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住所：
電話：
FAX：

常勤： 14 名 非常勤： 0 名
常勤： 5 名 非常勤： 0 名
常勤： 4 名 非常勤： 0 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 7 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名

佐渡市

村上市

ホームページ： http://www.sadosogo-hp.jp

ホームページ： https://sanpoku-hp.or.jp

新潟県村上市勝木1340-1
0254-60-5555

60
通所リハビリ 30

施設種類 病床数・定数

病院　一般病院　一般病棟 60

対象障害

内科

外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害

分類： 病院

訪問リハビリの範囲：

訪問リハビリの実施：

訪問リハビリの種類：

地域での活動等
実施していない実施していない

外来受診

外来実施の
診療科：

外来リハビリの実施

脳神経外科 神経内科

内科

小児科

耳鼻咽頭科

歯科口腔外科発達障害 知的障害
吃音 自動車運転再開支援

実施の有無：
申し込み方法：

新潟県佐渡市千種161番地
0259-63-3121
0259-63-6349

佐渡総合病院 リハビリテーション科

名称 所属部署

対象障害
実施している

就学前 就学後

施設種類 病床数・定数

病院　一般病院　一般病棟

病院　一般病院　療養病棟

病院　一般病院　地域包括ケア病棟

病院　一般病院　結核病用

241

分類：

PT人数
OT人数
ST人数

摂食嚥下障害
運動障害性構音障害
音声障害

高次脳機能障害
機能性構音障害

認知症
器質性構音障害

失語症

老人保健施設 80

活動の実施：

病院

60
50
3

成人
対象年齢区分

名称 所属部署

医療法人徳洲会　山北徳洲会病院 リハビリテーション科

訪問リハビリの種類と範囲

病院　一般病院　療養病棟

100

活動の実施：
訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

訪問リハビリの範囲：

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの実施： 実施していない

地区： 佐渡・下越地区

地区： 佐渡・下越地区

摂食嚥下障害 高次脳機能障害 申し込み方法： 外来受診
認知症

外来実施の
診療科：

神経内科

実施の有無： 実施している

対象年齢区分
成人

0254-60-5556

PT人数
OT人数
ST人数

介護老人保健施設

実施していない
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 4 名 非常勤： 名
常勤： 3 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 8 名 非常勤： 名
常勤： 5 名 非常勤： 名
常勤： 4 名 非常勤： 名

村上市

村上市

ホームページ：

ホームページ： http://www.mgh.jp

訪問リハビリの範囲：

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類：

摂食嚥下障害 音声障害 申し込み方法： 外来受診
高次脳機能障害 認知症

外来実施の
診療科：

脳神経外科 神経内科

機能性構音障害 器質性構音障害 内科 耳鼻咽頭科

発達障害 知的障害 小児科 歯科口腔外科

自動車運転再開支援 外科 発達外来

依頼があれば検討.

ST人数 就学前 就学後 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

PT人数
OT人数 対象年齢区分

新潟県厚生連　村上総合病院 リハビリテーション科

新潟県村上市田端町2-17 施設種類 病床数・定数

（0254）53-2414 病院　一般病院　一般病棟 196
（0254）52-4362 病院　一般病院　地域包括ケア病棟 48

訪問リハビリの範囲：

分類： 病院
名称 所属部署

実施していない 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類：

摂食嚥下障害 認知症 申し込み方法： 主治医の紹介所をもってリハビリ科へ受診

高次脳機能障害
外来実施の

診療科：

内科 外科

リハビリテーション科

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施：

新潟県厚生連　瀬波病院 リハビリテーション科

新潟県村上市瀬波泉2丁目4番15号 施設種類 病床数・定数

0254-50-1901 病院　一般病院　療養病棟 92

分類： 病院
名称 所属部署

0254-50-1901

成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

PT人数
OT人数 対象年齢区分
ST人数

地区： 佐渡・下越地区

地区： 佐渡・下越地区
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 3 名 非常勤： 名
常勤： 3 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 5 名 非常勤： 名
常勤： 3 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名

村上市

村上市

ホームページ：

訪問リハビリの範囲： 旧村上市

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施している 活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類： 訪問リハビリ　

