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・掲載されている施設情報は、令和３年２月２０日までに、三重県リ

ハビリテーション情報センターにご登録いただいた施設情報をもと

に作成しています。 

 

・三重県内でリハビリテーションを提供しているにもかかわらず、

掲載されていない施設がある場合もございます。ご了承ください。 

 

・詳細についてお知りになりたい場合は、各施設へご確認ください。 



住所 三重県桑名市新西方二丁目82

電話番号 0594-22-1111

FAX番号 0594-22-5330

リハビリ営業時間 月~金 9:00~18:00　土 9:00~17:00

施設専門分野 循環

施設種類 診療所

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県桑名市江場20

電話番号 0594-21-3113

FAX番号 0594-21-1659

リハビリ営業時間 事務所受付時間 8:45~17:45

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、切断、徒手療法、循環、呼吸、

代謝、物理療法、褥瘡・創傷ケア、認知症、高次脳機能障害、精神科領

域、摂食嚥下、言語障害、聴覚障害

施設種類 老人保健施設

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県桑名市中央町5-7

電話番号 0594-22-1711

FAX番号 0594-22-1521

リハビリ営業時間 月~土 9:00~18:00

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、切断、スポーツ、徒手療法、呼

吸、訪問リハビリ、物理療法、認知症、手外科、高次脳機能障害、摂食嚥

下、言語障害

施設種類 一般急性期病棟、療養型病棟

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

北勢地域
桑名市　いなべ市　木曽岬町　東員町　四日市市　菰野町

朝日町　川越町　鈴鹿市　亀山市

医療法人社団青藍会　青木内科

医療法人喬生会　東新苑介護老人保健施設

医療法人財団青木会　青木記念病院
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住所 三重県桑名市多度町柚井字境川132

電話番号 0594-48-5311

FAX番号 0594-48-5348

リハビリ営業時間
月~土 9:00~12:00　15:00~18:00

日祝休診　年末年始（12/30～1/2）

施設専門分野 脳卒中、運動器、徒手療法、物理療法

施設種類 一般急性期病棟、診療所、老人保健施設

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県桑名市長島町福吉271

電話番号 0594-45-0555

FAX番号 0594-45-0575

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:00 土 8:30~12:30

施設専門分野
脳卒中、訪問リハビリ、褥瘡・創傷ケア、

認知症、摂食嚥下、言語障害

施設種類 療養型病棟、訪問リハビリテーション（病院・診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県桑名市和泉8丁目264-3

電話番号 0594-23-2415

FAX番号 0594-25-8687

リハビリ営業時間
月・火・水・金 9:00~18:00

木・土 9:00~12:00

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児(発達障害含む)、運動器、徒手療法、

訪問リハビリ、補装具、物理療法、福祉用具、認知症、手外科、高次脳機

能障害、摂食嚥下、言語障害

施設種類

一般急性期病棟、地域包括ケア病棟（病床）、回復期リハビリテーション

病棟、療養型病棟、訪問リハビリテーション（病院・診療所・老人保健施

設）、地域包括支援センター

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県桑名市大福雀塚471-2

電話番号 0594-24-0478

FAX番号 0594-22-7662

リハビリ営業時間 デイケア 8:30~16:00

施設専門分野 通所リハビリ、認知症

施設種類 老人保健施設、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

医療法人尚徳会　ヨナハ総合病院

医療法人尚徳会　ヨナハ介護老人保健施設

医療法人（社団）佐藤病院　長島中央病院

医療法人財団青木会　大桑クリニック
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住所 三重県桑名市中央町3丁目79番地

電話番号 0594-24-3040

FAX番号 0594-24-3032

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:15

施設専門分野
小児（発達障害含む）、地域リハビリ、健康増進・参加、介護予防、補装

具、高次脳機能障害、摂食嚥下、言語障害

施設種類 行政・保健所

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県桑名市京橋町30番地

電話番号 0594-22-0460

FAX番号 0594-22-3662

リハビリ営業時間 月~土 9:00~18:00

施設専門分野 脳卒中、運動器、通所リハビリ、訪問リハビリ、疼痛管理

施設種類
療養型病棟、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション（病院・

診療所・老人保健施設）、

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県いなべ市北勢町阿下喜771

電話番号 0594-72-2000

FAX番号 0594-72-4051

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:00

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、切断、スポーツ、呼吸、地域リ

ハビリ、訪問リハビリ、健康増進・参加、物理療法、褥瘡・創傷ケア、認

知症、高次脳機能障害、摂食嚥下、言語障害

施設種類 一般急性期病棟

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県員弁郡東員町長深3140-2

電話番号 0594-76-0760

FAX番号 0594-86-2711

リハビリ営業時間
デイサービス　月~土 8:30~17:30

特養、ショート365日

施設専門分野
地域リハビリ、健康増進・参加、介護予防

褥瘡・創傷ケア、福祉用具、認知症

施設種類 通所介護、特別養護老人ホーム、その他

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

JA三重厚生連　三重北医療センターいなべ総合病院

社会福祉法人健和会　特別養護老人ホームパークレジデンス

桑名市役所　保健医療課地域リハビリテーション係

医療法人桑名病院
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住所 三重県いなべ市北勢町阿下喜680

電話番号 0594-72-6811

FAX番号 0594-72-4075

リハビリ営業時間 8:30~17:00

施設専門分野 脳卒中、運動器、地域リハビリ、介護予防、福祉用具、摂食嚥下

施設種類 老人保健施設、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県いなべ市北勢町阿下喜680

電話番号 0594-72-2511

FAX番号 0594-72-7150

リハビリ営業時間
月~金 9:00~17:00

第１・３・５土 9:00~12:00

施設専門分野 運動器、切断、通所リハビリ、訪問リハビリ、摂食嚥下、言語障害

施設種類
療養型病棟、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション（病院・

診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県桑名市寿町3丁目11番地

電話番号 0594-22-1211

FAX番号 0594-22-2166

リハビリ営業時間 月~金 9:00~17:00

施設専門分野 脳卒中、運動器、循環

施設種類 一般急性期病棟、地域包括ケア病棟（病床）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県いなべ市北勢町阿下喜3514

電話番号 0594-72-3530

FAX番号 0594-41-3555

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:30

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、切断、

徒手療法、循環、呼吸、代謝、地域リハビリ、訪問リハビリ、認知症、高

次脳機能障害、摂食嚥下、言語障害、聴覚障害

施設種類 訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

地方独立行政法人　桑名市総合医療センター

（有）だいち　ナーシングホームももいなべ

医療法人（社団）大和会　日下病院

医療法人（社団）大和会　介護老人保健施設銀花
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住所 三重県桑名市筒尾1-13-1

電話番号 0594-33-0302

FAX番号 0594-88-5077

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:30

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、切断、

徒手療法、地域リハビリ、認知症、高次脳機能障害、摂食嚥下、言語障害

施設種類 訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県員弁郡東員町鳥取917番地2

電話番号 0594-86-1110

FAX番号 0594-86-1115

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:30

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、切断、

徒手療法、循環、呼吸、地域リハビリ、訪問リハビリ、介護予防、認知

症、摂食嚥下、言語障害

施設種類 訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県桑名市星見ヶ丘9丁目807

電話番号 0594-32-0876

FAX番号 0594-32-0877

リハビリ営業時間 24時間365日

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、訪問リ

ハビリ、摂食嚥下、言語障害

施設種類 訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、言語聴覚士

住所 三重県桑名市江場718-1

電話番号 0594-25-3739

FAX番号 0594-87-5137

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:30

施設専門分野 地域リハビリ、訪問リハビリ、福祉用具

施設種類 訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

訪問看護リハビリステーションはぁちゃん

（有）だいち　ナーシングホームもも桑名

ナーシングホームもも鳥取

合同会社ベル　訪問看護ステーションわかば
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住所 三重県桑名市内堀28-1

