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 栃木県訪問リハビリテーションマップ 

初版発行 令和 4 年 9 月 

 

〈栃木県訪問リハビリテーションマップとは〉 

栃木県内にて訪問リハビリテーションを提供する施設(医療機関、介護老人保健施設、訪問看護ステーション)の各情報をま

とめたリストです。 

別紙「栃木県訪問リハビリテーションマップ 一覧表」と併せてご活用ください。 

 

〈作成の目的〉 

  近年、栃木県内においても訪問リハ事業所・訪問看護ステーションの増加が著明です。地域資源マップなど、市町単位で介

護保険事業所を記載したリストや、訪問看護ステーションのリストはありますが、県内の訪問リハ事業所（医療機関・老健）と

訪問看護ステーションからのリハ提供に関するリストは存在していません。そこで今回、県内の訪問リハ事業所、リハ職が在籍しリ

ハの提供が可能な訪問看護ステーションをリスト化し明らかにすることで、訪問リハスタッフの横のつながりや病期間の連携、医師

や MSW・CM への PR 等に使用できることを目的とし、訪問リハマップを作成しました。 

 

〈掲載情報に関して〉 

本情報は、一般社団法人栃木県理学療法士会、一般社団法人栃木県作業療法士会、一般社団法人栃木県言語聴

覚士会、一般社団法人栃木県訪問看護ステーション協議会の各会員所属施設に調査依頼を郵送し、情報提供・掲載許可

を頂いた施設のみ掲載しています。 

本情報は令和 3 年 12 月 1 日現在のものです。最新の情報は各施設に直接お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

【発行】              

一般社団法人栃木県リハビリテーション専門職協会 

 訪問リハビリテーション推進部会 

E-Mail：tochigi.chiikiriha@gmail.com 

 

【協力】              

一般社団法人栃木県理学療法士会 

一般社団法人栃木県作業療法士会 

一般社団法人栃木県言語聴覚士会 

一般社団法人栃木県訪問看護ステーション協議会 
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No. 1  

保険医療圏 ①県北 

事業所名 尾形医院 

事業所区分 訪問看護ステーション, 診療所・クリニック 

住所 〒329-2221 

塩谷郡塩谷町玉生 570-1 

 

サービス提供可能エリア 栃木県塩谷郡塩谷町、町外は要相談 

訪問リハ担当者 柳谷久美（作業療法士） 

連絡先 TEL 0287-45-2227 FAX 0287-45-2275 

Mail yanagiya@o-ga-ta.or.jp 

HP https://www.o-ga-ta.or.jp 

対象 介護保険 

対象領域 要支援者, 認知症, 要介護者、脳血管障害、運動器疾患 

リハ専門職人数 理学療法士 0 名 作業療法士 2 名 言語聴覚士 

 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  

No. 2  

保険医療圏 ①県北 

事業所名 さくら訪問看護ステーション 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒324-0036 

大田原市下石上 1453 

 

サービス提供可能エリア 大田原市・那須塩原市・矢板市 

訪問リハ担当者 小野竜也（理学療法士） 

連絡先 TEL 0287-29-3252 FAX 0287-29-3252 

Mail nch-sakura@kfd.biglobe.ne.jp 

HP 

 

対象 医療保険, 介護保険, 自費 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症, 小児, ターミナル 

リハ専門職人数 理学療法士 3 名 作業療法士 0 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

『願いを叶えるステーション』のリハビリスタッフとして活動しています。 
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No. 3  

保険医療圏 ①県北 

事業所名 那須赤十字訪問看護ステーション 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒324-8686 

大田原市中田原 1081-4 

 

サービス提供可能エリア 大田原市・那須塩原市内（旧塩原町を除く） （以外の地域は状況に応じて検討） 

訪問リハ担当者 井上文子（看護師） 

連絡先 TEL 0287-23-8686 FAX 0287-23-8903 

Mail houmonkango@nasu.jrc.or.jp 

HP http://www.nasu.jrc.or.jp 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

訪問リハビリテーションも積極的に受けますので、どうぞご相談ください。 

 

No. 4  

保険医療圏 ①県北 

事業所名 訪問看護ステーションあい 看護小規模多機能あんさん家 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒321-0632 

那須烏山市神長 422-1 

 

サービス提供可能エリア 那須烏山市、那珂川町、周辺地域は要相談 

訪問リハ担当者 雨宮俊平（理学療法士） 

連絡先 TEL 0287-83-8035 FAX 0287-83-8222 

Mail ainoriha.chan@tbz.t-com.ne.jp 

HP ai-houkan.com 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 2 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

お気軽にお問合せ下さい！ 
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No. 5  

保険医療圏 ①県北 

事業所名 学校法人国際医療福祉大学 

西那須野マロニエ訪問看護ステーション 

国際医療福祉大学病院訪問リハビリテーション 

事業所区分 訪問看護ステーション, 病院 

住所 〒329-2763 

那須塩原市井口 533-11 

 

サービス提供可能エリア 那須塩原市、大田原市、那須町、那珂川町、那須烏山市 

訪問リハ担当者 佐々木秀明（理学療法士） 

連絡先 TEL 0287-37-6322 FAX 0287-39-3305 

Mail hsasaki@iuhw.ac.jp 

HP https://www.iuhw.ac.jp/nishinasuno/rihabilitation/index.html 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 7 名 作業療法士 6 名 言語聴覚士 2 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

 

サテライト事業所あり：大田原市北金丸 

No. 6  

保険医療圏 ①県北 

事業所名 医療法人社団弘徳会 那須訪問診療所 訪問看護ステーション那須 

事業所区分 訪問看護ステーション, 診療所・クリニック 

住所 〒329-3142 

那須塩原市佐野 2-19 

 

サービス提供可能エリア 那須塩原市、大田原市、那須町 

訪問リハ担当者 高久晋（理学療法士） 

連絡先 TEL 0287-73-5049 FAX 0287-73-5515 

Mail nasu.shinryojo.reha@gmai.com 

HP https://www.willife.info 

対象 医療保険, 介護保険, 自費 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 8 名 作業療法士 2 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

「ハートで繋がる安心を提供」 
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No. 7  

保険医療圏 ①県北 

事業所名 介護老人保健施設秋桜の家 

事業所区分 介護老人保険施設 

住所 〒329-3153 

那須塩原市大原間 81 

 

サービス提供可能エリア 通常実施地域：旧黒磯市、旧西那須野町 その他：近隣市町応相談 

訪問リハ担当者 関谷明広（作業療法士） 

連絡先 TEL 0287-65-2100 FAX 0287-65-2011 

Mail hope_finger6@yahoo.co.jp 

HP 

 

対象 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 介護保険の認定を受けている方 

リハ専門職人数 理学療法士 0 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  

No. 8  

保険医療圏 ①県北 

事業所名 ほほえみ訪問看護ステーション 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒325-0046 

