
R5.4.1時点事業所数
訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション

東灘 3 3

灘 3 3

中央 4 4

兵庫 3 3

北 7 7

⾧田 2 2

須磨 3 3

垂水 3 3

西 1 1

総計 29 29

区 事業所番号 事業所-名称 ｻｰﾋﾞｽ種類 事業所-所在地 指定年月日 事業所-直通電話番号 申請者-法人名 申請者-所在地

東灘 2850180023 介護老人保健施設アトレーユうおざき 訪問リハビリテーション 東灘区魚崎南町３丁目７−１８ 平成27年9月1日 078-411-9597 医療法人社団大智会市橋クリニック 兵庫県神戸市東灘区深江北町５丁目７−１５

東灘 2850180023 介護老人保健施設アトレーユうおざき 介護予防訪問リハビリテーション 東灘区魚崎南町３丁目７−１８ 平成27年9月1日 078-411-9597 医療法人社団大智会市橋クリニック 兵庫県神戸市東灘区深江北町５丁目７−１５

東灘 2850180049 介護老人保健施設すばる魚崎の郷 訪問リハビリテーション 東灘区魚崎西町２丁目３番１９号 令和3年5月1日 078-811-8900 医療法人康雄会 兵庫県神戸市灘区備後町３丁目２−１８

東灘 2850180049 介護老人保健施設すばる魚崎の郷 介護予防訪問リハビリテーション 東灘区魚崎西町２丁目３番１９号 令和3年5月1日 078-811-8900 医療法人康雄会 兵庫県神戸市灘区備後町３丁目２−１８

東灘 2850180056 介護老人保健施設アネシス御影 訪問リハビリテーション 東灘区御影石町１丁目１−３２ 平成25年11月1日 078-811-1100 社会福祉法人甲有会 兵庫県神戸市東灘区御影石町一丁目１番３２号

東灘 2850180056 介護老人保健施設アネシス御影 介護予防訪問リハビリテーション 東灘区御影石町１丁目１−３２ 平成25年11月1日 078-811-1100 社会福祉法人甲有会 兵庫県神戸市東灘区御影石町一丁目１番３２号

灘 2850280013 介護老人保健施設ケアホームすばる 訪問リハビリテーション 灘区大和町１丁目２−１ 令和3年6月1日 078-858-6185 医療法人康雄会 兵庫県神戸市灘区備後町３丁目２−１８

灘 2850280013 介護老人保健施設ケアホームすばる 介護予防訪問リハビリテーション 灘区大和町１丁目２−１ 令和3年6月1日 078-858-6185 医療法人康雄会 兵庫県神戸市灘区備後町３丁目２−１８

灘 2850280039 カネディアンヒル介護老人保健施設 訪問リハビリテーション 灘区⾧峰台２−３−１ 平成21年2月1日 078-801-1111 医療法人社団創生会 兵庫県神戸市東灘区深江本町３−８−２２

灘 2850280039 カネディアンヒル介護老人保健施設 介護予防訪問リハビリテーション 灘区⾧峰台２−３−１ 平成21年2月1日 078-801-1111 医療法人社団創生会 兵庫県神戸市東灘区深江本町３−８−２２

灘 2850280047 介護老人保健施設 すばる六甲 訪問リハビリテーション 灘区鶴甲1丁目3番10号 平成30年10月1日 078-843-0501 医療法人康雄会 兵庫県神戸市灘区備後町３丁目２−１８

灘 2850280047 介護老人保健施設 すばる六甲 介護予防訪問リハビリテーション 灘区鶴甲1丁目3番10号 平成30年10月1日 078-843-0501 医療法人康雄会 兵庫県神戸市灘区備後町３丁目２−１８

中央 2855180010 介護老人保健施設サニーピア 訪問リハビリテーション 中央区波止場町３番１２号 令和3年4月1日 078-331-8624 一般財団法人サニーピア医療保健協会 兵庫県神戸市中央区波止場町3番12号