電話番号 0594-23-0452

FAX番号 0594-23-8484

リハビリ営業時間

月~金 8:30~11:45  15:30~18:00

土 8:30~11:45  15:00~17:15

祝日 8:30~11:45（リハビリ室は休み）

施設専門分野 脳卒中、運動器、呼吸、通所リハビリ、訪問リハビリ

施設種類

一般急性期病棟、老人保健施設、通所リハビリテーション、通所介護、訪

問リハビリテーション（病院・診療所・老人保健施設）、特別養護老人

ホーム

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県桑名市西別所422番地１

電話番号 0594-88-5921

FAX番号 0594-88-5922

リハビリ営業時間 月~金 9:00~17:30

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、徒手療法、通所リハビリ、介護

予防、疼痛管理、手外科、摂食嚥下、言語障害

施設種類 通所介護

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県四日市市中部8番15号

電話番号 059-351-2466

FAX番号 059-351-2468

リハビリ営業時間 9:00~12:00  13:00~18:00 木・日祝日休み

施設専門分野 脳卒中、神経筋障害、小児（発達障害を含む）運動器、循環、呼吸、代謝

施設種類 療養型病棟

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

医療法人普照会もりえい病院

リハビリ専門デイサービス　エバーファイン

医療法人里仁会　二宮メディカルクリニック

6



住所 三重県四日市市城北町8-1

電話番号 059-354-1771

FAX番号 059-354-0755

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:00 土 8:30~13:00

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児(発達障害含む)、運動器、切断、ス

ポーツ、徒手療法、循環、呼吸、代謝、地域リハビリ、通所リハビリ、訪

問リハビリ、健康増進・参加、介護予防、補装具、物理療法、褥瘡・創傷

ケア、疼痛管理、福祉用具、認知症、手外科、特別支援教育、高次脳機能

障害、摂食嚥下、言語障害

施設種類

一般急性期病棟、回復期リハビリテーション

病棟、療養型病棟、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション

（病院・診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県四日市市山田町5538-1

電話番号 059-328-1260

FAX番号 059-328-1921

リハビリ営業時間

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児(発達障害含む)、運動器、切断、循

環、地域リハビリ、通所リハビリ、訪問リハビリ、介護予防、福祉用具、

高次脳機能障害、摂食嚥下、言語障害

施設種類

一般急性期病棟、回復期リハビリテーション

病棟、療養型病棟、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション

（病院・診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県四日市市山田町5538-1

電話番号 059-328-2116

FAX番号 059-328-1868

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:00 土 8:30~13:00

施設専門分野 脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、認知症

施設種類 老人保健施設

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

医療法人社団主体会　小山田記念温泉病院

医療法人社団主体会　介護老人保健施設みえの郷

医療法人社団主体会　主体会病院
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住所 三重県四日市市下海老町字高松185番3

電話番号 059-326-3000

FAX番号 059-326-6600

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:30 土 8:30~12:30

施設専門分野
脳卒中、小児（発達障害含む）、運動器、

通所リハビリ

施設種類 一般急性期病棟、療養型病棟、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県三重郡菰野町宿野神明田371

電話番号 059-394-4000

FAX番号 059-394-4010

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:30 土 10:00~14:30

施設専門分野
脳卒中、運動器、通所リハビリ、介護予防、

認知症

施設種類 老人保健施設、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県四日市市生桑町菰池458-1

電話番号 059-330-6000

FAX番号 059-330-6005

リハビリ営業時間
月・火・木・金 9:00~12:00  16:00~18:00

水・土 9:00~12:00  日祝・年末年始休み

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児(発達障害含む)、運動器、切断、ス

ポーツ、徒手療法、循環、呼吸、地域リハビリ、通所リハビリ、訪問リハ

ビリ、介護予防、補装具、褥瘡・創傷ケア、疼痛管理、福祉用具、高次脳

機能障害、精神科領域、摂食嚥下、言語障害、聴力障害

施設種類

地域包括ケア病棟（病床）、回復期リハビリテーション病棟、療養型病

棟、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション（病院・診療所・

老人保健施設）、訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県四日市市中川原1丁目6番35号

電話番号 059-328-4032

FAX番号 059-328-4164

リハビリ営業時間 月～土 9:00~15:30

施設専門分野 通所リハビリ

施設種類 通所介護

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

医療法人尚豊会　みたき総合病院

医療法人たちばな会　デイサービスセンターいろは

医療法人社団プログレス　四日市消化器病センター

医療法人社団プログレス　老人保健施設友愛トピア
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住所 三重県四日市市八田1丁目13-17

電話番号 059-332-2277

FAX番号 059-333-7111

リハビリ営業時間

【デイケア】月～金 9:00~18:00

 土 9:00~16:00 祝祭日休み

【アルコール専門外来】 火 9:30~16:00 金 9:30~18:00【内科・消化器科・

リハビリテーション科】 月・火・金 9:00~12:00 15:00~18:30 土

9:00~12:00

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、切断、徒手療法、地域リハビ

リ、通所リハビリ、訪問リハビリ、介護予防、物理療法、福祉用具

施設種類
診療所、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション（病院・診療

所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県四日市市小杉新町65

電話番号 059-324-6588

FAX番号 059-324-6588

リハビリ営業時間 月・水~金 9:00~17:00 火 10:00~16:00

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、地域リハビリ、通所リハビリ、認知症、高次脳機能

障害、摂食嚥下、言語障害、聴覚障害

施設種類 診療所、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 言語聴覚士

住所 三重県四日市市下さざらい町843

電話番号 059-365-5252

FAX番号 059-365-7052

リハビリ営業時間
月・火・木・金 9:00~12:00　15:00~18:00

水・土 9:00~12:00

施設専門分野
運動器、徒手療法、補装具、物理療法、

褥瘡・創傷ケア、疼痛管理

施設種類 診療所

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

医療法人山下会　かすみがうらクリニック

医療法人山脇会　山脇胃腸科内科神経内科　通所リハビリ施設とと

労災指定医療法人　加藤整形外科
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住所 三重県四日市市水沢町2503番地5

電話番号 059-329-8051

FAX番号 059-329-8052

リハビリ営業時間 月～土 8:30~17:30

施設専門分野
脊髄障害、運動器、切断、健康増進・参加、

介護予防、福祉用具、認知症

施設種類 通所介護

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県四日市市中川原3丁目1番3号

電話番号 059-350-5555

FAX番号 059-350-5556

リハビリ営業時間
月・火・木・金 9:00~12:00　15:30~19:00

水・土 9:00~12:00

施設専門分野 運動器、手外科

施設種類 診療所

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県四日市市中納屋町4-1

電話番号 059-353-9261

FAX番号 059-353-9262

リハビリ営業時間
月・火・水・金 9:00~18:30

木 9:00~12:00　土 9:00~17:00

施設専門分野
脳卒中、運動器、徒手療法、呼吸、地域リハビリ、訪問リハビリ、健康増

進・参加、介護予防、物理療法、福祉用具

施設種類 診療所、訪問リハビリテーション（病院・診療所・老人保健施設）、

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県四日市市日永5039番地

電話番号 059-345-2356

FAX番号 059-346-4643

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:00

施設専門分野 認知症、精神科領域

施設種類 その他

リハビリ専門職在籍状況 作業療法士

社会医療法人居仁会　総合心療センターひなが

医療法人佐々木整形外科

医療法人佐藤クリニック

株式会社山陽　デイサービスセンター三美
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住所 三重県三重郡菰野町宿野1641-10

電話番号 059-394-5880

FAX番号 059-394-5882

リハビリ営業時間 8:00~17:00　12/31～1/3休み

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、切断、

スポーツ、徒手療法、循環、呼吸、代謝、地域リハビリ、通所リハビリ、

訪問リハビリ、健康増進・参加、介護予防、褥瘡・創傷ケア、疼痛管理、

福祉用具、認知症

施設種類
老人保健施設、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション（病

院・診療所・老人保健施設）、訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県三重郡菰野町宿野1433-69

電話番号 059-394-2511

FAX番号 059-394-0081

リハビリ営業時間 月~土 8:30~17:00　

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、切断、

スポーツ、徒手療法、循環、呼吸、代謝、地域リハビリ、通所リハビリ、

健康増進・参加、介護予防、補装具、物理療法、褥瘡・創傷ケア、福祉用

具、高次脳機能障害、摂食嚥下、言語障害

施設種類 診療所、通所介護、特別養護老人ホーム、その他

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県四日市市山田町5501-1

電話番号 059-328-2847

FAX番号 059-328-2687

リハビリ営業時間 8:30~17:00　

施設専門分野 通所リハビリ

施設種類 老人保健施設、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県四日市市寺方町字東谷986-4

電話番号 059-327-2177

FAX番号 059-327-2228

リハビリ営業時間

施設専門分野 通所リハビリ、介護予防

施設種類 通所介護、特別養護老人ホーム

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

社会福祉法人鈴鹿聖十字会　介護老人保健施設聖十字ハイツ

社会福祉法人鈴鹿聖十字会　障害者支援施設菰野聖十字の家

社会福祉法人青山里会　小山田老人保健施設

社会福祉法人青山里会　介護総合センターかんざき
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住所 三重県四日市市山田町5500-3