那須塩原市大黒町 2 番 5 号 

 

サービス提供可能エリア 那須塩原市（旧黒磯地域）、那須町 

訪問リハ担当者 野崎聡子（理学療法士） 

連絡先 TEL 0287-63-5690 FAX 0287-73-5935 

Mail hohoemi@hakuai.or.jp 

HP hakuai.or.jp 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病 

リハ専門職人数 理学療法士 7 名 作業療法士 0 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  
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No. 9  

保険医療圏 ①県北 

事業所名 医療法人社団萌彰会 那須脳神経外科病院 

事業所区分 病院 

住所 〒325-0014 

那須塩原市野間 453-14 

 

サービス提供可能エリア 通常実施地域：那須塩原市・大田原市・那須町（その他の地域は要相談） 

訪問リハ担当者 徳原孝夫（理学療法士） 

連絡先 TEL 0287-62-5500 FAX 0287-62-5505 

Mail t.tokuhara@houshoukai.or.jp 

HP https://houshoukai.or.jp/ 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 3 名 作業療法士 0 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

脳血管障害を中心に整形や難病等の幅広い疾患に対応してます。お気軽にご相談ください。 

 

No. 10  

保険医療圏 ①県北 

事業所名 訪問看護ステーションりんりん 本所 (那須町) 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒329-3222 

那須郡那須町寺子丙前原 2 番地 129 

 

サービス提供可能エリア 那須町、那須塩原市、大田原市等 

訪問リハ担当者 永野あゆみ（看護師） 

連絡先 TEL 0287-74-2387 FAX 0287-74-2650 

Mail suport@rin-rin.info 

HP http://rin-rin.info 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 0 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

 

サテライト事業所あり：那珂川町馬頭 
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No. 11  

保険医療圏 ①県北 

事業所名 国際医療福祉大学塩谷病院 しおや訪問看護ステーション 

事業所区分 訪問看護ステーション, 病院 

住所 〒329-2145 

矢板市富田 77 

 

サービス提供可能エリア 矢板市：交通費無料   さくら市・塩谷町・高根沢町：交通費 330 円/回  

その他地域：交通費 550 円/回 

訪問リハ担当者 

 

連絡先 TEL 0287-44-2788 FAX 0287-44-2790 

Mail  

HP https://shioya.iuhw.ac.jp/zaitaku 

対象 医療保険, 介護保険, 労災保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 3 名 作業療法士 2 名 言語聴覚士 2 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

幼児から超高齢者まで幅広く対応しております。 

実際の生活場面の中で自立した生活の獲得・改善に向けてのリハビリテーションを提供し、少しでも長く在宅で生活できる

よう支援していきます。 

 

No. 12  

保険医療圏 ①県北 

事業所名 尾形クリニック 

事業所区分 診療所・クリニック 

住所 〒329-2162 

矢板市末広町 45-3 

 

サービス提供可能エリア 矢板市全域。塩谷町、さくら市、大田原市の一部 

訪問リハ担当者 布施朱美（作業療法士） 

連絡先 TEL 0287-43-2230 FAX 0287-43-3537 

Mail reha@ogata-cl.or.jp 

HP http://www.ogata-cl.or.jp/ioukai 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 3 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  
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No. 13  

保険医療圏 ②県西 

事業所名 訪問看護ステーションひばり 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒322-8550 

鹿沼市下田町 1-1033 

 

サービス提供可能エリア 鹿沼市内 

訪問リハ担当者 中荒井章子（看護師） 

連絡先 TEL 0289-64-7226 FAX 0289-64-2225 

Mail hokan.hibari@gmail.com 

HP 

 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症, 小児, 重度心身障がい者 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

幅広い世代と疾患の対応を、看護職と連携しながら行っています。 

 

No. 14  

保険医療圏 ②県西 

事業所名 医療法人 桃李会 御殿山病院指定訪問リハビリテーション 

事業所区分 病院 

住所 〒322-0068 

鹿沼市今宮町 1682-2 

 

サービス提供可能エリア 鹿沼市は交通費無料 市外は 1 キロ 20 円の交通費を請求 

訪問リハ担当者 有馬博人（理学療法士） 

連絡先 TEL 0289-65-0650 FAX 0289-65-0650 

Mail gotenyamarihabiri@yahoo.co.jp 

HP https://gotenyama.or.jp/ 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症, 適応があればどんな領域でも検討させていただきます 

リハ専門職人数 理学療法士 2 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

気軽に問い合わせいただければ幸いです 
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No. 15  

保険医療圏 ②県西 

事業所名 訪問看護ステーション鹿沼 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒322-0022 

鹿沼市東町 1-1-1 

 

サービス提供可能エリア 鹿沼市 

訪問リハ担当者 清水瞳（理学療法士） 

連絡先 TEL 0289-74-7556 FAX 0289-74-7557 

Mail shimizu@bluebird.bz 

HP 

 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 2 名 作業療法士 2 名 言語聴覚士 

 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  

No. 16  

保険医療圏 ②県西 

事業所名 WADEWADE 訪問看護ステーション鹿沼 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒322-0034 

鹿沼市府中町 362-15 

サービス提供可能エリア 鹿沼市内・宇都宮市内 （事業所から 30 分以内） 

訪問リハ担当者 吉田恵（理学療法士） 

連絡先 TEL 0289-60-5020 FAX 0289-60-5050 

Mail chie@yoboiryo.co.jp 

HP yoboiryo.co.jp 

対象 医療保険, 介護保険, 労災保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症, 小児, 精神疾患の方へのリハビリは宇都宮所属の OT が訪問

可能（鹿沼市内も） 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 0 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

小児精神特化型の訪問看護ステーションですが介護保険も対応可能ですので、まずはご相談ください。 
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No. 17  

保険医療圏 ②県西 

事業所名 介護老人保健施設 見龍堂メディケアユニッツ 

事業所区分 介護老人保険施設 

住所 〒321-2345 

日光市木和田島 3008-8 

 

サービス提供可能エリア 旧今市市（15km 圏内） 

訪問リハ担当者 小林知量（理学療法士） 

連絡先 TEL 0288-32-2213 FAX 0288-26-5601 

Mail kenryudouriha@yahoo.co.jp 

HP https://yaoitakinenkai.or.jp/home_information/medicare 

対象 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症, 要介護者 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 0 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  

No. 18  

保険医療圏 ②県西 

事業所名 介護老人保健施設ヴィラフォーレスタ（森の家） 

事業所区分 介護老人保険施設 

住所 〒321-2342 

日光市根室 607-5 

 

サービス提供可能エリア 旧今市市、宇都宮市の一部（富屋地区、篠井地区）、塩谷町の一部（船生地区）。 

双方の同意に基づき例外は認める事とする。 

訪問リハ担当者 福田瑞恵（理学療法士） 

連絡先 TEL 0288-26-6500 FAX 0288-26-6522 

Mail aeb01510@nifty.com 

HP https://www.villaforesta.jp/ 

対象 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 3 名 作業療法士 

 

