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（１） 長崎・西彼エリア 

（２） 県北エリア 

（３） 県央エリア 

（４） 県南エリア 

（５） 島嶼部エリア  



（１）長崎・西彼エリア 

（長崎市）２４施設 

アシスト訪問看護リハビリステーション 

一般社団法人 是真会 長崎リハビリテーション病院 

医療法人 共生会 長崎友愛病院 

医療法人 健正会 大久保病院 

医療法人 秋桜会 介護老人保健施設 コスモスガーデン桜の里 

医療法人 昭和会 昭和会訪問看護ステーション 

医療法人 太樹会 のりむらクリニック 

医療法人 稲仁会 三原台病院 

医療法人 恵会 光風台病院 

医療法人 蘭佑会 介護老人保健施設 ダイヤランド崎望館 

医療法人 和仁会 和仁会病院 

介護老人保健施設 中の里 

介護老人保健施設 東長崎ナーシングホーム 

(株）パールの風 訪問看護ステーション矢上・訪問リハビリ 

カリタス診療所 

公益社団法人 日本海員掖済会 長崎掖済会病院 

社会医療法人 春回会 井上病院 

社会医療法人 春回会 春回会クリニック 訪問リハビリテーション 

社会医療法人 長崎記念病院 

Total Habilitation System 株式会社 

フランシスコ訪問看護ステーション 

訪問看護ステーション あいおい立山荘 

訪問看護ステーション 東長崎和仁会 

有限会社 総合療育リハ・サービス 

（西彼杵郡）３施設 

医療法人 徳洲会 長崎北徳洲会病院 

医療法人 常葉会 長与病院 

社会医療法人 春回会 長崎北病院 

（西海市）２施設 

医療法人 萌愛会 長崎セント・ノーヴァ病院 

社会福祉法人 福医会 

  



（２）県北エリア 

（佐世保市）１７施設 

医療法人 愛健会 愛健医院 

医療法人 ウェルネス おおさと整形外科・リハビリテーション科 

医療法人 光省会 福田外科病院  

医療法人社団 石坂脳神経外科 

医療法人社団 真友会 藤井医院 訪問リハビリテーション 

医療法人 種榮会 あかがき内科循環器科 

医療法人 誠愛会 佐世保記念病院 

医療法人 増田整形外科 

医療法人 雄人会 三川内病院 

医療法人 わかば会 俵町浜野病院 

介護老人保健施設 サクラ 

介護老人保健施設 すいざん荘 

介護老人保健施設 ひまわり 

介護老人保健施設 長寿苑 

株式会社 愛佳 訪問看護リハビリステーション エール 

社会医療法人財団 白十字会 白十字会訪問看護ステーション 

訪問看護ステーション かしまえ 

（平戸市）６施設 

医療法人 医理会 柿添病院 

医療法人 光佑会 北川病院 

医療法人 裕光会 谷川病院 

国民健康保険 平戸市民病院 

社会医療法人 青洲会 青洲会病院 

平戸市立 生月病院 

（松浦市）２施設 

医療法人社団 壮志会 訪問看護ステーション  ほのぼの・松浦 

医療法人 長愛会 菊地病院 

  



（３）県央エリア 

（諫早市）８施設 

医療法人 岡崎整形外科医院 

医療法人 宏善会 諫早記念病院 

医療法人社団 淳生会 慈恵病院 訪問看護ステーション 

医療法人 祥仁会 西諌早病院 

医療法人 爽風会 長崎呼吸器リハビリクリニック 

介護老人保健施設 恵仁荘 

社会医療法人 三佼会 宮崎病院 

訪問リハビリステーション 恵風園 

（大村市）５施設 

医療法人 みどりグループ リハビリセンター大村 

医療法人 仁寿会 南野病院 

在宅療養支援診療所 秋櫻醫院 

特定医療法人 慧明会 貞松病院 

ともなが内科クリニック生活習慣病予防センター 

（東彼杵郡）２施設 

医療法人 優和会 訪問看護ステーションきりん 

訪問看護ステーション かけはし 

 

  



（４）県南エリア 

（島原市）４施設 

医療法人 威光会 松岡病院 

医療法人 済家会 柴田長庚堂病院 

医療法人 城内会 八尾病院 

医療法人 有隣会 貴田神経内科・呼吸器科・内科病院 

（南島原市）４施設 

医療法人 栄和会 泉川病院 

医療法人 ＮＡＮＯグループ菜の花クリニック 

医療法人 博愛会 哲翁病院 

菜の花クリニック 訪問看護ステーション 

（雲仙市）５施設 

医療法人 伴帥会 愛野記念病院  

医療法人社団 苑田会 公立小浜温泉病院 

医療法人 龍仙会 木戸医院（デイケア木戸） 

介護老人保健施設 ガイアの里 

介護老人保健施設 真寿苑 

 

  



（５）島嶼部エリア 

（五島市）２施設 

長崎県上五島病院 

リハビリセンターふくえ 

（壱岐市）２施設 

介護保険老人保健施設 壱岐 

光武内科循環器科病院 

（対馬市）１施設 

長崎県対馬病院 
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問い合わせ先 　山本　秀正・理学療法士・リハビリテーション課・課長

連

絡

先

　０９５－８９２－０６３０ 　０９５－８９２－７７７４

　http//www.nagasaki-yuuai.com

　長崎市蚊焼町２３１４－１

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　神経難病

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

長崎・西彼 医療法人　共生会　長崎友愛病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金土

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　白石　一美・理学療法士・訪問リハビリテーション銀屋・所長

連

絡

先

　０９５ー８２１ー１１２４ 　０９５ー８１８ー３４５４

　https://www.zeshinkai.or.jp

　長崎市銀屋町４番１１号

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　通所リハ　居宅療養管理事業所

施設の特徴

・病院・施設退院（退所）直後の生活に不安を抱える利用者さまに、集中的な訪問リハを提供します。 ・当院医師の診療を基に、個別に必

要な訪問リハ計画を医師と協働して作成し一人一人に関わります。 ・多くのリハスタッフを配置し、必要な専門職を選定し対応していま

す。 ・集中的な介入を行うべく、祝日も稼働しています。 ・訪問リハの必要性など判断に迷う場合は、気軽にご相談ください！

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

長崎・西彼 一般社団法人　是真会　長崎リハビリテーション病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＰＴ兼任　ＯＴ専任　ＯＴ兼任　ＳＴ専任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　尾﨑・事務・アシスト訪問看護リハビリステーション