電話番号 059-328-2151

FAX番号 059-328-2905

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:00　土 8:30~12:30

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、認知症、高次脳機能障害、精神

科領域

施設種類 その他

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県四日市市山田町5513

電話番号 059-328-2276

FAX番号 059-328-3255

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:00　土（隔週）8:30~12:30

施設専門分野 脳卒中、認知症、精神科領域、摂食嚥下、言語障害

施設種類 特別養護老人ホーム

リハビリ専門職在籍状況 作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県四日市市山田町5570-4

電話番号 059-328-2618

FAX番号 059-328-2980

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:00　土 8:30~12:30

施設専門分野 地域リハビリ、健康増進・参加、介護予防

施設種類 地域包括支援センター

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県四日市市小古曽町2717-1

電話番号 059-349-0100

FAX番号 059-349-0990

リハビリ営業時間
8:30~12:30 15:00~18:00

火・木・土午後、日・祝日は休診

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、運動器、徒手療法、呼吸、地域リハビリ、通所リハ

ビリ、介護予防、認知症

施設種類 診療所、老人保健施設、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

社会福祉法人青山里会　障害者支援施設小山田苑

社会福祉法人青山里会　第二小山田特別養護老人ホーム

社会福祉法人青山里会　四日市南地域包括支援センター

正和クリニック
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住所 三重県四日市市芝田2丁目2-37

電話番号 059-354-1111

FAX番号 059-352-1565

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:15　土 8:30~業務終了次第

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、切断、循環、呼吸、補装具、認

知症、手外科、高次脳機能障害、摂食嚥下、言語障害

施設種類 一般急性期病棟

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県四日市市朝明町441-1

電話番号 059-336-3330

FAX番号 059-336-3340

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:30

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、切断、

徒手療法、循環、呼吸、代謝、地域リハビリ、訪問リハビリ、認知症、高

次脳機能障害、摂食嚥下、言語障害

施設種類 訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県四日市市赤堀南町6-7

電話番号 059-373-7200

FAX番号 059-373-7201

リハビリ営業時間

【訪問看護】月~土 9:00~17:00

夜間緊急時対応

【リハスタジオ】月~金 9:00~17:00

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、切断、

スポーツ、徒手療法、循環、呼吸、代謝、地域リハビリ、通所リハビリ、

訪問リハビリ、健康増進・参加、介護予防、褥瘡・創傷ケア、福祉用具、

認知症、手外科、高次脳機能障害、精神科領域

施設種類 通所介護、訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

合同会社Habilis　訪問看護リハビリステーションあすか

市立四日市病院

（有）だいち　ナーシングホームもも四日市
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住所 三重県四日市市生桑町1455

電話番号 059-333-6471

FAX番号 059-333-6765

リハビリ営業時間
月・水・金 9:00~12:00  16:00~19:00

火・土 9:00~12:00

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、切断、

徒手療法、呼吸、地域リハビリ、通所リハビリ、訪問リハビリ、健康増

進・参加、介護予防、補装具、物理療法、福祉用具、認知症、高次脳機能

障害

施設種類 通所リハビリテーション、訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県四日市市下海老町字高松161

電話番号 059-327-0541

FAX番号 059-327-0543

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:00

施設専門分野 小児（発達障害含む）、特別支援教育

施設種類 特別支援学校・学級

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県四日市市西大鐘町字東谷1610

電話番号 059-336-3601

FAX番号 059-338-2230

リハビリ営業時間 月~土 8:30~17:30

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、循環、呼吸、通所リハビリ、訪

問リハビリ、介護予防、認知症

施設種類
診療所、通所リハビリテーション、通所介護、訪問リハビリテーション

（病院・診療所・老人保健施設）、特別養護老人ホーム、その他

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

みえ医療福祉生活協同組合四日市地域　いくわ診療所

三重県立特別支援学校　北勢きらら学園

社会福祉法人宏育会　よっかいち諧朋苑
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住所 三重県鈴鹿市稲生4丁目4878番2

電話番号 059-389-6660

FAX番号 059-380-3055

リハビリ営業時間

月・火・水・金 9:00~18:00

木・土 9:00~12:00

火・木午前は予約診

施設専門分野
脳卒中、運動器、代謝、通所リハビリ、

訪問リハビリ

施設種類
診療所、通所リハビリテーション、

通所介護、訪問リハビリテーション（病院・診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県鈴鹿市高岡町550

電話番号 059-382-1385

FAX番号 059-383-3279

リハビリ営業時間 月~金 9:00~13:00 土 9:00~13:00

施設専門分野 脳卒中

施設種類 療養型病棟

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県鈴鹿市平田1丁目3-7

電話番号 059-378-1417

FAX番号 059-370-4656

リハビリ営業時間
月～金 9:00~12:00  15:00~18:30

土 9:00~12:00

施設専門分野 脳卒中、神経筋障害、運動器、通所リハビリ

施設種類
一般急性期病棟、回復期リハビリテーション

病棟、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県鈴鹿市平田1丁目3-5

電話番号 059-370-0653

FAX番号 059-370-0887

リハビリ営業時間 月～土 9:00~17:00

施設専門分野
脳卒中、運動器、通所リハビリ、訪問リハビリ、介護予防、認知症、高次

脳機能障害、摂食嚥下、言語障害

施設種類
老人保健施設、通所リハビリテーション、

訪問リハビリテーション（病院・診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

医療法人誠仁会　塩川病院

医療法人誠仁会　介護老人保健施設アルテハイム鈴鹿

医療法人社団義人会　高木病院

医療法人医秀会　玉田クリニック
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住所 三重県鈴鹿市安塚町880番地

電話番号 059-381-0880

FAX番号 059-381-0881

営業時間

人工透析

月・水・金 9:00~17:00　17:00~24:00

火・木・土 9:00~17:00

内科　月~金 9:00~12:00

皮膚科　月・火・水・金 9:00~12:00（火:完全予約制）

施設専門分野 脳卒中、運動器

施設種類 診療所

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県鈴鹿市庄野町2550

電話番号 059-375-2350

FAX番号 059-375-2385

リハビリ営業時間 月～金 9:00~17:00

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、運動器、徒手療法、循環、呼吸、通所リハビリ、訪

問リハビリ、介護予防、補装具、物理療法、褥瘡・創傷ケア、認知症、高

次脳機能障害、摂食嚥下、言語障害

施設種類
診療所、老人保健施設、通所リハビリテーション、通所介護、訪問リハビ

リテーション（病院・診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県亀山市亀田町466-1

電話番号 0595-83-0990

FAX番号 0595-83-0306

リハビリ営業時間 月～金 8:30~17:15

施設専門分野 訪問リハビリ、補装具、福祉用具

施設種類
一般急性期病棟、地域包括ケア病棟（病床）、訪問リハビリテーション

（病院・診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県鈴鹿市加佐登3丁目2番1

電話番号 059-378-1321

FAX番号 059-378-7083

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:15

施設専門分野 神経筋障害、小児（発達障害含む）、呼吸、福祉用具、摂食嚥下

施設種類 療養型病棟、その他

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

独立行政法人国立病院機構　鈴鹿病院

亀山市立医療センター

医療法人如水会　鈴鹿腎クリニック

医療法人白鳳会　介護老人保健施設鈴の丘
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住所 三重県亀山市井尻町1540-7

電話番号

FAX番号

リハビリ営業時間 不定休

施設専門分野 小児（発達障害含む）、特別支援教育、言語障害、聴覚障害

施設種類 その他

リハビリ専門職在籍状況 言語聴覚士

住所 三重県鈴鹿市岸岡町589-2

電話番号 059-382-1401

FAX番号 059-382-1402

リハビリ営業時間 月~金 8:30~16:30 祝日、年末年始休み

施設専門分野 認知症、精神科領域

施設種類 療養型病棟、訪問看護ステーション、その他

リハビリ専門職在籍状況 作業療法士

住所 三重県鈴鹿市安塚町山之花1275-53

電話番号 059-382-1311

FAX番号 059-384-1033

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:00

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、スポーツ、徒手療法、循環、呼

吸、訪問リハビリ、健康増進・参加、補装具、物理療法、褥瘡・創傷ケ

ア、疼痛管理、福祉用具、認知症、手外科、高次脳機能障害、摂食嚥下、

言語障害

施設種類 一般急性期病棟、訪問看護ステーション、その他

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県亀山市東御幸町232

電話番号 0595-84-0300

FAX番号 0595-84-0050

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:30  土 8:30~12:30

施設専門分野 脳卒中、運動器、訪問リハビリ、物理療法

施設種類 療養型病棟、訪問リハビリテーション（病院・診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

JA三重厚生連　鈴鹿厚生病院

JA三重厚生連　鈴鹿中央総合病院

ことばと発達の教室「あおぞら」

社会医療法人峰和会　亀山回生病院
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住所 三重県鈴鹿市国府町112番地ー1

