
愛知県健康福祉部高齢福祉課

【介護予防通所リハビリテーション】
事業所番号 開設者名 事業所名称 郵便番号 住所
2312203827 医療法人泰玄会 泰玄会西病院 4940007 一宮市小信中島字郷中104番地
2312204627 医療法人六星会 たいようクリニック 4940001 一宮市開明字新田沼11番
2312600402 医療法人共立荻野病院 共立荻野病院 4420812 豊川市三上町雨谷口32
2312602192 医療法人信愛会 医療法人信愛会　しんあいクリニック 4420884 豊川市光明町１－19－10
2312700608 医療法人三善会 津島中央病院 4960009 津島市葉苅町字綿掛63番地
2312700947 医療法人六寿会 後藤整形外科　通所リハビリテーション 4960072 津島市南新開町１－100
2312800119 医療法人愛生館 医療法人愛生館小林記念病院 4478510 碧南市新川町３丁目88番地
2312900794 医療法人明和会 辻村外科病院 4480001 刈谷市井ケ谷町桜島20－１
2313100832 社会医療法人財団新和会 八千代病院 4460072 安城市住吉町２－２－７
2313201325 医療法人社団福祉会 医療法人社団福祉会　高須病院 4440427 西尾市一色町赤羽上郷中113－１
2313300986 医療法人北辰会 蒲郡厚生館病院 4430035 蒲郡市栄町11－13
2313301703 医療法人積善会 医療法人積善会　蒲郡東部病院 4430013 蒲郡市大塚町山ノ沢４５－２
2313401024 岡田　富夫 犬山駅西病院 4840081 犬山市犬山高見町11
2313500460 医療法人瀧田医院 瀧田医院 4790836 常滑市栄町１－112
2313800571 医療法人柳雪会 江崎外科内科 4850047 小牧市曙町70番地
2314700416 医療法人知邑舎 岩倉病院通所リハビリテーション 4820015 岩倉市川井町鉄砲59
2314700507 医療法人つくし会 岩倉東クリニック 4820042 岩倉市中本町葭原４番地
2314900586 医療法人聖生会 梅森クリニック 4700133 日進市梅森台５－75
2315601894 医療法人尾張温泉かにえ病院 医療法人尾張温泉かにえ病院 4970052 海部郡蟹江町西之森長瀬下65番地14
2315701207 医療法人赫和会 医療法人赫和会　杉石病院 4702357 知多郡武豊町向陽一丁目１１７番地
2315702643 医療法人宏友会 竹内整形外科・内科クリニック 4702205 知多郡阿久比町萩字萩字新川３５
2317400519 医療法人羊蹄会 ようてい健康増進クリニック 4810033 北名古屋市西之保三町地３－１
2352280008 社会医療法人大雄会 社会医療法人大雄会老人保健施設アウン 4910101 一宮市浅井町尾関字同者165番地
2352280057 医療法人泰玄会 医療法人泰玄会介護老人保健施設みなみ 4940014 一宮市上祖父江字小稲葉１番地
2352480004 医療法人中野会 介護老人保健施設ＬＡ・ＬＡ・ＬＡ 4750856 半田市更生町一丁目123番地の13
2352480012 医療法人宏友会 医療法人宏友会老人保健施設ゆうゆうの里 4750006 半田市南大矢知町２丁目21番地１
2352580019 医療法人並木会 医療法人並木会介護老人保健施設メディコ春 4800305 春日井市坂下町５丁目1221－１
2352580043 社会福祉法人サン・ビジョン 介護老人保健施設グレイスフル春日井 4860802 春日井市桃山町字北山5079－16
2352780049 医療法人六寿会 ユニット型介護老人保健施設第２六寿苑 4960033 津島市杁前町五丁目31番地１
2352880005 医療法人愛生館 老人保健施設ひまわり 4470803 碧南市三角町１丁目７番地１
2352980003 医療法人豊田会 介護老人保健施設ハビリス一ツ木 4480003 刈谷市一ツ木町４丁目41番地４
2352980011 医療法人光慈会 医療法人光慈会介護老人保健施設かりや 4480813 刈谷市小垣江町新庄33番地
2353180009 医療法人安祥会 安城老人保健施設 4460021 安城市法連町８番地１
2353280007 医療法人仁医会 医療法人仁医会西尾老人保健施設 4450073 西尾市寄住町洲田18
2353380013 医療法人幸会 医療法人幸会介護老人保健施設五井の里 4430003 蒲郡市五井町殿海道11－１