言語聴覚士 

 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 
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No. 19  

保険医療圏 ②県西 

事業所名 訪問看護ステーションフォレスト日光 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒321-2342 

日光市根室 607-5 

 

サービス提供可能エリア 旧今市市、宇都宮市の一部（富屋地区、篠井地区）、塩谷町の一部（船生地区）。 

双方の同意に基づき例外は認める事とする。 

訪問リハ担当者 福田瑞恵（理学療法士） 

連絡先 TEL 070-1262-3973 FAX 0288-26-6522 

Mail aeb01510@nifty.com 

HP https://www.villaforesta.jp/ 

対象 医療保険 

対象領域 難病, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 2 名 作業療法士 

 

言語聴覚士 

 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  

No. 20  

保険医療圏 ②県西 

事業所名 足尾双愛病院 

事業所区分 病院 

住所 〒321-1515 

日光市足尾町砂畑 4147-2 

 

サービス提供可能エリア 日光市内(今市・藤原地区は要相談） 

訪問リハ担当者 三木剛仁（理学療法士） 

連絡先 TEL 0288-93-2011 FAX 0288-93-4713 

Mail a.reha-pt@souai.or.jp 

HP www.ashiohp.com/ 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 2 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  
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No. 21  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 WADEWADE 訪問看護ステーション宇都宮 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒321-0923 

宇都宮市下栗町 2912-17 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市 

訪問リハ担当者 稲葉美穂（作業療法士） 

連絡先 TEL 028-666-5420 FAX 028-666-5460 

Mail wade-houkan@yoboiryo.co.jp 

HP https://www.yoboiryo.co.jp/ 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 難病, 精神疾患, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 2 名 言語聴覚士 2 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

小児及び精神疾患の方への支援を中心としております。目的をもってサービス提供をし、卒業を目指していく形となります。 

 

No. 22  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 yoboiryo 株式会社 WADEWADE 訪問看護ステーション宇都宮 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒321-0923 

宇都宮市下栗町 2912-17 

 

サービス提供可能エリア 栃木県宇都宮市 

訪問リハ担当者 中野寛司（作業療法士） 

連絡先 TEL 028-666-5420 FAX 026-666-5460 

Mail hiroshi@yoboiryo.co.jp 

HP www.yoboiryo.co.jp 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 2 名 言語聴覚士 2 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  



13 

No. 23  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 KODOMOTO ナースステーションうつのみや 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒321–0923 

宇都宮市下栗町 2913–1 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市内 

訪問リハ担当者 稲葉美穂（作業療法士） 

連絡先 TEL 028–615–7420 FAX 028–615–7430 

Mail riha@yoboiryo.co.jp 

HP https://www.yoboiryo.co.jp/ 

対象 医療保険 

対象領域 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

小児特化型の訪問看護ステーションです。 

 

No. 24  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 鷲谷病院 

事業所区分 病院 

住所 〒321-0346 

宇都宮市下荒針町 3618 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市と鹿沼市の一部 

訪問リハ担当者 加藤崇至（理学療法士） 

連絡先 TEL 028-648-3687 FAX 028-648-9618 

Mail reha@washiya.jp 

HP https://washiya.or.jp/medical/houmon.html 

対象 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 2 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  
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No. 25  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 医療法人賛永会 さつきホームクリニック・さつき訪問リハビリステーション 

さつき訪問看護ステーション 

事業所区分 訪問看護ステーション, 診療所・クリニック 

住所 〒320-0843 

宇都宮市花園町 17-1 

サービス提供可能エリア 宇都宮市 鹿沼市 壬生町 

訪問リハ担当者 水沼 史明（理学療法士） 

連絡先 TEL 028-688-0456  

028-689-8367(訪問看護ステーション) 

FAX 028-688-0457 

Mail f.mizunuma@satsuki-hc.com 

HP https://satsuki-hc.com/ 

対象 医療保険, 介護保険, 自費 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 7 名 作業療法士 6 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

多職種の皆様との連携を大切にしながら、ご利用さまの生活がより豊かになるよう、過不足のない支援を心がけています。

ご利用者さまの状況に応じて、さつき訪問看護ステーションまたは、さつき訪問リハビリステーションから支援可能です。 

お気軽にお問合せください。 

関連事業所あり：さつきホームクリニック鹿沼・さつきホームクリニック益子 

No. 26  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 TOPS(トップス)うつのみや訪問看護リハビリステーション 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒320-0838 

宇都宮市吉野二丁目 8 番 23 号 TOPS ビル 2F 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市・下野市一部・壬生町・鹿沼市一部・上三川町 

訪問リハ担当者 佐久間由貴（看護師） 

連絡先 TEL 028-666-6575 FAX 028-666-5333 

Mail cares@tops-a.co.jp 

HP http://www.tops-a.co.jp/profile.html 

対象 医療保険, 介護保険, 自費サービス 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 

 

言語聴覚士 

 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  
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No. 27  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 アドバンスケア訪問看護ステーション 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒321-0982 

宇都宮市御幸ケ原町 136-69 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市とその近隣地域（要相談） 

訪問リハ担当者 （理学療法士） 

連絡先 TEL 028-613-0078 FAX 028-613-0678 

Mail adcare.ns2004@gmail.com 

HP 

 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 0 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  

No. 28  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 一般社団法人 巨樹の会 宇都宮リハビリテーション病院 

事業所区分 病院 

住所 〒321-0982 

宇都宮市御幸ケ原町 43-2 

サービス提供可能エリア 宇都宮市 塩谷郡高根沢町の一部（宝積寺・光陽台・石末）  

芳賀郡芳賀町の一部（芳賀台・下高根沢・上高根沢） 

訪問リハ担当者 小平 真希子（作業療法士） 

連絡先 TEL 028-662-6789 FAX 028-660-1041 

Mail reha@utsunomiyarh-hp.jp 

HP http://utsunomiyarh-hp.jp/ 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症, 指定難病の医療費助成等の対象については該当

しない場合があります。詳細についてはご相談ください。 

リハ専門職人数 理学療法士 5 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 2 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

地域の医療・福祉施設と密接な連携を図り、誰でも安心して利用できるリハビリテーション病院を目指します。 
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No. 29  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 株式会社ジンコーポレーション訪問看護ステーションあいのて 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒321-0107 

宇都宮市江曽島 3-2577-1 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市、鹿沼市、壬生町、下野市 

訪問リハ担当者 折笠淳二（理学療法士） 

連絡先 TEL 028-678-2977 FAX 028-678-2918 

Mail ainote@basil.ocn.ne.jp 

HP 

 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 0 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