摂食嚥下障害 音声障害 申し込み方法： 直接電話
高次脳機能障害 認知症

外来実施の
診療科：

リハビリ科 内科

・村上市地域リハビリテーション活動支援事業
　在宅訪問指導,事業所向け講習会,派遣型の事業所講習会を実施
・村上地域在宅医療推進センターリハビリテーション作業部会
　村上地域での地域リハに関する検討・研修会の開催
・村上地域口腔保健検討会
　多職種による村上地域での口腔保健を向上させる検討を会を実施

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： http://murakamikinen-hp.jp/

村上記念病院 リハビリテーション科

新潟県村上市松山204－1 施設種類 病床数・定数

0254－52－1229 病院　一般病院　一般病棟 60
0254－52－3556 病院　一般病院　療養病棟 60

訪問リハビリの範囲：

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類：

摂食嚥下障害 高次脳機能障害 申し込み方法：

認知症
外来実施の

診療科：

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施していない

PT人数
OT人数 対象年齢区分

http://www.iwafune.ne.jp/~sakamachi-hosp/about/index.html

新潟県立坂町病院 リハビリテーション科

新潟県村上市下鍜冶屋589番地 施設種類 病床数・定数

0254-62-3111 病院　一般病院　一般病棟 148
0254-62-5431

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 8 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 6 名 非常勤： 0 名
常勤： 4 名 非常勤： 1 名
常勤： 7 名 非常勤： 0 名

胎内市

新発田市

訪問リハビリの範囲：
新発田地域，紫雲寺地域，月岡・阿賀野市

片道20分～30分程度であれば要相談にて実施
可能な場合もある．

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施している 活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類： 訪問看護ステーション

摂食嚥下障害 高次脳機能障害
認知症 音声障害

リハビリ科 内科

新発田市地域ケア会議
　専門職として，自立支援に向けた助言を行っている．

申し込み方法：
一度電話などで問い合わせて頂き，外来予約をし

てもらったのち，外来受診を行ってから。

外来実施の
診療科：

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： https://www.aiko.or.jp/institution/facility02/

医療法人愛広会　豊浦病院 リハビリテーション科

新潟県新発田市荒町甲1611-8 施設種類 病床数・定数

0254-21-0066 病院　一般病院　一般病棟 60
0254-21-0062 病院　一般病院　療養病棟 120

訪問リハビリの範囲： 胎内市　新発田市

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施している 活動の実施：

訪問リハビリの種類：

申し込み方法： 外来受診

外来実施の
診療科：

内科

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
実施の有無： 実施している

訪問看護ステーション 10
デイケアあり

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： http://www.kyouseikai-hosp.com/

中条中央病院 リハビリテーション科

胎内市西本町12-1 施設種類 病床数・定数

0254-44-8800 病院　一般病院　一般病棟 50
0254-44-8696 病院　一般病院　地域包括ケア病棟 50

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 4 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 10 名 非常勤： 名
常勤： 7 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名

新発田市

新発田市

訪問リハビリの範囲：

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類：

摂食嚥下障害 高次脳機能障害 申し込み方法：

認知症
外来実施の

診療科：

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施していない

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： http://www.ra-center.com

県立リウマチセンター リハビリテーション科

新発田市本町1丁目2番8号 施設種類 病床数・定数

0254-23-7751 病院　一般病院　一般病棟 52
0254-23-7762 病院　回復期リハビリ病棟 48

訪問リハビリの範囲： 新発田市内

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施している 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類： 訪問リハビリ

摂食嚥下障害 音声障害 申し込み方法： 外来受診
高次脳機能障害 認知症

外来実施の
診療科：

内科 脳神経外科

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： http://www.mbc.or.jp/hokuetu/

M＆Bコラボレーション 北越病院 リハビリテーション科

新発田市緑町２-20-19 施設種類 病床数・定数

0254-26-1010 病院　一般病院　一般病棟 14
0254-26-5231 病院　一般病院　地域包括ケア病棟 41

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 9 名 非常勤： 名
常勤： 6 名 非常勤： 名
常勤： 3 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 16 名 非常勤： 0 名
常勤： 8 名 非常勤： 0 名
常勤： 8 名 非常勤： 1 名

