介護保険対応のみならず、終末期・難病・脳性麻痺・小児な
ど幅広くリハビリ提供をしております。お気軽にお問い合わ
せ下さい。
併設病院でも訪問リハビリを提供しておりますので、様々な
ニーズに対応可能です。

○

○

医者が必要性を認め、指示
書を記入して頂ける方

「住み慣れた家で安心した在宅生活を」をモットー
に訪問看護ステーションからの訪問リハを中心に
提供しています。

○

H25.６月に開設したばかりの訪問看護ステーショ
ンですが、「寄り添うケア・リハビリ」を目指してい
ます。母体が薬局で居宅も併設しています。

○

○

老人保健施設にて、通所リハビリやショートステイを実施していま
す。各サービスを兼務しているリハビリスタッフが複数名在籍してい
るため、情報の共有がスムーズに行え、訪問リハビリから通所リハビ
リへの移行やショートステイを安心してご利用頂けます。

○

※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 さいたま保健医療圏
番号
15

施設名
スターコミニティ（有）
スター訪問看護ステーション

16 医療法人至誠堂（社団） 至誠堂整形外科

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

訪問リハに関して研修がまだまだ少ない、又、従事するリハ
スタッフ少ないと思われますので、今後に期待します。当ス
テーションはNs、リハスタッフ協力し、良いケアが提供できる
よう、スタッフは努力しております。

○

さいたま市
桜区田島４－４１－８

０４８－８６５－１７６６
０４８－８６６－１７４４

訪問看護

さいたま市、桜区、南区の一
部、浦和区の一部、中央区
の一部

さいたま市中央区
新中里２－９－３５

０４８－７０９－７１１７
０４８－７０９－７１１９

訪問リハビリテーション
なごみ

さいたま市中央区、桜区、
浦和区 周辺

０４８－８５５－４７７０
０４８－８５５－４７７１

なし

中央区、中央区周辺

訪問リハビリテーション

さいたま市中央区の全域、
桜区・浦和区・南区の一部地 医療・介護保険可能
域

Ｈ29.8現在は20代男性の理学療法士（ＰＴ）1名に
より訪問リハを行っています。訪問看護も一緒に
ご希望される方も、ぜひご相談ください。

○

60歳のPTが１人で自転車で訪問しています。高
齢者と年齢が近く、話題も共有し、傾聴するように
しています。

○

17

公益社団法人埼玉県看護協会
与野訪問看護ステーション

さいたま市中央区
下落合５－３－３ １階

18

医療法人 名医研
アトリオ訪問看護ステーション

さいたま市中央区上峰4-8-18

018-762-3623
048-762-3624

整形、中枢性疾患中心に対
地域に密着して、とことん患者様と向き合います
応 特に制限なし

19 ケアサービス きりん

さいたま市南区４－５－６

０４８－７６２－６７７２
０４８－７６２－６７７３

訪問看護

さいたま市、川口市、蕨市、
特になし
草加市

20 みのり訪問看護ステーション

さいたま市南区
大谷口５６８５－１０２号室

０４８－８１３－６５３５
０４８－８１３－６５３３

特になし

さいたま市、川口市、蕨市、
特になし
戸田市

21 洋洲会 田中ファミリークリニック

さいたま市岩槻区
鹿室９８７－１

０４８－７９４－０９４０
０４８－７９５－１２６６

リハビリテーション室

岩槻区、春日部市、蓮田市、
宮代町、白岡市

22 医療法人青木会 青木医院

さいたま市浦和区
岸町２－８－１３

０４８－８２９－２６３０
０４８－８２２－２９５２

リハビリテーション科

さいたま市浦和区・南区・
桜区・中央区・緑区の一部

介護保険での対象の方

○

○

外来リハビリテーション、通所リハビリテーション、
訪問リハビリテーション３分野で地域に根ざしたリ
ハビリテーションを提供しています。

○

利用者様個人に合わせたリハ提供に努めます。
日時・場所はご相談となりますので、お気軽にお
問い合わせ下さい。

○

※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