整形外科経験の理学療法士が在籍しております。ご自宅でリハビリ受けてみませんか？ 

 

No. 30  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 医療法人社団全仁会 宮の橋訪問看護ステーション 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒321-0966 

宇都宮市今泉 3-13-1 喜多川マンション 202 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市全域 

訪問リハ担当者 有馬奈津恵（理学療法士） 

連絡先 TEL 028-688-0372 FAX 028-688-0373 

Mail miyanohashi-houmon-k@sage.ocn.ne.jp 

HP 

 

対象 医療保険, 介護保険, 自費 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症, 身体障がい者 等 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 0 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  
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No. 31  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 株式会社トライリスタ 訪問看護ステーション風 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒321-0117 

宇都宮市城南 3-5-6 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市、下野市、鹿沼市、上三川市 

訪問リハ担当者 青木綾夏（作業療法士） 

連絡先 TEL 028-612-1383 FAX 028-612-1384 

Mail hc-utsunomiya@tryresta.jp 

HP 

 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 

 

作業療法士 1 名 言語聴覚士 

 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

看護師と連携し、住み慣れた地域での生活が安心して送れるようサポートいたします。 

 

No. 32  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 医療法人 森玄会 森医院 訪問リハビリテーション ふたたびの森 

事業所区分 診療所・クリニック 

住所 〒321-0132 

宇都宮市雀の宮 6-5-5 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市、壬生町の一部、上三川町の一部、下野市の一部 

訪問リハ担当者 松崎貴明（理学療法士） 

連絡先 TEL 028-689-9736 FAX 028-689-9737 

Mail houriha-futatabi@shingenkai.or.jp 

HP http://morigenkai.com/ 

対象 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 2 名 作業療法士 0 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

法人内にクリニック・ショートステイ・通所リハビリを併設。各部署にリハ職が在籍しシームレスな対応が可能です。 
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No. 33  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 生協ふたば診療所 

事業所区分 診療所・クリニック 

住所 〒321-0164 

宇都宮市双葉 1 丁目 13-56 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市内 

訪問リハ担当者 内山真弓（作業療法士） 

連絡先 TEL 028-684-6200 FAX 028-684-6208 

Mail mayumi.uchiyama@tochigihoken.or.jp 

HP https://www.seikyo-futaba.tochigihoken.or.jp/ 

対象 介護保険 

対象領域 要支援者 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 2 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

生協ふたば診療所のリハビリは、リハビリテーションスタッフ（理学療法士・作業療法士）が、ご利用者様の身体機能や生

活環境などに沿って、ご自宅内での生活動作の改善や地域の活動に参加するなど、ご本人様らしい生活が送れるよう支

援いたします。 

 

No. 34  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 医療法人大桜会さはら整形外科 

事業所区分 診療所・クリニック 

住所 〒329-1105 

宇都宮市中岡本町 3710-82 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市内 

訪問リハ担当者 廣田寿江（理学療法士） 

連絡先 TEL 028-671-2205 FAX 028-671-2206 

Mail shrriha.com@gmail.com 

HP 

 

対象 介護保険 

対象領域 

 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 0 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  
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No. 35  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 訪問看護ステーション虹 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒320-0851 

宇都宮市鶴田町 1362−2 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市 

訪問リハ担当者 佐々木紀子（看護師） 

連絡先 TEL 028-666-0839 FAX 028-666-0849 

Mail rehabili-niji@tochigihoken.or.jp 

HP 

 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 2 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  

No. 36  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 在宅支援ネットワーク 訪問看護ステーション花みずきプラス 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒320-0857 

宇都宮市鶴田町 2-5-24 クレインズ 21 302 号室 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市内、鹿沼市内 

訪問リハ担当者 船見祐果（作業療法士） 

連絡先 TEL 028-678-8677 FAX 028-666-0111 

Mail yuka@g.hanamizuki.icu 

HP http://www.hanamizuki.icu/ 

対象 医療保険 

対象領域 精神疾患, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 0 名 作業療法士 3 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  
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No. 37  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 訪問看護ステーションさぎそう 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒329-1102 

宇都宮市白沢町 1813-16 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市 

訪問リハ担当者 鈴木勝善（理学療法士） 

連絡先 TEL 028-673-8921 FAX 028-673-8921 

Mail s.riha.1813@outlook.jp 

HP http://shirasawa-hosp.jp 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 2 名 作業療法士 2 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  

No. 38  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 うつのみや訪問看護リハビリステーションにこっと 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒321-0901 

宇都宮市平出町 1777-3 

サービス提供可能エリア 宇都宮、上三川、下野、壬生、高根沢、芳賀(一部)、さくら(一部) 

訪問リハ担当者 吉村友佑（理学療法士） 

連絡先 TEL 028-660-2510 FAX 028-678-6900 

Mail nicot@you-ki.net 

HP http://houmonkango-nicot.com/smarts/index/1/ 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 10 名以上 作業療法士 10 名 言語聴覚士 5 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

療法士が多数在籍しており、看護師も同数以上の在籍があります。様々な疾患に対応しており、看護とリハビリの包括的

な支援ができるよう努めています。また法人内に居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所、訪問介護ステーションが

あり、医療と介護の連携も大切にし、ご支援させて頂いてます。 
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No. 39  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 曙訪問看護ステーション 

事業所区分 訪問看護ステーション, 病院 

住所 〒321-0901 

宇都宮市平出町 413 

 

サービス提供可能エリア 

 

訪問リハ担当者 有馬正人（作業療法士） 

連絡先 TEL 028-660-7803(曙） 

028-683-1166（東病院訪問リハ） 

FAX 028-683-5306 

Mail houmon@hokutokai.or.jp 

HP 

 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 2 名 作業療法士 4 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

 

関連事業所あり：宇都宮東病院訪問リハビリテーション（宇都宮市平出町） 

No. 40  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 宇都宮協立診療所訪問リハビリテーション 

事業所区分 診療所・クリニック 

住所 〒320-0061 

宇都宮市宝木町 2 丁目 1016-5 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市 

訪問リハ担当者 長谷川祐紀恵（理学療法士） 

連絡先 TEL 028-650-7881 FAX 028-650-7888 

Mail kyoritsu_rehabili@icloud.com 

HP https://www.utsunomiya-kyoritsu.tochigihoken.or.jp/rehabilitation/ 

対象 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 2 名 作業療法士 2 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  
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No. 41  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 訪問看護ステーション花みずき 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒320-0075 

宇都宮市宝木本町 1153-2 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市が通常地域で交通費なし。 

日光市、さくら市は交通費を頂きます。 

訪問リハ担当者 船見祐果（作業療法士） 

連絡先 TEL 028-612-4047 FAX 028-612-4048 

Mail cy243542@fj8.so-net.ne.jp 

HP http://www.hanamizuki.icu/ 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 3 名 作業療法士 3 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

