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はじめに

（公社）愛媛県理学療法士会 会長  定松 修一 

 

 訪問リハビリテーションマップをご覧頂きありがとうございます。 

 このマップは、様々な方々より、私の地域で訪問リハを受けることができる施設がわからない

という要望に答え、リハ3団体で協力し作成させて頂きました。作成には、訪問でのリハビリ

テーションが可能な施設からの情報を収集し、複数回情報交換を行い作成したものですが、詳細

な内容については直接ご確認をお願いします。 

 少子高齢化が進む中で、多くの方々が住環境や介護力の問題で自宅での生活が困難な状況に

なってきております。訪問リハは、生活の場で、運動や起居・移動動作等の日常動作の指導を行

うことにより、個々の状態にあったきめ細やかなリハビリテーションを行うことができます。ま

た家族への動作指導や転倒転落の予防等においてもお役に立てるものと思います。この訪問リハ

ビリテーションマップが、在宅での生活を継続して行うための一つの参考になればと思います。 

 今後も愛媛県理学療法士会は、県民の方々が住み慣れた地域で安全で安心して暮らせる町づく

りに参画すると共に、元気で長生きの健康寿命を延ばす事業を進めて行きたいと考えております。 

  

 

  

（公社）愛媛県作業療法士会 会長  澤田 昌宏 

 

 私達作業療法士は、高齢の方が介護される人から主体的で積極的な生活をする人になって頂く

ための取り組みを心掛けています。高齢者の持てる能力を引き出す地域包括支援のあり方におい

ては、その人らしい活動的な生活を営むための支援が大切であるとされています。この支援には

地域の生活に軸足を置いた訪問リハビリテーションの関わりが非常に重要であると考えています。

現在様々な情報がパソコンを介して得られるようになったとはいえ、日常の生活圏域の訪問リハ

に関わる事業所の所在地や概要をまとめてみることができる本マップは、利用される方の視点に

立った情報提供の形であり、在宅生活者の有用なツールとなるのではないでしょうか。この訪問

リハビリテーションマップの作成にあたりまして、ご多忙の中、貴重な情報提供にご協力を頂き

ました各事業所の方々、ならびに三士会の役員の方々に感謝を申し上げます。 

  

 
  

愛媛県言語聴覚士会 前会長  富田 崇 

 

 日本は2025年に国民の4人に1人が75歳以上の高齢者となる、急速な高齢化社会を迎えようと

しています。このような社会情勢の中、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮ら

しを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供され

るシステム作りが進められており、より地域に密着したサービス提供が求められるようになって

います。今後更に、私たちリハビリテーションスタッフに対する期待や需要は益々高まり、業務

内容も多種多様化する事が予想されます。 

 今回発行された訪問リハビリテーションマップが有効に活用されることを期待しております。

今後訪問リハビリテーションが社会に広く認知され、訪問リハビリテーションを必要とされる

方々に、何時でも、何処でも効果的で質の高いサービスを提供できる体制が一日でも早く整えら

れる事を願っております。 

 今回の訪問リハビリテーションマップの作成にご尽力位ただいた関係機関の方々に感謝申し上

げます。 



1 アシストジャパン訪問看護ステーション東予
2 今井クリニック整形外科
3 岩崎病院
4 介護老人保健施設あすなろ
5 共立病院
6 済生会今治第二病院
7 瀬戸内海病院
8 第一訪問看護ステーションかとれあ
9 波方中央病院

10 西岡病院
11 長谷川病院
12 ひうち園老人訪問看護ステーション
13 広瀬病院
14 放射線第一病院
15 訪問看護ステーションいしかわ
16 訪問看護ステーションそよ風さん
17 訪問看護ステーションたかつ
18 訪問看護ステーションにしおか
19 訪問看護リハビリステーションすてっぷ
20 訪問リハビリテーション事業所アイリス
21 渡部病院
22 横山病院

1 伊予訪問看護ステーション
2 浦屋病院
3 愛媛リハビリ訪問看護ステーション
4 済生会松山　老人保健施設にぎたつ苑
5 たんぽぽクリニック・訪問看護ステーションコスモス
6 たんぽぽ在宅ケアセンター（訪問看護ステーションたんぽぽ）
7 ドリーム･サポート訪問看護ステーション
8 訪問看護ステーションアップル
9 訪問看護ステーションかなで

10 訪問看護ステーションくるみ
11 訪問看護ステーションじゅうぜん
12 訪問看護ステーションほうじょう
13 訪問看護ステーションみかん
14 訪問看護ステーションれもん
15 松山協和病院
16 南高井訪問看護ステーション
17 おおぞら病院（訪問看護ステーションあい）
18 河田外科脳神経外科
19 東松山訪問看護ステーション
20 訪問看護ステーションてとて
21 訪問看護ステーションほのか
22 訪問看護ステーションひかり

1 愛南町国保一本松病院
2 愛ほっと訪問看護ステーション
3 愛ほっと訪問看護ステーション　愛なん
4 宇和島市立津島病院
5 宇和島徳洲会病院
6 宇和島病院訪問リハビリテーション
7 介護老人保健施設やすらぎの杜
8 加戸病院
9 チヨダクリニック

10 訪問看護ステーションいこい
11 訪問看護ステーションフレンド
12 訪問看護ステーションわかば
13 大洲中央病院

愛媛県　中予地方

愛媛県　南予地方

掲載施設一覧

愛媛県　東予地方



施設所在地



提供先一覧

提供先の詳細につきましては、各施設の紹介ページをご参照下さい。 
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1 アシストジャパン訪問看護ステーション東予 〇 〇 〇