連

絡

先

　０９５－８３２－０７８０ 　０９５－８３２－０７８１

　https://www.assist-nagasaki.net/

　長崎市宿町７２９－１

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　訪問看護　訪問介護　通所介護

施設の特徴
看護師、リハビリスタッフ、共に充実しており、介護・医療保険(精神の訪問）での訪問看護も実施。施設には、

保育（病児もあり）が併設しており、通所では園児と過ごす時間もあります。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）　医療保険の障がい児

長崎・西彼 アシスト訪問看護リハビリステーション

施設形態 　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＯＴ専任　ＳＴ専任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　４０分以内
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問い合わせ先 　草野　浩紀・理学療法士・リハビリテーション科・主任

連

絡

先

　０９５ー８２４ー７０４１ 　０９５ー８２７ー１８３３

　http://showakai-hp.jp/showa

　長崎市大浦町１０番４０号

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　訪問介護　通所リハ　グループホーム　小規模多機能型

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

長崎・西彼 医療法人　昭和会　昭和会訪問看護ステーション

施設形態 　病院　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　OT専任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　久松　健二・理学療法士・在宅リハビリテーション課・課長

連

絡

先

　０９５－８４２－１２００ 　０９５－８４０－１３００

　https://www.cosmos-garden.com

　長崎市さくらの里２丁目２７番２８号

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

入所・通所・訪問リハビリ併設です。OTとSTは通所と兼務となっています。理学療法士が訪問リハビリ提供して

いますが、状況に応じて嚥下機能評価や認知機能評価等、ケアプランに沿って実施しています。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

長崎・西彼 医療法人　秋桜会　介護老人保健施設　コスモスガーデン桜の里

施設形態 　老人保健施設

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＰＴ兼任　OT兼任　ST兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　有川　康弘・理学療法士・リハビリテーション・科長

連

絡

先

　０９５－８３０－２１３１ 　０９５－８３９－２１７６

　http://www.ohkubo-hp.com/

　長崎市戸石町１４７０－１

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ

施設の特徴

訪問リハビリテーションはご自宅へ理学療法士が訪問して行うリハビリテーションです。より自分らしい生活を送っていただけるようにリ

ハビリを行います。身の回りの動作の自立、趣味や生きがいを見つけることなどや、ご家族様へも介護・リハビリの方法、住宅改修や福祉

用具のアドバイスをさせていただきます。 （平日午前中の利用、土曜日の利用希望の場合は、要相談となります。）

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

長崎・西彼 医療法人　健正会　大久保病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内



ＴＥＬ ＦＡＸ

ホームページ

住所

ＴＥＬ ＦＡＸ

ホームページ

住所

ＴＥＬ ＦＡＸ

ホームページ

住所

問い合わせ先 　本田　友美・理学療法士・リハビリテーション科・科長

連

絡

先

　０９５－８５０－０００１ 　０９５－８５０－１０１０

　http://www.kfdh.org/

　長崎市鳴見台２丁目４５－２０

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　通所リハ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

長崎・西彼 医療法人　恵会　光風台病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＯＴ専任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　松永　康弘・理学療法士・リハビリテーション科

連

絡

先

　０９５－８４６－８１１１ 　０９５－８４３－００８０

　http://www.miharadai.or.jp/

　長崎市三原１丁目８番３５号

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問介護　通所リハ　通所介護　ショートステイ　老人保健施設

施設の特徴

営業日　月～金曜は終日、土曜は午前中のみ対応させて頂きます。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

長崎・西彼 医療法人　稲仁会　三原台病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＯＴ専任　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　２０分以内

問い合わせ先 　竹ノ内　洋・理学療法士・リハビリテーション科

連

絡

先

　０９５－８５５－３９１１ 　０９５－８５５－３９２１

　norimuraclinic.jp

　長崎市葉山1－5－2　浜福ビル2F・3F

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患

併設サービス 　通所リハ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

長崎・西彼 医療法人　太樹会　のりむらクリニック

施設形態 　医院・クリニック

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内
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問い合わせ先 　山崎　貴之・理学療法士・入所リハビリ・主任

連

絡

先

　０９５－８３７－８８８０ 　０９５－８３９－７８８７

　http://wajinkai.jp

　長崎市古賀町８１５－２

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

長崎・西彼 介護老人保健施設　中の里

施設形態 　老人保健施設

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　釜　隆人・理学療法士・リハビリテーション科・主任

連

絡

先

　０９５－８３９－２０５１ 　０９５－８３７－１２３０

　http://wajinkai.jp/

　長崎市中里町９６

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ　通所介護　ショートステイ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

長崎・西彼 医療法人　和仁会　和仁会病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　稲田　剛久・理学療法士・リハビリテーション科・通所リハビリテーションン・リハビリテーション科統括主任

連

絡

先

　０９５－８７９－７８７８ 　０９５－８７９－７８８０

　ー

　長崎市ダイヤランド３丁目３１番３号

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

その方の必要に応じてＰＴＯＴが応対可能。 　月曜日～土曜日まで終日応対可能。 　適宜ショートステイや通所

リハビリなどの受けれも可能。 　現在STの訪問リハビリは対応不可であるが育休中スタッフが復帰すれば検討可

能。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

長崎・西彼 医療法人　蘭佑会　介護老人保健施設　ダイヤランド崎望館

施設形態 　老人保健施設

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土日 （午後）月火水木金土日

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内
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問い合わせ先 　若杉　正樹・理学療法士・リハビリテーション室

連

絡

先

　０９５９－２５－１５５５ 　０９５９－２５－０３８０

　m-carltas.jp/clinic/

　長崎市西出津町６７番地５

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

長崎・西彼 カリタス診療所

施設形態 　医院・クリニック

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　北野　さつき・看護師・訪問看護ステーション矢上・管理者

連

絡

先

　０９５－８３９－１２３９ 　０９５－８３９－１２３７

　ー

　長崎市田中町３８５番４

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　訪問介護

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）　医療保険の障がい児

長崎・西彼 (株）パールの風　訪問看護ステーション　矢上・訪問リハビリ

施設形態 　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　６０分以内

問い合わせ先 　安永　吏志・理学療法士・リハビリテーション部・主任

連

絡

先

　０９５－８３９－８００２ 　０９５－８３９－５４５０

　http://www.fusoukai.jp

　長崎市東町１８９３－５

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

身体機能面だけでなく、『その人らしい生活』、『できるようになりたい』を訪問リハビリの立場から支援させ

て頂きます。 ※訪問リハビリ利用にあたり、当事業所の医師の診察が3ヶ月毎に必要となります。 ※兼務の為、

主に午後からの訪問が主となります。午前中の訪問に関しては要相談となります。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

長崎・西彼 介護老人保健施設　東長崎ナーシングホーム

施設形態 　老人保健施設

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内
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問い合わせ先 　本多　京子・理学療法士・訪問リハビリテーション・士長