経験豊かなスタッフが多数在籍。幅広い対象領域・年齢層をサポートしております。 

 

No. 42  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 老人保健施設 白楽園 

事業所区分 介護老人保険施設 

住所 〒320-0075 

宇都宮市宝木本町 2140-2 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市（宇都宮市以外は応相談） 

訪問リハ担当者 瀬戸章弘（理学療法士） 

連絡先 TEL 028-665-7171 FAX 028-665-7177 

Mail hakurakuriha.001@gmail.com 

HP http://hakurakuen.or.jp 

対象 介護保険 

対象領域 要支援者 

リハ専門職人数 理学療法士 2 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  
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No. 43  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 リハビリ訪問看護ステーションライブ 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒321-0157 

宇都宮市幕田町 41 番地 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市、壬生町、下野市、上三川町 

訪問リハ担当者 秋田聖司（理学療法士） 

連絡先 TEL 028-611-1970 FAX 028-611-1971 

Mail station.live@releaf-llc.com 

HP https://www.releaf-llc.com/ 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 2 名 作業療法士 2 名 言語聴覚士 

 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  

No. 44  

保険医療圏 ③宇都宮 

事業所名 訪問看護ステーション星が丘  沼尾病院訪問リハビリテーション 

事業所区分 訪問看護ステーション 訪問リハビリテーション 

住所 〒320-0038 

宇都宮市星が丘 1-7-38 

 

サービス提供可能エリア 宇都宮市（宇都宮市以外は応相談） 

訪問リハ担当者 湯浅英貴（理学療法士） 

連絡先 TEL 028-689-8883 FAX 028-624-2228 

Mail daycare@numaog.or.jp 

HP https://www.numaog.or.jp/ 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 3 名 作業療法士 3 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

言語聴覚士は現在産休中です。 



24 

 

 

No. 46  

保険医療圏 ④県東 

事業所名 普門院診療所 

事業所区分 診療所・クリニック 

住所 〒321-4217 

芳賀郡益子町益子 4469 

 

サービス提供可能エリア 益子町 

訪問リハ担当者 山本紘靖（理学療法士） 

連絡先 TEL 0285-81-8011 FAX 0285-70-1075 

Mail habilis@fumon.jp 

HP www.fumon.jp 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 5 名 作業療法士 5 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  

No. 45  

保険医療圏 ④県東 

事業所名 医療法人創生会 訪問看護ステーション こすもす 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒321-4337 

真岡市上高間木 2-24-4 

 

サービス提供可能エリア 真岡市 益子町 上三川町 

訪問リハ担当者 （看護師） 

連絡先 TEL 0285-80-5511 FAX 0285-80-5512 

Mail kosumosu1@i-souseikai.com 

HP 

 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  
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No. 47  

保険医療圏 ⑤県南 

事業所名 訪問看護ステーションたんぽぽ 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒329-0101 

下都賀郡野木町友沼 5982-5 

 

サービス提供可能エリア 野木町、小山市、栃木市(主に旧藤岡町)、古河市、結城氏、加須市、板倉町 

訪問リハ担当者 入秀樹（作業療法士） 

連絡先 TEL 0280-57-1888 FAX 0280-57-3819 

Mail rehatanpopo@nogihosp.or.jp 

HP https://www.nogihosp.or.jp/facility/tampopo 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 4 名 作業療法士 3 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

リハビリと看護師、ケアマネージャーとの情報共有を積極的に行われており、共に課題に対する解決策の模索に取り組んで

おります。 

 

No. 48  

保険医療圏 ⑤県南 

事業所名 LC 訪問看護リハビリステーション 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒329-0403 

下野市医大前 3-7-7 

サービス提供可能エリア 下野市、小山市、栃木市、真岡市、壬生町、上三川町、宇都宮市(一部) 

 ※片道 30 分以内 

訪問リハ担当者 吉田優（理学療法士） 

連絡先 TEL 0285-35-6181 FAX 0285-35-6714 

Mail yoshida.lifecye@gmail.com 

HP http://life-cue.jp 

対象 医療保険, 介護保険, 労災保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 4 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  
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No. 50  

保険医療圏 ⑤県南 

事業所名 訪問看護ステーション石橋 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒320-0596 

下野市下古山 1 丁目 15 番 4 

 

サービス提供可能エリア 下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市(雀宮町、富士見町、茂原、末広) 

訪問リハ担当者 （理学療法士） 

連絡先 TEL 0285-52-2293 FAX 0285-52-2268 

Mail ishibashi-houkan@yushikai.jp 

HP 

 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 2 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  

No. 49  

保険医療圏 ⑤県南 

事業所名 訪問看護ステーションつばさ 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒329-0413 

下野市駅東 3-5-7 

 

サービス提供可能エリア 下野市、小山市、上三川町、壬生町、真岡(旧二宮町) 

訪問リハ担当者 林亜希（作業療法士） 

連絡先 TEL 0285-32-6882 FAX 0285-32-6883 

Mail m.s.tubasa@lilac.plala.or.jp 

HP 

 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 

 

作業療法士 1 名 言語聴覚士 

 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  
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No. 52  

保険医療圏 ⑤県南 

事業所名 WADEWADE 訪問看護ステーション下野 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒329-0507 

下野市文教 1-20-1 メゾン大嶋 B102 

 

サービス提供可能エリア 下野市、真岡市、上三川町 

訪問リハ担当者 稲葉美穂（作業療法士） 

連絡先 TEL 0285-37-8960 FAX 0285-37-8962 

Mail riha@yoboiryo.co.jp 

HP https://www.yoboiryo.co.jp/ 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 精神疾患, 小児, 精神小児特化型です(その他は応相談) 

リハ専門職人数 理学療法士 

 

作業療法士 1 名 言語聴覚士 

 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  

No. 51  

保険医療圏 ⑤県南 

事業所名 小金井中央病院訪問リハビリテーション 

事業所区分 病院 

住所 〒329-0414 

下野市小金井 2 丁目 4 番地 3 

 

サービス提供可能エリア 通常地域下野市 それ以外は片道 220 円の交通費請求 

訪問リハ担当者 岩﨑恵（作業療法士） 

連絡先 TEL 0285-44-7000 FAX 0285-44-7005 

Mail rehabilitation01@kc-h.jp 

HP 

 

対象 介護保険 

対象領域 要支援者 

リハ専門職人数 理学療法士 0 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  
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No. 54  

保険医療圏 ⑤県南 

事業所名 株式会社ナラティヴ なないろ在宅ケアステーション 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒323-0012 

小山市羽川 313 番地 21 

 

サービス提供可能エリア 小山市、下野市、壬生町、上三川町 

訪問リハ担当者 小泉未央（看護師） 

連絡先 TEL 0285-37-8386 FAX 0285-37-8387 

Mail 7716houkan@nanairocare.com 

HP https://nanairocare.com 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 0 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

