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事業所住所

2310105156 医療法人京命会 整形外科京命クリニック 4640004 愛知県名古屋市千種区京命２－８－２１
2310400417 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛知県済生 愛知県済生会リハビリテーション病院 4510052 愛知県名古屋市西区栄生１－１－１８
2310504028 医療法人珪山会 医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病 4530811 愛知県名古屋市中村区太閤通四丁目１番地
2310505371 医療法人ひさご クリニックかけはし 4530841 愛知県名古屋市中村区稲葉地町２－１６－８
2310607342 荻久保　修 ＭＯＴＥＴＴＯ　鶴舞クリニック 4600012 愛知県名古屋市中区千代田二丁目８番７号
2310801655 名古屋市 名古屋市総合リハビリテーションセンター附 4678622 愛知県名古屋市瑞穂区弥富町密柑山１番地の２
2311101782 医療法人ＴＲＣ たわだリハビリクリニック 4550885 愛知県名古屋市港区八百島２－６０５
2311101816 医療法人東樹会 医療法人東樹会　あずまリハビリテーション 4550032 愛知県名古屋市港区入船２－１－１５
2311200220 医療法人財団善常会 善常会リハビリテーション　病院 4570046 愛知県名古屋市南区松池町一丁目１１番地
2311302067 医療法人羊蹄会 ようていファミリークリニック藤が丘 4630034 愛知県名古屋市守山区四軒家２－７０２
2311403089 医療法人大志 徳重整形外科クリニック 4580804 愛知県名古屋市緑区亀が洞１－１３１０
2311403105 社会医療法人宏潤会 大同みどりクリニック 4580801 愛知県名古屋市緑区鳴海町矢切３７
2312000371 医療法人整友会 豊橋整形外科江崎病院 4400883 愛知県豊橋市新川町６６
2312004449 医療法人整友会 豊橋整形外科　鷹丘クリニック 4400016 愛知県豊橋市牛川町字中郷１０６－１
2312004928 医療法人整友会 豊橋整形外科向山クリニック 4400864 愛知県豊橋市向山町字水車４４－１
2312005891 医療法人積善会 医療法人積善会　積善クリニック 4413141 愛知県豊橋市大岩町北山７８番地５
2312006626 医療法人　里童 里童こころと育ちのクリニック 4418002 愛知県豊橋市吉川町６１
2312103191 医療法人藤友会 城南整形外科 4440202 愛知県岡崎市宮地町字柳畑４７－１
2312105246 医療法人木南舎 冨田病院 4443505 愛知県岡崎市本宿町字南中町３２
2312204510 社会医療法人杏嶺会 尾西記念病院 4940018 愛知県一宮市冨田宮東１７１８－１
2312204627 医療法人　六星会 たいようクリニック 4940001 愛知県一宮市開明字新田沼１１番
2312300698 医療法人宏和会 瀬戸みどりのまち病院 4890875 愛知県瀬戸市緑町２－１１４－１
2312503184 医療法人三仁会 春日井整形外科 4860817 愛知県春日井市東野町３－１５－１
2312600402 医療法人共立荻野病院 共立荻野病院 4420812 愛知県豊川市三上町雨谷口３２
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 愛知県津島市南新開町１－１００
2312800119 医療法人愛生館 医療法人愛生館小林記念病院 4478510 愛知県碧南市新川町３丁目８８番地
2313000602 医療法人三九会 三九朗病院 4710035 愛知県豊田市小坂町７丁目８０番地
2313003333 医療法人たなかクリニック たなかクリニック 4700451 愛知県豊田市藤岡飯野町井ノ脇４１４
2313100659 医療法人安祥会 松井整形外科 4460021 愛知県安城市法連町８－１１
2313100832 社会医療法人財団新和会 八千代病院 4460072 愛知県安城市住吉町２－２－７
2313201176 医療法人秀麗会 山尾病院 4450853 愛知県西尾市桜木町５－１４
2313201267 医療法人仁医会 あいちリハビリテーション病院 4450026 愛知県西尾市江原町西柄１－１
2313201325 医療法人社団福祉会 医療法人社団福祉会　高須病院 4440427 愛知県西尾市一色町赤羽上郷中１１３－１
2313400653 医療法人清友会 いたつ内科クリニック 4840854 愛知県犬山市裏之門５０番地
2313401024 岡田　富夫 犬山駅西病院 4840081 愛知県犬山市犬山高見町１１
2313500460 ＊ 瀧田医院 4790836 愛知県常滑市栄町１－１１２
2313801736 医療法人羊蹄会 小牧ようてい記念病院通所リハビリテーショ 4850077 愛知県小牧市西之島丁田１９６３
2314300738 医療法人メディライフ 西知多リハビリテーション病院 4780021 愛知県知多市岡田野崎１３