連

絡

先

　０９５－８６５－６２２９ 　０９５－８６５－６３８０

　http://www.shunkaikai.jp

　長崎市目覚町７番２号　ＨＣＳ長崎ビル４Ｆ

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

長崎・西彼 社会医療法人　春回会　春回会クリニック　訪問リハビリテーション

施設形態 　医院・クリニック

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　２０分以内

問い合わせ先 　菊地　結貴・理学療法士・リハビリテーション科・士長

連

絡

先

　０９５ー８４４ー１２８１ 　０９５ー８４５ー３６００

　http://www.shunkaikai.jp/inoue/

　長崎市宝町６番１２号

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病

併設サービス 　ー

施設の特徴

基本的には当院を退院した方を中心に実施しています。その他の方も連絡をいただければ受け入れを検討いたし

ます。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

長崎・西彼 社会医療法人　春回会　井上病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　４０分以内

問い合わせ先 　喜多　浩文・看護師（訪問リハ管理者）・訪問リハ(訪問看護）・主任

連

絡

先

　０９５－８２４－０６１０ 　０９５－８２２－９９８５

　http://ekisaikai-nagasaki.jp/

　長崎市樺島町５－１６

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患

併設サービス 　訪問看護

施設の特徴

現在の提供状況は整形外科疾患を有する方が多数を占めております（人工関節置換術、腰部手術例。他に骨折、

変性疾患等）。退院後の在宅生活へ円滑に移行するようお手伝いさせて頂いていおります。

利用者の条件 　要介護認定者

長崎・西彼 公益社団法人　日本海員掖済会　長崎掖済会病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　１０分以内
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問い合わせ先 　佐竹　啓子・保健師・管理者

連

絡

先

　０９５－８４６－１８８８ 　０９５－８４４－５９００

　ー

　長崎市石神町１３－３９

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所

施設の特徴

カトリック病院を母体として、長崎の浦上地区を中心に活動しています。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

長崎・西彼 フランシスコ訪問看護ステーション

施設形態 　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）火水木金 （午後）火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　２０分以内

問い合わせ先 　田中　真理子・看護師/保健師・訪問看護ステーショングリーン・管理者

連

絡

先

　０９５－８３２－５５００ 　０９５－８３２－５５１０

　http://liaison.gr.jp

　長崎市江川町６８－５

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ

施設の特徴

「自分らしく暮らしたい」そんな毎日をサポート。地域との連携を大切にし、在宅で安心して暮らせる環境の為の支援を目

指しています。ステーションにはリハビリテーション及び看護の経験豊富なスタッフが所属しており、利用者様の弱みをコ

ントロールして強みを活かした関わりを実践し、予防的視点からの訪問看護についても積極的に介入しています。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

長崎・西彼 Total Habilitation System株式会社

施設形態 　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＰＴ兼任　OT専任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金土

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　山下　潤一郎・理学療法士・リハビリテーション部・部長

連

絡

先

　０９５－８７１－１５１５ 　０９５－８７１－１５１０

　http://www.nmhp.or.jp

　長崎市深堀町１－１１－５４

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問介護　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

ご自宅での生活に不自由を感じていらっしゃる方や通院が困難な方に対して、予防的な関わりから、退院直後の

在宅生活定着化、重症疾患やターミナルなどの終末期、小児まで、多岐にわたる訪問リハの提供が可能です。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）　医療保険の障がい児

長崎・西彼 社会医療法人　長崎記念病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＯＴ専任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金土

訪問エリア（車での所要時間） 　５０分以内
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問い合わせ先 　山田　星三・理学療法士・総務・代表取締役

連

絡

先

　０９５－８３８－７３０３ 　０９５－８３８－７３０４

　ー

　長崎市矢上町３１番１４号

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　訪問看護

施設の特徴

訪問看護ステーションのサービスつまり、看護師の全身状態の把握・チエック、ケアーから始まり、後はＰＴ，

ＯＴとの連携の下、安心･安全な家庭における日常生活が送れるような支援を多角的に提供している事業所。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）　医療保険の障がい児

長崎・西彼 有限会社　総合療育リハ・サービス

施設形態 　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金土

訪問エリア（車での所要時間） 　６０分以上

問い合わせ先 　大坪　建・作業療法士・訪問看護ステーション・課長

連

絡

先

　０９５－８３９－２０５１ 　０９５－８３８－６５７２

　http://wajinkai.jp/

　長崎市中里町９６

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ　通所介護　ショートステイ

施設の特徴

＊他院の主治医でも対応します ＊介護予防から退院直後の生活の定着、認知症ケア、精神支援、ターミナル、通

所や就労への移行などまで、その人らしい人生の支援を心がけています

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

長崎・西彼 訪問看護ステーション　東長崎和仁会

施設形態 　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＰＴ兼任　ＯＴ専任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　古野　幸平・理学療法士・リハビリテーション部・主任

連

絡

先

　０９５－８２７－６０６３ 　０９５－８２７－６０７３

　http://tateyamaso.com/

　長崎市立山５丁目１７番５３号

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　訪問介護　ショートステイ　看護小規模多機能施設

施設の特徴

長崎市立山を中心に訪問リハビリテーションを行っております。 患者様・ご家族様に寄り添ったリハビリテー

ションを提供させて戴きます。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

長崎・西彼 訪問看護ステーション　あいおい立山荘

施設形態 　訪問看護ステーション　看護小規模多機能施設

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火木金

訪問エリア（車での所要時間） 　６０分以上
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問い合わせ先 　笹原　順哉・理学療法士・訪問リハビリテーション・士長

連

絡

先

　０９５－８０１－３３６０ 　０９５－８０１－３３６１

　http://www.shunkaikai.jp/kita/

　西彼杵郡時津町元村郷８００

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　通所リハ

施設の特徴

対象エリアは長崎市北部、時津町、長与町全域です。病院の特徴として脳血管疾患、神経難病の利用者が割合と

して多いですが、疾患に限らず要支援から要介護の方まで幅広く対応します。ご自宅での生活に沿ったリハビリ

を行うことで、その人らしい生活の再建を目指します。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

長崎・西彼 社会医療法人　春回会　長崎北病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　増田　健一・理学療法士・リハビリテーション科・科長

連

絡

先

　０９５－８８３－６６６８ 　０９５－８８３－６６６９

　www.tokohakai.com/

　西彼杵郡長与町吉無田郷６４７

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ　通所介護

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

長崎・西彼 医療法人　常葉会　長与病院

施設形態 　病院　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＯＴ専任　ＳＴ専任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　坂　辰則・理学療法士・リハビリテーション科・主任