多職種と連携して、利用者様のご希望に添ったご支援を提供していきます。 

 

No. 53  

保険医療圏 ⑤県南 

事業所名 新上三川病院 

事業所区分 病院 

住所 〒323-0014 

河内郡上三川町上三川 2360 

 

サービス提供可能エリア 全   域:上三川町、真岡市、下野市、壬生町 

一部地域:小山市、宇都宮市、結城市、筑西市 

訪問リハ担当者 坂田尚昭（作業療法士） 

連絡先 TEL 0285-56-7111 FAX 0285-56-7165 

Mail houmon@kaminokawa-hp.jp 

HP http://www.kaminokawa-hp.jp 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 5 名 作業療法士 4 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  
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No. 56  

保険医療圏 ⑤県南 

事業所名 株式会社やさしい手 訪問看護かえりえ小山 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒323-0822 

小山市駅南町 2 丁目 17-2 

 

サービス提供可能エリア 小山市.栃木市.結城市 

訪問リハ担当者 三田希美（看護師） 

連絡先 TEL 0285-42-8142 FAX 0285-42-8145 

Mail nozomi.mita72@yasashiite.com 

HP 

 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 

 

言語聴覚士 

 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  

No. 55  

保険医療圏 ⑤県南 

事業所名 わくわく訪問看護ステーションおやま 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒323-0022 

小山市駅東通り 3 丁目 9-6 

 

サービス提供可能エリア 小山市 結城市 

下野市の一部 

訪問リハ担当者 和田秀範（理学療法士） 

連絡先 TEL 0285-24-6575 FAX 0285-20-0255 

Mail runrun@themis.ocn.ne.jp 

HP 

 

対象 医療保険, 介護保険, 労災 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 4 名 作業療法士 0 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

年齢疾患を問わず、利用者様ご家族様の QOL を考えながら経験豊かなスタッフがリハビリを提供しています。 
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No. 58  

保険医療圏 ⑤県南 

事業所名 株式会社みやび 訪問看護ステーションみやび 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒323-0024 

小山市宮本町 2-3-12 

 

サービス提供可能エリア 小山市、野木町、下野市、結城市、その他の地域については応相談 

訪問リハ担当者 （看護師） 

連絡先 TEL 0285-21-5010 FAX 0285-21-5011 

Mail houkan@miyavi-oyama.jp 

HP http://hp.kaipoke.biz/26f/ 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 

 

作業療法士 

 

言語聴覚士 

 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  

No. 57  

保険医療圏 ⑤県南 

事業所名 介護老人保健施設 晃南 

事業所区分 介護老人保険施設 

住所 〒329-0214 

小山市乙女 795 

 

サービス提供可能エリア 小山市、野木町 

訪問リハ担当者 山越薫子（作業療法士） 

連絡先 TEL 0285-45-8225 FAX 0285-45-8291 

Mail sora@kohnan-hp.jp 

HP 

 

対象 介護保険 

対象領域 要支援者, 認知症, 高齢者 

リハ専門職人数 理学療法士 2 名 作業療法士 2 名 言語聴覚士 2 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

利用者の状況に合わせて適切な療法士が訪問させて頂きます。 
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No. 60  

保険医療圏 ⑤県南 

事業所名 りあん訪問看護リハステーション 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒328-0043 

栃木市境町 30-33 

 

サービス提供可能エリア 栃木県栃木市および壬生町 

訪問リハ担当者 渡邊麻由美（作業療法士） 

連絡先 TEL 0282-25-7010 FAX 0282-25-7033 

Mail wm@ccsano.com 

HP https://community-care-sano.jimdosite.com/ 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 0 名 作業療法士 6 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

幅広い領域・年代の利用者様を訪問しています。何かありましたら遠慮なくご連絡下さい。 

 

No. 59  

保険医療圏 ⑤県南 

事業所名 医療法人あい ハンディクリニック 訪問リハビリテーション 

事業所区分 

 

住所 〒323-0820 

小山市西城南 6-3-9 

 

サービス提供可能エリア 小山市全域 

訪問リハ担当者 大島（理学療法士） 

連絡先 TEL 0285-37-7040 FAX 0285-28-6353 

Mail ai0285286777@yahoo.co.jp 

HP 

 

対象 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 2 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  
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No. 62  

保険医療圏 ⑤県南 

事業所名 社会福祉法人星風会介護老人保健施設ノイエシュテルン 

事業所区分 介護老人保険施設 

住所 〒328-0002 

栃木市惣社町 138 

 

サービス提供可能エリア 栃木市、壬生町、それ以外は応相談 

訪問リハ担当者 小野寺千晶（理学療法士） 

連絡先 TEL 028-227-2522 FAX 028-227-6101 

Mail neuestern@sfk.or.jp 

HP http://www.sfk.or.jp/ 

対象 介護保険 

対象領域 

 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 0 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  

No. 61  

保険医療圏 ⑤県南 

事業所名 介護老人保健施設にしかた 

事業所区分 介護老人保険施設 

住所 〒322-0601 

栃木市西方町金崎２７３ 

 

サービス提供可能エリア 栃木市と鹿沼市（施設から半径８km の地域） 

訪問リハ担当者 鈴木則世（作業療法士） 

連絡先 TEL 0282-92-2324 FAX 0282-92-0978 

Mail noriyo2700@yahoo.co.jp 

HP 

 

対象 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 0 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  
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No. 63  

保険医療圏 ⑤県南 

事業所名 整形外科メディカルパパス 訪問リハビリテーション マンダリン 

事業所区分 診療所・クリニック 

住所 〒329-4423 

栃木市大平町西水代 1943-1 

 

サービス提供可能エリア 栃木市、小山市内(事業所より 20 分圏内) 

訪問リハ担当者 青木萌（理学療法士） 

連絡先 TEL 0282-43-6656 FAX 0282-43-1020 

Mail papas_pt_room@yahoo.co.jp 

HP https://medical-papas.jimdofree.com/ 

対象 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 2 名 作業療法士 0 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など  

No. 64  

保険医療圏 ⑤県南 

事業所名 訪問看護リハビリステーションつむぎ 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒328-0124 

栃木市野中町 1365-5 オーガスタハイツ 401 号室 

 

サービス提供可能エリア 栃木市、壬生町、鹿沼市の一部、小山市の一部、佐野市の一部 

訪問リハ担当者 君田祥一（理学療法士） 

連絡先 TEL 0282-25-5453 FAX 0282-25-9033 

Mail cureal@cureal.net 

HP http://houmonkango-cureal.com/ 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 3 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

認定や様々な資格を取得しているスタッフが在籍しております。 
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No. 65  

保険医療圏 ⑥両毛 

事業所名 医療法人常盤会 緑の屋根診療所 

事業所区分 診療所・クリニック 

住所 〒327-0843 

佐野市堀米町 1348-5 

 

