
横須賀・三浦地区訪問リハビリテーション連絡会

リハビリテーションマップ 2022

＜掲載 22事業所＞
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①久里浜在宅クリニック

②白ゆり総合
リハケアクリニック

③三浦市立病院

④めぐみケアクリニック

⑤さいとう整形クリニック

⑥介護老人保健施設
ハートケア湘南・芦名

⑦衣笠ろうけん

⑧訪問リハビリテーション
なのはな苑

⑨介護老人保健施設 野比苑

⑩かのん訪問看護
リハビリステーション

⑪衣病訪問看護ステーション

⑫衣病訪問看護ステーション
長瀬

⑬コトノハ訪問看護
リハビリステーション

⑭聖ヨゼフ訪問看護
ステーション

⑮訪問看護リハビリステーション
サニーアワーズ

⑯訪問看護ステーション
はまゆう

⑰みはる訪問看護ステーション

⑱はるかぜ訪問看護
ステーション湘南長沢

⑲愛の手訪問看護ステーション

⑳おひさま
訪問看護ステーション

マークスター
訪問看護ステーション

みうら訪問看護ステーション
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医療機関からの訪問リハビリテーション

①久里浜在宅クリニック 【久里浜】

②白ゆり総合リハケアクリニック【野比】

③三浦市立病院 【岬陽町】

④めぐみケアクリニック 【久里浜】

⑤さいとう整形クリニック 【吉井】



介護老人保健施設からの訪問リハビリテーション

⑥介護老人保健施設 ハートケア湘南・芦名【芦名】

⑦衣笠ろうけん 【小矢部】

⑧訪問リハビリテーション なのはな苑 【初声町】

⑨介護老人保健施設 野比苑 【野比】



訪問看護ステーションからの訪問リハビリテーション

⑩かのん訪問看護リハビリステーション 【追浜町】

⑪衣病訪問看護ステーション 【小矢部】

⑫衣病訪問看護ステーション長瀬 【長瀬】

⑬コトノハ訪問看護リハビリステーション【根岸町】

⑭聖ヨゼフ訪問看護ステーション 【緑ヶ丘】

⑮訪問看護リハビリステーションサニーアワーズ【大津町】

⑯訪問看護ステーションはまゆう 【池田町／鷹取】



訪問看護ステーションからの訪問リハビリテーション

⑰みはる訪問看護ステーション 【三春町】

⑱はるかぜ訪問看護ステーション湘南長沢【津久井】

⑲愛の手訪問看護ステーション 【西浦賀】

⑳おひさま訪問看護ステーション 【米が浜通】

マークスター訪問看護ステーション 【 林 】

みうら訪問看護ステーション 【南下浦町】
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医療機関からの
訪問リハビリテーション



久里浜在宅クリニック
住所 横須賀市久里浜１−１０−５

TEL 046-838-4562 FAX 046-838-4563
事業所概要

対応保険 介護保険

訪問対象地域 横須賀市内

訪問従事者 理学療法士 ２名 （ 男性 2名 女性 0名 ）

作業療法士 ０名 （ 男性 0名 女性 0名 ）

言語聴覚士 0名 （ 男性 0名 女性 0名 ）

特色 当院は24時間365日対応している在宅医療を併設しているため
医師とも細かい情報共有が可能で身体状況を管理しながら身体
機能の向上を図れます。



白ゆり総合リハケアクリニック
住所 横須賀市野比２丁目２−６ 山崎屋ビル

TEL 046-839-2535 FAX 046-839-2536
事業所概要

対応保険 医療保険、介護保険

訪問対象地域 横須賀市内（一部除く）
三浦市内（一部）（詳細は事業所まで）

訪問従事者 理学療法士 ３名 （ 男性 １名 女性 ２名 ）

作業療法士 ０名 （ 男性 ０名 女性 ０名 ）

言語聴覚士 ０名 （ 男性 ０名 女性 ０名 ）

特色 当院は地域に根付き、外来リハを中心に通所リハも行っており
ます。患者様の年齢や疾患も多岐に渡りますが、出来る限りの
対応をさせて頂いております。宜しくお願い致します。