2 今井クリニック整形外科 〇

3 岩崎病院 〇

4 介護老人保健施設あすなろ 〇

5 共立病院 〇

6 済生会今治第二病院 〇

7 瀬戸内海病院 〇

8 第一訪問看護ステーションかとれあ 〇

9 波方中央病院 〇

10 西岡病院 〇

11 長谷川病院 〇

12 ひうち園老人訪問看護ステーション 〇

13 広瀬病院 〇 〇

14 放射線第一病院 〇

15 訪問看護ステーションいしかわ 〇

16 訪問看護ステーションそよ風さん 〇 〇 〇

17 訪問看護ステーションたかつ 〇

18 訪問看護ステーションにしおか 〇

19 訪問看護リハビリステーションすてっぷ 〇

20 訪問リハビリテーション事業所アイリス 〇

21 渡部病院 〇

22 横山病院 〇

中

予

地

方

1 伊予訪問看護ステーション 〇 〇

2 浦屋病院 〇

3 愛媛リハビリ訪問看護ステーション 〇 〇 〇

4 済生会松山 老人保健施設にぎたつ苑 〇

5 たんぽぽクリニック・訪問看護ステーションコスモス 〇 〇

6 たんぽぽ在宅ケアセンター（訪問看護ステーションたんぽぽ） 〇 〇 〇

7 ドリーム･サポート訪問看護ステーション 〇 〇 〇

8 訪問看護ステーションアップル 〇

9 訪問看護ステーションかなで 〇 〇 〇

10 訪問看護ステーションくるみ 〇 〇 〇

11 訪問看護ステーションじゅうぜん 〇 〇

12 訪問看護ステーションほうじょう 〇

13 訪問看護ステーションみかん 〇 〇 〇

14 訪問看護ステーションれもん 〇 〇 〇

15 松山協和病院 〇 〇 〇

16 南高井訪問看護ステーション 〇 〇 〇

17 おおぞら病院（訪問看護ステーションあい） 〇

18 河田外科脳神経外科 〇

19 東松山訪問看護ステーション 〇 〇 〇

20 訪問看護ステーションてとて 〇 〇 〇

21 訪問看護ステーションほのか 〇 〇 〇

22 訪問看護ステーションひかり 〇 〇 〇

南

予

地

方

1 愛南町国保一本松病院 〇

2 愛ほっと訪問看護ステーション 〇 〇 〇

3 愛ほっと訪問看護ステーション 愛なん 〇

4 宇和島市立津島病院 〇

5 宇和島徳洲会病院 〇

6 宇和島病院訪問リハビリテーション 〇 〇

7 介護老人保健施設やすらぎの杜 〇

8 加戸病院 〇 〇 〇

9 チヨダクリニック 〇 〇 〇

10 訪問看護ステーションいこい 〇 〇 〇

11 訪問看護ステーションフレンド 〇 〇

12 訪問看護ステーションわかば 〇 〇

13 大洲中央病院 ○ ○
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画像
地図

その他、なんでも

〒793-0030
愛媛県西条市大町字御舟川539番地1

訪問看護ステーション東予

月～金曜日（9：00～18：00）　※相談に応じて対応させて頂きます。

089-758-5006

名 兼任 名兼任 名 ＳＴ 専任専任 4名 ＯＴ

東予
② 今井クリニック整形外科

担当部署

担当者 行本　譲

住所

医療法人

専任 名 兼任

アシストジャパン訪問看護ステーション東予
東予
①

(有)アシストジャパン

http://www.assistjapan.com/

toyo@assistjapan.com

所長　古田　雅子　

089-758-5005

担当部署

担当者

PT所属形態

訪問エリア

交通費の有無

一言アピール

備考

営業日

医療について1回100円（月上限1000円）を請求させて頂きます。

患者様の希望が叶うよう、一緒に頑張っていきたいと考えております。介護・医療領域共に
対応可能です。

新居浜市と今治市は旧市内エリアに限ります。

新居浜市 西条市 今治市

e-mail

ホームページ

電話

専任兼任 名 2名

住所

ＦＡＸ
電話・ＦＡＸ番号

4名

〒791-0503
愛媛県西条市丹原町今井106-1

電話・ＦＡＸ番号
電話 0898-68-8118

ＦＡＸ 0898-68-8119

名 兼任 1名 ＳＴ

e-mail

ホームページ

所属形態 PT 専任 名 兼任 名

訪問エリア 西条市

ＯＴ 専任

備考 西条市の提供は旧東予・周桑エリアに限ります。

営業日 月～金曜日

交通費の有無

一言アピール

http://www.assistjapan.com/
http://www.shikoku.ne.jp/iwasaki/


東予
③

医療法人 岩﨑病院

担当部署 リハビリテーション科

担当者 鴨田　美和

住所
〒792-0045
愛媛県新居浜市中萩町2-5

電話・ＦＡＸ番号
電話 0897-41-6030

ＦＡＸ 0897-41-6165

e-mail

ホームページ http://www.shikoku.ne.jp/iwasaki/

所属形態 PT 専任 名 兼任 2名 ＯＴ 専任 名 兼任 名 ＳＴ 専任 名 兼任 名

訪問エリア 新居浜市

営業日 土曜日（9:00～12：00 13:00～17:00） 月～金は要相談

交通費の有無 場合によって請求することあり

一言アピール ご自宅で理学療法士によるリハビリを提供いたします

備考 休診日：日曜・祝日・木曜午後・年末年始・お盆・地方祭

http://www.shikoku.ne.jp/iwasaki/


営業日 月～金曜日（8：30～17：30）

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール
病院から在宅まで、一貫したリハビリテーションを提供致しております。訪問リハビリのス
タッフは少数ではありますが、可能な限り対応させて頂く所存です。宜しくお願いします。

専任 名 兼任 名

訪問エリア 西条市

ＯＴ 専任 2名 兼任 名 ＳＴ

ホームページ http://www.koujin.net

所属形態 PT 専任 名 兼任 名

住所
〒799-1353
愛媛県西条市三津屋南9番10

電話・ＦＡＸ番号
電話 0898-64-2662

ＦＡＸ 0898-64-2722

備考
理学療法士が老人保健施設内のデイケア・入所・訪問リハビリの兼務体制をとっており訪問リハビリ
の提供は基本的に伯方町内の方にさせていただきます。大島・大三島の方は要相談です。

東予
⑤

医療法人弘仁会 共立病院

担当部署 リハビリテーション科

担当者 中川　真一

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）　土・日・祝日はお休みです。

交通費の有無 場合によって請求することあり。（伯方島外の方）

一言アピール
“心が動けば体も動く！”会話をしながらアットホームな雰囲気でスタッフがリハビリにあた
ります。在宅での生活に即したリハビリを提供いたします。

専任 名 兼任 名

訪問エリア 今治市

ＯＴ 専任 名 兼任 名 ＳＴ

e-mail kyouritu@koujin.net

電話・ＦＡＸ番号
電話 0897-73-0111

ＦＡＸ 0897-73-0133

東予
④

医療法人
有津むらかみクリニック 介護老人保健施設あすなろ　　訪問リハビリテーションあすなろ

e-mail asunaro3@shirt.ocn.ne.jp

ホームページ

所属形態 PT 専任 名 兼任 5名

〒794-2304
愛媛県今治市伯方町北浦甲2289番地1

担当部署 リハビリテーション部

画像
地図

その他、なんでも

担当者 阿部　恒美

住所

備考

http://www.koujin.net/


担当者

専任 名 兼任 4名

住所
〒794-0028
愛媛県今治市北宝来町2丁目4番地9

電話・ＦＡＸ番号
電話 0898-23-0655

ホームページ http://www.imabari.saiseikai.or.jp/imabari2/

平日：月～金曜日（8：30～17：00）、ただし土日・祝祭日は休業となっております。

交通費の有無 走行距離に応じて（西瀬戸自動車道を使用時も含む）設定あり、詳細はお問い合わせ下さい。

一言アピール 遠方地も訪問しております。（依頼時の状況によりますので詳細は御相談下さい！）

0898-23-0616

備考 今治市の訪問エリアは旧関前村を除きます。

東予
⑦

社会医療法人
　　生きる会 瀬戸内海病院

担当部署 リハビリテーション部

画像
地図

その他、なんでも

所属形態 PT 専任 名 兼任 名

訪問エリア 今治市

ＯＴ 専任

管理者：杉野　哲也　　担当者：渡部　綾子

営業日

名 ＳＴ

e-mail ―

0898-23-0300

東予
⑥ 済生会今治第二病院 （訪問リハビリテーション）

担当部署 訪問リハビリテーション

画像
地図

その他、なんでも

担当者 中山　亮

専任 1名 兼任 1名

住所
〒794-0054
愛媛県今治市北日吉町1丁目7番43号

電話・ＦＡＸ番号
電話 0898-23-0100

ＦＡＸ

2名 兼任

ＦＡＸ

名 兼任 名 ＳＴ

e-mail info@ikirukai.co.jp

ホームページ http://www.ikirukai.or.jp

所属形態 PT 専任 名 名

訪問エリア 今治市

ＯＴ 専任 兼任

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）、土日、祝祭日は休業です。

交通費の有無 当院より2ｋｍ未満100円、2～5ｋｍ300円、5ｋｍ以上は1ｋｍ毎に＋100円

一言アピール 在宅で「安心」して暮らしていけるようサポートしていきます。

備考 訪問エリアは島嶼部を除きます。その他、気軽にご相談下さい。

社会福祉法人
恩賜
財団

http://www.imabari.saiseikai.or.jp/imabari2/
http://www.ikirukai.or.jp/


e-mail houmon@juntenkai.jp

ホームページ http://www.juntenkai.jp/cattleya_ks/index.html

0898-23-3397

ＦＡＸ

第一訪問看護ステーションかとれあ

担当部署

画像
地図

その他、なんでも

担当者

住所
〒794-0054
愛媛県今治市北日吉町1丁目１９-15

電話・ＦＡＸ番号
電話

専任 名 兼任 名

訪問エリア 今治市

ＯＴ 専任

大塚　美穂

0898-23-8633

東予
⑧

医療法人順天会

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール 小児から高齢者まで対応しています。

専任 名 兼任 3名

089-41-7502

備考 まずは一度お電話でご相談ください。

東予
⑨

医療法人厚仁会 波方中央病院

担当部署 リハビリテーション科

画像
地図

その他、なんでも

担当者

名 兼任 名 ＳＴ所属形態 PT

住所
〒799-2102
愛媛県今治市波方町樋口甲1683-1

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-41-5911

ＦＡＸ

兼任 １名 ＳＴ

e-mail namiriha5@gmaiｌ.com

ホームページ

所属形態 PT

髙見　将裕

専任 名 兼任 名 兼任専任 名 名

訪問エリア 今治市

ＯＴ 専任

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール 福祉住環境コーディネーター2級取得。環境面へのアドバイスやサポートをいたします。