サービス提供可能エリア 栃木県佐野市、栃木市、足利市（当診療所から 15km 以内） 

訪問リハ担当者 板倉未来（作業療法士） 

連絡先 TEL 0283-20-2531 FAX 0283-20-2532 

Mail info@midorinoyane.com 

HP http://midorinoyane.com 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病 

リハ専門職人数 理学療法士 2 名 作業療法士 2 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

外来・通所・訪問リハビリを実施している事業所です。 

No. 66  

保険医療圏 ⑥両毛 

事業所名 医療法人杏林会 今井病院 訪問看護ステーションあんず 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒326-0822 

足利市田中町１００ 

 

サービス提供可能エリア 足利市全域と佐野市・群馬県太田市の一部エリア 

訪問リハ担当者 伊是名興平（作業療法士） 

連絡先 TEL 0284-72-0181 FAX 0284-73-3132 

Mail kizena@anz.or.jp 

HP www.anz.or.jp 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病 

リハ専門職人数 理学療法士 3 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 1 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

経験豊富な療法士と看護師が多数在籍。日常生活で困った事があればぜひご相談下さい。 
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No. 67  

保険医療圏 ⑥両毛 

事業所名 あおい訪問看護ステーション 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒326-0824 

足利市八幡町 247-28 

 

サービス提供可能エリア 基本は足利市（近隣の市町村の場合あり） 

訪問リハ担当者 海老澤司（理学療法士） 

連絡先 TEL 0284-73-9456 FAX 0284-72-7600 

Mail t.ebisawa.aoi@gmal.com 

HP 

 

対象 医療保険, 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症,  

小児については基本的な知識・手技で対応できる範囲（専門ではない為） 

リハ専門職人数 理学療法士 4 名 作業療法士 0 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

看護師と協力体制が整っており、急変時の対応も 24 時間 365 日整っています。 

No. 68  

保険医療圏 ⑥両毛 

事業所名 ライフ訪問看護リハビリステーション 

事業所区分 訪問看護ステーション 

住所 〒326-0831 

足利市堀込町 2656-7 ASK ビル 301 

 

サービス提供可能エリア 足利・佐野・館林・邑楽・太田 

訪問リハ担当者 三田葉子（看護師） 

連絡先 TEL 0284-64-8799 FAX 0284-64-8335 

Mail life@tmt.ne.jp 

HP http://www.lifehoukan.co.jp 

対象 医療保険, 介護保険, 総合事業 

対象領域 要支援者, 難病, 精神疾患, 認知症, 小児 

リハ専門職人数 理学療法士 2 名 作業療法士 1 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 
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No. 69  

保険医療圏 ⑥両毛 

事業所名 医療法人慈風会関内科医院 

事業所区分 診療所・クリニック 

住所 〒326-0006 

足利市利保町 3-7-1 

 

サービス提供可能エリア 足利市北部 

訪問リハ担当者 （理学療法士） 

連絡先 TEL 0284-40-3340 FAX 0284-40-3341 

Mail nonohana@cosmos.ocn.n.jp 

HP 

 

対象 介護保険 

対象領域 要支援者, 難病, 認知症 

リハ専門職人数 理学療法士 1 名 作業療法士 0 名 言語聴覚士 0 名 

PR、関連・サテライト事業所の有無など 

現在主治医が関内科医院の患者様のみ、訪問リハビリを実施しています。 

 



令和3年12月1日現在

所在 施設・事業所名 電話 掲載ページ

1 塩谷町 尾形医院 0287-45-2227 柳谷久美 作業療法士 2

2 大田原市 さくら訪問看護ステーション 0287-29-3252 小野竜也 理学療法士 2

3 大田原市 那須赤十字訪問看護ステーション 0287-23-8686 井上文子 看護師 3

4 那須烏山市 訪問看護ステーションあい 看護小規模多機能あんさん家 0287-83-8035 雨宮俊平 理学療法士 3

5 那須塩原市

学校法人国際医療福祉大学

西那須野マロニエ訪問看護ステーション

国際医療福祉大学病院訪問リハビリテーション

0287-37-6322 佐々木秀明 理学療法士 4

6 那須塩原市 医療法人社団弘徳会 那須訪問診療所 訪問看護ステーション那須 0287-73-5049 高久晋 理学療法士 4

7 那須塩原市 介護老人保健施設秋桜の家 0287-65-2100 関谷明広 作業療法士 5

8 那須塩原市 ほほえみ訪問看護ステーション 0287-63-5690 野崎聡子 理学療法士 5

9 那須塩原市 医療法人社団萌彰会 那須脳神経外科病院 0287-62-5500 徳原孝夫 理学療法士 6

10 那須町 訪問看護ステーションりんりん 本所 (那須町) 0287-74-2387 永野あゆみ 看護師 6

11 矢板市 国際医療福祉大学塩谷病院 しおや訪問看護ステーション　 0287-44-2788 理学療法士 7

12 矢板市 尾形クリニック 0287-43-2230 布施朱美 作業療法士 7

所在 施設・事業所名 電話 掲載ページ

1 鹿沼市 訪問看護ステーションひばり 0289-64-7226 中荒井章子 看護師 8

2 鹿沼市 医療法人 桃李会 御殿山病院指定訪問リハビリテーション 0289-65-0650 有馬博人 理学療法士 8

3 鹿沼市 訪問看護ステーション鹿沼 0289-74-7556 清水瞳 理学療法士 9

4 鹿沼市 WADEWADE訪問看護ステーション鹿沼 0289-60-5020 吉田恵 理学療法士 9

5 日光市 介護老人保健施設 見龍堂メディケアユニッツ 0288-32-2213 小林知量 理学療法士 10

6 日光市 介護老人保健施設ヴィラフォーレスタ（森の家） 0288-26-6500 福田瑞恵 理学療法士 10

7 日光市 訪問看護ステーションフォレスト日光 070-1262-3973 福田瑞恵 理学療法士 11

8 日光市 足尾双愛病院 0288-93-2011 三木剛仁 理学療法士 11

栃木県 訪問リハビリテーションマップ　【一覧表】 初版発行 令和4年9月

訪問リハ担当責任者

訪問リハ担当責任者

【県北保健医療圏】

【県西保健医療圏】



所在 施設・事業所名 電話 掲載ページ

1 宇都宮市 WADEWADE訪問看護ステーション宇都宮 028-666-5420 稲葉美穂 作業療法士 12

2 宇都宮市 yoboiryo株式会社 WADEWADE訪問看護ステーション宇都宮 028-666-5420 中野寛司 作業療法士 12

3 宇都宮市 KODOMOTOナースステーションうつのみや 028–615–7420 稲葉美穂 作業療法士 13

4 宇都宮市 鷲谷病院 028-648-3687 加藤崇至 理学療法士 13

5 宇都宮市

医療法人賛永会 さつきホームクリニック

さつき訪問リハビリステーション

さつき訪問看護ステーション

028-688-0456(訪問リハ事業所)

