
20

住所：
電話：
FAX：

常勤： 3 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 18 名 非常勤： 0 名
常勤： 8 名 非常勤： 1 名
常勤： 5 名 非常勤： 0 名

医療法人社団しただ　かもしか病院 リハビリテーション課

新潟県三条市南五百川80番地 施設種類 病床数・定数

0256-41-3131 病院　一般病院　療養病棟(医療） 120

地区： 中越地区 分類： 病院
名称 所属部署

三条市

三条市

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

0256-41-3131 病院　一般病院　療養病棟（介護） 60

外来実施の
診療科：

失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施していない
摂食嚥下障害 申し込み方法：

ホームページ： www.shitada.jp

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：

地区： 中越地区 分類： 病院

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

0256-33-0581 病院　一般病院　一般病棟 90
0256-32-1896 病院　回復期リハビリ病棟 120

名称 所属部署

社会医療法人嵐陽会　三之町病院 リハビリテーション科

三条市本町5-2-30 施設種類 病床数・定数

ホームページ： http://www.sannocho.or.jp

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 脳神経外科

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 成人

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：

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

内科
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住所：
電話：
FAX：

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

三条市

0256-34-7541 病院　一般病院　地域包括ケア病棟 46

済生会三条病院 リハビリテーション科

三条市大野畑6番18号 施設種類 病床数・定数

0256-33-1551 病院　一般病院　一般病棟 153

地区： 佐渡・下越地区 分類： 病院
名称 所属部署

ホームページ： http://www.saisanhp.com

失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している（未就学児のみ）
摂食嚥下障害 音声障害 申し込み方法： 外来受診

ST人数 就学前 就学後 成人

対象障害 外来リハビリの実施

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
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

吃音(小児のみ）

高次脳機能障害 認知症
外来実施の

診療科：

小児科

機能性構音障害 発達障害
知的障害

0258-32-0490（代） 病院　一般病院　一般病棟 48
0258-36-5032 病院　一般病院　療養病棟 77

名称 所属部署

医療法人誠心会 吉田病院 リハビリテーション科

新潟県長岡市長町1丁目1668 施設種類 病床数・定数

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：

地区： 中越地区 分類： 病院長岡市

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 成人

ホームページ： http://www.yoshida-h.or.jp

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

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 器質性構音障害

外来実施の
診療科：

内科

音声障害

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

訪問リハビリの範囲：
長岡市内（ただし、往復の所要時

間によります）
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 25 名 非常勤： 名
常勤： 8 名 非常勤： 1 名
常勤： 9 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 10 名 非常勤： 名
常勤： 6 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名

医療法人崇徳会　長岡西病院 リハビリセンター

長岡市三ツ郷屋町３７１－１ 施設種類 病床数・定数

０２５８－２７－８５００ 病院　一般病院　一般病棟 180

地区： 中越地区 分類： 病院
名称 所属部署

長岡市

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

０２５８－２７－８５０９ 病院　回復期リハビリ病棟 60

ホームページ：

高次脳機能障害 認知症
外来実施の

診療科：

神経内科 リハビリ科

自動車運転再開支援 失語症 実施の有無： 実施している
運動障害性構音障害 摂食嚥下障害 申し込み方法： 外来受診（退院後のフォロー）

訪問リハビリの種類： 訪問リハビリ（3名病院と兼任）
・すこやかともしび祭り
　障害についての啓発活動や所検査などの説明
など

訪問リハビリの範囲：
１０km以内

それ以上は要相談

地区： 中越地区 分類： 病院

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

長岡市

0258-33-3111（代表） 病院　一般病院　一般病棟 481
0258-33-8811

名称 所属部署

医療法人立川メディカルセンター　立川綜合病院 リハビリテーション部

長岡市旭岡1-24 施設種類 病床数・定数

ホームページ： https://www.tatikawa.or.jp

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 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