三浦市立病院
住所 三浦市岬陽町４-３３

TEL 046-882-2111 FAX 046-882-2117
事業所概要

対応保険 介護保険、医療保険

訪問対象地域 主に三浦市内

訪問従事者 理学療法士 1名 （ 男性 1名 女性 0名 ）

作業療法士 0名 （ 男性 0名 女性 0名 ）

言語聴覚士 0名 （ 男性 0名 女性 0名 ）

特色
利用者さまやご家族のご意向に寄り添いながら関わらせていた
だいております。お気軽にご相談ください。



めぐみケアクリニック
住所 横須賀市久里浜１−１１−７

TEL 046-837-3341 FAX 046-874-5510
事業所概要

対応保険 医療保険、介護保険

訪問対象地域 横須賀市内中心

訪問従事者 理学療法士 5名 （ 男性 3名 女性 2名 ）

作業療法士 0名 （ 男性 0名 女性 0名 ）

言語聴覚士 0名 （ 男性 0名 女性 0名 ）

特色 全スタッフが急性期病院又は回復期リハビリテーション病院の
勤務経験を有しており、医師と相談しつつ質の高いサービスを
提供できるよう努めています



さいとう整形クリニック
住所 横須賀市吉井2-3-3

TEL 046-802-5200 FAX 046-841-5220
事業所概要

対応保険 介護保険

訪問対象地域 横須賀市内

訪問従事者 理学療法士 2名 （ 男性 1名 女性 1名 ）

作業療法士 1名 （ 男性 0名 女性 1名 ）

言語聴覚士 0名 （ 男性 0名 女性 0名 ）

特色 みんな優しいスタッフばかりです。
「良くなるんだ！」という気持ちを一緒に引き出して
頑張っていきます



介護老人保健施設からの
訪問リハビリテーション



介護老人保健施設 ハートケア湘南・芦名
住所 神奈川県横須賀市芦名 １ー１６−１２

TEL 046-855-5211 FAX 046-857-1805
事業所概要

対応保険 介護保険

訪問対象地域 横須賀市市内、葉山町（エリア外については要相談）

訪問従事者 理学療法士 ３名 （ 男性 ２名 女性 １名 ）

作業療法士 ２名 （ 男性 ２名 女性 ０名 ）

言語聴覚士 １名 （ 男性 １名 女性 ０名 ）

特色 心も身体も元気にをモットーに、住み慣れた自宅で生活する楽
しみを感じてもらいながら、少しでも自立度の向上や社会参加
に繋がるようにサービスの提供をしております。



衣笠ろうけん
住所 横須賀市小矢部2-23-1

TEL 046-852-1185 FAX 046-852-1186
事業所概要

対応保険 介護保険

訪問対象地域 横須賀市内

訪問従事者 理学療法士 ２名 （ 男性 0名 女性 2名 ）

作業療法士 ２名 （ 男性 1名 女性 1名 ）

言語聴覚士 0名 （ 男性 0名 女性 0名 ）

特色 2016年10月に在宅生活を支える一環として開設しました。其々
の利用者様らしく生きる為の生活・活動参加の他、入所・通所
との連携等、今後の展開を模索中です。