中央 2855180010 介護老人保健施設サニーピア 介護予防訪問リハビリテーション 中央区波止場町３番１２号 令和3年4月1日 078-331-8624 一般財団法人サニーピア医療保健協会 兵庫県神戸市中央区波止場町3番12号

中央 2855180051 介護老人保健施設 いつでも夢を 訪問リハビリテーション 中央区下山手通７丁目１７−１ 平成26年1月1日 078-351-2355 医療法人社団伍仁会 兵庫県神戸市中央区三宮町１−１０−１神戸交通センタービル６Ｆ



中央 2855180051 介護老人保健施設 いつでも夢を 介護予防訪問リハビリテーション 中央区下山手通７丁目１７−１ 平成26年1月1日 078-351-2355 医療法人社団伍仁会 兵庫県神戸市中央区三宮町１−１０−１神戸交通センタービル６Ｆ

中央 2855180069 介護老人保健施設 プリエール 訪問リハビリテーション 中央区籠池通５丁目１番２号 平成25年9月1日 078-222-2140 医療法人社団王子会 兵庫県神戸市中央区籠池通５丁目１−２５

中央 2855180069 介護老人保健施設 プリエール 介護予防訪問リハビリテーション 中央区籠池通５丁目１番２号 平成25年9月1日 078-222-2140 医療法人社団王子会 兵庫県神戸市中央区籠池通５丁目１−２５

中央 2855180077 ポート愛ランド。老健 訪問リハビリテーション 中央区港島中町4-6 平成30年4月1日 078-303-8700 社会福祉法人成晃会 大阪府摂津市学園町２−１０−１５

中央 2855180077 ポート愛ランド。老健 介護予防訪問リハビリテーション 中央区港島中町4-6 平成30年4月1日 078-303-8700 社会福祉法人成晃会 大阪府摂津市学園町２−１０−１５

兵庫 2850580024 介護老人保健施設兵庫みどり苑 訪問リハビリテーション 兵庫区大開通２丁目２−１ 平成22年11月1日 078-575-2120 医療法人社団せんだん会 兵庫県神戸市兵庫区大開通２丁目２−１

兵庫 2850580024 介護老人保健施設兵庫みどり苑 介護予防訪問リハビリテーション 兵庫区大開通２丁目２−１ 平成22年11月1日 078-575-2120 医療法人社団せんだん会 兵庫県神戸市兵庫区大開通２丁目２−１

兵庫 2850580032 介護老人保健施設 アネシス兵庫 訪問リハビリテーション 兵庫区吉田町１丁目８番２１号 平成20年12月15日 078-652-8666 医療法人社団創生会 兵庫県神戸市東灘区深江本町３−８−２２

兵庫 2850580032 介護老人保健施設 アネシス兵庫 介護予防訪問リハビリテーション 兵庫区吉田町１丁目８番２１号 平成20年12月15日 078-652-8666 医療法人社団創生会 兵庫県神戸市東灘区深江本町３−８−２２

兵庫 2850580081 介護老人保健施設 鵠芭 訪問リハビリテーション 兵庫区湊川町６丁目４−１２ 令和4年9月1日 078-578-3371 医療法人社団渾深会 兵庫県神戸市兵庫区大開通８丁目２番２−１０２

兵庫 2850580081 介護老人保健施設 鵠芭 介護予防訪問リハビリテーション 兵庫区湊川町６丁目４−１２ 令和4年9月1日 078-578-3371 医療法人社団渾深会 兵庫県神戸市兵庫区大開通８丁目２番２−１０２

⾧田 2850680014 介護老人保健施設サニーヒル 訪問リハビリテーション ⾧田区大日丘町３丁目２−１ 平成16年11月1日 078-647-3255 医療法人社団清春会 兵庫県神戸市⾧田区大日丘町３丁目２−１

⾧田 2850680014 介護老人保健施設サニーヒル 介護予防訪問リハビリテーション ⾧田区大日丘町３丁目２−１ 平成18年4月1日 078-647-3255 医療法人社団清春会 兵庫県神戸市⾧田区大日丘町３丁目２−１