電話番号 059-375-1212

FAX番号 059-375-1717

リハビリ営業時間
月~金 9:00~12:00　13:00~17:00

土 9:00~12:00（入院のみ）

施設専門分野
脳卒中、運動器、スポーツ、補装具、手外科、高次脳機能障害、摂食嚥

下、言語障害

施設種類 一般急性期病棟

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県鈴鹿市西条5丁目118-3

電話番号 059-382-3055

FAX番号 059-382-3065

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:15　土日祝休み

施設専門分野 小児（発達障害含む）、摂食嚥下、言語障害

施設種類 その他

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県鈴鹿市岸岡町1001-1

電話番号 059-383-8991

FAX番号 059-383-9666

リハビリ営業時間

施設専門分野

施設種類 大学・専門学校・研究機関

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県鈴鹿市東旭ヶ丘1丁目6-21

電話番号 059-368-0055

FAX番号 059-368-0056

リハビリ営業時間 月~金 9:00~12:00　14:30~19:00

施設専門分野 運動器、徒手療法、物理療法

施設種類 診療所

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

社会福祉法人鈴鹿市社会福祉協議会

鈴鹿医療科学大学

医療法人とうかい整形外科すずか

社会医療法人峰和会　鈴鹿回生病院
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住所 三重県亀山市川崎町4678

電話番号 0595-96-8909

FAX番号 0595-96-8919

リハビリ営業時間 月~金 9:00~17:15

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、切断、

循環、呼吸、代謝、地域リハビリ、訪問リハビリ、健康増進・参加、介護

予防、褥瘡・創傷ケア、疼痛管理、福祉用具、認知症、高次脳機能障害、

精神科領域、摂食嚥下

施設種類 訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県鈴鹿市三日市町1964

電話番号 059-382-7272

FAX番号 059-382-7373

リハビリ営業時間
月・火・木・金 9:00~12:00  14:30~18:30

水・土 9:00~12:00

施設専門分野 運動器、スポーツ、徒手療法、健康増進・参加、物理療法

施設種類 診療所

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県鈴鹿市道伯町2150-15　2FA

電話番号 059-375-7500

FAX番号 059-375-7501

リハビリ営業時間 月~土 9:00~17:00　祝日営業

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、切断、

スポーツ、徒手療法、循環、呼吸、代謝、地域リハビリ、訪問リハビリ、

健康増進・参加、介護予防、補装具、物理療法、褥瘡・創傷ケア、疼痛管

理、福祉用具、認知症、手外科、高次脳機能障害、精神科領域、摂食嚥下

施設種類 訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

ふくしま整形外科クリニック

合同会社RED GLOVE　訪問看護リハビリステーション桜

合同会社花あかり　花あかり訪問看護リハビリステーション
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住所 三重県伊賀市上野丸之内10-8

電話番号 0595-21-6500

FAX番号 0595-24-6181

リハビリ営業時間
月・火・水・金・土 8:30~17:00

木 8:30~12:30

施設専門分野
脳卒中、運動器、通所リハビリ、

訪問リハビリ、介護予防

施設種類
診療所、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション（病院・診療

所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県伊賀市四十九町831

電話番号 0595-24-1111

FAX番号 0595-24-2268

リハビリ営業時間
月~金8：30～17：15

外来は原則として９：00～12：00

施設専門分野 運動器、摂食嚥下、言語障害

施設種類 一般急性期病棟、療養型病棟

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県津市南中央28-13

電話番号 059-227-0207

FAX番号 059-228-3347

リハビリ営業時間 受付時間 9:00~11:30、13:00~16:30

施設専門分野 脳卒中、運動器、通所リハビリ

施設種類
一般急性期病棟、回復期リハビリテーション病棟、療養型病棟、通所リハ

ビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

中勢地域
津市　伊賀市　名張市

医療法人愛誠会　若葉病院

医療法人　アクアクリニック伊賀

伊賀市立上野総合市民病院
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住所 三重県津市一身田町333

電話番号 059-232-2216

FAX番号 059-232-7654

リハビリ営業時間 月~金 9:00~17:00  土 9:00~12:00 第２土休み

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、

呼吸、訪問リハビリ、補装具、物理療法、

福祉用具、手外科

施設種類
一般急性期病棟、訪問リハビリテーション

（病院・診療所、老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県津市一身田町387

電話番号 059-232-2316

FAX番号 059-231-7100

リハビリ営業時間
月~金 9:00~17:00（祝祭日も同じ）

12/31～1/3　は休業

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、徒手療法、呼吸、通所リハビ

リ、訪問リハビリ、介護予防、物理療法、高次脳機能障害

施設種類
回復期リハビリテーション病棟、療養型病棟、通所リハビリテーション、

訪問リハビリテーション（病院・診療所、老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県名張市夏見3260-1

電話番号 0595-63-9001

FAX番号 0595-64-2332

リハビリ営業時間

訪問リハ：月~金 8:45~17:45（祝日休）

通所リハ：月~土 10:00~16:00

いずれも年末年始休業

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、運動器、循環、呼吸、代謝、地域リハビリ、通所リ

ハビリ、訪問リハビリ、健康増進・参加、介護予防、高次脳機能障害、摂

食嚥下、言語障害

施設種類
一般急性期病棟、療養型病棟、通所リハビリテーション、通所介護、訪問

リハビリテーション（病院・診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

医療法人（社団）寺田病院

医療法人思源会　第二岩崎病院

医療法人思源会　岩崎病院
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住所 三重県津市野田2033-1

電話番号 059-239-1317

FAX番号 059-239-1320

リハビリ営業時間 月~日 9:30~16:00  年末年始休み

施設専門分野
脳卒中、運動器、切断、徒手療法、地域リハビリ、訪問リハビリ、健康増

進・参加、介護予防、補装具、物理療法、福祉用具、高次脳機能障害

施設種類

診療所、老人保健施設、通所リハビリテーション、通所介護、訪問リハビ

リテーション（病院・診療所・老人保健施設）、特別養護老人ホーム、健

康増進施設

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県伊賀市久米町字大坪666

電話番号 0595-21-3000

FAX番号 0595-21-3110

リハビリ営業時間
月・火・水・金 9:00~12:00　15:00~18:30

木・土 9:00~12:00

施設専門分野 運動器、スポーツ、徒手療法

施設種類 診療所

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県津市新町1丁目1-16　1階

電話番号 059-229-1515

FAX番号

リハビリ営業時間 月～金 8:30~17:00  土 8:30~15:00

施設専門分野
神経筋障害、脊髄障害、小児(発達障害含む)、運動器、呼吸、福祉用具、特

別支援教育、高次脳機能障害、精神科領域

施設種類

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県津市垂水298-2

電話番号 059-261-4223

FAX番号 059-261-2842

リハビリ営業時間 月～金 8:00~17:00（祝祭日含む）

施設専門分野 地域リハビリ、介護予防

施設種類 通所介護

リハビリ専門職在籍状況 作業療法士

株式会社ほっとすまいる　リハビリデイほっとすまいる

医療法人優進会　いまむら整形外科

NPO法人HA-HA-HA　子LAB

医療法人碧会　しおりの里デイケアセンター
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住所 三重県津市大里窪田町357番地

電話番号 059-232-2531

FAX番号 059-232-5994

リハビリ営業時間
外来診察 8:30~11:00

午後は予約のみ、小児専門外来は予約のみ

施設専門分野
神経筋障害、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、呼吸、褥瘡・創

傷ケア、摂食嚥下、聴覚障害

施設種類 一般急性期病棟

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県伊賀市上野桑町1734

電話番号 0595-21-3135

FAX番号 0595-21-5237

リハビリ営業時間 月~金 8:10~11:30（外来受付時間）

施設専門分野

脳卒中、脊髄障害、運動器、切断、スポーツ、徒手療法、循環、呼吸、健

康増進・参加、介護予防、福祉用具、手外科、高次脳機能障害、摂食嚥

下、言語障害

施設種類 一般急性期病棟、回復期リハビリテーション病棟

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県伊賀市ゆめが丘4-1-5

電話番号 0595-21-7322

FAX番号 0595-21-7325

リハビリ営業時間

施設専門分野

施設種類

リハビリ専門職在籍状況

住所 三重県伊賀市上野桑町1615

電話番号 0595-23-7111

FAX番号 0595-23-7161

リハビリ営業時間 月~金 9:00~17:00

施設専門分野 脳卒中、運動器、通所リハビリ、物理療法、摂食嚥下、言語障害

施設種類 老人保健施設、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

社会医療法人畿内会　岡波総合病院

介護老人保健施設伊賀ゆめが丘

社会医療法人畿内会　介護老人保健施設おかなみ

独立行政法人国立病院機構　三重病院
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住所 三重県伊賀市下友生鳥ヶ峯2916