新発田市

北蒲原郡聖籠町

訪問リハビリの範囲：

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類：

摂食嚥下障害 音声障害 申し込み方法： 直接電話　外来受診　病院からの紹介

高次脳機能障害 認知症
外来実施の

診療科：

神経内科

※機能性構音障害 ※器質性構音障害
※知的障害・知的障害 ※聴覚障害・吃音

その他
　病院で行っている地域住民へのセミナーにもリ
ハビリ職員として参加している．

※の疾患のみの患者はまだ受け入れ行っておらず。

ST人数 就学後 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

病院　回復期リハビリ病棟 60

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ：

医療法人社団葵会　新潟聖籠病院 リハビリテーション科

北蒲原郡聖籠町蓮野5968-2 施設種類 病床数・定数

025-256-1010 病院　一般病院　一般病棟 60
025-256-1515 病院　一般病院　療養病棟 120

訪問リハビリの範囲：

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類：

摂食嚥下障害 高次脳機能障害 申し込み方法： 外来受診
認知症 自動車運転再開支援

外来実施の
診療科：

脳神経外科 神経内科

ST人数 就学前 就学後 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

病院　感染症病棟 4
病院　救急救命 20

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： http://www.sbthp.jp/

新潟県立新発田病院 リハビリテーション科

新潟県新発田市本町1-2-8 施設種類 病床数・定数

0254-22-3121　 病院　一般病棟（包括・NICU６床含む） 409
0254-26-3874 病院 精神病棟 45

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 6 名 非常勤： 0 名
常勤： 1 名 非常勤： 0 名
常勤： 1 名 非常勤： 0 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 31 名 非常勤： 12 名
常勤： 22 名 非常勤： 1 名
常勤： 17 名 非常勤： 2 名

訪問リハビリの範囲：
新潟市北区，東区一部，聖籠町，

および阿賀野市（要相談）

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施している 活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類：
訪問リハビリ

対象は医療保険，介護保険とも．認知機
能障害，摂食嚥下障害等．

摂食嚥下障害 音声障害
高次脳機能障害 認知症
器質性構音障害 吃音 神経内科 リハビリ科

自動車運転再開支援 歯科口腔外科 物忘れ外来

北区ござれやネット：年数回の研修会参加，講師派遣，総会参加
北区もの忘れ検診：二次検診施設として外来での認知症精査における認知機能
評価
二次予防事業：当院で実施している当該事業においての口腔器官の評価・訓練
を担当
・在宅患者などの摂食嚥下機能障害の短期入院評価を受け入れている．紹介状
必要．医療相談室に要相談．
・新潟医療福祉大学をはじめ各ST養成校の実習を受け入れている．
・「障害と自動車運転に関する研究会」代表事務局を置いている．

直接電話　外来受診
紹介状必要，もしくは医療相談室に連絡申し込み方法：

外来実施の診
療科：

ST人数 就学後 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

病院　回復期リハビリ病棟 60

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： http://www.niigata-reha.jp/

新潟リハビリテーション病院 言語聴覚科

新潟県新潟市北区木崎761番地 施設種類 病床数・定数

025-388-2111 病院　一般病院　一般病棟 30
025-388-3010 病院　一般病院　地域包括ケア病棟 78

訪問リハビリの範囲：

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　北区

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類：

摂食嚥下障害 高次脳機能障害 申し込み方法： 外来受診
認知症

外来実施の
診療科：

内科

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： http://www.toyosaka-hospital.jp/

JA新潟厚生連　豊栄病院 リハビリテーション科

新潟市北区石動1丁目11番地1 施設種類 病床数・定数

025-386-2311 病院　一般病院　一般病棟 122
025-386-2370 病院　一般病院　地域包括ケア病棟 77

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　北区
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 24 名 非常勤： 3 名
常勤： 14 名 非常勤： 1 名
常勤： 5 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 25 名 非常勤： 名
常勤： 22 名 非常勤： 名
常勤： 10 名 非常勤： 1 名