備考
今治市内の提供は旧波方町エリア、今治市高部エリア、旧大西町の波方寄りエリアに限り
ます。

名

http://www.juntenkai.jp/cattleya_ks/index.html
http://www.shikoku.ne.jp/iwasaki/


西岡病院　訪問リハビリ

担当部署 リハビリテーション科

担当者

住所
〒799-0421
愛媛県四国中央市三島金子2-7-22

電話・ＦＡＸ番号
電話 090-5911-1873

ＦＡＸ

e-mail k7c377fb72dkui@softbank.ne.jp

ホームページ

専任 名 兼任 名

訪問エリア 四国中央市

ＯＴ 専任

森　健

0896-23-0590

東予
⑩

長谷川　一朗

営業日 月～金曜日（8：30～17：00）

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール
看護サービスが必要になった時点で、同法人内の訪問看護ステーションにしおかへの移
行も可能です。

専任 名 兼任 2名

0896-58-5696

備考 山間部を除く四国中央市が訪問範囲です。

東予
⑪

医療法人明生会 長谷川病院

担当部署 リハビリテーション科

画像
地図

その他、なんでも

担当者

名 兼任 名 ＳＴ所属形態 PT

専任 3名 兼任 1名

住所
〒799-0111
愛媛県四国中央市金生町下分1249-1

電話・ＦＡＸ番号
電話 0896-58-5666

ＦＡＸ

名 兼任 名 ＳＴ

e-mail meisei@infomadonna.ne.jp

ホームページ http://meisei-hasegawa.com/

所属形態 PT 兼任 名

訪問エリア 四国中央市

ＯＴ 専任

営業日 月～金曜日（9：00～17：00）

交通費の有無

専任 名

場合によって請求することあり。

一言アピール
より自分らしい日常生活を過ごせるよう生活リハビリを行います。 身の回り動作の自立、趣味や生きがいを見
つけることなどをはじめ、ご家族へも介護方法の指導や家庭でできるリハビリの指導を行います。

備考 四国中央市新宮町は訪問不可

http://meisei-hasegawa.com/


ＦＡＸ 089-825-8526

089-825-8525

専任 名 兼任 名ＯＴ 専任 名 兼任 1名 ＳＴ

e-mail kango-s@etude.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.yoshino-hospital.or.jp/visitnursing/visitnursingcare.htm

所属形態 PT 専任 1名 兼任 名

東予
⑫

医療法人滴水会 ひうち園老人訪問看護ステーション

担当部署 訪問看護ステーション

担当者 越智　幸子（管理者 看護師）

住所
〒794-0037
愛媛県今治市黄金町２丁目２－５　２F

電話・ＦＡＸ番号
電話

訪問エリア 今治市

営業日 月～土曜日（8：30～17：30）、祝祭日も営業しています。

交通費の有無 介護保険による訪問、および島嶼部（大島・伯方島・大三島）は無料。医療保険は設定あり。

一言アピール
地域の医療・福祉機関との連携を図り、患者さんの満足のできるサービスを誠実・確実に実施しています。当ス
テーションではLSVT BIG®認定セラピスト（パーキンソン病の運動療法）、呼吸療法認定士、ケアマネジャー、
BLS-HCP、福祉住環境コーディネーター等の資格を所持したセラピストが在籍しています。

備考
小児に対する訪問看護（リハビリテーション）は行っていませんが、精神（看護）は本年度
（H26）より行う予定です。

東予
⑬

医療法人陽成会 広瀬病院（訪問リハビリテーション部）

担当部署 リハビリテーション部

担当者 小田・藤原・前田・芥川

住所
〒799-1504
愛媛県今治市拝志１-26

電話・ＦＡＸ番号
電話 0898-47-0100

ＦＡＸ 0898-47-0345

e-mail zimu@hirose-youseikai.org

専任 名

ホームページ http://www.hirose-youseikai.org

所属形態 PT 専任 1名 兼任 1名 兼任 1名

訪問エリア 今治市 西条市

1名 兼任 名 ＳＴ

営業日 月～土曜日（9：00～18：00）　祝日は平日と変わらず営業実施

交通費の有無 運営規定による

一言アピール
理学・作業・言語各療法士による専門リハビリ、特に言語聴覚士による訪問リハビリテーションは貴
重であり、希望する利用者様の状態に合わせたリハビリテーションを提供できます。

備考 今治市全域でなく、事業所近隣地域の訪問を優先させていただく場合があります。

ＯＴ 専任

平成２７年１月 

   新広瀬病院完成予定！ 

http://www.yoshino-hospital.or.jp/visitnursing/visitnursingcare.htm
http://www.hirose-youseikai.org/


住所
〒794-0054
愛媛県今治市北日吉町1丁目10-50

東予
⑭

医療法人順天会 放射線第一病院

担当部署

画像
地図

その他、なんでも

担当者 管理者：西岡陽子　リハビリ：水町加衛子・篠原優希

住所
〒799-0121
愛媛県四国中央市上分町716-2

電話・ＦＡＸ番号

担当部署 リハビリテーション科

画像
地図

その他、なんでも

担当者 後藤　美智子

電話 0898-23-3125

ＦＡＸ 0898-23-3126

e-mail riha@juntenkai.jp

ホームページ http://www.juntenkai.jp/

所属形態 PT 専任

電話・ＦＡＸ番号

名 兼任 3名 ＯＴ 専任 専任

ＦＡＸ 0896-56-2221

ＯＴ 専任 1名 兼任 1名 ＳＴ4名

名 兼任 名

訪問エリア 今治市

名 兼任

電話 0896-58-7377

一言アピール
具体的な目標を利用者様と共に立てその目標に向かう為のリハビリを提供したいと思って
います。

備考 まず一度、お電話でご相談ください。

東予
⑮

医療法人　健康会 訪問看護ステーション　いしかわ

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）

交通費の有無 大島より遠方は場合によって請求することあり。

1名 ＳＴ

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）土(8:30～12:30)　　日・年末年始休み、祝日（調整）

交通費の有無 有：土居町310円、新宮町・金砂町・富郷町470円、その他670円（川之江、三島は除く）

e-mail

ホームページ http://kenkou-kai.jp/houkan.html

所属形態 PT 専任 名

一言アピール
住み慣れた地域でその人らしく、利用者様のやってみたい、こうなりたいを看護師と一緒に
支援します。お気軽にお問い合わせ下さい。

備考

専任 名 兼任 名

訪問エリア 四国中央市

兼任

http://www.juntenkai.jp/
http://kenkou-kai.jp/houkan.html


電話・ＦＡＸ番号
電話 0897-40-5539

ＦＡＸ 0897-66-2637

e-mail soyokaze@niihama-mcoop.or.jp

ホームページ

所属形態 PT 専任 名 兼任 1名 1名 兼任

東予
⑯

新居浜医療福祉
生活協同組合 訪問看護ステーション そよ風さん

担当部署 リハビリテーション科

画像
地図

その他、なんでも

担当者 樋口　綾子

住所
〒792-0050
愛媛県新居浜市萩生1061

名

営業日 月曜日（13：30～17：30） ・火～土曜日（8：30～17：30）

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール
機能訓練はもちろんの事！女性ならではの視点で、ＡＤＬや家事練習などのリハビリも実
施いたします。

ＯＴ 専任

0879-31-5710

備考 別子山村は、除きます。

東予
⑰

新居浜医療福祉
生活協同組合 　　　　　　　　　　　訪問看護ステーション たかつ

担当部署 リハビリテーション科

画像
地図

その他、なんでも

担当者

住所
〒792-0867
愛媛県新居浜市高津町3丁目20番地

電話・ＦＡＸ番号
電話 0897-31-5700

ＦＡＸ

西条市新居浜市訪問エリア

名兼任名専任ＳＴ

兼任 2名 ＳＴ

e-mail t-hokan@niihama-mcoop.or.jp

ホームページ

所属形態 PT

近藤　泰行

専任 名 兼任 1名 兼任専任 名 名

訪問エリア 新居浜市

ＯＴ 専任

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）　 固定休：日曜・祝祭日、年末年始、８月15.16日、10月17.18日

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール 住み慣れた自宅で家族と共に出来る限り自立した生活が送れるように支援します。