なのはな苑 訪問リハビリテーション
住所 三浦市初声町高円坊1040-2

TEL 046-889-2400 FAX 046-889-2401
事業所概要

対応保険 介護保険

訪問対象地域 三浦市、横須賀市、葉山町

訪問従事者 理学療法士 0名 （ 男性 0名 女性 0名 ）

作業療法士 １名 （ 男性 1名 女性 0名 ）

言語聴覚士 0名 （ 男性 0名 女性 0名 ）

特色 身体機能面、日常生活動作への訓練だけでなく、認知機能・
精神面へのご相談・介入も可能です。現在水曜日午前中のみの
稼働となっています



介護老人保健施設 野比苑
住所 横須賀市野比1−41−１

TEL 046-839-2525 FAX 046-839-2011
事業所概要

対応保険 介護保険

訪問対象地域 横須賀市全域 三浦市(要相談）

訪問従事者 理学療法士 2名 （ 男性 1名 女性 2名 ）

作業療法士 0名 （ 男性 0名 女性 0名 ）

言語聴覚士 0名 （ 男性 0名 女性 0名 ）

特色 老健からの訪問リハになります。通所・入所・ショートステイ
併用し「したい暮し」を支援します。



訪問看護ステーションからの
訪問リハビリテーション



かのん訪問看護リハビリステーション追浜
住所 横須賀市追浜町2-15 平野ビル202号室

TEL 046-874-7061 FAX046-874-7062
事業所概要

対応保険 介護保険
医療保険

訪問対象地域 横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町、
横浜市金沢区

訪問従事者 理学療法士 5名 （ 男性 2名 女性 3名 ）

作業療法士 2名 （ 男性 1名 女性 1名 ）

言語聴覚士 2名 （ 男性 0名 女性 2名 ）

特色 リハビリの卒業を導入時から利用者様・家族様と目標や方向性
を共有し、訪問時間から在宅生活の時間へ移行出来る様に支援
し、月2.5人程度の方が毎月卒業され在宅で過ごされています。



衣病訪問看護ステーション
住所 〒238-8588 横須賀市小矢部2-23-1 衣笠病院ｹｱｾﾝﾀｰ内

TEL 046-852-1471 FAX 046-852-1485
事業所概要

対応保険 介護保険
医療保険

訪問対象地域 横須賀市 阿部倉、池上、平作、金谷、坂本、鶴が丘、平和台、汐見台、
望洋台、佐野、衣笠栄町、小矢部、衣笠町、森崎、大矢部、公郷、
根岸町3,4丁目、逸見が丘、上町3,4丁目、富士見町2,3丁目

訪問従事者

※長瀬と兼務

理学療法士 １名 （ 男性０名 女性１名 ）

作業療法士 ２名 （ 男性１名 女性１名 ）

言語聴覚士 ０名 （ 男性０名 女性０名 ）

特色 同法人内に病院(一般病床、地域包括、回復期リハ、通所リハ)、
老健(入所、通所)、居宅介護支援事業所、在宅診療所などがあ
り、つながりのあるサービス提供を目指しています。



衣病訪問看護ステーション・長瀬
住所 〒239-0826 横須賀市長瀬3-6-2 衣笠病院長瀬ｹｱｾﾝﾀｰ内

TEL 046-843-3172 FAX 046-843-3176
事業所概要

対応保険 介護保険
医療保険

訪問対象地域 横須賀市粟田・池田町・岩戸・内川・浦賀丘・浦賀町・浦上台・大津町・大矢部・
小原台・鴨居・久比里・久村・久里浜台・久里浜・グリ－ンハイツ・光風台・津久
井・長沢・長瀬・西浦賀・東浦賀・南浦賀・野比・ハイランド・走水・二葉・舟
倉・馬堀海岸・馬堀町・吉井・若宮台・桜ヶ丘・佐原・神明町