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類：

運動障害性構音障害 自動車運転再開支援 申し込み方法： 基本的には当院を退院されたかたが対象．

摂食嚥下障害 音声障害
外来実施の

診療科：

脳神経外科

高次脳機能障害

訪問リハビリの範囲：

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 認知症 実施の有無： 実施している

病院　回復期リハビリ病棟 48

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： www.ngt-kuwana.or.jp

社会医療法人桑名恵風会 桑名病院 リハビリテーション部

新潟市東区河渡甲140番地 施設種類 病床数・定数

025-273-2251 病院　一般病院　一般病棟 134
病院　一般病院　地域包括ケア病棟 48

訪問リハビリの範囲：

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　東区

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類：

失語症 運動障害性構音障害
摂食嚥下障害 高次脳機能障害
認知症 機能性構音障害

神経内科 小児科

新潟エッセン
　東新潟地域における摂食嚥下を考える会に年数
回の研修会を企画・運営しています．

直接電話
小児言語外来の場合には電話連絡での申

し込みとなる．
申し込み方法：

外来実施の診療科：

ST人数 就学前 就学後 成人

対象障害 外来リハビリの実施
発達障害 吃音 実施の有無： 実施している

病院　回復期リハビリ病棟 50

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： https://kido.iryo-coop.com

木戸病院 リハビリテーション科

新潟市東区竹尾４丁目13番３号 施設種類 病床数・定数

025－273－2151 病院　一般病院　一般病棟 153
025－273－8360 病院　一般病院　地域包括ケア病棟 109

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　東区
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 13 名
常勤： 4 名
常勤： 3 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 20 名 非常勤： 名
常勤： 11 名 非常勤： 名
常勤： 9 名 非常勤： 1 名

訪問リハビリの範囲：
新潟市中央区を中心として、東区・
西区・江南区の一部にも訪問して

います．

訪問リハビリの実施： 実施している 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類： 訪問リハビリ

高次脳機能障害 知的障害 申し込み方法： 外来受診
摂食嚥下障害 機能性構音障害

外来実施の
診療科：

リハビリ科 内科

運動障害性構音障害 認知症 神経内科

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 発達障害 実施の有無： 実施している

病院　回復期リハビリ病棟 34

PT人数
OT人数 対象年齢区分

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

ホームページ： http://www.niigataminami-hp.com/

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　中央区

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　東区 分類： 病院
名称 所属部署

新潟臨港病院 リハビリテーション科

新潟市東区桃山町１丁目114番地3 施設種類 病床数・定数

ST人数 就学前 成人

ホームページ： http://www.rinko-hp/com/

025-274-5331 病院　一般病院　一般病棟 150
025-274-4560 病院　一般病院　療養病棟 24

病院　一般病院　地域包括ケア病棟 25
訪問看護ステーション

PT人数
その他

マッサージ師１名OT人数 対象年齢区分
ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している
摂食嚥下障害 高次脳機能障害 申し込み方法： 外来受診
認知症

外来実施の
診療科：

内科 脳神経外科

認知所外来診療

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類：

・新潟エッセン
　新潟市東区地域での摂食嚥下サポートチーム．年４回の勉強会や多
職種での情報共有の場となっている．
・高齢者の摂食と嚥下を支える会（E3)
 新潟市や新潟市周辺の医療従事者を中心として、高齢者の栄養をサ
ポートする団体です．フレイル・サルコペニアなどの啓蒙活動を行って
います．訪問リハビリの範囲：

医療法人恒仁会　新潟南病院 リハビリ部

新潟市中央区鳥屋野2007番地6 施設種類 病床数・定数

025-284-2511 病院　一般病院　一般病棟 108
025-284-2080 病院　一般病院　地域包括ケア病棟 35

分類： 病院
名称 所属部署
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 49 名 非常勤： 1 名
常勤： 32 名 非常勤： 1 名
常勤： 25 名 非常勤： 1 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 5 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名