対象障害 外来リハビリの実施（基本的には当院を退院された方または外来受診されている方に対して）

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 成人

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：

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

内科 耳鼻咽頭科
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 36 名 非常勤： 名
常勤： 31 名 非常勤： 名
常勤： 10 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 15 名 非常勤： 名
常勤： 6 名 非常勤： 名
常勤： 4 名 非常勤： 名

0258-47-8555 病院　回復期リハビリ病棟

通所リハビリ

立川ﾒﾃﾞｨｶﾙセンター悠遊健康村病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部

新潟県長岡市大字日越337 施設種類 病床数・定数

0258-47-8500 病院　一般病院　一般病棟

地区： 中越地区 分類： 病院
名称 所属部署

長岡市

ホームページ：

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 音声障害 申し込み方法： 外来受診

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施

介護老人保健施設

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
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

高次脳機能障害 認知症
外来実施の

診療科：

神経内科 リハビリ科

知的障害

0258－35－3700 病院　一般病院　一般病棟 531
0258－33－9596

名称 所属部署

長岡中央綜合病院 リハビリテーション科

新潟県長岡市川崎町2041番地 施設種類 病床数・定数

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：

地区： 中越地区 分類： 病院長岡市

2019.4月よりHCU開設、500病床予定
現在改修工事のため1病棟閉鎖中

ホームページ： http://www.nagachu.jp/

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 摂食嚥下障害 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 就学前 就学後 成人

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

小児科 脳神経外科

神経内科 形成外科

高次脳機能障害 音声障害 申し込み方法： 外来受診
発達障害 吃音

外来実施の
診療科：

内科 耳鼻咽頭科

自動車運転再開支援

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：

訪問リハビリの範囲：
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 12 名 非常勤： 名
常勤： 5 名 非常勤： 名
常勤： 3 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 4 名 非常勤： 名
常勤： 9 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名

日本赤十字社　長岡赤十字病院 リハビリテーション科

新潟県長岡市千秋2丁目297番地1 施設種類 病床数・定数

 0258-28-3600 (代表) 病院　一般病院　一般病棟 595

地区： 中越地区 分類： 病院
名称 所属部署

長岡市

ST人数 就学前 就学後 成人

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

0258-28-9000 感染症病棟 10

ホームページ： http://www.nagaoka.jrc.or.jp/contents/

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

器質性構音障害 自動車運転再開支援 内科 耳鼻咽頭科

人工内耳のマッピング

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 音声障害 申し込み方法： 外来受診

訪問リハビリの種類：
・中越NST
　中越NSTでは摂食嚥下障害や栄養療法に関する勉
　強会等を開催.
・長岡市地域包括支援センター
　地域包括支援センターの会では摂食嚥下障害に関
　する勉強会を多職種や事業者に向けて実施した.訪問リハビリの範囲：

地区： 中越地区 分類： 病院

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

小児科 歯科口腔外科

長岡市

特殊疾患病棟 38

0258-42-2311 病院　一般病院　一般病棟 21
0258-42-2710 病院　一般病院　精神病棟 282

名称 所属部署

三島病院 リハビリテーション部

長岡市藤川1713-8 施設種類 病床数・定数

ホームページ： www.mishima-hospital.or.jp

高次脳機能障害 認知症 申し込み方法： 外来受診
運動障害性構音障害

外来実施の
診療科：

神経内科 精神科

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 摂食嚥下障害 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 成人

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：

・地域ケア個別会議、長岡市地域リハビリテーション活動支援事業
　各市町村の地域ケア個別会議への助言者としても出席.
　通いの場へのリハ職派遣。地域別多職種交流会参加.