備考 営業日以外の問い合わせについては看護師が対応します。

名

四国中央市



東予
⑱ 訪問看護ステーション　にしおか

専任 名 兼任 名 ＳＴ 専任 名 兼任 名

電話・ＦＡＸ番号
電話 0898-35-5166

ＦＡＸ 0898-35-5167

e-mail station-step@globe.ocn.ne.jp

ホームページ

担当部署 訪問看護ステーション

担当者 森　健

住所
〒799-0421
愛媛県四国中央市三島金子2-7-22

電話・ＦＡＸ番号
電話 0896-24-3574

ＦＡＸ 0896-24-3574

e-mail k7c377fb72dkui@softbank.ne.jp

ホームページ

所属形態 PT 専任 名 兼任 2名 ＯＴ

1名 ＳＴ 専任 名 兼任 名

訪問エリア 今治市

訪問エリア 四国中央市

営業日 月～金曜日（8：30～17：00）

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール リハビリのみ希望される場合、同法人内の西岡病院訪問リハビリへの移行も可能です。

備考 山間部を除く四国中央市が訪問範囲です。

東予
⑲

(株)　すてっぷ 訪問看護リハビリステーション　すてっぷ

担当部署 事　務

画像
地図

その他、なんでも

担当者 西原　陽子

住所
〒794-0821
愛媛県今治市立花町三丁目２番地３５号

所属形態 PT 専任 1名 兼任 名 ＯＴ 専任 1名 兼任

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）、土曜日（8：30～12：30）、祝祭日は休み

交通費の有無 医療保険でのご利用の場合は請求することがあり。

一言アピール 先天性疾患、発達障害など乳幼児及び小児リハビリにも取り組んでおります。

備考 サービス提供地域は新今治市（島嶼部も含む）です。



訪問リハビリテーション事業所　アイリス

担当部署 リハビリテーション科

担当者

住所
〒799-0121
愛媛県四国中央市上分町732-1

電話・ＦＡＸ番号
電話 0896-58-0011

ＦＡＸ

e-mail

ホームページ http://kenkou-kai.jp/airis_houmon.html

専任 名 兼任 名

訪問エリア 四国中央市

ＯＴ 専任

水町　加衛子・深貝　祥子

0896-58-0021

東予
⑳

医療法人　健康会

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）、土・日～休み、祝日営業

交通費の有無

一言アピール
少人数でアットホームな雰囲気の事業所です。お気軽にお問い合わせください。川之江・
三島地区を中心に訪問を行っています。

専任 名 兼任 3名

0898-64-1269

備考

東予
㉑

医療法人社団
門の内会 渡部病院

担当部署 リハビリテーション科

担当者

名 兼任 名 ＳＴ所属形態 PT

住所
〒799-1371
愛媛県西条市周布331番地1

電話・ＦＡＸ番号
電話 0898-64-1200

ＦＡＸ

兼任 名 ＳＴ

e-mail

ホームページ

所属形態 PT

管理者：渡部　達夫　担当者：高橋　信史

専任 1名 兼任 名 兼任専任 名 名

訪問エリア 西条市

ＯＴ 専任

営業日 月～金曜日（8：30～17：30） 〔祝祭日、8月16日、12月31日午後～1月3日は休み〕

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール

備考

名

http://kenkou-kai.jp/group.html


営業日 月～土曜日（8：30～17：30）、木曜日（8：30～12：30）

交通費の有無

一言アピール
通院が困難な方や通所でのリハビリに不安を感じている方に対して、自宅におけるリハビリの提供や家屋改修
および家族の方へのアドバイスなど、より快適に在宅生活を送っていただけるように努めております。お気軽に
ご相談ください。

備考

所属形態 PT 専任 1名 兼任 名 ＯＴ 専任 名 兼任 名 ＳＴ 専任 名 兼任 名

訪問エリア 西条市

横山病院

担当部署 リハビリテーション科

担当者 曽我　敏之

住所
〒799-1101
愛媛県西条市小松町新屋敷甲286

電話・ＦＡＸ番号
電話 0898-72-2121

ＦＡＸ 0898-72-2122

e-mail yokoyama-hp-reha@yahoo.co.jp

ホームページ http://www.yokoyama-hospital.jp/

東予
㉒

医療法人倬清会

http://www.yokoyama-hospital.jp/


中予地方 
松山市 

伊予市 

東温市 

上浮穴郡 

伊予郡 



伊予訪問看護ステーション

担当部署 訪問リハビリ

担当者

住所
〒790-0043
愛媛県松山市保免西2丁目1-2

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-905-6671

ＦＡＸ

e-mail houmon@iyohp.jp

ホームページ http://www.iyohp.jp

専任 1名 兼任 名

訪問エリア 松山市 伊予郡

ＯＴ 専任

濵﨑　俊光

089-905-6556

中予
①

医療法人　尚温会

営業日 月～金曜日（8：30～17：10）、土曜日（8：30～12：30）

交通費の有無 医療保険での利用者は有り。

一言アピール ST常勤しています。

専任 7名 兼任 名

089-947-5999

備考

中予
②

医療法人社団
酉仁会 浦屋病院

担当部署 リハビリテーション科

担当者

4名 兼任 名 ＳＴ所属形態 PT

住所
〒790-0804
愛媛県松山市中一万町5番地10

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-943-0150

ＦＡＸ

e-mail uraya.atusi@camel.plala.or.jp

ホームページ

所属形態 PT

管理者：浦屋　制　担当者：篠﨑　千佳

専任 名 兼任 2名 兼任専任 名 名

訪問エリア 松山市

ＯＴ 専任

営業日 月～土曜日（9：00～18：00）

交通費の有無 通常の事業の実施地域を超えたとき（1㎞に付き100円）

一言アピール
経験豊富な理学療法士により、利用者様ごとによって異なる様々な状態やニーズに合わせ、
最適なリハビリの提供ができるような計画を立てる事を心掛けております。

備考
訪問エリアは旧北条市、旧中島町等島嶼部を除く。
定期受診等により医師による往診が難しい場合は患家より当院までの無料送迎サービスも行って
おりますので、詳しくはお電話にて一度ご相談ください。

名 兼任 名 ＳＴ

http://www.iyohp.jp/


専任 1名 兼任

愛媛リハビリ訪問看護ステーション

担当部署 看護部　・　リハビリテーション部

画像
地図

その他、なんでも

管理者

住所
〒791-1121
愛媛県松山市中野町366番地1号

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-963-8271

ＦＡＸ

e-mail reha-staff＠ehime-rehab.co.jp

ホームページ http://www.ehime-rehab.co.jp

名

訪問エリア 松山市

鎌田　尚希

東温市 伊予市

ＯＴ 専任

看護：青木　美穂　　　リハビリ：前重　壮寿

089-963-4166

中予
③

(株)愛媛リハビリ

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）、定休日：土日、11月21日(創立記念日)、2月21日(創業記念日)

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール
子どもから高齢者の方まで、在宅でその人らしく有意義な人生を送るお手伝いをします。
ミックスケア(療法士と看護師の専門性を活かしたきめ細やかなケアとリハビリ)が特徴で
す。

名

089-951-1086

備考 上記以外訪問エリア：伊予郡(砥部町・松前町)、上浮穴郡(旧久万町・旧美川村)

中予
④

社会福祉法人

担当部署 リハビリテーション課

画像
地図

その他、なんでも

担当者

7名 兼任 名 Ns.