連

絡

先

　０９５ー８１３ー５８００ 　０９５ー８１３ー５８８０

　http://www.nk-toku.jp/

　西彼杵郡長与町北陽台１丁目５番１

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　訪問介護　通所リハ

施設の特徴

回復期病棟併設しており、退院後の訪問を積極的に取り組んでいます。また訪問リハビリ終了後も併設の通所リ

ハビリへの移行など、活動・参加にも力を入れています。その他、どのような方でも目的があれば訪問対応可能

です。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

長崎・西彼 医療法人　徳洲会　長崎北徳洲会病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　２０分以内
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問い合わせ先 　吉良　のぞみ・理学療法士・在宅支援事業部

連

絡

先

　０９５９－３４－３３２１ 　０９５９－３４－３３３５

　http://www.fukuikai.com

　西海市大島町１８７６番地５９

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問介護　通所リハ　通所介護　ショートステイ

施設の特徴

当施設は、皆様に切れ目のない医療と介護の総合的提供にあり、地域を包括的に支援するための拠点として運用

を図っております。訪問リハビリテーションでは、利用者様が住み慣れた自宅で、自立した日常生活が送れるよ

うに心身機能の維持回復や機能向上を図るサポートを行います。

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金土

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

長崎・西彼 社会福祉法人　福医会

施設形態 　老人保健施設

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

問い合わせ先 　野下　正善・理学療法士・リバビリテーション科・係長

連

絡

先

　０９５９－２８－１１８５ 　０９５９－２８－０７８７

　http://www.sentnova.jp

　西海市西彼町伊の浦郷１２７

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ

施設の特徴

西海市では、地域住民の高齢化や過疎化が進んでおり、交通インフラも整えられていない環境で、通院できない

患者さんが多い状況です。そういった状況に対して１人でも多くの人にリハビリが提供できるよう、理学療法士

を中心に体制を整えています。

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　４０分以内

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

長崎・西彼 医療法人　萌愛会　長崎セント・ノーヴァ病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任
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問い合わせ先 　川間　貴博・理学療法士・リハビリテーション科

連

絡

先

　０９５６－３４－０１５１ 　０９５６－３２－３４６４

　https://fukudageka.or.jp/

　佐世保市藤原町３８－３

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　訪問介護

施設の特徴

介護保険を利用し、病院への通院が困難な患者様に対し、リハビリ専門職がご自宅へ訪問し、身体機能の改善、

日常生活の指導やアドバイス、家族への介護指導等を行います。お気軽にご相談ください。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県北 医療法人　光省会　福田外科病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）ー （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　１０分以内

問い合わせ先 　高橋　剛・理学療法士・リハビリテーション科・主任

連

絡

先

　０９５６－６４－３１１０ 　０９５６－６４－３２９９

　https://www.oosato-seikei.com/

　佐世保市吉井町直谷１２６０

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　通所リハ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）　医療保険の障がい児

県北 医療法人　ウェルネス　おおさと整形外科・リハビリテーション科

施設形態 　医院・クリニック

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）月火木金 （午後）ー

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　村上　和彦・理学療法士・リハビリテーション部・副部長

連

絡

先

　０９５６－４０－８４８８ 　０９５６－４０－８４９１

　http://aikenkai.jp/

　佐世保市上本山町１０５９

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　通所リハ

施設の特徴

無床診療所ですが通所リハビリがあります。グループには、特別養護老人ホーム、小規模多機能ホームもありま

す。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）　医療保険の障がい児

県北 医療法人　愛健会　愛健医院

施設形態 　医院・クリニック

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＯＴ専任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内
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問い合わせ先 　本山　祐司・理学療法士・リハビリテーション部・主任

連

絡

先

　０９５６－５９－２２２６ 　０９５６－５９－２１３３

　https://www.akagaki-naika.com/

　佐世保市萩坂町１７４１

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患

併設サービス 　居宅介護支援事業所　通所リハ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県北 医療法人　種榮会　あかがき内科循環器科

施設形態 　医院・クリニック

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）ー （午後）月火水金

訪問エリア（車での所要時間） 　２０分以内

問い合わせ先 　池田　奈々・理学療法士

連

絡

先

　０９５６－２２－４５７７ 　０９５６－２２－４２２２

　ー

　佐世保市金比良町７－２０

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患

併設サービス 　居宅介護支援事業所　ショートステイ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県北 医療法人社団　真友会　藤井医院　訪問リハビリテーション

施設形態 　医院・クリニック

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　２０分以内

問い合わせ先 　佐藤　純哉・作業療法士・リハビリテーション科・主任

連

絡

先

　０９５６－３４－０６０６ 　０９５６－３４－０６４４

　ー

　佐世保市卸本町３０－４２

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患

併設サービス 　居宅介護支援事業所　通所リハ　通所介護

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県北 医療法人社団　石坂脳神経外科

施設形態 　医院・クリニック

スタッフの種類・業務形態 　ＯＴ専任

営業時間 （午前）ー （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　１０分以内
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問い合わせ先 　山口　祐司・理学療法士・リハビリテーション科・主任

連

絡

先

　０９５６－３０－８０１１ 　０９５６－３０－７８１０

　https://www.mikawachi.or.jp

　佐世保市三川内本町２９０

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　通所リハ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県北 医療法人　雄人会　三川内病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　PT専任　ＰＴ兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　池田　孝・理学療法士・リハビリテーション部

連

絡

先

　０９５６－２４－００５６ 　０９５６－２４－０１５６

　http://masudaseikeigeka.com/

　佐世保市高砂町４－２１

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患

併設サービス 　通所リハ

施設の特徴

利用者が自宅において可能な限りその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法な

どのリハビリテーションを行い利用者の心身機能の維持回復を図ります。また、保健・医療・福祉サービスとの

連携に努めるとともに総合的なサービス提供に努めます。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県北 医療法人　増田整形外科

施設形態 　医院・クリニック

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）月金 （午後）月木

訪問エリア（車での所要時間） 　２０分以内

問い合わせ先 　原田　愛・理学療法士・リハビリテーション科・科長

連

絡

先

　０９５６－２８－１１１１ 　０９５６－２８－１１１４

　http://www.sasebokinenhp.com

　佐世保市鹿子前町１０４番地

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

必要に応じてPT・OT・STの対応が可能です。退院直後の生活安定、活動までの支援などご本人やご家族さまと

しっかりと目標を確認しながら支援ができるよう努めています。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県北 医療法人　誠愛会　佐世保記念病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　OT兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内