訪問リハビリの範囲：

訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類：

摂食嚥下障害 音声障害 申し込み方法： 退院後のフォローのみ
高次脳機能障害 器質性構音障害

外来実施の
診療科：

頭頸部外科 脳神経外科

ST人数

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

PT人数
OT人数 対象年齢区分

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

がん患者（就学前・就学後・成人）

上記の症状のかん患者

ホームページ： http://www.niigata-cc.jp/

新潟県立がんセンター新潟病院 リハビリテーション科

新潟市中央区川岸町2丁目15番地3 施設種類 病床数・定数

025‐266‐5111
025‐266‐5112

訪問リハビリの範囲：
新潟市中央区・東区・江南区・西区

（要相談）

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　中央区

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施している 活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類： 訪問リハと訪問看護両方　

運動障害性構音障害 機能性構音障害
摂食嚥下障害 発達障害
音声障害 知的障害 リハビリ科 神経内科

高次脳機能障害 自動車運転再開支援 内科

・在宅医療・介護連携ステーション新潟中央第二
・認知症初期集中支援チーム
・NPO法人みどりの森（認知症カフェ）
・地域の体操教室
　活動内容
　　・ミニ講話　　　・地域事業への参加

外来受診、直接電話、かかりつけ医やケアマネか
らの紹介もあります。申し込み方法：

外来実施の
診療科：

ST人数 就学前 就学後 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 認知症 実施の有無： 実施している

病院　一般病院　地域包括ケア病棟 29
病院　回復期リハビリ病棟 112

PT人数
OT人数 対象年齢区分

介護老人保健施設（みどりケアセンター） 29

ホームページ： www.midori-gr.jp/

総合リハビリテーションセンター・みどり病院 リハビリテーション部

新潟市中央区神道寺２－５－１ 施設種類 病床数・定数

０２５－２４４－００８０ 病院　一般病院　一般病棟 60
０２５－２４４－００５０ 病院　一般病院　療養病棟 60

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　中央区
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 11 名 非常勤： 1 名
常勤： 5 名 非常勤： 名
常勤： 4 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 10 名 非常勤： 3 名
常勤： 4 名 非常勤： 2 名
常勤： 3 名 非常勤： 2 名

訪問リハビリの範囲： 活動内容：

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施：

訪問リハビリの種類： 活動事業名：

運動障害性構音障害 器質性構音障害 申し込み方法： 外来受診
摂食嚥下障害 聴覚障害

外来実施の
診療科：

神経内科 リハビリ科

音声障害 自動車運転再開支援 耳鼻咽頭科

高次脳機能障害 吃音
認知症 発達障害

ST人数 就学前 就学後 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 機能性構音障害 実施の有無： 実施している

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： https://www.nuh.niigata-u.ac.jp/department/medicine30.php

新潟大学医歯学総合病院 総合リハビリテーションセンター

新潟県新潟市中央区旭町通７５４ 施設種類 病床数・定数

025-227-2742（ST室直通:0309） 病院　一般病院　一般病棟 761
025-227-2743 病院　一般病院　精神病棟 64

訪問リハビリの範囲：

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　中央区

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類：

摂食嚥下障害 音声障害 申し込み方法：

高次脳機能障害 認知症
外来実施の

診療科：

市民公開講座（新潟市）
　新潟市民を対象とした健康講座

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施していない

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： http://www.hosp.niigata.niigata.jp/

新潟市民病院 リハビリテーション技術科

新潟市中央区鐘木463番地7 施設種類 病床数・定数

025-281-5151 病院　一般病院　一般病棟 676
025-281-5151

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　中央区
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 14 名 非常勤： 3 名
常勤： 9 名 非常勤： 1 名
常勤： 4 名 非常勤： 0 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 23 名 非常勤： 名
常勤： 13 名 非常勤： 名
常勤： 5 名 非常勤： 名