訪問従事者

※衣笠と兼務

理学療法士 １名 （ 男性０名 女性１名 ）

作業療法士 ２名 （ 男性１名 女性１名 ）

言語聴覚士 ０名 （ 男性０名 女性０名 ）

特色 理学療法士・作業療法士が、常に看護師と連携をとりながら、
日常生活の中で利用者のニードに近づけるようなサービス提供
を目指しています。



コトノハ訪問看護リハビリステーション
住所 横須賀市根岸町3-13-20

TEL 046-884-8071 FAX 046-884-8072
事業所概要

対応保険 介護保険、医療保険

訪問対象地域 横須賀市市内、三浦市の一部（南下浦・初声町）

訪問従事者 理学療法士 5名 （ 男性 5名 女性 0名 ）

作業療法士 8名 （ 男性 6名 女性 2名 ）

言語聴覚士 2名 （ 男性 1名 女性 1名 ）

特色 おもいをカタチにするサービスを理念として、PT・OT・STに
よる総合的なリハビリテーション・外出支援（かなえるサポー
ト）を看護師との連携のもと実施しています。



聖ヨゼフ訪問看護ステーション
住所 横須賀市緑が丘２８ 聖ヨゼフ院内三階

TEL 046-822-2187 FAX 046-822-2578
事業所概要

対応保険 医療保険、介護保険

訪問対象地域 横須賀市内。但し以下の地域を除く
（長沢 津久井 グリーンハイツ 光の丘 秋谷 子安）

訪問従事者 理学療法士 2名 （ 男性 1名 女性 1名 ）

作業療法士 0名 （ 男性 0名 女性 0名 ）

言語聴覚士 ０名 （ 男性 0名 女性 0名 ）

特色 対象は、脳血管障害、整形疾患、神経内科の利用者様です。訪
問看護師と連携を取りながらご家族と相談し、その人にあった
リハビリを提供しています。



訪問看護リハビリステーション サニーアワーズ
住所 〒239-0808  横須賀市大津町４−７−３１ 早坂ビル１階

TEL 046-887-0875 FAX 046-887-0876
事業所概要

対応保険 介護保険 医療保険

訪問対象地域 横須賀市全域
葉山町、逗子市、三浦市の一部

訪問従事者 理学療法士 ５名 （ 男性４名 女性１名 ）

作業療法士 １名 （ 男性１名 女性０名 ）

言語聴覚士 ０名 （ 男性０名 女性０名 ）

特色 地域との連携を密に、丁寧・誠実・迅速な対応を心がけ、
ご利用者様中心のサービスの提供。



訪問看護ステーションはまゆう
住所 横須賀市池田町4-4-1 追浜サテライト：横須賀市鷹取2-12-A

TEL 046-833-3581 FAX 046-874-8815
事業所概要

対応保険 医療保険、介護保険

訪問対象地域 横須賀市、逗子市、葉山町、横浜市金沢区

訪問従事者 理学療法士 1名 （ 男性 1 名 女性 0名 ）

作業療法士 1名 （ 男性 0名 女性 1名 ）

言語聴覚士 0名 （ 男性 0名 女性 0名 ）

特色 24時間対応の訪問看護ステーションです。看護師と連携しADL・
QOLの改善を図り、安心した在宅生活が送れるよう支援します。
終末期の利用者様への訪問も行っています。



みはる訪問看護ステーション
住所
横須賀市三春町１−１５−１

TEL 046-854-9100 FAX 046-854-9101
事業所概要

対応保険 介護保険、医療保険

訪問対象地域 横須賀市内

訪問従事者 理学療法士 ０名 （ 男性 0名 女性 0名 ）

作業療法士 １名 （ 男性 0名 女性 １名 ）

言語聴覚士 ０名 （ 男性 0名 女性 0名 ）

特色 24時間対応ステーションです。看護師と連携し、利用者・
ご家族の思いにそったサービスの提供を目指しています。



はるかぜ訪問看護ステーション湘南長沢
住所 横須賀市津久井2丁目2番51号 和賀ビル１階

TEL 046-884-9533 FAX 046-884-9345
事業所概要

対応保険 介護保険・医療保険

訪問対象地域 横須賀市の一部(野比、長沢、岩戸、ハイランド、粟田、久里浜、
津久井、グリーンハイツ、神明町、須軽谷、武、太田和、山科
台、長井、長坂、林、荻野)   、三浦市