⾧田 2850680030 神戸⾧者町白寿苑 訪問リハビリテーション ⾧田区⾧者町１９-１ 平成29年1月1日 078-646-9890 社会福祉法人のじぎく福祉会 兵庫県加古川市神野町神野136番地8

⾧田 2850680030 神戸⾧者町白寿苑 介護予防訪問リハビリテーション ⾧田区⾧者町１９-１ 平成29年1月1日 078-646-9890 社会福祉法人のじぎく福祉会 兵庫県加古川市神野町神野136番地8

須磨 2850780020 介護老人保健施設コスモス苑 訪問リハビリテーション 須磨区妙法寺字荒打３０８−１ 令和3年6月1日 078-747-2520 医療法人社団つかさ会 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字荒打３０８−１

須磨 2850780020 介護老人保健施設コスモス苑 介護予防訪問リハビリテーション 須磨区妙法寺字荒打３０８−１ 令和3年6月1日 078-747-2520 医療法人社団つかさ会 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字荒打３０８−１

須磨 2850780053 介護老人保健施設 すま松の郷 訪問リハビリテーション 須磨区妙法寺字樫原２−１ 平成30年10月1日 078-741-8585 医療法人社団松善会 兵庫県神戸市中央区中山手通４−３−１１

須磨 2850780053 介護老人保健施設 すま松の郷 介護予防訪問リハビリテーション 須磨区妙法寺字樫原２−１ 平成30年10月1日 078-741-8585 医療法人社団松善会 兵庫県神戸市中央区中山手通４−３−１１

須磨 2850780061 介護老人保健施設 オラージュ須磨 訪問リハビリテーション 須磨区若草町三丁目622番11号 平成22年10月1日 078-747-1136 医療法人社団創生会 兵庫県神戸市東灘区深江本町３−８−２２

須磨 2850780061 介護老人保健施設 オラージュ須磨 介護予防訪問リハビリテーション 須磨区若草町三丁目622番11号 平成22年10月1日 078-747-1136 医療法人社団創生会 兵庫県神戸市東灘区深江本町３−８−２２

垂水 2850880051 介護老人保健施設フローラルヴィラ垂水 訪問リハビリテーション 垂水区下畑町西砂山３０１−１ 平成20年4月1日 078-755-0511 社会医療法人社団正峰会 兵庫県西脇市黒田庄町田高３１３番地

垂水 2850880051 介護老人保健施設フローラルヴィラ垂水 介護予防訪問リハビリテーション 垂水区下畑町西砂山３０１−１ 平成20年4月1日 078-755-0511 社会医療法人社団正峰会 兵庫県西脇市黒田庄町田高３１３番地

垂水 2850880085 介護老人保健施設 垂水すみれ苑 訪問リハビリテーション 垂水区名谷町字猿倉241番地5 令和3年6月1日 078-706-1002 医療法人社団菫会 兵庫県神戸市須磨区東白川台１丁目１−１

垂水 2850880085 介護老人保健施設 垂水すみれ苑 介護予防訪問リハビリテーション 垂水区名谷町字猿倉241番地5 令和3年6月1日 078-706-1002 医療法人社団菫会 兵庫県神戸市須磨区東白川台１丁目１−１

垂水 2850880093 介護老人保健施設 みどりの丘 訪問リハビリテーション 垂水区小束台868番1130 令和1年12月1日 078-798-3600 医療法人社団倫生会 兵庫県神戸市西区枝吉１丁目１６番地

垂水 2850880093 介護老人保健施設 みどりの丘 介護予防訪問リハビリテーション 垂水区小束台868番1130 令和1年12月1日 078-798-3600 医療法人社団倫生会 兵庫県神戸市西区枝吉１丁目１６番地

西 2855280059 老人保健施設ひらの 訪問リハビリテーション 西区平野町大畑6番１ 平成29年3月1日 078-963-2270 特定医療法人誠仁会 兵庫県明石市大久保町大窪２０９５−１