住所
〒791-8026
愛媛県松山市山西町880番地2

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-951-6600

ＦＡＸ

所属形態 PT 専任 4名 兼任

rihabiri＠nigitatsu.saiseikai.or.jp

ホームページ http://nigitatsu.saiseikai.or.jp

所属形態 PT

松山市

ＯＴ 専任

営業日 月～金曜日（9：00～17：00）

交通費の有無 運営規定による

一言アピール
在宅強化型の介護老人保健施設の強み、訪問リハビリ・入所・ショート・通所リハビリテーション・訪
問介護・居宅介護支援事業所の『多職種連携』を活かした、リハビリテーションを提供していきます。

兼任

e-mail

専任 名 名

訪問エリア

専任 名 兼任 名 名 兼任 3名 ＳＴ

備考 【対象】支援・介護認定を受けている方（旧北条市、旧中島町は除く）

恩賜
財団 済生会松山　老人保健施設にぎたつ苑

http://www.ehime-rehab.co.jp/
http://nigitatsu.saiseikai.or.jp/


備考

松﨑　美和

訪問エリア 松山市 東温市 伊予郡

ＯＴ 専任1名 兼任 名

住所
〒7791-1102
愛媛県松山市来住町1091-1

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-955-7335

ＦＡＸ

名 兼任 名 ＳＴ

e-mail

ホームページ

所属形態

089-955-7339

名 ＳＴ

PT

所属形態 PT

専任 名

専任 名 兼任

兼任 名

ホームページ www.tampopo-clinic.com

訪問エリア 松山市 伊予郡

ＯＴ 専任

河合　美登里

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）

交通費の有無 無

一言アピール ターミナルにも積極的に取り組んでおります。

専任 2名

備考 (例)伊予郡は砥部まで

営業日 月～金曜日（9：00～17：00）、土曜日（9：00～13：00）　祝祭日休み

交通費の有無 医療保険での訪問時は距離に応じて負担徴収有り（生活保護は除く）

一言アピール
訪問看護士４名　理学療法士１名で運営しています。人数は少ないですが、他の事業所と連携を細かくとりなが
ら、利用者様が一日でも長く住みなれた地域で暮らしていけるよう、お手伝いしていきます。

担当者

兼任 名 名

089-911-6334

伊予郡は松前町まで

中予
⑥

愛媛医療生活協同組合 たんぽぽ在宅ケアセンター（訪問看護ステーションたんぽぽ）

担当部署 リハビリテーション科

4名 兼任

専任

〒791-8056
愛媛県松山市別府町444番地1号

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-911-6333

中予
⑤

医療法人　ゆうの森 たんぽぽクリニック・訪問看護ステーション コスモス

担当部署 リハビリテーション課

画像
地図

その他、なんでも

担当者

住所

ＦＡＸ

e-mail matsuzaki@tampopo-clinic.com

http://www.tampopo-clinic.com/


兼任 名

訪問エリア 松山市

ＯＴ 専任 2名 兼任 名 ＳＴ所属形態 PT 専任 1名 兼任 名

住所
〒791-8067
愛媛県松山市古三津4丁目625番地

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-951-0006

ＦＡＸ 089-951-0021

備考

中予
⑧

医療法人　仁勇会 三津整形外科（訪問看護ステーション　アップル）

担当部署 訪問看護ステーション

担当者 小笠原　政子

e-mail

ホームページ http://www11.ocn.ne.jp/~apple806

営業日 月～土曜日、（8：30～17：30）　祝祭日も営業している。　年末年始、日曜日が休み

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール 松山市内の他、北条や興居島にも訪問を実施している。

専任 名

営業日 月～土曜日（8：30～17：30）

交通費の有無 無し

一言アピール
在宅経験5年以上の職員が80％で構成されており、常勤リハビリスタッフ全員が福祉住環
境コーディネーター2級を取得しています。

兼任 名

訪問エリア 松山市 東温市 伊予郡

1名 兼任 名 ＳＴ 専任 名所属形態 PT 専任 3名 兼任 2名 ＯＴ 専任

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-961-4646

ＦＡＸ 089-961-4647

e-mail fctdk198@ybb.ne.jp

備考 中予地区全域を訪問しています。（久万高原町、伊予市含む）

担当部署 訪問看護ステーション

画像
地図

その他、なんでも

担当者 渡辺　哲也

住所
〒790‐0921　愛媛県松山市福音寺町426-1
　メゾン・ドゥ・グランビュー306号

ホームページ http://www.dream-sp.net/

中予
⑦

(株)ドリーム・サポート ドリーム・サポート訪問看護ステーション

http://www11.ocn.ne.jp/~apple806
http://www.dream-sp.net/


089-905-0010

e-mail akari@beach.ocn.ne.jp

ホームページ

名 ＳＴ 専任 名 兼任 名

訪問エリア 松山市 伊予郡 伊予市

中予
⑨

医療法人　清正会 あかりクリニック（訪問看護ステーション　かなで）

担当部署 リハビリテーション部

画像
地図

その他、なんでも

担当者 所長：馬場 愛子　リハ：篠原 弘康

住所
〒790-0924
愛媛県松山市古川北2丁目13－3

電話・ＦＡＸ番号
電話 リハ：089-907-5500　代：089-993-6666

ＦＡＸ

電話 089-906-5722

ＦＡＸ 089-906-5723

e-mail kurumi@mf.pikara.ne.jp

ホームページ http://www.qualia-kurumi.net

所属形態 PT 専任 名 兼任 名 ＯＴ 専任 5名 兼任

専任 2名 兼任 名 ＳＴ 専任 名 兼任 名

訪問エリア 松山市 伊予郡 伊予市

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）、土曜日（8：30～12：30）

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール
豊かな生活を笑顔で送ることができる訪問リハを提供します。
『いつでも・どこでも・どなたでも』 お気軽にお声掛けください。

備考
訪問エリアは上記と他に、東温市も含みます。
タクティール®ケアの資格習得者もいます。

中予
⑩

株式会社クオリア 訪問看護ステーションくるみ

担当部署

担当者 所長：川添　綾　　リハビリ窓口：三和　純子

住所
〒791-3102
愛媛県伊予郡松前町大字北黒田679番地1

電話・ＦＡＸ番号

営業日 月～土曜日（9：00～17：30）、祝祭日は応相談

交通費の有無 なし

一言アピール
医師、看護師やケアマネジャーなど綿密に連携を取りながら、小児から高齢者まで幅広く
リハビリテーションを進めています。(リハビリスタッフ男性6名/女性6名)

備考 訪問エリア：東温市や中山町、双海町も訪問しています。

所属形態 PT 専任 10名 兼任 名 ＯＴ

ご連絡お待ちしております。  
楽しいイベント盛り沢山  

http://www.qualia-kurumi.net/


PT 専任

備考

ホームページ http://www.lnt.jp

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）、土曜日（8：30～12：30）

交通費の有無

一言アピール できる喜びと感動を知ってほしくて私達は全力を注ぎます。

専任 名 兼任 名

訪問エリア 松山市

ＯＴ 専任 2名 兼任 名 ＳＴ所属形態

東温市 松山市

ＯＴ 専任 名 兼任 2名 ＳＴ所属形態 PT 専任 名 兼任 1名

1名 兼任 名

住所
〒799-2430
愛媛県松山市北条辻771番地4

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-993-2222

ＦＡＸ 089-993-2223

担当部署 訪問看護ステーションほうじょう

担当者 竹内　洋子（看護師）

e-mail ytakeuchi@lnt.jp

住所
〒791-0385
愛媛県東温市南方561番地

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-966-1161

ＦＡＸ 089-966-5358

備考
松山市の訪問は旧松山市に限ります。訪問看護ステーションなので、リハビリのみの訪問
は行っていません。訪問看護とセットの訪問になります。

中予
⑫

株式会社
ライフネット 訪問看護ステーションほうじょう

担当部署 訪問看護ステーション

画像
地図

その他、なんでも

担当者 金澤　智子

e-mail kango@esm-juzen.ac.jp

ホームページ

営業日 月～金曜日（9:00～17:30）、土曜日（9:00～12:30）　＊リハは月～金のみ

交通費の有無 場所によって請求することあり。

一言アピール
十全医療学院附属病院内にあり、3名の看護師と男女3名のリハスタッフで対応していま
す。在宅での看護やリハビリのこと等なんでもご相談ください。

専任 名 兼任 名

訪問エリア

中予
⑪

一般財団法人
積善会 訪問看護ステーション　じゅうぜん

http://www.lnt.jp/


営業日 月～金曜日（8：30～17：30）

交通費の有無 無し

備考 中山町、双海町へのサービス提供も行っております。

訪問エリア 松山市 伊予郡 東温市

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）

交通費の有無 無し

一言アピール
看護師常勤4名在籍し、24時間対応、ターミナル対応も致します。訪問看護総数12名で、
他事業所とも連携をとり、小児～高齢者まで利用者様に寄り添った訪問看護を提供してい
きます。