ＴＥＬ ＦＡＸ

ホームページ

住所

ＴＥＬ ＦＡＸ

ホームページ

住所

ＴＥＬ ＦＡＸ

ホームページ

住所

問い合わせ先 　馬場　健・理学療法士・リハビリテーション

連

絡

先

　０９５６－２６－０５５５ 　０９５６－２５－００４３

　https://www.suizankai.com/

　佐世保市赤崎町７４－２

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患

併設サービス 　居宅介護支援事業所　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

介護老人保健施設すいざん荘は利用者の持つ能力に応じて自立した日常生活を送ることが出来るように 施設サー

ビス計画に基づき医学的管理の下でリハビリテーションや看護、介護その他の日常的に必要とされる医療並びに

日常生活上のお世話を行い、在宅への復帰を目指しています。

利用者の条件 　要介護認定者

県北 介護老人保健施設　すいざん荘

施設形態 　老人保健施設

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）ー （午後）月金

訪問エリア（車での所要時間） 　１０分以内

問い合わせ先 　ー

連

絡

先

　０９５６－２３－１８０２ 　０９５６－２３－８２９０

　ー

　佐世保市八幡町１－２

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問介護　通所リハ　通所介護　ショートステイ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県北 介護老人保健施設　サクラ

施設形態 　老人保健施設

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　OT専任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金土

訪問エリア（車での所要時間） 　４０分以内

問い合わせ先 　城　貴仁・理学療法士・リハビリ科

連

絡

先

　０９５６－２２－６５４８ 　０９５６－２４－７２７０

　http://wakabakai.or.jp

　佐世保市俵町２２番１号

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県北 医療法人　わかば会　俵町浜野病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金土

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内
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問い合わせ先 　金子　佳奨・理学療法士・リハ部・主任

連

絡

先

　０９５６－３７－８７３３ 　０９５６－３７－８７３４

　http://hp.kaipoke.biz/2sm/link.html

　佐世保市皆瀬町６７９

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　訪問看護

施設の特徴

在宅における支援を主に行う事業所になります。発達障害児等能力開発・教育支援推進事業の講師として佐世保特別支援学校への介入もあり、支援学校との

密な連携も行っています。また、同事業所からは看護師からの訪問もあり、連携を行うことで医療度が高い方も安心して在宅生活を送ることができるように

支援を行えます。「在宅療養をしている人と、その家族のがんばりに寄り添いたい」「自分ができる120％の支援がしたい」を基本理念に頑張っている人を

応援していく事業所になります。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）　医療保険の障がい児　自費

県北 株式会社　愛佳　訪問看護リハビリステーション　エール

施設形態 　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＯＴ専任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　楠本　真理子・作業療法士・リハビリテーション部・主任

連

絡

先

　０９５６－３２－３８００ 　０９５６－３２－６８３８

　https://hakujyujikai.or.jp/tjn/

　佐世保市日宇町２８３５番地

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　訪問介護　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

訪問リハビリにＰＴ２名ＯＴ２名ＳＴ１名が在籍し市内を網羅しています。それぞれの専門性を生かしながら、心身の機能の維持・回復を

図り、日常生活の自立支援、家庭内役割の再獲得や社会参加の促進、ご家族へのアドバイス・相談等をお受けします。同法人内には、訪問

看護や訪問介護事業所もありますので、必要に応じて情報共有を図りながら自宅生活のご支援を行います。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県北 介護老人保健施設　長寿苑

施設形態 　老人保健施設

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＯＴ専任　ＳＴ専任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　川上　勝利・理学療法士・リハビリテーション部門・在宅サービス部部長

連

絡

先

　０９５６－２０－２１００ 　０９５６－２０－２１０１

　http://hoyukai.info/himawari/

　佐世保市指方町５０４０－３

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患

併設サービス 　居宅介護支援事業所　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県北 介護老人保健施設　ひまわり

施設形態 　老人保健施設

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内
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問い合わせ先 　増山　博之・理学療法士・リハビリテーション課・課長

連

絡

先

　０９５０－２３－２１５１ 　０９５０－２２－５１３１

　http://www.kakizoehospital.or.jp

　平戸市鏡川町２７８

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ　通所介護

施設の特徴

地域での急性期から生活期まで支援をしています。当法人内のサービスだけでなく地域の他事業所とも連携をと

りその人らしい生活の援助が出来るように支援していきます。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）　医療保険の障がい児

県北 医療法人　医理会　柿添病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土日 （午後）月火水木金土日

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　佐藤　照美・看護師・訪問看護・統括所長

連

絡

先

　０９５６－２８－０３８１ 　０９５６－２８－７５４５

　http://www.sasebokinenhp.com

　佐世保市日野町８５６－９

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護

施設の特徴

当ステーションのリハビリテーションは、ＰＴ、ＯＴ、ＳＴの三職種で対応しており、看護師も含めたチームア

プローチを実践しています。急変時の対応なども看護師と連携して行っています。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）　医療保険の障がい児

県北 訪問看護ステーション　かしまえ

施設形態 　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　山本　修平・理学療法士・リハビリテーション部

連

絡

先

　０９５６－３３－３２００ 　０９５６－２０－８８１０

　hakujyujikai.or.jp/houmon-kango/

　佐世保市大和町３０

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　訪問看護

施設の特徴

主に医療保険対応（特定疾患の難病、ターミナル等）の訪問リハビリを中心に実施しております。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）　医療保険の障がい児

県北 社会医療法人財団　白十字会　白十字会訪問看護ステーション

施設形態 　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＯＴ専任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内
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問い合わせ先 　村山　謙治・理学療法士・リハビリテーション班・班長

連

絡

先

　０９５０－２８－１１１３ 　０９５０－２８－０８００

　http://hirado-municipal-hospital.com

　平戸市草積町１１２５－１２

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県北 国民健康保険　平戸市民病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）ー （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　４０分以内

問い合わせ先 　尾崎　英明・理学療法士・リハビリテーション科・科長

連

絡

先

　０９５０－５７－００４５ 　０９５０－５７－２０９８

　http://tanigawa-hospital.jp

　平戸市田平町山内免４００

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ

施設の特徴

・理学療法士がご自宅に伺い、ご本人に必要な運動や日常生活動作練習などを行います。 ・ご家族に対する介助

方法や住宅改修のアドバイスも必要に応じて行っています。 ・訪問エリアや時間については相談に応じ検討いた

します。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県北 医療法人　裕光会　谷川病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）ー （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　２０分以内

問い合わせ先 　小林　勝・理学療法士・リハビリテーション科・リハビリテーション科室長

連

絡

先

　０９５０－２２－２３４４ 　０９５０－２３－８２５４

　http:kyk-kitagawahp.com

　平戸市浦の町７３７

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　訪問介護　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

ご相談に応じて検討致しますので、お気軽にご相談下さい

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県北 医療法人　光佑会　北川病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）ー （午後）月火水木金土