電話番号 0595-24-6300

FAX番号 0595-24-6336

リハビリ営業時間

施設専門分野 通所リハビリ

施設種類 老人保健施設、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県津市安濃町東観音寺353番地

電話番号 059-267-1800

FAX番号 059-267-1803

リハビリ営業時間 8:30~17:30

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、通所リハビリ、訪問リハビリ、

健康増進・参加、介護予防、認知症、摂食嚥下、言語障害

施設種類
老人保健施設、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション（病

院・診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県伊賀市上野車坂町655-4

電話番号 0595-23-0188

FAX番号 0595-23-0187

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:30

施設専門分野 小児（発達障害含む）

施設種類 その他

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、言語聴覚士

住所 三重県津市殿村860-2

電話番号 059-237-5050

FAX番号 059-237-5650

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:30 土・祝 13：00～17：00

施設専門分野 通所リハビリ、介護予防

施設種類 老人保健施設、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

社会福祉法人伊賀市社会事業協会　児童福祉施設かしのみ園

社会福祉法人こしば福祉会　介護老人保健施設トマト

社会福祉法人あけあい会　介護老人保健施設あのう

社会医療法人畿内会　介護老人保健施設第2おかなみ
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住所 三重県津市野田2059

電話番号 059-237-2526

FAX番号 059-237-2513

リハビリ営業時間 終日

施設専門分野

施設種類 通所介護、特別養護老人ホーム、地域包括支援センター

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県津市久居井戸山町759-7

電話番号 059-256-8180

FAX番号 059-256-8750

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:30

施設専門分野 通所リハビリ

施設種類 老人保健施設、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県津市大里野田町宮下1124-1

電話番号 059-230-7811

FAX番号 059-230-3878

リハビリ営業時間 月~金 9:00~16:00

施設専門分野 徒手療法

施設種類 通所介護、特別養護老人ホーム

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県伊賀市四十九町2888

電話番号 0595-21-5010

FAX番号 0595-21-5100

リハビリ営業時間 月~土 9:00~16:00（総合受付）

施設専門分野 認知症、精神科領域

施設種類 療養型病棟、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

社会福祉法人素問会　芹の里介護老人保健施設

社会福祉法人高田福祉事業協会　特別養護老人福祉施設高田光寿園

一般財団法人信貴山病院分院上野病院

社会福祉法人寿泉会　泉園
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住所 三重県津市一身田上津部田1824

電話番号 059-233-6800

FAX番号 059-233-6807

リハビリ営業時間

月・火・水・金 9:00~12:00  15:00~19:00

木 9:00~12:00

土 9:00~12:00  14:00~16:00

施設専門分野 運動器、スポーツ

施設種類 診療所

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県津市神戸332-1

電話番号 059-228-2965

FAX番号 059-225-7714

リハビリ営業時間 基本水・木・金 9:00~16:00

施設専門分野 小児（発達障害含む）、特別支援教育、言語障害

施設種類 その他

リハビリ専門職在籍状況 言語聴覚士

住所 三重県津市船頭町1721

電話番号 059-225-2848

FAX番号 059-225-2922

リハビリ営業時間
月~金 8:30~16:30

土 8:30~12:30（入院のみ8:30~16:30）

施設専門分野
運動器、呼吸、通所リハビリ、訪問リハビリ、健康増進・参加、介護予

防、摂食嚥下、言語障害、聴覚障害

施設種類

一般急性期病棟、地域包括ケア病棟（病床）、診療所、通所リハビリテー

ション、訪問リハビリテーション（病院・診療所・老人保健施設）、訪問

看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県津市南新町17-22

電話番号 059-227-6171

FAX番号 059-225-3967

リハビリ営業時間
月~金 8:30~17:00

第２・４土 8:30~14:00

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、運動器、切断、循環、呼吸、代謝、補装具、物理療

法、福祉用具、認知症、高次脳機能障害、摂食嚥下、言語障害

施設種類 一般急性期病棟

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

医療法人整形外科たかしクリニック

津市教育委員会教育研究支援課　津市幼児ことばの教室

みえ医療福祉生活協同組合　津生協病院　津生協病院附属診療所

特定医療法人同心会　遠山病院
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住所 三重県名張市百合が丘西1番町178番地

電話番号 0595-61-1100

FAX番号 0595-64-7999

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:15

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、小児（発達障害含む）、運動器、摂食嚥下、言語障

害、聴覚障害

施設種類 一般急性期病棟、老人保健施設

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県津市久居射場町33-3

電話番号 059-256-6100

FAX番号 059-255-3400

リハビリ営業時間
月・火・水・金 9:00~12:00  14:30~18:30

木 9:00~12:00　土 9:00~14:00

施設専門分野
運動器、スポーツ、徒手療法、健康増進・参加、物理療法、疼痛管理、手

外科

施設種類 診療所

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県津市大鳥町424-1

電話番号 059-252-1555

FAX番号 059-252-1383

リハビリ営業時間
月~金 8:45~11:30  13:00~15:00

土 8:45~11:30

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、切断、地域リハビリ、通所リハ

ビリ、健康増進・参加、介護予防、補装具、物理療法、褥瘡・創傷ケア、

福祉用具、認知症、高次脳機能障害、摂食嚥下、言語障害、聴覚障害

施設種類
一般急性期病棟、回復期リハビリテーション病棟、療養型病棟、通所リハ

ビリテーション、大学・専門学校・研究機関

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県津市大鳥町423番地

電話番号 059-252-2741

FAX番号 059-252-0710

リハビリ営業時間

施設専門分野 脳卒中、補装具、物理療法

施設種類 大学・専門学校・研究機関

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

藤田記念七栗研究所

ひぐち整形外科クリニック

藤田医科大学七栗記念病院

名張市立病院

27



住所 三重県津市乙部2112-1　メッセウ常2階

電話番号 059-291-6880

FAX番号 059-291-6881

リハビリ営業時間 月~金 9:00~18:00　土日祝休み

施設専門分野

脳卒中、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、切断、徒手療法、循

環、呼吸、代謝、訪問リハビリ、補装具、褥瘡・創傷ケア、疼痛管理、認

知症、手外科、高次脳機能障害

施設種類 訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県伊賀市桐ヶ丘3-324

電話番号 0595-52-5007

FAX番号 0595-52-5008

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:30　祝日営業

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、切断、

徒手療法、循環、呼吸、代謝、地域リハビリ、訪問リハビリ、健康増進・

参加、介護予防、褥瘡・創傷ケア、疼痛管理、福祉用具、認知症

施設種類 訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県名張市希央台4番町22番地

電話番号 0595-64-7300

FAX番号 0595-64-7333

リハビリ営業時間
月・火・水・金 9:00~12:00  15:00~19:00

木・土 9:00~12:00

施設専門分野 運動器、徒手療法、物理療法

施設種類 診療所

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県津市一身田大古曽694-1

電話番号 059-231-5902

FAX番号 059-231-5904

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:15

施設専門分野 小児（発達障害含む）、言語障害、聴覚障害

施設種類 行政・保健所

リハビリ専門職在籍状況 言語聴覚士

三重県児童相談センター

株式会社ジェネラス　訪問看護ステーションほたるみえ

（株）ビーユアセルフ　訪問看護リハビリステーション喜りがおか

松永整形外科クリニック
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住所 三重県津市白山町南家城616

電話番号 059-262-0600

FAX番号 059-262-3264

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:15

施設専門分野 脳卒中、運動器、地域リハビリ、訪問リハビリ

施設種類
一般急性期病棟、訪問リハビリテーション（病院・診療所・老人保健施

設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県津市江戸橋2丁目174番地

電話番号 059-232-1111

FAX番号 059-231-5309

リハビリ営業時間
月~金 8:30~17:15

病院月~金 初診8:30~11:00 再診8:00~17:00

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、スポーツ、循環、呼吸、代謝、

褥瘡・創傷ケア、疼痛管理、認知症、手外科、高次脳機能障害、摂食嚥

下、言語障害、聴覚障害

施設種類 一般急性期病棟、大学・専門学校・研究機関

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県津市高茶屋小森町1812-2

電話番号 080-6910-8620

FAX番号 059-235-2090

リハビリ営業時間
【診察】火~日

【リハビリ】月~金

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、切断、

スポーツ、徒手療法、循環、呼吸、代謝、地域リハビリ、通所リハビリ、

訪問リハビリ、健康増進・参加、介護予防、補装具、福祉用具、認知症、

手外科、高次脳機能障害、精神科領域

施設種類
診療所、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション（病院・診療

所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

三重県立一志病院

国立大学法人　三重大学医学部附属病院

三重つくし診療所リハビリセンター
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住所 三重県津市久居野村町314-13

