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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
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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】