訪問リハビリの範囲：

訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類：

摂食嚥下障害 高次脳機能障害 申し込み方法： 外来受診
認知症 機能性構音障害

外来実施の
診療科：

脳神経外科 神経内科

自動車運転再開支援 小児科

・にいがた西地区食と栄養サポートネット
　西区各施設、医療機関などとの地域交流研修会
食支援連携プロジェクト

ST人数

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

回復期リハビリ病棟 54
介護老人保健施設 100

PT人数
OT人数 対象年齢区分

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

ホームページ： www.niigata-medical.jp/

厚生連　新潟医療センター リハビリテーション科

新潟県新潟市西区小針3丁目27番11号 施設種類 病床数・定数

025-232-0111 一般病院　一般病棟（緩和ケア病床20・循環器特例病棟
12・神経難病12を含む） 297

025-231-3431 一般病院　療養病棟 53

訪問リハビリの範囲：

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　西区

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類：

摂食嚥下障害 音声障害 申し込み方法： 外来受診
高次脳機能障害 認知症

外来実施の
診療科：

脳神経外科

自動車運転再開支援

失語症者の交流会
　失語症者グループの交流会、旅行等への同行

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： http://niigata-nogeka.or.jp/

医療法人泰庸会　新潟脳外科病院 リハビリテーション科

新潟県新潟市西区山田３０５７ 施設種類 病床数・定数

025-231-5120 病院　一般病院　一般病棟 120

025-231-5130 病院　回復期リハビリ病棟 58

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　西区

訪問看護ステーション 定員不明

成人（就学前の機能性構音障害のみ応相談により、介入する事もあり）
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 12 名 非常勤： 2 名
常勤： 8 名 非常勤： 名
常勤： 5 名 非常勤： 1 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 17 名 非常勤： 名
常勤： 9 名 非常勤： 名
常勤： 4 名 非常勤： 名

訪問リハビリの範囲：
西区、東区、中央区：全域　西蒲
区、南区、秋葉区、江南区：一部

地域

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施している 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類： 訪問看護ステーション

吃音 高次脳機能障害 申し込み方法： 外来受診
摂食嚥下障害 構音障害

外来実施の
診療科：

神経小児科 脳神経内科

言語障害 認知症 機能脳神経外科 てんかん科

ST人数

対象障害 外来リハビリの実施
発達障害 知的障害 実施の有無： 実施している

病院　一般病院　結核病用 30
通所リハビリ 10/日

PT人数
OT人数 対象年齢区分

就学前 就学後 成人

デイサービス・訪問看護ステーション 有

ホームページ： https://nishiniigata.hosp.go.jp/

西新潟中央病院 リハビリテーション科

新潟県新潟市西区真砂1-14-1 施設種類 病床数・定数

025-265-3171 病院　一般病院　一般病棟 343
025-231-2831 病院　一般病院　療養病棟 27

訪問リハビリの範囲：

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　西区

訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類：

高次脳機能障害 摂食嚥下障害 申し込み方法： 外来受診

外来実施の
診療科：

脳神経外科 神経内科

リハビリ科

ST人数

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

PT人数
OT人数 対象年齢区分

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

ホームページ：

信楽園病院 リハビリテーション科

新潟市西区新通南３丁目３番１１号 施設種類 病床数・定数

025-260-8200 病院　一般病院　一般病棟（地域包括ケア含む） 325
025-260-8199

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　西区

成人
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 7 名
常勤： 5 名
常勤： 3 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 25 名 非常勤： 1 名
常勤： 20 名 非常勤： 名
常勤： 7 名 非常勤： 1 名

訪問リハビリの範囲：

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施している 活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類： 訪問リハと訪問看護両方　

摂食嚥下障害 認知症 申し込み方法： 地域連携室を通して、その後外来受診をしてもらっています．

自動車運転再開支援 高次脳機能障害
外来実施の

診療科：

神経内科 リハビリ科

幸齢ますます健康教室

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

病院　回復期リハビリ病棟 36
通所リハリ・訪問看護ステーション 有

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： http://www.niigata-min.or.jp/kaetsu/

下越病院 リハビリテーション課

新潟市秋葉区東金沢1459番地1 施設種類 病床数・定数

0250-22-4711 病院　一般病院　一般病棟 184
0250-24-4740 病院　一般病院　地域包括ケア病棟 41

訪問リハビリの範囲：

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　秋葉区

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類：

摂食嚥下障害 音声障害 申し込み方法：

高次脳機能障害 認知症
外来実施の

診療科：
機能性構音障害 器質性構音障害
発達障害 知的障害
聴覚障害

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施していない

PT人数
OT人数 対象年齢区分

STのみ系列老健に助勤が
あります．

ホームページ：

晴和会　黒埼病院 リハビリテーション部

新潟市西区黒鳥2339-1 施設種類 病床数・定数

025-370-7555 病院　一般病院　療養病棟（医療120・介護60） 180
025-370-7575 通所リハビリ 40人/日

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　西区
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 8 名 非常勤： 名
常勤： 4 名 非常勤： 名
常勤： 5 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 14 名 非常勤： 名
常勤： 9 名 非常勤： 名
常勤： 10 名 非常勤： 名