電話番号 059-254-3636

FAX番号 059-254-3637

リハビリ営業時間
月・火・水・金 8:00~19:00

木 8:00~12:30　土 8:00~17:00

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、スポーツ、徒手療法、地域リハ

ビリ、訪問リハビリ、健康増進・参加、物理療法、疼痛管理

施設種類 診療所、健康増進施設

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県津市柳山津興3306

電話番号 059-221-0500

FAX番号 059-221-0503

リハビリ営業時間 月・火・木・金・土 9:00~18:00

施設専門分野
脳卒中、運動器、徒手療法、地域リハビリ、通所リハビリ、訪問リハビ

リ、物理療法

施設種類
診療所、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション（病院・診療

所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県津市芸濃町椋本6176

電話番号 059-265-6500

FAX番号 059-265-6511

リハビリ営業時間 月~土 9:00~17:30

施設専門分野 通所リハビリ、訪問リハビリ、介護予防

施設種類
老人保健施設、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション（病

院・診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

介護老人保健施設ロマン

医療法人MSMC　みどりクリニック

医療法人のぞみ　ゆり形成内科整形
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住所 三重県松阪市久保田町5-7

電話番号 0598-25-5000

FAX番号 0598-25-5001

リハビリ営業時間
月・火・水・金 8:00~19:00

土 8:00~14:00

施設専門分野 運動器、スポーツ、徒手療法、物理療法

施設種類 診療所

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県度会町大紀町滝原873番地

電話番号 0598-86-3111

FAX番号 0598-86-3035

リハビリ営業時間 月~金 9:00~17:00

施設専門分野
運動器、通所リハビリ、訪問リハビリ、

介護予防

施設種類
診療所、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション（病院・診療

所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県松阪市山室町707-3

電話番号 0598-29-8700

FAX番号 0598-29-8739

リハビリ営業時間
月~金 9:00~12:00　14:00~17:00

土 9:00~12:00　日祝日、年末年始休診

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児(発達障害含む)、運動器、切断、徒手

療法、代謝、地域リハビリ、通所リハビリ、訪問リハビリ、健康増進・参

加、介護予防、補装具、物理療法、福祉用具、認知症、高次脳機能障害、

摂食嚥下、言語障害、聴力障害

施設種類

回復期リハビリテーション病棟、療養型病棟、通所リハビリテーション、

訪問リハビリテーション（病院・診療所・老人保健施設）、訪問看護ス

テーション、健康増進施設

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

南勢地域
松阪市　多気郡　伊勢市　鳥羽市　志摩市　玉城町　度会町

大紀町　南伊勢町尾鷲市　北牟婁郡　熊野市　南牟婁郡

医療法人松徳会　花の丘病院

医療法人吉創会　あゆみ診療所

あらおと整形クリニック
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住所 三重県松阪市東黒部町835

電話番号 0598-59-0311

FAX番号 0598-59-0360

リハビリ営業時間
月・金 9:00~13:00　14:00~17:00

火・水・木 9:00~13:00

施設専門分野 脳卒中、物理療法、認知症

施設種類 診療所

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県松阪市東黒部町835

電話番号 0598-59-0312

FAX番号 0598-59-0360

リハビリ営業時間
老健：24時間

デイケア：月~土 9:30~16:00

施設専門分野 通所リハビリ

施設種類 老人保健施設、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県多気郡多気町古江1512-1

電話番号 0598-49-8858

FAX番号 0598-49-4488

リハビリ営業時間 月~日 8:30~17:30

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、切断、徒手療法、循環、呼吸、

代謝、地域リハビリ、通所リハビリ、訪問リハビリ、健康増進・参加、介

護予防、補装具、物理療法、褥瘡・創傷ケア、疼痛管理、福祉用具、高次

脳機能障害、摂食嚥下、言語障害

施設種類 老人保健施設、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県多気郡大台町佐原750番地

電話番号 0598-82-3781

FAX番号 0598-82-1618

リハビリ営業時間 月～金 8:30~17:15

施設専門分野 介護予防

施設種類 行政・保健所、地域包括支援センター

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

大台町役場

医療法人まとかた　まとかた大西クリニック

医療法人まとかた　介護老人保健施設まとかた

介護老人保健施設なごみの里
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住所 三重県松阪市白粉町363

電話番号 0598-23-6260

FAX番号 0598-23-6261

リハビリ営業時間 月~金 9:00~17:30

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、呼吸、

訪問リハビリ、介護予防、高次脳機能障害、摂食嚥下

施設種類 訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県松阪市南町443番地の4

電話番号 0598-21-5522

FAX番号 0598-21-5318

リハビリ営業時間
月・火・水・金 9:00~18:00

木・土 9:00~13:00

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、運動器、循環、呼吸、代謝、地域リハビリ、通所リ

ハビリ、訪問リハビリ、健康増進・参加、介護予防、認知症、高次脳機能

障害、摂食嚥下、言語障害

施設種類 療養型病棟、通所リハビリテーション、訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県多気郡大台町上三瀬663-2

電話番号 0598-82-1313

FAX番号 0598-82-1783

リハビリ営業時間
月~金 8:30~17:00

土ケア病棟のみ 8:30~17:00

施設専門分野 脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、呼吸、訪問リハビリ、物理療法

施設種類
一般急性期病棟、地域包括ケア病棟（病床）、療養型病棟、訪問リハビリ

テーション（病院・診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県度会郡南伊勢町慥柄浦1-1

電話番号 0596-72-0001

FAX番号 0596-72-2312

リハビリ営業時間 8:30~16:30 土日祝日、年末年始休診

施設専門分野 脳卒中、運動器、通所リハビリ、訪問リハビリ、補装具、物理療法

施設種類 診療所、老人保健施設、通所リハビリテーション、訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

JA三重厚生連　大台厚生病院

JA三重厚生連　南島メディカルセンター

医療法人桜木記念病院

公益社団法人松阪地区医師会　訪問看護ステーション
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住所 三重県松阪市川井町字小望102

電話番号 0598-21-5252

FAX番号 0598-21-9555

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:00

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、徒手療法、循環、呼吸、代謝、

補装具、福祉用具、高次脳機能障害、摂食嚥下、言語障害

施設種類 一般急性期病棟

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県松阪市久保町1927-6

電話番号 0598-29-6775

FAX番号 0598-60-0717

リハビリ営業時間
月~金 9:00~17:00（入所・通所リハ）

土 9:00~17:00（通所リハ）

施設専門分野 脳卒中、通所リハビリ、認知症、精神科領域

施設種類 老人保健施設、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県松阪市嬉野中川町1529-1

電話番号 0598-48-3000

FAX番号 0598-48-3001

リハビリ営業時間 8:30~17:30

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、運動器、切断、スポーツ、徒手療法、循環、呼吸、

代謝、地域リハビリ、通所リハビリ、訪問リハビリ、健康増進・参加、介

護予防、褥瘡・創傷ケア、福祉用具、認知症、高次脳機能障害、精神科領

域、摂食嚥下、言語障害

施設種類
老人保健施設、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション（病

院・診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県松阪市嬉野森本町1556

電話番号 0598-43-7222

FAX番号 0598-43-2100

リハビリ営業時間 ホームページ参照

施設専門分野 脊髄障害、小児（発達障害含む）

施設種類

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

社会福祉法人カトリック三重カリタス会

社会福祉法人愛恵会　介護老人保健施設緑風会

社会福祉法人あけあい会　介護老人保健施設やまゆりの里

JA三重厚生連　松阪中央総合病院

34



住所 三重県多気郡多気町仁田706番7号

電話番号 0598-37-2566

FAX番号 0598-37-2568

リハビリ営業時間 月~土 8:30~17:30

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器

切断、徒手療法、通所リハビリ、介護予防、物理療法、認知症、高次脳機

能障害、摂食嚥下、言語障害

施設種類 老人保健施設、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県松阪市飯南町粥見5471-18