専任 名 兼任 名

訪問エリア 伊予郡 伊予市 東温市

ＯＴ 専任

ホームページ http://www.rihasta-mikan.com/

e-mail lemon-0605@eagle.ne.jp

一言アピール
看護師常勤6名在籍し、24時間対応、ターミナル対応行います。リハスタッフも呼吸療法認
定士2名、心臓リハ指導士1名、柔道整復師1名等、在籍しており小児～高齢者まで対応い
たします。

所属形態 PT 専任 5名 兼任 名

住所
〒791‐3120
愛媛県伊予郡松前町大字筒井362‐16

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-994-6676

ＦＡＸ 089-994-6660

備考
松山市は島嶼部も訪問致します。今治市は島嶼部以外訪問致します。訪問看護総数26名
それぞれが利用者様第一のもと、他事業所と連携をとりながら行っています。

中予
⑭

担当部署 訪問看護

担当者 上田　育代

3名 兼任 名 ＳＴ

兼任 2名

住所
〒791‐8016
愛媛県松山市久万ノ台1206-2

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-923-8138

ＦＡＸ 089-923-8150

中予
⑬

(有)リハビリステー
ションみかん 訪問看護ステーション　みかん

2名 兼任 1名11名PT 専任 専任ＯＴ 専任 4名 兼任 名 ＳＴ所属形態

担当部署 訪問看護

担当者 長井　由美

e-mail

ホームページ http://www.rihasta-mikan.com/

(有)リハビリステー
ションみかん 訪問看護ステーション　れもん

http://www.rihasta-mikan.com/
http://www.rihasta-mikan.com/


所属形態 PT 専任 2名 兼任 0名

中予
⑯

医療法人　天真会 南高井訪問看護ステーション

担当部署 在宅事業部

担当者 高田　和子

e-mail reha-station@tensinkai.or.jp

ホームページ http://www.tensinkai.or.ｊｐ/

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）　　土日・祝祭日は休み

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール PT・OT・STが揃ったステーションとなっております。お気軽に御相談ください。

専任 2名 兼任 0名

訪問エリア 松山市

住所
〒791-1112
愛媛県松山市南高井町333番地

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-976-7778

ＦＡＸ 089-976-5505

備考 伊予郡は砥部町・松前町、旧伊予市も訪問エリアとなります。

東温市 伊予郡

ＯＴ 専任 5名 兼任 0名 ＳＴ

備考 伊予郡は砥部町・松前町まで

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）、土曜日（8：30～12：30）、祭日はご希望により訪問調整あり

交通費の有無 駐車料金のみ請求いたします。

一言アピール 看護師も月に１回は、訪問し体調も確認しながら、連携訪問していますので安心です。

専任 名 兼任 名

訪問エリア 松山市 東温市 伊予郡

ＯＴ 専任 名 兼任 名 ＳＴ

tachibana@mhca.jp

ホームページ

中予
⑮

所属形態 PT 専任 3名 兼任 名

住所
〒790-8966
愛媛県松山市立花五丁目1番地53号

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-986-3366

ＦＡＸ 089-986-3365

担当部署 訪問看護ステ－ション「たちばな」

担当者 楠本　聡子

e-mail

松山医療生活協同組合 松山協和病院（訪問看護ステーション「たちばな」）

http://www.tensinkai.or.jp/


医療法人　同仁会 おおぞら病院（訪問看護ステーションあい）

営業日 月～土曜日（8：30～17：30）

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール
　私たちは多機能事業所として、訪問リハビリテーション、介護療養型医療施設・ショートステイ・居
宅支援事業所、デイケア「ほの家」、グループホーム「はなの家」、ヘルパーステーション「わが家」、
福祉用具貸与「さわや家」、といった医療介護福祉サービスをしています。

備考 祝祭日も営業しています。

所属形態 PT 専任 3名 兼任 名 ＯＴ 専任 2名 兼任 名 ＳＴ 専任 名 兼任 名

訪問エリア 松山市

備考

中予
⑱

医療法人　創実会 河田外科脳神経外科（訪問リハビリテーション）

担当部署 訪問リハビリテーション科

担当者 新田・大川・桂木・野口・谷本

住所
〒791-8021
愛媛県松山市六軒家町3-19

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-924-1591

ＦＡＸ 089-924-5696

e-mail kawada_reha@yahoo.co.jp

ホームページ http://kawadanoushinkeigeka.jp/

兼任 0名 ＳＴ 専任 0名 兼任 0名

訪問エリア 松山市

営業日 月～金曜日（8：30～17：30） 　　土日、祝祭日は休み

交通費の有無 医療保険での利用者はあり。

一言アピール
看護師4名、理学療法士4名が在籍しています。経験豊富なスタッフが松山市内どこでもお
伺いします。宜しくお願いします。

中予
⑰

担当部署 訪問リハビリテーション部

担当者 所長：日野　峰子　　リハビリ：竹縄　竜二

住所
〒791-8555
愛媛県松山市六軒家町4番20号

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-989-6181

ＦＡＸ 089-989-6191

e-mail nrsai@dojinkai.jp

ホームページ http://dojinkai.jp/service_ai/

所属形態 PT 専任 4名 兼任 0名 ＯＴ 専任 0名

mailto:kawada_reha@yahoo.co.jp
http://kawadanoushinkeigeka.jp/
mailto:nrsai@dojinkai.jp
http://dojinkai.jp/service_ai/


医療法人財団
慈強会 東松山訪問看護ステーション

営業日 月～金曜日（9：00～18：00）　土・日・祝祭日は、原則休み

交通費の有無 医療保険；1回100円　20㎞以上　500円 　　　　介護保険；無料

一言アピール
『何でも相談窓口』として健康相談を中心に在宅でお困りのことがありましたら、いつでもお
問い合わせ下さい。

備考
松山市旧中島町・興居島、伊予市旧双海町・旧中山町、砥部町旧広田村、東温市川内は
対象外です。

所属形態 PT 専任 1 名 兼任 名 ＯＴ 専任  3 名 兼任 1 ＳＴ 専任 名 兼任 名

訪問エリア 松山市 東温市 伊予郡

営業日 月～金曜日（8：45～17：15）

交通費の有無 通常の実施区域を越えて行う場合に実費を請求。

一言アピール 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を配置しております。なんでもご相談ください。

備考
サービス提供域：松山市は旧北条市・旧中島町を除く区域、伊予郡は旧砥部町と松前町
の区域

中予
⑳

(株）クロス・サービス 訪問看護ステーション　てとて

担当部署 福祉事業部　医療サービス事業課

担当者 所長：三宅孝子　

住所
〒791‐1102
松山市来住町1057‐1

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-975‐7919

ＦＡＸ 089‐990‐3666

e-mail ｔｅｔｏｔｅ@cross-service.co.jp

ホームページ http://www.cross-service.co.jp

所属形態 PT 専任 ４名 兼任 名 ＯＴ 専任 ３名 兼任 名 ＳＴ 専任 ２名 兼任 1名

訪問エリア 松山市 東温市 伊予郡

中予
⑲

担当部署 ―

画像
地図

その他、なんでも

担当者 ＰＴ 亀上　正志（管理者　重松　祥子）

住所
〒7９１-１１１１
愛媛県松山市高井町１２１１番地

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-975-7425

ＦＡＸ 089-975-7445

e-mail higashi.m-st@jikyoukai.or.jp

ホームページ http://www.jikyoukai.or.jp/facility/higasi/index.html

mailto:ｔｅｔｏｔｅ@cross-service.co.jp
http://www.cross-service.co.jp/
mailto:higashi.m-st@jikyoukai.or.jp
http://www.jikyoukai.or.jp/facility/higasi/index.html


営業日 ステーション：年中無休　リハビリ：月～金　　営業時間　８：３０～１７：３０

交通費の有無 通常の事業の実施地域を越えた地点から１㎞当たりにつき片道10円

一言アピール
利用者さま、地域の皆様からのご要望を受け、平成３０年４月からリハビリ職員（認定訪問療法士）
が訪問できる体制を整えました。
今後も理念に基づくサービス提供が継続できるよう皆様と協働させていただきます！