訪問リハビリの範囲：
新潟市南区全域　西区・江南区一

部地域

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施している 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類： 訪問リハと訪問看護両方　

吃音 機能性構音障害 申し込み方法： 直接電話
摂食嚥下障害 高次脳機能障害

外来実施の
診療科：

リハビリ科

認知症 失語症
運動障害性構音障害

ST人数 就学前 就学後 成人

対象障害 外来リハビリの実施
発達障害 知的障害 実施の有無： 実施している

通所リハビリ 有
訪問看護ステーション 有

PT人数
OT人数 対象年齢区分

緩和ケア病棟 有

ホームページ： https://www.jojinkai.com/shirone/

医療法人社団白美会　白根大通病院
リハビリテーション科

小児言語リハビリテーション外来

新潟県新潟市南区大通黄金4丁目14番地2 施設種類 病床数・定数

025-362-0260 病院　一般病院　一般病棟 有
025-362-0272 病院　一般病院　療養病棟 有

訪問リハビリの範囲：

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　南区

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない（今後実施予定） 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類：

摂食嚥下障害 高次脳機能障害 申し込み方法： 外来受診
認知症

外来実施の
診療科：

神経内科 内科

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

病院　一般病院　地域包括ケア病棟 75
障害者病棟 46

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： https://www.niitsu-mch.jp

新津医療センター病院 リハビリテーション科

新潟市秋葉区古田610番地 施設種類 病床数・定数

0250-24-5311 病院　一般病院　一般病棟 40
0250-24-5094 病院　一般病院　療養病棟 13

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　秋葉区
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 6 名 非常勤： 名
常勤： 3 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 9 名 非常勤： 1 名
常勤： 4 名 非常勤： 名
常勤： 5 名 非常勤： 名

訪問リハビリの範囲： 新潟市の西蒲区、西区、南区

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施している 活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類： 訪問リハと訪問看護両方　

摂食嚥下障害 高次脳機能障害 申し込み方法： 外来受診
認知症

外来実施の
診療科：

内科

・西蒲区の事業として介護予防事業「いきいきお達者プロジェクト」
　地域のサロンやお茶の間に保健師とリハビリ専門職を派遣し、介護
予防　のため相談を実施している.
・西蒲区の口腔に関するリーフレット作成のための会議に参加
　西蒲区で口腔に関すリーフレット作成のため、歯科医師、歯科衛生
士、保健師、言語聴覚士等により会議を開催し、リーフレットを作成し
た.

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

病院　一般病院　地域包括ケア病棟 51
通所リハビリ 40

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： http://www.misatokai.or.jp/

医療法人美郷会　西蒲中央病院 リハビリテーション科

新潟県新潟市西蒲区旗屋731番地 施設種類 病床数・定数

0256-88-5521 病院　一般病院　一般病棟 28
0256-88-5531 病院　一般病院　療養病棟 87

訪問リハビリの範囲：

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　西蒲区

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施：

訪問リハビリの種類：

摂食嚥下障害 音声障害 申し込み方法： 外来受診
高次脳機能障害 認知症

外来実施の
診療科：

神経内科

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

障碍者病棟 42

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ：

新潟白根総合病院 リハビリテーション科

新潟市南区上下諏訪770-1 施設種類 病床数・定数

025-372-2191 病院　一般病院　一般病棟 90
025-372-5239 病院　一般病院　地域包括ケア病棟 47

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　南区
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 29 名 非常勤： 名
常勤： 20 名 非常勤： 名
常勤： 8 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 13 名 非常勤： 名
常勤： 9 名 非常勤： 名
常勤： 7 名 非常勤： 名