西 2855280059 老人保健施設ひらの 介護予防訪問リハビリテーション 西区平野町大畑6番１ 平成29年3月1日 078-963-2270 特定医療法人誠仁会 兵庫県明石市大久保町大窪２０９５−１



北 2855080020 社会医療法人寿栄会介護老人保健施設青い空の郷 訪問リハビリテーション 北区⾧尾町上津４６６３−３ 令和3年4月1日 078-986-3711 社会医療法人寿栄会 兵庫県神戸市北区⾧尾町上津４６６３−３

北 2855080020 社会医療法人寿栄会介護老人保健施設青い空の郷 介護予防訪問リハビリテーション 北区⾧尾町上津４６６３−３ 令和3年4月1日 078-986-3711 社会医療法人寿栄会 兵庫県神戸市北区⾧尾町上津４６６３−３

北 2855080053 老人保健施設らぽーと 訪問リハビリテーション 北区大沢町中大沢字向井新田2238番３ 平成24年7月1日 078-950-7070 医療法人社団青山会 兵庫県三田市すずかけ台１丁目１２番地

北 2855080053 老人保健施設らぽーと 介護予防訪問リハビリテーション 北区大沢町中大沢字向井新田2238番３ 平成24年7月1日 078-950-7070 医療法人社団青山会 兵庫県三田市すずかけ台１丁目１２番地

北 2855080061 介護老人保健施設シルバーステイあじさい 訪問リハビリテーション 北区緑町８−１２−１ 平成31年4月1日 078-583-2233 医療法人社団健心会 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字梅木谷37番3

北 2855080061 介護老人保健施設シルバーステイあじさい 介護予防訪問リハビリテーション 北区緑町８−１２−１ 平成31年4月1日 078-583-2233 医療法人社団健心会 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字梅木谷37番3

北 2855080079 介護老人保健施設リハ・神戸 訪問リハビリテーション 北区しあわせの村１番１９号 平成31年3月1日 078-743-8500 一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団 兵庫県神戸市北区しあわせの村1番18号

北 2855080079 介護老人保健施設リハ・神戸 介護予防訪問リハビリテーション 北区しあわせの村１番１９号 平成31年3月1日 078-743-8500 一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団 兵庫県神戸市北区しあわせの村1番18号

北 2855080095 介護老人保健施設 うらら 訪問リハビリテーション 北区淡河町淡河574 平成30年4月1日 078-950-5177 医療法人社団康明会 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町１丁目９-１ ベルスト鈴蘭台２０１−３

北 2855080095 介護老人保健施設 うらら 介護予防訪問リハビリテーション 北区淡河町淡河574 平成30年4月1日 078-950-5177 医療法人社団康明会 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町１丁目９-１ ベルスト鈴蘭台２０１−３

北 2855080103 介護老人保健施設 あすなろ旭 訪問リハビリテーション 北区西大池１丁目３１―２８ 令和1年7月1日 078-581-7931 医療法人社団旭診療所 兵庫県神戸市中央区旭通２丁目４‐５‐１０１

北 2855080103 介護老人保健施設 あすなろ旭 介護予防訪問リハビリテーション 北区西大池１丁目３１―２８ 令和1年7月1日 078-581-7931 医療法人社団旭診療所 兵庫県神戸市中央区旭通２丁目４‐５‐１０１

北 2855080129 介護老人保健施設 カトレア六甲 訪問リハビリテーション 北区唐櫃台４丁目３９−１ 令和2年8月1日 078-987-0036 医療法人社団恕和会 兵庫県神戸市北区松が枝町３丁目１番７４号

北 2855080129 介護老人保健施設 カトレア六甲 介護予防訪問リハビリテーション 北区唐櫃台４丁目３９−１ 令和2年8月1日 078-987-0036 医療法人社団恕和会 兵庫県神戸市北区松が枝町３丁目１番７４号