電話番号 0598-32-5151

FAX番号 0598-32-5222

リハビリ営業時間
入所・通所　月~土 8:30~17:30

訪問　月~金 9:00~17:00

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器

切断、徒手療法、地域リハビリ、通所リハビリ、訪問リハビリ、健康増

進・参加、介護予防、補装具、物理療法、福祉用具

施設種類
老人保健施設、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション（病

院・診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県松阪市小阿坂町1986

電話番号 0598-58-2230

FAX番号 0598-58-2231

リハビリ営業時間

施設専門分野 地域リハビリ、介護予防、褥瘡・創傷ケア、福祉用具、認知症

施設種類 特別養護老人ホーム

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県度会郡玉城町佐田881

電話番号 0596-58-3039

FAX番号 0596-58-7299

リハビリ営業時間 月~金 9:00~17:00

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、切断、スポーツ、地域リハビ

リ、補装具、福祉用具、

施設種類 療養型病棟

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

社会福祉法人慈徳会　老人保健施設さくらんぼ

社会福祉法人斎宮会　介護老人保健施設みずほの里

社会福祉法人聖ヨゼフ会松阪　南勢カトリック特別養護老人ホーム

玉城町国民健康保険玉城病院
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住所 三重県度会郡玉城町佐田881

電話番号 0596-58-3770

FAX番号 0596-58-3790

リハビリ営業時間 月~土 9:00~17:00

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、徒手療法、代謝、地域リハビ

リ、通所リハビリ、訪問リハビリ、健康増進・参加、介護予防、福祉用

具、認知症

施設種類
老人保健施設、通所リハビリテーション、通所介護、訪問リハビリテー

ション（病院・診療所・老人保健施設）、訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県度会郡南伊勢町船越2545

電話番号 0599-66-0011

FAX番号 0599-66-1213

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:15　（祝日除く）

施設専門分野

施設種類 一般急性期病棟、訪問リハビリテーション（病院・診療所・老人保健施

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県松阪市曽原町811-1

電話番号 0598-56-2250

FAX番号 0598-56-2663

リハビリ営業時間
月・火・水・金・土 8:00~17:00

木 8:00~12:00

施設専門分野 脳卒中、神経筋障害、運動器、通所リハビリ、訪問リハビリ、福祉用具

施設種類
療養型病棟、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション（病院・

診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県松阪市久保町1927-2

電話番号 0598-29-1311

FAX番号 0598-29-1353

リハビリ営業時間 月~金 9:00~17:00  土（隔週）9:00~13:00

施設専門分野 脳卒中、認知症、精神科領域

施設種類 療養型病棟

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

町立南伊勢病院

医療法人西井医院

松阪厚生病院

玉城町　介護老人保健施設ケアハイツ玉城
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住所 三重県度会郡玉城町宮古726-17

電話番号 0596-58-2716

FAX番号 0596-58-2918

リハビリ営業時間 基本的に既定の勤務時間は月~金 8:30~17:00

施設専門分野 特別支援教育、摂食嚥下、言語障害

施設種類 特別支援学校・学級

リハビリ専門職在籍状況 言語聴覚士

住所
三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057

南伊勢町役場付

電話番号 0599-66-1800

FAX番号 0599-66-1800

リハビリ営業時間

施設専門分野 健康増進・参加、介護予防、認知症

施設種類 大学・専門学校・研究機関

リハビリ専門職在籍状況

住所 三重県多気郡明和町大字大淀2227番地1

電話番号 0596-55-8188

FAX番号 0596-55-8180

リハビリ営業時間
日祝休診、臨時休診あり

月・火・木午前のみ予約優先制

施設専門分野 循環

施設種類 一般急性期病棟

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県伊勢市御園町1746-2

電話番号 0596-63-8882

FAX番号 0596-28-8832

リハビリ営業時間
月~金 9:00~12:00、13:30~16:30

問い合わせ対応は 8:00~17:30（土休み。祝日営業）

施設専門分野
脳卒中、運動器、地域リハビリ、通所リハビリ、訪問リハビリ、健康増

進・強化、介護予防

施設種類
通所リハビリテーション

訪問リハビリテーション（病院・診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、

学校法人協栄学園　伊勢志摩中央リハビリテーションセンター

三重県立特別支援学校　玉城わかば学園

三重大学　地域包括ケア・老年医学産学官連携講座

医療法人三重ハートセンター
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住所 三重県伊勢市船江1丁目471番2

電話番号 0596-28-2171

FAX番号 0596-28-2965

リハビリ営業時間
初診受付 8:00~12:00（救急の場合は除く）

予約のある方 8:00~17:00

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、運動器、循環、呼吸、

代謝、福祉用具、認知症、手外科、

高次脳機能障害、摂食嚥下、言語障害

施設種類 一般急性期病棟

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県伊勢市勢田町613-12

電話番号 0596-27-6711

FAX番号 0596-27-6838

リハビリ営業時間 月~金 9:00~17:00　祝日、年末年始休み

施設専門分野 訪問リハビリ

施設種類 訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県伊勢市常盤2丁目7番28号

電話番号 0596-22-1155

FAX番号 0596-22-3003

リハビリ営業時間 外来診察時間月~土 9:00~12:00

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、運動器、通所リハビリ、訪問リハビリ、摂食嚥下、

言語障害

施設種類
一般急性期病棟、回復期リハビリテーション病棟、療養型病棟、訪問リハ

ビリテーション（病院・診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県伊勢市浦口2丁目3-20

電話番号 0596-20-5757

FAX番号 0596-22-5577

リハビリ営業時間
訪問リハビリ　月~土 8:30~17:15

デイサービスセンター　月~土 8:00~17:15

施設専門分野 地域リハビリ、訪問リハビリ、福祉用具

施設種類
診療所、通所介護、訪問リハビリテーション（病院・診療所・老人保健施

設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

医療法人全心会　伊勢慶友病院

医療法人海野内科　訪問リハビリ

日本赤十字社　伊勢赤十字病院

伊勢地区医師会　訪問看護ステーション
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住所 三重県伊勢市常盤2丁目3-14

電話番号 0596-20-8181

FAX番号 0596-20-8133

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:15

施設専門分野 地域リハビリ、訪問リハビリ、福祉用具

施設種類
診療所、通所介護、訪問リハビリテーション（病院・診療所・老人保健施

設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県北牟婁郡紀北町海山区上里239-8

電話番号 0597-36-1230

FAX番号 0597-36-1223

リハビリ営業時間 月~土 9:00~17:00

施設専門分野 通所リハビリ

施設種類 老人保健施設、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県伊勢市楠部町乙77番地

電話番号 0596-22-2218

FAX番号 0596-22-2275

リハビリ営業時間
月・火・水・金 9:00~18:00

木・土 8:30~12:30

施設専門分野
脳卒中、運動器、徒手療法、通所リハビリ、

訪問リハビリ、介護予防、物理療法

施設種類
診療所、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション（病院・診療

所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県伊勢市楠部町若ノ山2605-13

電話番号 0596-23-8000

FAX番号 0596-63-8200

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:30 土日祝祭日は休み

施設専門分野 地域リハビリ、通所リハビリ、健康増進・参加、介護予防、福祉用具

施設種類 老人保健施設、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

医療法人海野内科　でいとれセンター海野

医療法人慈徳会　介護老人保健施設菖蒲園

医療法人社団愛敬会　山崎外科内科

医療法人社団愛敬会　介護老人保健施設山咲苑
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住所 三重県志摩市阿児町国府1061-152

電話番号 0599-46-1122

FAX番号 0599-46-1133

リハビリ営業時間 月～土 8:30~17:30

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、切断、徒手療法、地域リハビ

リ、通所リハビリ、健康増進・参加、介護予防、補装具、物理療法、褥

瘡・創傷ケア、福祉用具、認知症、高次脳機能障害

施設種類 老人保健施設

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県鳥羽市安楽島町字腰掛1045-77

電話番号 0599-26-7711

FAX番号 0599-26-7733

リハビリ営業時間 月～土 9:00~17:00

施設専門分野 通所リハビリ、介護予防、福祉用具

施設種類 老人保健施設、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県志摩市阿児町鵜方2555-1

電話番号 0599-44-6511

FAX番号 0599-44-6500

リハビリ営業時間 月～土 9:00~17:30

施設専門分野 地域リハビリ、通所リハビリ、健康増進・参加、介護予防

施設種類 通所介護

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県志摩市阿児町鵜方2555-1

電話番号 0599-44-6512

FAX番号 0599-44-6511

リハビリ営業時間 月～金 8:30~17:30（祝日、お盆、年末年始を除く）

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、循環、

呼吸、代謝、訪問リハビリ、介護予防、褥瘡・創傷ケア、福祉用具、精神

科領域

施設種類 訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

医療法人豊和会　デイサービスセンター豊和

医療法人豊和会　在宅総合センター豊和

医療法人豊和会　介護老人保健施設志摩豊和苑

医療法人豊和会　介護老人保健施設鳥羽豊和苑
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住所 三重県伊勢市神田久志本町1539-6