訪問従事者 理学療法士 ０名 （ 男性 ０名 女性 ０名 ）

作業療法士 １名 （ 男性 ０名 女性 １名 ）

言語聴覚士 ０名 （ 男性 ０名 女性 ０名 ）

特色 はるかぜ訪問看護ステーション湘南長沢は、明るい・温かい・
安心感のある・あたり前の生活を・愛で支えます(５Aの心)。



愛の手訪問看護ステーション
住所 横須賀市西浦賀3-27-5セブンビレッジ202

TEL 046-890-5540 FAX 046-890-6409
事業所概要

対応保険 介護保険・医療保険

訪問対象地域 横須賀市、横浜市金沢区、逗子市、葉山町、三浦市

訪問従事者 理学療法士 ４名 （ 男性 １名 女性 ３名 ）

作業療法士 ０名 （ 男性 ０名 女性 ０名 ）

言語聴覚士 ０名 （ 男性 ０名 女性 ０名 ）

特色 当事業所は、「ご利用者様が安心して療養生活を送れるよう
に」をモットーに、24時間体制の看護とリハビリにてサポート
しています。



おひさま訪問看護ステーション
住所 横須賀市米が浜通1-1-12

TEL 046-876-6520 FAX 046-876-6521
事業所概要

対応保険 介護保険・医療保険

訪問対象地域 横須賀市、逗子市、葉山町

訪問従事者 理学療法士 １名 （ 男性 １名 女性 ０名 ）

作業療法士 ０名 （ 男性 ０名 女性 ０名 ）

言語聴覚士 ０名 （ 男性 ０名 女性 ０名 ）

特色



マークスター訪問看護ステーション
住所 横須賀市林2-1-35 双美ビル1階

TEL 046-874-6410 FAX 046-874-6418
事業所概要

対応保険 介護保険・医療保険

訪問対象地域 横須賀市、三浦市

訪問従事者 理学療法士 １名 （ 男性 １名 女性 ０名 ）

作業療法士 ４名 （ 男性 ４名 女性 ０名 ）

言語聴覚士 ０名 （ 男性 ０名 女性 ０名 ）

特色 小児や難病、ターミナルの方など24時間の緊急時訪問看護が
必要なご利用者様のリハビリも対応可能です。平日夜と土曜に
ステーション内にて自費リハビリも運営しております。



みうら訪問看護ステーション
住所 三浦市南下浦町上宮田3263-1

TEL 046-889-1701 FAX 046-889-1721
事業所概要

対応保険 介護保険・医療保険

訪問対象地域 三浦市・横須賀市（一部）

訪問従事者 理学療法士 ０名 （ 男性 ０名 女性 ０名 ）

作業療法士 １名 （ 男性 ０名 女性 １名 ）

言語聴覚士 ０名 （ 男性 ０名 女性 ０名 ）

特色 小規模ながら緊急対応・ターミナル等多岐に渡り対応していま
す。NS・OT・事務と協力しながら御利用者様のADL・QOLの
維持向上を目指しています。



横須賀・三浦地区訪問リハビリテーション連絡会とは

【概要】

神奈川県理学療法士会・作業療法士会・言語聴覚士会が協働して

設立した神奈川県地域リハビリテーション三団体協議会の要請を受けて

横須賀市および三浦市内の訪問リハビリテーション事業に従事する

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によって組織された連絡会

【活動】

平成26年活動開始。

平成29年より、地域の関連職種への情報発信の一つの形として

事業所便覧である「リハビリテーションマップ」を作成・配布

＊サービス事業所選定の一助としてご活用ください



＊掲載事業所及び掲載内容は2022年9月16日時点での参加事業所に

おける情報となっております

横須賀三浦地区訪問リハビリテーション連絡会 事務局

■ 衣病訪問看護ステーション

■ コトノハ訪問看護リハビリステーション

■ 介護老人保健施設 ハートケア湘南・芦名