訪問リハビリの範囲：

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施している 活動の実施：

訪問リハビリの種類：

摂食嚥下障害 音声障害 申し込み方法： 他診療所からの紹介
高次脳機能障害 認知症

外来実施の
診療科：

リハビリ科 神経内科

自動車運転再開支援 内科

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： http://www.jojinkai.com/niigata/

新潟西蒲メディカルセンター病院 リハビリテーション科

新潟県新潟市西蒲区巻甲4368番地 施設種類 病床数・定数

0256-72-3111 病院　一般病院　一般病棟 41
0256-72-0505 病院　一般病院　療養病棟 124

訪問リハビリの範囲：
燕、弥彦、新潟市西蒲区（一部寺

泊、三条）

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　西蒲区

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施している 活動の実施： 実施していない。下記は今後参加予定。

訪問リハビリの種類： 訪問リハと訪問看護両方　

摂食嚥下障害 高次脳機能障害 申し込み方法： 外来受診（回復期入院を経由してからの外来リハ）

認知症 自動車運転再開支援
外来実施の

診療科：

リハビリ科

・介護予防事業として地域の茶の間（岩室地区）
　PT・OT・STの中から1人と地区の保健師が尋ね、情報提供、相談に
応じる。
・高齢者自立支援事業として地域個別会議（弥彦村地区）
　対象の方と問題点とそれに対する提案をPT・OT・ST・栄養士・薬剤
師・歯科衛生士、ケアマネジャーで行う会議

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

通所リハビリ 90
訪問看護ステーション

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： http://iwamurohp.jp/

岩室リハビリテーション病院 リハビリテーション部　言語聴覚療法科

新潟市西蒲区岩室温泉772番地1 施設種類 病床数・定数

0256-82-4100（代表） 病院　一般病院　療養病棟 95
0256-82-4288 病院　回復期リハビリ病棟 95

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 新潟市　西蒲区
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 7 名 非常勤： 名
常勤： 5 名 非常勤： 1 名
常勤： 3 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 8 名 非常勤： 名
常勤： 8 名 非常勤： 名
常勤： 6 名 非常勤： 名

訪問リハビリの範囲：

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施：

訪問リハビリの種類：

摂食嚥下障害 音声障害 申し込み方法： 外来受診（入院からの移行）
高次脳機能障害 認知症

外来実施の
診療科：

神経内科

自動車運転再開支援

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： http://www.sinjinkai.or.jp/gamma/

北日本脳神経外科病院 リハビリテーション科

五泉市太田440番地1 施設種類 病床数・定数

0250-43-8444 病院　一般病院　一般病棟 50
0250-43-8456 病院　回復期リハビリ病棟 50

訪問リハビリの範囲：

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 五泉市

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類：

摂食嚥下障害 高次脳機能障害 申し込み方法： 外来受診
認知症

外来実施の
診療科：

神経内科

・阿賀野市内サロンへの専門職派遣事業
　　阿賀野市内サロンへの運動指導、講話者として参加

・近隣市の地域ケア個別会議への助言者参加
　近隣市の地域ケア個別会議へ助言者として参加

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ： http://www.agano.or.jp/

脳神経センター阿賀野病院 リハビリテーション科

新潟県阿賀野市保田6317-15 施設種類 病床数・定数

0250-68-3500 病院　一般病院　一般病棟 44
0250-68-3690 病院　一般病院　療養病棟 93

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 阿賀野市
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 5 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名

訪問リハビリの範囲：

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
訪問リハビリの実施： 実施していない 活動の実施： 実施していない

訪問リハビリの種類：

摂食嚥下障害 高次脳機能障害 申し込み方法：

認知症
外来実施の

診療科：

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施していない

病院　一般病院　地域包括ケア病棟 20

PT人数
OT人数 対象年齢区分

ホームページ：

南部郷総合病院 リハビリテーション科

新潟県五泉市村松1404番地1 施設種類 病床数・定数

0250-58-6118 病院　一般病院　一般病棟 84
0250-58-3019 病院　一般病院　療養病棟 44

分類： 病院
名称 所属部署

地区： 佐渡・下越地区 五泉市
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