電話番号 0596-23-2288

FAX番号 0596-23-2286

リハビリ営業時間

月・水・木・金 8:30~12:00  14:30~19:00

火 9:00~12:00

土 8:30~12:00

施設専門分野
運動器、スポーツ、徒手療法、物理療法、

疼痛管理

施設種類 診療所

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県南牟婁郡御浜町阿田和4750

電話番号 05979-2-1333

FAX番号 05979-2-3357

リハビリ営業時間

施設専門分野
脳卒中、小児（発達障害含む）、運動器、呼吸、補装具、高次脳機能障

害、摂食嚥下、言語障害

施設種類
一般急性期病棟、地域包括ケア病棟（病床）、回復期リハビリテーション

病棟

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県北牟婁郡紀北町海山区馬瀬1025番地1

電話番号 0597-31-4167

FAX番号 0597-31-4167

リハビリ営業時間 月～土 9:00~17:00　祝日営業

施設専門分野
脳卒中、スポーツ、循環、呼吸、地域リハビリ、通所リハビリ、健康増

進・参加、介護予防

施設種類 通所介護

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県熊野市久生屋868番地

電話番号 0597-89-2711

FAX番号 0597-89-4727

リハビリ営業時間 8:30~17:00（ただし第２・４・５土曜日は休診）

施設専門分野 精神科領域

施設種類
療養型病棟、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション（病院・

診療所・老人保健施設）、訪問看護ステーション、その他

リハビリ専門職在籍状況 作業療法士

紀南病院組合立　紀南病院

アドバンスリハ（株）きほくスタジオ

医療法人紀南会　熊野病院

医療法人河口外科
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住所 三重県志摩市大王町波切1941-1

電話番号 0599-72-5555

FAX番号 0599-72-3949

営業時間 月~金 9:00~12:00　土日祝、年末年始休診

施設専門分野
脳卒中、運動器、切断、徒手療法、地域リハビリ、訪問リハビリ、健康増

進・参加、介護予防、補装具、物理療法、福祉用具、高次脳機能障害

施設種類
療養型病棟、訪問リハビリテーション（病院・診療所・老人保健施設）、

訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県志摩市志摩町片田4807-1

電話番号 0599-84-1000

FAX番号 0599-84-1008

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:30

施設専門分野 地域リハビリ、通所リハビリ、訪問リハビリ、介護予防、福祉用具、認知

施設種類
診療所、老人保健施設、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーショ

ン（病院・診療所・老人保健施設）、

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島2482

電話番号 0597-46-2255

FAX番号 0597-47-1200

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:30

施設専門分野 地域リハビリ、通所リハビリ、訪問リハビリ、健康増進・参加、介護予防

施設種類
老人保健施設、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション（病

院・診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県伊勢市二俣町577番地9

電話番号 0596-22-6010

FAX番号 0596-22-6011

リハビリ営業時間 月~土 9:00~17:30

施設専門分野 介護予防

施設種類 通所介護、特別養護老人ホーム

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

国民健康保険　志摩市民病院

公益社団法人地域医療振興協会　志摩地域医療福祉センター

社会医療法人峰和会　介護老人保健施設輝（きらり）

社会福祉法人伊勢医心会　神路園
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住所 三重県伊勢市上野町2855-1

電話番号 0596-39-8088

FAX番号 0596-39-0081

リハビリ営業時間 月~金 9:00~18:00

施設専門分野 通所リハビリ

施設種類 老人保健施設、通所リハビリテーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県伊勢市神田久志本町1718-16

電話番号 0596-65-7039

FAX番号 0596-65-7057

リハビリ営業時間 月~金 9:00~18:00　第二土 9:00~16:00

施設専門分野 特別支援教育、言語障害

施設種類 その他

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、言語聴覚士

住所 三重県伊勢市楠部町3038番地

電話番号 0596-23-5111

FAX番号 0596-27-2315

リハビリ営業時間 月~金 9:00~17:15

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、切断、スポーツ、循環、呼吸、

代謝、介護予防、補装具、物理療法、褥瘡・創傷ケア、福祉用具、認知

症、手外科、高次脳機能障害、摂食嚥下、言語障害

施設種類
一般急性期病棟、地域包括ケア病棟（病床）、回復期リハビリテーション

病棟

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県伊勢市岡本1丁目16-31

電話番号 0596-20-1151

FAX番号 0596-20-1152

リハビリ営業時間 月~金 9:00~17:00　土 9:00~12:45

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、運動器、切断、スポーツ、徒手療法、循

環、呼吸、地域リハビリ、訪問リハビリ、健康増進・参加、介護予防、補

装具、物理療法、褥瘡・創傷ケア、疼痛管理、福祉用具、認知症、高次脳

機能障害、精神科領域、摂食嚥下、言語障害

施設種類 訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

NPO法人南勢子どもの発達支援センターえがお

市立伊勢総合病院

社会福祉法人福徳会　介護老人保健施設上野の郷

医療法人社団高見内科　高見訪問看護ステーション

43



住所 三重県南牟婁郡御浜町阿田和6066

電話番号 05979-2-4333

FAX番号 05979-2-4330

リハビリ営業時間
月・火・水・金 9:00~11:30  14:00~17:30

木・土 9:00~12:30

施設専門分野 訪問リハビリ

施設種類 診療所、訪問リハビリテーション（病院・診療所・老人保健施設）

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県鳥羽市相差町1878-1

電話番号 0599-33-6669

FAX番号 0599-33-6698

リハビリ営業時間 8:30~17:30

施設専門分野 通所リハビリ、介護予防

施設種類 通所介護

リハビリ専門職在籍状況 作業療法士

住所 三重県伊勢市川端町字浦246-2

電話番号 0596-28-9855

FAX番号 0596-63-8812

リハビリ営業時間 8:45~16:15　8/13～15、12/30～1/3は休み

施設専門分野

施設種類 通所介護

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県志摩市阿児町甲賀1457-92

電話番号 0599-45-8100

FAX番号 0599-45-8101

リハビリ営業時間
月~金 8:00~17:00

土 8:30~11:30

施設専門分野 地域リハビリ、通所リハビリ、健康増進・参加、介護予防

施設種類 通所介護

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

谷口クリニック

デイサービスセンター有明の里

NPO法人　デイサービス第２ひだまり

株式会社Baby Steps　機能訓練特化型デイサービスセンターいっ歩
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住所 三重県伊勢市小俣町湯田794-10

電話番号 0596-21-3312

FAX番号 0596-21-3313

リハビリ営業時間
月~金 8:30~17:30

土 日祝日は要相談

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、呼吸、

地域リハビリ、訪問リハビリ、介護予防、褥瘡・創傷ケア、福祉用具、認

知症、高次脳機能障害

施設種類 訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士

住所 三重県伊勢市勢田町656-134

電話番号 0596-63-6872

FAX番号 0596-63-6873

リハビリ営業時間 月~金 9:00~17:30

施設専門分野
脳卒中、神経筋障害、運動器、切断、徒手療法、呼吸、介護予防、褥瘡・

創傷ケア、疼痛管理、認知症、高次脳機能障害、言語障害

施設種類 訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

住所 三重県伊勢市上地町5112-4

電話番号 0596-20-6336

FAX番号 0596-20-6337

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:30

施設専門分野 通所リハビリ、訪問リハビリ

施設種類 通所介護、訪問看護ステーション、その他

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

住所 三重県志摩市阿児町鵜方2822-53

電話番号 0599-44-1551

FAX番号 0599-65-7039

リハビリ営業時間 月~金 8:30~17:30（祝日・お盆・年末年始を除く）

施設専門分野

脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、小児（発達障害含む）、運動器、切断、

循環、呼吸、補装具、褥瘡・創傷ケア、福祉用具、認知症、高次脳機能障

害、摂食嚥下

施設種類 訪問看護ステーション

リハビリ専門職在籍状況 理学療法士

特定非営利活動和泉　訪問看護ステーションほほえみ

訪問看護ステーションきずな

有限会社ALL地域リハネットワーク

株式会社ジェネラス　訪問看護ステーションほたるいせ
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