2353580000 医療法人健幸会 医療法人健幸会老人保健施設さざんかの丘 4790015 常滑市大窯114番地の２
2353680008 社会福祉法人サンライフ 介護老人保健施設フラワーコート江南 4838363 江南市河野町五十間４番地
2353880004 医療法人双寿会 医療法人双寿会老人保健施設豊寿苑 4850029 小牧市中央二丁目185番地
2353880012 医療法人愛仁会 老人保健施設こまきの森 4850075 小牧市三ツ渕1945－１
2353980002 医療法人回精会 医療法人回精会稲沢老人保健施設第１憩の泉 4928143 稲沢市駅前２丁目27番３号
2353980010 医療法人回精会 医療法人回精会稲沢老人保健施設第２憩の泉 4928143 稲沢市駅前２丁目25番15号
2354380012 医療法人卓 介護老人保健施設キューオーエル 4780001 知多市八幡字丸根100番地
2354480010 医療法人光慈会 医療法人光慈会　知立老人保健施設 4720017 知立市新林町北林44番地
2354580009 医療法人和光会 医療法人和光会介護老人保健施設清風苑 4880833 尾張旭市東印場町二反田282－２
2354980027 医療法人生寿会 医療法人生寿会日進老人保健施設 4700103 日進市北新町二段場920－10
2355080009 医療法人名翔会 老人保健施設和合の里 4700162 愛知郡東郷町春木字白土１－395
2355280013 医療法人知邑舎 医療法人知邑舎老人保健施設洋洋園 4810039 北名古屋市法成寺松の木47番地
2355680030 医療法人良斉会 介護老人保健施設ヴィラとびしま 4901431 海部郡飛島村服岡四丁目１番地１
2372201851 医療法人翔樹会 デイケア　ほほえみ 4940001 一宮市開明字東沼85番地
2372202842 医療法人尾張健友会 介護老人保健施設ちあきデイケアセンター 4910821 一宮市丹陽町重吉字新田裏東切1077番１
2372500377 医療法人勝川医院 医療法人勝川医院 4860914 春日井市若草通一丁目12番地
2372501722 医療法人三仁会 医療法人　三仁会　あさひ病院通所リハビリ 4860819 春日井市下原町字村東2090番地
2372502282 医療法人白山会 白山通所リハビリテーション 4870034 春日井市白山町五丁目21番地８
2372502415 医療法人社団喜峰会 東海記念病院　通所リハビリテーション 4870031 春日井市廻間町字大洞681番地47
2372700860 医療法人六寿会 津島リハビリテーション病院　通所リハビリ 4960072 津島市南新開町一丁目114番地
2373400627 西川　卓也 たくや整形外科　通所リハビリテーション葵 4840841 犬山市楽田小針14番地１
2373500186 医療法人瀧田医院 タキタシニアプラザ 4790835 常滑市陶郷町１丁目８番地の１
2374000368 神本　敏治 さくらしんしろデイケアセンター 4411366 新城市向野29－１
2374900526 医療法人マリオ・ネット 冨田整形外科通所リハビリテーション・介護 4700124 日進市浅田町東田面68－７
2375000292 山田　保夫 やまクリニックデイケアいぶき 4700154 愛知郡東郷町和合ケ丘３－１－10　すまいるプラザ和合ヶ丘２Ｆ
2375000383 医療法人生寿会 医療法人生寿会　東郷春木デイケアセンター 4700162 愛知郡東郷町春木清水ヶ根237
2375200876 医療法人生寿会 五条川通所リハビリセンター 4520961 清須市春日新堀33
2375600158 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院通所リハビリテーション・きらら 4980000 弥富市前ヶ町南本田368－１
2375700651 医療法人榊原 榊原整形外科　通所リハビリテーション 4702357 知多郡武豊町向陽５丁目２番地
2375701311 医療法人マックス おあしす 4702389 知多郡武豊町長宗二丁目32番地

平成30年度　事業所評価加算　算定基準適合事業所一覧表（愛知県）

※政令中核市の適合事業所については各市の介護保険担当課へご確認ください。
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