2314700416 医療法人知邑舎 岩倉病院通所リハビリテーション 4820015 愛知県岩倉市川井町鉄砲５９
2315601894 医療法人瑞頌会 医療法人瑞頌会尾張温泉かにえ病院 4970052 愛知県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 愛知県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 愛知県知多郡阿久比町大字萩字新川３５番地
2317600506 医療法人　浅井外科 浅井外科 4970001 愛知県あま市七宝町沖之島九之坪４４番地
2351080078 医療法人西口整形外科 介護老人保健施設　千音寺 4540971 愛知県名古屋市中川区富田町千音寺字間渡里２８３４番１
2351380031 医療法人博報会 医療法人博報会介護老人保健施設あまこだ 4630037 愛知県名古屋市守山区天子田２丁目１６１３番地
2351580010 医療法人東恵会 医療法人東恵会介護老人保健施設星ヶ丘アメ 4650071 愛知県名古屋市名東区西山台７０１番地
2351680000 社会福祉法人聖霊会 老人保健施設サンタマリア 4680003 愛知県名古屋市天白区鴻の巣一丁目１１０１番地
2351680042 医療法人聖生会 介護老人保健施設リハビリス井の森 4680047 愛知県名古屋市天白区井の森町１８番地
2352080010 医療法人尽誠会 医療法人尽誠会老人保健施設尽誠苑 4413102 愛知県豊橋市大脇町大脇ノ谷７４番５４
2352080028 医療法人光生会 光生会介護老人保健施設赤岩荘 4400021 愛知県豊橋市多米町字大門１０番地
2352280024 社会医療法人杏嶺会 老人保健施設やすらぎ 4910201 愛知県一宮市奥町字下口西７４番地の１
2352680025 医療法人啓仁会 医療法人啓仁会　介護老人保健施設　たんぽ 4420851 愛知県豊川市野口町道下３１番地
2352880005 医療法人愛生館 老人保健施設ひまわり 4470803 愛知県碧南市三角町１丁目７番地１
2353280023 医療法人田中会 介護老人保健施設いずみ 4450824 愛知県西尾市和泉町１番地８
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 愛知県蒲郡市五井町殿海道１１－１
2353880012 医療法人愛仁会 老人保健施設こまきの森 4850075 愛知県小牧市三ツ渕１９４５－１
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 愛知県稲沢市駅前２丁目２５番１５号
2353980028 社会福祉法人祖父江愛照会 介護老人保健施設　ベストライフ祖父江 4950033 愛知県稲沢市祖父江町四貫東堤外１２０１番地７０
2354280006 社会福祉法人仁至会 介護老人保健施設ルミナス大府 4740037 愛知県大府市半月町三丁目２９０番地
2355680006 医療法人藤枝会 医療法人藤枝会介護老人保健施設四季の里 4901144 愛知県海部郡大治町西條字柳原３７－１
2370501484 医療法人珪山会 通所リハ　ウカイ 4530028 愛知県名古屋市中村区寿町６番地の１
2371601036 医療法人春陽会 春陽会　デイケアうらら 4680033 愛知県名古屋市天白区一つ山二丁目６番地
2372200101 医療法人尾張健友会 医療法人尾張健友会千秋病院 4910815 愛知県一宮市千秋町塩尻字山王１
2372401063 医療法人メディライフ 半田中央病院 4750017 愛知県半田市有脇町十三丁目１０１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 愛知県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 愛知県春日井市白山町五丁目２１番地８
2373400585 医療法人永仁会 さとう病院デイケアセンター 4840894 愛知県犬山市羽黒字下大日８番地の３
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 愛知県犬山市楽田小針１４番地１
2373500186 医療法人瀧田医院 タキタシニアプラザ 4790835 愛知県常滑市陶郷町１丁目８番地の１
2374700579 医療法人羊蹄会 デイケアセンターしらゆりの里 4820003 愛知県岩倉市曽野町郷前３番地
2375200876 医療法人生寿会 五条川通所リハビリセンター 4520961 愛知県清須市春日新堀３３
2375200967 医療法人倫紀会 いぶき野クリニック（デイケア田園の郷） 4810006 愛知県北名古屋市熊之庄宮地１０番地
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 愛知県知多郡武豊町向陽５丁目２番地
2375701311 医療法人マックス おあしす 4702389 愛知県知多郡武豊町長宗二丁目３２番地
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【介護予防通所リハビリテーション】 ※政令・中核市及び東三河広域連合の適合事業所については各機関の介護保険担当課へご確認ください。