訪問エリア（車での所要時間） 　６０分以内
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問い合わせ先 　櫻井　久美・看護師・訪問看護ステーション・所長

連

絡

先

　０９５６－７５－０２６５ 　０９５６－７５－３００３

　ー

　松浦市御厨町里免３７番地の１

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県北 医療法人社団　壮志会　訪問看護ステーション 　ほのぼの・松浦

施設形態 　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　６０分以内

問い合わせ先 　大川　勝史・理学療法士・リハビリテーション班・技師長兼班長

連

絡

先

　０９５０－５３－２１５５ 　０９５０－５３－３００９

　http://ikitsuki-hospital.com

　平戸市生月町山田免２９６５

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　訪問看護

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県北 平戸市立　生月病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＯＴ専任

営業時間 （午前）ー （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　１０分以内

問い合わせ先 　久岡　真由美・理学療法士・リハビリテーション課

連

絡

先

　０９５０－５７－２１５５ 　０９５０－５７－２０９６

　ー

　平戸市田平町山内免６１２－４

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　訪問介護　通所リハ　通所介護　ショートステイ

施設の特徴

大島へ週２日'度島へ週1日と離島訪問にも、力を入れています。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県北 社会医療法人　青洲会　青洲会病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＯＴ兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　６０分以内
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問い合わせ先 　西村　義人・作業療法士・リハビリテーション部・部長

連

絡

先

　０９５６－７２－０１５１ 　０９５６－７２－２９６２

　http://www.kikuchi-hp.com

　松浦市志佐町浦免１７６５－４

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　通所リハ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県北 医療法人　長愛会　菊地病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金土

訪問エリア（車での所要時間） 　２０分以内
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問い合わせ先 　内藤　博美・訪問看護師・訪問看護ステーション・所長

連

絡

先

　０９５７－２８－５５１１ 　０９５７－４３－２１９３

　https://junnseikai-jikei.jp/

　諫早市多良見町化屋９９５番地

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護

施設の特徴

併設の訪問看護ステーションから医療保険の方へ訪問を実施しています。 主治医の指示に応じて、ご自宅に訪問

し、毎日の生活を自分らしく暮らすためのお手伝いします。

利用者の条件 　医療保険の成人（障がい者など）

県央 医療法人社団　淳生会　慈恵病院　訪問看護ステーション

施設形態 　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　２０分以内

問い合わせ先 　砂本　茜・理学療法士・リハビリテーション科

連

絡

先

　０９５７－２２－０３７０ 　０９５７－２２－０３７１

　http://www.kohzenkai.or.jp

　諫早市天満町２－２１

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ　通所介護

施設の特徴

長崎県諫早市の中央に位置する諌早記念病院は『心のこもった医療』をモットーに地域における『健康づくり』の中心的役

割(ｈｕｂ:ハブ)<ＴＡＢ>を果たしたいと考えています。  訪問リハビリテーションでは、理学療法士や作業療法士による生

活動作訓練、言語聴覚士による発語・嚥下機能訓練、その他福祉用具の検討や家屋改修の相談、介護指導などを行います。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県央 医療法人　宏善会　諫早記念病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　江濱　義之・理学療法士・リハビリテーション科

連

絡

先

　０９５７－２６－５０００ 　０９５７－２６－５９７８

　ー

　諫早市小船越町８－１４

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　ー

施設の特徴

利用者の自律に向けた支援を行っています。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県央 医療法人　岡崎整形外科医院

施設形態 　医院・クリニック

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内
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問い合わせ先 　秀嶋　敏和・理学療法士・リハビリテーション部・リハ部長

連

絡

先

　０９５７－２８－３２６７ 　０９５７－２８－２６７５

　http://uki-fukushimura.jp

　諫早市有喜町６４８

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

理学療法士6名、作業療法士6名、言語聴覚士1名の計8名のスタッフが専従として配置されています。3職種が

揃っているということもあり、それぞれのの職種が目標やご利用者・ご家族の要望を踏まえて対応致します。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県央 介護老人保健施設　恵仁荘

施設形態 　老人保健施設

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＯＴ専任　ＳＴ専任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　５０分以内

問い合わせ先 　北川　知佳・理学療法士・リハビリテーション科・主任

連

絡

先

　０９５７－２５－２３２３ 　０９５７－２６－２４３４

　http://www.nprc.jp

　諫早市貝津町１６９４

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　通所リハ

施設の特徴

呼吸器専門の有床診療所で、呼吸器疾患のリハビリテーションに関しては専門的に行なっています。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）　医療保険の障がい児

県央 医療法人　爽風会　長崎呼吸器リハビリクリニック

施設形態 　医院・クリニック

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）水土 （午後）月火木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　中倉　裕文・理学療法士・在宅支援室・訪問リハビリ管理者

連

絡

先

　０９５７ー２５ー６００５ 　０９５７－２５－１５５１

　http://www.syoujinkai.com

　諫早市貝津町３０１５

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ　通所介護　ショートステイ

施設の特徴

利用者様の状態によっては、併設の｢訪問看護ステーションのんのこ｣からの訪問も実施しています。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）　医療保険の障がい児

県央 医療法人　祥仁会　西諌早病院

施設形態 　病院　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内
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問い合わせ先 　平田　ひとみ・理学療法士・リハビリテーション科・主任

連

絡

先

　０９５７－５５－７８１１ 　０９５７－５５－１５２０

　http://www.midori-group.com

　大村市田下町９３０－３

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患

併設サービス 　居宅介護支援事業所　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

主に当施設退所後の在宅生活がスムーズに行えるように、住宅改修後や福祉用具導入後の動作確認、ご家族への

介護アドバイスおよび指導を中心に実施し、関係事業所への情報提供を行っています。

利用者の条件 　要介護認定者

県央 医療法人　みどりグループ　リハビリセンター大村

施設形態 　老人保健施設

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　２０分以内

問い合わせ先 　原田　誠一郎・理学療法士・在宅サービス部・副主任

連

絡

先

　０９５７－４３－２１１６ 　０９５７－４３－２５２２

　http://jyunseikai-jikei.jp

　諫早市多良見町化屋９９５

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

医師、看護師、ケアマネージャーとの連携を密に取り利用者に必要な運動や日常生活動作の訓練を行います。ま

たご家族に対する介助方法の指導や住宅改修のアドバイスも行っています。訪問エリアや時間については相談に

応じます。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県央 訪問リハビリステーション　恵風園

施設形態 　老人保健施設

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　西村　健・理学療法士・リハビリテーション科・マネージャー