備考
伊予郡や松前町も対応いたします。
日曜、年末年始の看護訪問は医療保険訪問等の場合に限る。介護保険訪問に関しては要相談。

(株）クロス・サービス 訪問看護ステーション ほのか

所属形態 PT 専任 1名 兼任 名 ＯＴ 専任 名 兼任 名 ＳＴ 専任 名 兼任 名

訪問エリア 松山市 東温市 伊予市

営業日 月～金曜日（8：30～18：00）　土・日・祝祭日は、原則休み

交通費の有無 医療保険；1回100円　20㎞以上　500円 　　　　介護保険；無料

一言アピール 心と体に寄り添い、『出会えてよかった』と思える出会いになるよう、お手伝い致します。

備考
松山市旧中島町・興居島、伊予市旧双海町・旧中山町、砥部町旧広田村、東温市川内は
対象外です。

中予
㉒

(株)ひかり 訪問看護ステーションひかり

担当部署 訪問看護ステーション

担当者 所長：立花智美（看護師）　担当：松近聖児（理学療法士）

住所
〒790-0054
　愛媛県松山市空港通２丁目１８－７

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-989-7977

ＦＡＸ 089-989-7967

e-mail houkan-hikari@hikari2015.co.jp

ホームページ http://www.hikari2015.jp/

所属形態 PT 専任 1 名 兼任 名 ＯＴ 専任  3 名 兼任 1 ＳＴ 専任 名 兼任 名

訪問エリア 松山市 東温市 伊予郡

中予
㉑

担当部署 福祉事業部　医療サービス事業課

担当者 所長：大内千帆

住所
〒790‐0952
松山市朝生田7丁目13‐28

電話・ＦＡＸ番号
電話 089-932‐8101

ＦＡＸ 089‐921‐3878

e-mail ｈｏｎｏｋａ@cross-service.co.jp

ホームページ http://www.cross-service.co.jp

http://www.hikari2015.jp/
mailto:ｈｏｎｏｋａ@cross-service.co.jp
http://www.cross-service.co.jp/


南予地方 
宇和島市 

八幡浜市 

大洲市 

西予市 

喜多郡 

西宇和郡 

北宇和郡 

南宇和郡 



備考 平成26年6月より愛南支所を開設します。

http://www5.ocn.ne.jp/~aihot/

所属形態 PT 専任 4名 兼任 名

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）、土曜日（8：30～12：30）

交通費の有無 訪問地域により請求することあり。

一言アピール
信頼できる仲間とともに質の高い訪問リハビリを追及しています。まだまだ分からないこと
も多いですが、今後ともよろしくお願いします。

訪問エリア 宇和島市 北宇和郡 南宇和郡

備考 当院医師の診察が必要となります。事前に、電話でご相談ください。

南予
②

(株)アクティブモア 愛ほっと訪問看護ステーション

担当部署

担当者 久徳　壮一郎

専任 名 兼任 名

一言アピール ご不明な点等ありましたら、ご相談ください。

電話・ＦＡＸ番号
電話 0895-28-6566

ＦＡＸ 0895-28-6567

住所
〒798-0035
愛媛県宇和島市新町1丁目1-14

ＯＴ 専任 1名 兼任 名 ＳＴ

e-mail aihot0425@sunny.ocn.ne.jp

ホームページ

営業日 月～金曜日（8：30～17：15）　　＊祝祭日、休み

専任 名 兼任 名

訪問エリア 南宇和郡

ＯＴ 専任 名 兼任 名 ＳＴ

交通費の有無 訪問エリア（愛南町）以外の方、医療保険を利用する方は交通費が必要となります。

http://www14.ocn.ne.jp/~hp5941/

所属形態 PT 専任 名 兼任 2名

住所
〒798-4408
愛媛県南宇和郡愛南町一本松5056番地2

電話・ＦＡＸ番号
電話 0895-84-2255

ＦＡＸ 0895-84-3195

南予
① 愛南町国保一本松病院

担当部署 リハビリテーション科

担当者 横前　直樹・中澤　充美

e-mail i-byoin@town.ainan.ehime.jp

ホームページ

http://www5.ocn.ne.jp/~aihot/
http://www14.ocn.ne.jp/~hp5941/


ＯＴ 専任 名 兼任 名 ＳＴ所属形態 PT 専任 2名 兼任 名

訪問エリア 南宇和郡

営業日 月～金曜日（15：00～17：15）　　祝祭日の場合は休み

交通費の有無 宇和島市以外の場合、1㎞20円(税抜)に相当する実費

一言アピール 在宅生活を安心して送れるよう、支援いたします。

専任 名 兼任 名

訪問エリア

備考 ご相談は地域連携室又は看護部長まで

宇和島市

ＯＴ 専任 名 兼任 1名 ＳＴ所属形態 PT 専任 名 兼任 3名

担当部署

http://www.city.uwajima.ehime.jp/tubyo/

住所
〒798-4131
愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲178‐1

電話・ＦＡＸ番号
電話 0895-73-7277

備考
平成26年6月1日より開設
愛南地域を中心に訪問に伺います（近隣地域もお気軽にご相談ください）

営業日

ＦＡＸ 0895-73-7278

e-mail

月～金曜日（8：30～17：30）

交通費の有無 訪問地域により請求することあり

住所
〒798-3393
愛媛県宇和島市津島町高田丙15番地

電話・ＦＡＸ番号
電話 0895-32-2011

ＦＡＸ 0895-32-2493

satokko@ai-hot.jp

ホームページ http://www5.ocn.ne.jp/~aihot/

担当者 中尾　聡志

南予
④ 宇和島市立津島病院

担当部署 リハビリテーション科

画像
地図

その他、なんでも

担当者 久徳　泰弘

e-mail tsushima-renkei.hp@city.uwajima.ehime.jp

ホームページ

一言アピール
質の高い訪問リハビリテーションを提供できるよう日々精進しております。
利用者さんも、ご家族も、スタッフも『ほっ』とできるような、そんなステーションを目指します！

専任 名 兼任 名

南予
③

(株)アクティブモア 愛ほっと訪問看護ステーション 愛なん

http://www.city.uwajima.ehime.jp/tubyo/
http://www5.ocn.ne.jp/~aihot/


宇和島市 北宇和郡

ＯＴ 専任 名 兼任 名 ＳＴ所属形態 PT 専任 2名 兼任 名

住所
〒798-0053
愛媛県宇和島市賀古町1丁目2-20

電話・ＦＡＸ番号
電話 0895-68-0517

ＦＡＸ 0895-68-0518

備考 訪問エリア外の方でも、状況に応じて対応します。

担当部署 訪問看護ステーション

.

担当者 中平　智

e-mail houmon@uwajima.jcho.go.jp

ホームページ http://uwajima.jcho.go.jp/

営業日 月～金曜日（8：30～17：00)、土日祝日は要相談

交通費の有無 訪問エリア外の際は要相談

一言アピール 当院の特色を生かして在宅までサポートしていきます。

専任 名 兼任 名

訪問エリア

南予
⑥

独立行政法人地域
医療機能推進機構 宇和島病院訪問リハビリテーション

担当部署 リハビリテーション科

担当者 梶田　真美

e-mail rehabili@uwatoku.org

ホームページ http://www.uwatoku.org/

営業日 月～金曜日（9：00～17：00）、土日祝日は要相談

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール
若年者から高齢者にかけて、幅広い年代・疾患の方の支援を行っています。その人らしく
生活できるように、さまざまな角度からアプローチしていくことを心がけています。

専任 名 兼任

住所
〒798-0003
愛媛県宇和島市住吉町2丁目6番地24号

電話・ＦＡＸ番号
電話 0895-22-2811

ＦＡＸ 0895-22-2777

備考
訪問エリアは、当事業所から片道約20分の区間です。
※その方の状況によっては調整致します。

所属形態 PT 専任 名 兼任 1名

南予
⑤

医療法人
沖縄徳洲会 宇和島徳洲会病院

名

訪問エリア 宇和島市

ＯＴ 専任 1名 兼任 名 ＳＴ

http://uwajima.jcho.go.jp/
http://www.uwatoku.org/


備考 上記訪問エリア以外に、八幡浜市や中山町（立川・立山）へも訪問可能です。

営業日 月～金曜日（8：30～17：00）、土曜日（8：30～12：30）、日曜・祝祭日休み

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール 経験９年以上のスタッフが訪問しています。　様々なケースへ、対応可能です。

