
徳島県理学療法士会 会員施設情報 訪問リハビリテーション実施施設

施設名 住所 電話番号
訪問リハビリ
テーション

保険適用 訪問範囲 実施曜日・時間

伊月病院 徳島市徳島町2-54 088-622-1117 ○ 介護保険 徳島市内
月～土 9：00～18：
00

介護老人保健施設 清寿園 徳島市上八万町中山83-1 088-668-1080 ○ 介護保険 徳島市内
月～金 9：00～17：
00（祝祭日以外）

木下病院 徳島市南末広町4-70 088-622-7700 ○ 介護保険 徳島市
月～土 13：00～
16：00

近藤内科病院 徳島市西新浜町1-6-25 088-663-0020 ○ 介護保険 徳島市、小松島市内
月～金 8：20～17：
30

鈴江病院 徳島市佐古八番町4-22 088-652-3121 ○ 介護保険

清家医院 徳島市上八万町下中筋90-1 088-668-0026 ○ 介護保険 八万町、上八万町、入田町、佐那河内村

月～土 9：00～18：
00、※木 9：00～
12：30

田岡病院 徳島市万代町4丁目2番地2 088-622-7788 ○ 介護保険 主に徳島市内
月～土 9：00～17：
00 祝日を除く

たまき青空病院 徳島市国府町早淵字北カシヤ56番地1 088-642-5050 ○ 徳島市（国府町中心）、石井町等 月～土

天満病院 徳島市名東町1-91 088-632-1520 ○ 医療保険・介護保険 加茂名地区を中心に国府
月～土 9：00～17：
00

徳島健生病院 徳島市下助任町4-9 088-622-7771 ○ 医療保険・介護保険 30分圏内
火～金 9：00～17：
00

中洲八木病院 徳島市中洲町1丁目31 088-625-3535 ○ 医療保険・介護保険 徳島市内
月～金 9：00～17：
00

博愛記念病院 徳島市勝占町惣田9 088-669-2166 ○ 介護保険
月～土 9：00～17：
00

橋本リハビリテーションクリニック 徳島市中常三島町3丁目19-3 088-626-0311 ○ 介護保険 徳島市内（要相談）
月～金 15：00～
17：00

林内科 徳島市中昭和町2丁目94 088-626-0003 ○ 徳島市内
月～土 9：00～17：
30

眉山病院 徳島市西二軒屋町2-39-2 088-625-7665 ○ 介護保険
月～金 9：00～17：
00

水の都記念病院 徳島市北島田町1丁目45番地の2 088-632-9299 ○ 医療保険・介護保険 徳島市、板野郡、石井町
月～金 9：00～18：
00

リハビリテーション大神子病院 徳島市大原町大神子19番地 088-662-1014 ○ 医療保険・介護保険 徳島市、小松島市
月～土 9：00～17：
00

保岡クリニック論田病院 徳島市論田町大江6-1 088-663-3111 ○ 医療保険・介護保険 論田、大原、津田周辺 適宜

浦田病院 板野郡松茂町広島字南ハリ13 ０８８－６９９－２９２１ ○ 医療保険・介護保険 松茂、北島、鳴門、徳島一部
月～土 8：30～17：
15

きたじま田岡病院 板野郡北島町鯛浜字川久保30番地1 088-698-1234 ○ 介護保険 片道40分、15km圏内
月～土 9：00～17：
15（日祝除く）

芳川病院 板野郡松茂町中喜来字郡恵278-8 088-699-5355 ○ 介護保険 松茂
利用者との相談によ
り

凌雲訪問看護ステーション 板野郡藍住町矢上字安任156-1 088-637-3388 ○ 医療保険・介護保険 徳島市～上板町
月～金 14：30～
17：00

小川病院 鳴門市撫養町南浜字東浜716番地 088-686-2322 ○ 医療保険・介護保険 鳴門市と隣接地域
月～土8：30～17：30
（祝日休み）

佐藤整形外科医院 鳴門市撫養町南浜字東浜265 088-685-6555 ○ 医療保険・介護保険 鳴門市全域
月～土 9：00～18：
30、日祝祭日休み

徳島県鳴門病院 鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番 088-683-0011 ○ 医療保険・介護保険
月～金 13：00～
17：00

鳴門山上病院 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂205-29 088-687-1234 ○ 介護保険 鳴門市全域
月～土 8：30～17：
00

原田内科 鳴門市大津町矢倉字六ノ越5-9 088-685-3351 ○ 介護保険 鳴門市、上板を除く板野郡
月、火、木、金、土
13：00～17：00

阿波病院 阿波市市場町市場字岸ノ下190-1 0883-36-5151 ○ 医療保険・介護保険
月～金 8：30～16：
45

笠井病院 阿波市阿波町元町14 0883-35-2720 ○ 介護保険 阿波市内
月～金 9：00～18：
00、土 9：00～12：
00

鴨島病院 吉野川市鴨島町内原432 0883-24-6565 ○ 医療保険・介護保険
月～金 9：00～17：
00、土 9：00～12：
00
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訪問看護ステーション リハビリ倶楽部 吉野川市川島町桑村2301-2 0883-26-3412 ○ 医療保険・介護保険 徳島市、小松島市、阿南市、鳴門市、阿波市、吉野川市、美馬市、石井町、上板町、藍住町、北島町、松茂町、つるぎ町、他

月～土 9：00～18：
00

成田病院 美馬市脇町字拝原2576 0883-52-1258 ○ 介護保険 美馬市
月～土 9：00～17：
00

健生西部診療所 三好市井川町吉岡127-2 0883-78-2292 ○ 三好市、三好郡内
月～金 8：30～17：
30

内田医院 三好郡東みよし町加茂2945-11 0883-74-0121 ○ 池田～山城
月～金 13：00～
17：00

三加茂田中病院 三好郡東みよし町加茂1883-4 0883-82-3700 ○ 医療保険

江藤病院 小松島市和田島町浜塚132-3 0885-37-1559 ○ 医療保険・介護保険 小松島市、阿南市
月～土 担当者の
出勤に合わせて

介護老人保健施設 ライフ慈友館 小松島市赤石町13-24 0885-38-1700 ○
月～土 9：00～17：
00

小松島病院 小松島市田浦町近里83-11 0885-33-2288 ○ 医療保険・介護保険 徳島市、小松島市、阿南市
月～土 9：00～17：
00

小松島リハビリテーションクリニック 小松島市日開野町字宮免2-1 0885-33-2805 ○ 介護保険 小松島市、徳島市丈六他一部
月～土 8：30～11：
00、14：00～17：00

阿南共栄病院 阿南市羽ノ浦町大字中庄字蔵ノホケ36 0884-44-3131 ○ 医療保険・介護保険 病院より20分圏内
月～金 9：00～16：
45

介護老人保健施設 悠心館 阿南市新野町信里6-1 0884-36-3637 ○ 介護保険 阿南市内
月～金 9：00～17：
00

原田病院 阿南市富岡町あ石14-1 0884-22-0990 ○ 介護保険 阿南市内
月、火、木、金 13：
00～16：00

介護老人保健施設 阿南名月苑 阿南市上中町南島325-1 0884-22-2210 ○ 阿南市東部、施設より30分以内
月～土 9：30～17：
00

国民健康保険 勝浦病院 勝浦郡勝浦町大字棚野字竹国13-2 0885-42-2555 ○ 介護保険 10km圏内
火～金 9：00～15：
00

ヒワサクリニック デイケアたんまえ 海部郡美波町西河内字丹前１０２－２ 0884-74-7522 ○ 介護保険 美波町
月～金 9：00～17：
00