連

絡

先

　０９５７－２５－４８００ 　０９５７－２６－７０５４

　ー

　諫早市久山町１５７５－１

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ

施設の特徴

今年度よりＳＴの訪問も開始しています。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の障がい児

県央 社会医療法人　三佼会　宮崎病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＰＴ兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内
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問い合わせ先 　清島　由美子・理学療法士・訪問科・科長

連

絡

先

　０９５７－５４－１１６１ 　０９５７－５４－１１６２

　ー

　大村市東本町５３７

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患

併設サービス 　ー

施設の特徴

主に当院からの退院者に介入しています。空き状況に応じて外部からの新規依頼に対応します。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県央 特定医療法人　慧明会　貞松病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　２０分以内

問い合わせ先 　寺田　誠・理学療法士・通所リハビリテーション・主任

連

絡

先

　０９５７－５３－９９９０ 　０９５７－５３－９９８１

　http://www.midori-group.com/cosmos/

　大村市諏訪２丁目５２３－１

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　通所リハ

施設の特徴

内科・在宅療養支援診療所の特長を生かし、慢性心不全等の心疾患、慢性呼吸不全等の呼吸器疾患、癌等により

医学的管理が必要な方へのリハビリテーションに力を入れております。そのため在宅酸素療法・ターミナル等の

方は、積極的にお受けいたします。また、内科以外の疾患についても、対応いたしております。

利用者の条件 　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県央 在宅療養支援診療所　秋櫻醫院

施設形態 　医院・クリニック

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　平川　永扇・理学療法士・リハビリテーション科

連

絡

先

　０９５７－５４－８８００ 　０９５７－５４－８７５５

　http://www.minamino-hosp.jp/

　大村市東三城町３３番地

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　訪問介護　通所リハ　通所介護　ショートステイ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県央 医療法人　仁寿会　南野病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　２０分以内
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問い合わせ先 　原冨　ゆかり・看護師・訪問看護ステーションかけはし・課長

連

絡

先

　０９５７－４７－００５９ 　０９５７－４７－１００６

　http:www.sazanami.or.jp/

　東彼杵町彼杵宿郷１０８５

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

看護師、理学療法士、作業療法士、ケアマネ、精神保健福祉士が勤務しており、大村市、東彼杵郡、嬉野市の在

宅支援を行っております。小児、成人、高齢者、難病患者、精神障害者等幅広く対応しております。お気軽にご

相談ください。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）　医療保険の障がい児

県央 訪問看護ステーション　かけはし

施設形態 　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ専任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　中村　マサ子・看護師・訪問看護ステーション・管理者

連

絡

先

　０９５６－２０－７５５８ 　０９５６－２０－７５５７

　http:www.kohno-iin.jp

　東彼杵郡波佐見町湯無田郷１２８ー１４

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　訪問看護

施設の特徴

PT.OT.STが所属しています。看護師との連携も行っています。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）　医療保険の障がい児

県央 医療法人　優和会　訪問看護ステーションきりん

施設形態 　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　PT専任　ＯＴ専任　ST専任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　２０分以内

問い合わせ先 　柿田　謙三・理学療法士・リハビリテーション室・室長

連

絡

先

　０９５７－５４－５００４ 　０９５７－５３－４１３１

　ー

　大村市杭出津２丁目５５５

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病

併設サービス 　通所リハ

施設の特徴

外来リハビリテーションとの兼務で訪問リハビリテーシを提供しているので、実施人数が限られています。ケー

ス毎に相談を受けてから可能かどうかを判断させて頂いています。

利用者の条件 　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県央 ともなが内科クリニック生活習慣病予防センター

施設形態 　医院・クリニック

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）ー （午後）火木

訪問エリア（車での所要時間） 　２０分以内
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問い合わせ先 　植松　未真・理学療法士・リハビリテーション部

連

絡

先

　０９５７－６２－５１３１ 　０９５７－６２－５４０９

　www.yao-hp.jp

　島原市城内１丁目１１９３番地

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　終末期

併設サービス 　通所リハ

施設の特徴

介護保険認定者(要介護者・要支援者)を対象に、実際の生活環境の中で生活スタイルに沿ったリハビリテーション

の提供、個々の生活場面を考慮した介護方法の指導・助言、福祉用具・機器、住宅改修などについて提供してい

ます。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県南 医療法人　城内会　八尾病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　稲田　千恵美・理学療法士・リハビリテーション・主任補

連

絡

先

　０９５７－６４－１１１１ 　０９５７－６２－４８５６

　ー

　島原市中堀町６８番地

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　通所リハ

施設の特徴

現在実施している地域として島原市、南島原市深江町にお住まいの方の訪問リハビリテーションを実施しています。 訪問リハビリテーショ

ンを提供することにより、御家族における療養生活を支援し、心身機能の維持回復、生活状況の向上を図っています。 また当施設は通所リ

ハビリテーション施設も完備しており、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへの移行もスムーズに行えます。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県南 医療法人　済家会　柴田長庚堂病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　山口　華加・理学療法士・訪問リハビリテーション、入院リハ兼務

連

絡

先

　０９５７－６２－２５２６ 　０９５７－６２－２６２５

　http://www.shimabara.jp/ik-matuokahp/

　島原市江戸丁１９１９

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　通所リハ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県南 医療法人　威光会　松岡病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　PT専任　ＰＴ兼任　OT専任　ＯＴ兼任　ST専任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　２０分以内
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問い合わせ先 　ー

連

絡

先

　０９５７－８５－３６９０ 　０９５７－８５－３６０７

　ー

　ー

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県南 医療法人　ＮＡＮＯグループ　菜の花クリニック

施設形態 　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）ー （午後）月火水木金土

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　田中　健・理学療法士・理学療法士

連

絡

先

　０９５７－７２－２０１７ 　０９５７－７２－５９１３

　http://www.izumikawa.or.jp

　南島原市深江町丁２４０５

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県南 医療法人　栄和会　泉川病院

施設形態 　病院　老人保健施設　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　５０分以内

問い合わせ先 　井手　義博・言語聴覚士・リハビリテーション部・部長

連

絡

先

　０９５７－６８－００４０ 　０９５７－６８－０２２４

　http://kida-hp.or.jp

　島原市大三東戊７９０番地２

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　神経難病

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ

施設の特徴

長崎県神経難病ネットワークの基幹病院として神経難病を主体とした訪問リハビリテーションを提供していま

す。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県南 医療法人　有隣会　貴田神経内科・呼吸器科・内科病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　OT専任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内
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問い合わせ先 　城戸　暢介・理学療法士・リハビリテーション部・主任