028-689-8367(訪問看護ステーション)

水沼 史明 理学療法士 14

6 宇都宮市 TOPS(トップス)うつのみや訪問看護リハビリステーション 028-666-6575 佐久間由貴 看護師 14

7 宇都宮市 アドバンスケア訪問看護ステーション 028-613-0078 理学療法士 15

8 宇都宮市 一般社団法人 巨樹の会 宇都宮リハビリテーション病院 028-662-6789 小平 真希子 作業療法士 15

9 宇都宮市 株式会社ジンコーポレーション訪問看護ステーションあいのて 028-678-2977 折笠淳二 理学療法士 16

10 宇都宮市 医療法人社団全仁会 宮の橋訪問看護ステーション 028-688-0372 有馬奈津恵 理学療法士 16

11 宇都宮市 株式会社トライリスタ 訪問看護ステーション風 028-612-1383 青木綾夏 作業療法士 17

12 宇都宮市 医療法人 森玄会 森医院 訪問リハビリテーション ふたたびの森 028-689-9736 松崎貴明 理学療法士 17

13 宇都宮市 生協ふたば診療所 028-684-6200 内山真弓 作業療法士 18

14 宇都宮市 医療法人大桜会さはら整形外科 028-671-2205 廣田寿江 理学療法士 18

15 宇都宮市 訪問看護ステーション虹 028-666-0839 佐々木紀子 看護師 19

16 宇都宮市 在宅支援ネットワーク 訪問看護ステーション花みずきプラス 028-678-8677 船見祐果 作業療法士 19

17 宇都宮市 訪問看護ステーションさぎそう 028-673-8921 鈴木勝善 理学療法士 20

18 宇都宮市 うつのみや訪問看護リハビリステーションにこっと 028-660-2510 吉村友佑 理学療法士 20

19 宇都宮市
曙訪問看護ステーション

東病院訪問リハ

028-660-7803(曙)

028-683-1166(東病院訪問リハ)
有馬正人 作業療法士 21

20 宇都宮市 宇都宮協立診療所訪問リハビリテーション 028-650-7881 長谷川祐紀恵 理学療法士 21

21 宇都宮市 訪問看護ステーション花みずき 028-612-4047 船見祐果 作業療法士 22

22 宇都宮市 老人保健施設 白楽園 028-665-7171 瀬戸章弘 理学療法士 22

23 宇都宮市 リハビリ訪問看護ステーションライブ 028-611-1970 秋田聖司 理学療法士 23

24 宇都宮市

医療法人社団 洋精会

訪問看護ステーション星が丘

沼尾病院訪問リハビリテーション

028-623-0337(星が丘)

028-689-8883(沼尾病院通所リハ)
湯浅　英貴 理学療法士 23

訪問リハ担当責任者

【宇都宮保健医療圏】



所在 施設・事業所名 電話 掲載ページ

1 真岡市 医療法人創生会 訪問看護ステーション こすもす 0285-80-5511 看護師 24

2 益子町 普門院診療所 0285-81-8011 山本紘靖 理学療法士 24

所在 施設・事業所名 電話 掲載ページ

1 野木町 訪問看護ステーションたんぽぽ 0280-57-1888 入秀樹 作業療法士 25

2 下野市 LC訪問看護リハビリステーション 0285-35-6181 吉田優 理学療法士 25

3 下野市 訪問看護ステーションつばさ 0285-32-6882 林亜希 作業療法士 26

4 下野市 訪問看護ステーション石橋 0285-52-2293 理学療法士 26

5 下野市 小金井中央病院訪問リハビリテーション 0285-44-7000 岩﨑恵 作業療法士 27

6 下野市 WADEWADE訪問看護ステーション下野 0285-37-8960 稲葉美穂 作業療法士 27

7 上三川町 新上三川病院 0285-56-7111 坂田尚昭 作業療法士 28

8 小山市 株式会社ナラティヴ なないろ在宅ケアステーション 0285-37-8386 小泉未央 看護師 28

9 小山市 わくわく訪問看護ステーションおやま 0285-24-6575 和田秀範 理学療法士 29

10 小山市 株式会社やさしい手 訪問看護かえりえ小山 0285-42-8142 三田希美 看護師 29

11 小山市 介護老人保健施設 晃南 0285-45-8225 山越薫子 作業療法士 30

12 小山市 株式会社みやび 訪問看護ステーションみやび 0285-21-5010 看護師 30

13 小山市 医療法人あい ハンディクリニック 訪問リハビリテーション 0285-37-7040 大島 理学療法士 31

14 栃木市 りあん訪問看護リハステーション 0282-25-7010 渡邊麻由美 作業療法士 31

15 栃木市 介護老人保健施設にしかた 0282-92-2324 鈴木則世 作業療法士 32

16 栃木市 社会福祉法人星風会介護老人保健施設ノイエシュテルン 028-227-2522 小野寺千晶 理学療法士 32

17 栃木市
整形外科メディカルパパス

訪問リハビリテーション マンダリン
0282-43-6656 青木萌 理学療法士 33

18 栃木市 訪問看護リハビリステーションつむぎ 0282-25-5453 君田祥一 理学療法士 33

訪問リハ担当責任者

訪問リハ担当責任者

【県東保健医療圏】

【県南保健医療圏】



所在 施設・事業所名 電話 掲載ページ

1 佐野市 医療法人常盤会 緑の屋根診療所 0283-20-2531 板倉未来 作業療法士 34

2 足利市 医療法人杏林会 今井病院 訪問看護ステーションあんず 0284-72-0181 伊是名興平 作業療法士 34

3 足利市 あおい訪問看護ステーション 0284-73-9456 海老澤司 理学療法士 35

4 足利市 ライフ訪問看護リハビリステーション 0284-64-8799 三田葉子 看護師 35

5 足利市 医療法人慈風会関内科医院 0284-40-3340 理学療法士 36

●本情報は、一般社団法人栃木県理学療法士会、一般社団法人栃木県作業療法士会、一般社団法人栃木県言語聴覚士会、

　一般社団法人栃木県訪問看護ステーション協議会の各会員所属施設に調査依頼を郵送し、情報提供・掲載許可を頂いた

　施設のみ掲載しています。

●本情報は令和3年12月1日現在のものです。最新の情報は各施設に直接お問い合わせください。

〈栃木県 訪問リハビリテーションマップ発行者・問い合わせ先〉

一般社団法人栃木県リハビリテーション専門職協会

訪問リハビリテーション推進部会

E-Mail：tochigi.chiikiriha@gmail.com

訪問リハ担当責任者

【両毛保健医療圏】