専任 0名 兼任 0名

訪問エリア 喜多郡 大洲市 西予市

ＯＴ 専任 1名 兼任 0名 ＳＴ所属形態 PT 専任 3名 兼任 0名

ＯＴ 専任 1名 兼任 名 ＳＴ所属形態 PT 専任 名 兼任 名

住所
〒791-3301
愛媛県喜多郡内子町内子771番地

電話・ＦＡＸ番号
電話 0893-44-5431

ＦＡＸ 0893-44-5431

担当部署 訪問リハビリテーション科

画像
地図

その他、なんでも

担当者 片岡伸作

e-mail hriha@kato-hp.jp

ホームページ http://kato-hp.jp

電話・ＦＡＸ番号
電話 0895-27-3611

ＦＡＸ 0895-27-3612

備考 訪問時間等はその都度ご相談させていただきます。

南予
⑧

医療法人　弘友会 加戸病院（訪問リハビリテーション科）

担当部署 リハビリテーション科

画像
地図

その他、なんでも

担当者 京下　玲

e-mail shouwa@lilac.ocn.ne.jp

ホームページ

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール
笑顔とまごころで皆様にやすらぎを提供できるよう日々頑張っています。気軽にご相談くだ
さい。

専任 名 兼任 名

訪問エリア 宇和島市

住所
〒798-0077
愛媛県宇和島市保田甲1932番地2

南予
⑦

医療法人　正和会 介護老人保健施設やすらぎの杜（訪問看護ステーション）

http://kato-hp.jp/


ＯＴ 専任 2名 兼任 名 ＳＴ

住所
〒791-3301
愛媛県喜多郡内子町内子3295-1

電話・ＦＡＸ番号
電話 0893-43-0015

ＦＡＸ 0893-43-0015

備考 訪問エリアは上記以外もご相談に応じます。

担当部署 リハビリテーション科

画像
地図

その他、なんでも

担当者 阿部　昌夫

e-mail mtwsq238@ybb.ne.jp

ホームページ

営業日

担当部署 訪問リハビリテーション

担当者 河野　仁美

e-mail

営業日 月～金曜日（8：45～17：30）　※祝日・年末年始(12/30～1/3)を除く

交通費の有無 原則、いただいておりません。

一言アピール
ご自宅で安心して生活できるよう、機能回復訓練はもちろん
動作指導・家族指導等きめこまやかなサービスの提供を心がけております。

専任

所属形態 PT 専任 名 兼任 名

住所
〒796-0000
愛媛県八幡浜市川通1455-22

電話・ＦＡＸ番号
電話 0894-23-0011

ＦＡＸ 0894-23-0018

所属形態 PT 専任 2名 兼任 名

月～金曜日（8：45～17：00）、土曜日（8：45～12：00）、日祝休業

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール 例え可能性がほんのわずかでも、改善を目指す日々を過ごすことにご協力いたします。

専任 名 兼任 名

訪問エリア 喜多郡 大洲市 八幡浜市

南予
⑩

株式会社　憩 訪問看護ステーション　いこい

備考
当クリニック医師の診察が必要です。ご担当のケアマネージャーにご相談ください。
訪問エリア　西宇和郡…旧伊方町　西予市…宇和町・三瓶町

南予
⑨

医療法人　青峰会 チヨダクリニック

名 兼任 名

訪問エリア 八幡浜市 西宇和郡 西予市

ＯＴ 専任 名 兼任 名 ＳＴ

ホームページ http://chiyoda.kujira.biz/

http://chiyoda.kujira.biz/


南予
⑪

医療法人　弘友会 訪問看護ステーションフレンド

担当部署 リハビリテーション科

担当者 大野　真司

住所
〒795-0064
愛媛県大洲市東大洲39番地

電話・ＦＡＸ番号
電話 0893‐23‐5111

ＦＡＸ 0893‐23‐5110

e-mail

ホームページ

所属形態 PT 専任 1名 兼任 1名 ＯＴ 専任 名 兼任 名 ＳＴ 専任 名 兼任 名

訪問エリア 大洲市 西予市

営業日 月～金曜日（8：30～17：00）、土曜日（8：30～12：30）　祝祭日、12／30～１／3は休み

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール

備考  大洲　内子　西予市など訪問しています。

南予
⑫

医療法人社団
みのり会 訪問看護ステーション　わかば

担当部署 リハビリテーション科

画像
地図

その他、なんでも

担当者 宇都宮　政美

住所
〒796-0907
愛媛県西予市三瓶町2-1-18

電話・ＦＡＸ番号
電話 0894-33-3387

ＦＡＸ 0894-33-2707

e-mail wakaba@minorikai.net

ホームページ http://www.minorikai.net/11.html

営業日 月～金曜日（8：30～17：30）

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール 少しでも良くなるよう頑張らせていただきますのでよろしくお願いします。

備考 リンパドレナージを学んでいるスタッフもいます。

所属形態 PT 専任 名 兼任 1名 ＯＴ 専任 名 兼任 1名 ＳＴ 専任 名 兼任 名

訪問エリア 西予市 八幡浜市

http://www.minorikai.net/11.html


営業日 月～金曜日（8：30～17：30）　　土・日・祝祭日・国民の休日・年末年始休み

交通費の有無 場合によって請求することあり。

一言アピール 日々の生活を自分らしく過ごして頂けるために、きめ細やかなサービスを提供致します。

備考
平成30年5月1日から稼動しました。よろしくお願い致します。
訪問エリア外の方でもご相談に応じます。

所属形態 PT 専任 名 兼任 名 ＯＴ 専任 2名 兼任 名 ＳＴ 専任 名 兼任 名

訪問エリア 大洲市 喜多郡

南予
⑬

社会医療法人　北斗会 大洲中央病院

担当部署 介護事業部

担当者 宮下 英二

住所
〒795-8507
愛媛県大洲市東大洲5番地

電話・ＦＡＸ番号
電話 0893-24-4661（リハビリテーション科直通）

ＦＡＸ 0893-23-5083

e-mail reha@oozuchuo-hsp.jp

ホームページ http://www.oozuchuo-hsp.jp/

http://www.oozuchuo-hsp.jp/


Excelの下段タブにて 【中予】【東予】【南予】の中から
施設・事業所の所在地をお選び下さい

訪問エリアは
主な提供先（市町）を

【最大３つまで】お選
び下さい

スタッフの集合写真やイラスト、事業所地図など
自由に使用して下さい （カラー写真可・文章でも可）

各項目の補足事項等をお書き下さい

http://www.epta.jp/houmon.xls
にアクセスし、記入ファイル（Excel）をダウンロードします

愛媛県理学療法士会のトップページにもリンクがあります

リンク名：【愛媛県訪問リハビリテーションマップ 2次調査フォーマット】

ファイルが完成しましたら、件名を【訪問リハビリマップ】とし

hokenfukushi@epta.jp
までお送り下さい

（愛媛県理学療法士会 保健福祉部のアドレスです）
※送信後3日以内に返信メールが届かない場合、お手数ですが再送信をお願いします。

①

②

③

④

＜新規掲載・内容変更の手順＞

祝祭日の扱いについても
お書き下さい

『愛媛県訪問リハビリテーションマップ』は、定期的に更新を行う予定です。新たに掲載を希望する施設や、内容
の変更がある施設がありましたら、下記手順にてご連絡下さい。



公益社団法人愛媛県理学療法士会　会長
　定松　修一

公益社団法人愛媛県作業療法士会　会長
　澤田　昌宏

愛媛県言語聴覚士会　会長
　林田　聡

訪問リハビリテーションマップ編集委員会
　髙瀬　峰文　（公益社団法人愛媛県理学療法士会）
　吉野　勝哉　（公益社団法人愛媛県作業療法士会）
　多田　良　（愛媛県言語聴覚士会）

愛媛県訪問リハビリテーション実務者研修会　実行委員会監修

編集委員

発行責任者

（公社）愛媛県理学療法士会 職能局 保健福祉部 

〒794-0026 愛媛県今治市宮下町1丁目1-21 

今治第一病院 リハビリテーション部 髙瀬 峰文 

TEL：(0898)23-2000 FAX：(0898)22-8273 

E-mail：hokenfukushi@epta.jp 

問い合わせ先 