連

絡

先

　０９５７－３６－１８２５ 　０９５７－３６－１８４７

　http://www.ainomhp.jp

　雲仙市愛野町甲３８３８－１

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　訪問介護

施設の特徴

訪問エリア:雲仙市、諫早市(森山町)、その他の地域に関しては要相談

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県南 医療法人　伴帥会　愛野記念病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　４０分以内

問い合わせ先 　ー

連

絡

先

　０９５７－８５－３３８３ 　０９５７－８５－３３８３

　ー

　南島原市南有馬町乙９６３番地２

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　神経難病

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県南 菜の花クリニック　訪問看護ステーション

施設形態 　医院・クリニック　訪問看護ステーション

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）ー （午後）月火水木金土

訪問エリア（車での所要時間） 　４０分以内

問い合わせ先 　吉野　雅之・作業療法士・リハビリテーション科・科長

連

絡

先

　０９５７－８６－３２２６ 　０９５７－８６－３２２７

　tetsuou-hp.jp

　南島原市口之津町甲１１８１番地

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ　通所介護　ショートステイ　訪問診療　特別養護老人ホーム　サービス付き高齢者向け住宅

施設の特徴

当事業所は、利用者と生活環境との適合を調整する役割を持ち、自宅での自立支援に効果的なサービスの一つで

す。併設しているサービスと外部協力機関も充実しているため、利用者のライフスタイルに合わせた総合的な支

援を提供できる体制をとっております。是非、お気軽にご相談ください。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県南 医療法人　博愛会　哲翁病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　６０分以内
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問い合わせ先 　三根　康裕・理学療法士・リハビリテーション部

連

絡

先

　０９５７－３６－３５５０ 　０９５７－３６－３５５３

　ー

　雲仙市愛野町乙２３１４－１

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病

併設サービス 　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県南 介護老人保健施設　ガイアの里

施設形態 　老人保健施設

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）ー （午後）月火水木金土

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　大園　道雄・理学療法士・リハビリテーション科・副科長

連

絡

先

　０９５７－７４－２０４６ 　０９５７－７４－２０６６

　ー

　雲仙市小浜町北本町２７番地

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　通所リハ

施設の特徴

クリニックと併設するデイケアもあり、訪問リハビリにも対応しています。身体機能だけに固執するのではな

く、豊かな生活・時間を送れるようにサポートします。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県南 医療法人　龍仙会　木戸医院（デイケア木戸）

施設形態 　医院・クリニック　老人保健施設

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　４０分以内

問い合わせ先 　佐藤　勝善・事務・総務課・課長

連

絡

先

　０９５７－７４－２２１１ 　０９５７－７５－０５０１

　http://obama-byoin.com/

　雲仙市小浜町マリーナ３番地２

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　訪問看護

施設の特徴

理学療法士、作業療法士等が居宅を訪問し、障害の評価・機能訓練のみでなく日常生活動作訓練や環境整備など

の専門的な助言、指導・精神的なサポート等を実施することで、日常生活の自立や主体性のあるその人らしい生

活をしていけるように支援します。また、医師や地域との連携を図りサービスを提供します。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

県南 医療法人社団　苑田会　公立小浜温泉病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　４０分以内
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問い合わせ先 　寺下　大介・作業療法士・リハビリテーション科・リハビリテーション科副長

連

絡

先

　０９５７－７７－２１２０ 　０９５７－７７－２１３０

　http://www.sinwakai.net/

　雲仙市瑞穂町伊福甲６８１番地

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

言語聴覚士の訪問リハビリテーションが提供可能です。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

県南 介護老人保健施設　真寿苑

施設形態 　老人保健施設

スタッフの種類・業務形態 　PＴ兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土日 （午後）月火水木金土日

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内
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問い合わせ先 　竹口　秀樹・支援相談員・事務

連

絡

先

　０９２０－４３－０８８８ 　０９２０－４３－００６６

　ー

　壱岐市勝本町本宮南触２３６

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

離島ですがさらに離島にも訪問リハビリでお伺いしています。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者

島嶼部 介護保険老人保健施設　壱岐

施設形態 　老人保健施設

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ専任　ＯＴ兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金土

訪問エリア（車での所要時間） 　４０分以内

問い合わせ先 　木場　宗也・理学療法士・リハビリテーション室

連

絡

先

　０９５９－７２－３５３５ 　０９５９－７２－３６１５

　http://www.rehabilicenter-fukue.jp/

　五島市吉田町２３９０

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　居宅介護支援事業所　訪問看護　通所リハ　ショートステイ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）　医療保険の障がい児

島嶼部 リハビリセンターふくえ

施設形態 　老人保健施設

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＳＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内

問い合わせ先 　本村　一道・理学療法士・リハビリテーション科・専門技師

連

絡

先

　０９５９－５２－３０００ 　０９５９－５２－２９８１

　ー

　南松浦郡新上五島町青方郷１５４９―１１

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　訪問看護　訪問介護

施設の特徴

上五島地区の基幹病院です。 上五島地区における訪問リハビリテーション提供は当院のみとなるため、上五島の

ほぼ全域を訪問しており、幅広い疾患に対応せざるを得ない状況です。

利用者の条件 　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）　医療保険の障がい児

島嶼部 長崎県上五島病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任

営業時間 （午前）水木 （午後）ー

訪問エリア（車での所要時間） 　５０分以内
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問い合わせ先 　鎌田　志保・理学療法士・リハビリテーション科・主任理学療法士

連

絡

先

　０９２０－５４－７１１１ 　０９２０－５４－７１１０

　ー

　対馬市美津島町鶏知乙１１６８－７

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　訪問看護　通所リハ

施設の特徴

ー

利用者の条件 　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）

島嶼部 長崎県病院企業団　長崎県対馬病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金 （午後）月火水木金

訪問エリア（車での所要時間） 　６０分以内

問い合わせ先 　濱田　浩樹・理学療法士・リハビリテーション課

連

絡

先

　０９２０－４７－００２３ 　ー

　http://www.gensyukai.or.jp/

　壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

対応可能な疾患 　脳血管疾患　運動器疾患　呼吸器疾患　神経難病　終末期

併設サービス 　訪問看護

施設の特徴

主に、通所系サービスへ移行するまでの期間、院内リハを補完する目的で実施しています。 継続の必要性が認め

られれば、法人内の訪問看護へ引き継ぎ、継続実施しています。

利用者の条件 　要支援認定者　要介護認定者　医療保険の成人（障がい者など）　医療保険の障がい児

島嶼部 特定医療法人　玄州会　光武内科循環器科病院

施設形態 　病院

スタッフの種類・業務形態 　ＰＴ兼任　ＯＴ兼任

営業時間 （午前）月火水木金土 （午後）月火水木金土

訪問エリア（車での所要時間） 　３０分以内