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
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 7 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： 16 名 非常勤： 名
常勤： 11 名 非常勤： 名
常勤： 4 名 非常勤： 名

025－793－7439 病院　一般病院　療養病棟 44
病院　一般病院　地域包括ケア病棟 8

一般財団法人魚沼市医療公社　魚沼市立小出病院 リハビリテーションセンター

新潟県魚沼市日渡新田34番地 施設種類 病床数・定数

025－792－2111 病院　一般病院　一般病棟 90

地区： 中越地区 分類： 病院
名称 所属部署

魚沼市

ホームページ： http://www.uonuma-medical.jp/koide/

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： 地域医療連携室に電話後、外来受診

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施

通所リハビリ あり

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
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

認知症
外来実施の

診療科：

内科 神経内科

0257-23-2165（代表） 病院　一般病院　一般病棟 308
0257-22-0834 病院　一般病院　地域包括ケア病棟 47

名称 所属部署

JA新潟厚生連　柏崎総合医療センター リハビリテーション科

新潟県柏崎市北半田2丁目11番3号 施設種類 病床数・定数

訪問リハビリの種類： 訪問看護ステーション

訪問リハビリの範囲： 魚沼市内

地区： 中越地区 分類： 病院柏崎市

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 成人

病院　回復期リハビリ病棟 45
ホームページ： www.kashiwazaki-ghmc.jp/

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

歯科口腔外科

摂食嚥下障害 高次脳機能障害 申し込み方法： 外来受診
自動車運転再開支援

外来実施の
診療科：

脳神経外科 内科

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：

訪問リハビリの範囲：
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 20 名 非常勤： 名
常勤： 16 名 非常勤： 名
常勤： 4 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 11 名 非常勤： 名
常勤： 6 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名

独立行政法人国立病院機構　新潟病院 リハビリテーション科

新潟県柏崎市赤坂町3番52号 施設種類 病床数・定数

0257-22-2126 病院　一般病院　一般病棟 118

地区： 中越地区 分類： 病院
名称 所属部署

柏崎市

ST人数 就学前 就学後 成人

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

0257-24-9812 病院　一般病院　療養病棟 232

ホームページ： https://niigata.hosp.go.jp

運動障害性構音障害 知的障害
外来実施の

診療科：
摂食嚥下障害 自動車運転再開支援
高次脳機能障害

発達障害 認知症 実施の有無：

失語症 吃音 申し込み方法：

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：

地区： 中越地区 分類： 病院

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

機能性構音障害

小千谷市

病院　一般病院　障害者病棟　 100

0258-81-1600 病院　一般病院　一般病棟 100
0258-81-1601 病院　一般病院　地域包括ケア病棟 100

名称 所属部署

新潟県厚生連 小千谷総合病院 リハビリテーション科

新潟県小千谷市大字平沢新田111番地 施設種類 病床数・定数

ホームページ： https://www.ojiya-ghp.jp/

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 内科

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 成人

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：
・地域包括ケア会議
・中越ＮＳＴ

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

神経内科 耳鼻咽頭科
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住所：
電話：
FAX：

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

住所：
電話：
FAX：

常勤： 7 名 非常勤： 名
常勤： 4 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名

0258-83-4416 病院　一般病院　療養病棟 60

小千谷さくら病院 リハビリテーション室

新潟県小千谷市小栗田2732 施設種類 病床数・定数

0258-83-2680 病院　一般病院　一般病棟 110

地区： 中越地区 分類： 病院
名称 所属部署

小千谷町

ホームページ： htpp://www.sakurahp.com

実施の有無： 実施している
申し込み方法： 外来受診

ST人数

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

神経難病と脳血管障害の患者様が多いです。

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

外来実施の
診療科：

神経内科

025-757-5506 病院　一般病院　一般病棟

025-752-3955 病院　一般病院　地域包括ケア病棟

名称 所属部署

県立十日町病院 リハビリテーション科

新潟県十日町市高田町3丁目南32番地9 施設種類 病床数・定数

訪問リハビリの種類：
・地域の介護予防事業が中心です。その他、講演や実技指
導などの依頼にも対応しています。
　毎回、主催の方の希望に沿った内容で行っています。嚥下
やディサースリアに関する依頼が多いです。

訪問リハビリの範囲：

地区： 中越地区 分類： 病院十日町市

275

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 就学前 就学後 成人

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

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

耳鼻咽頭科 歯科口腔外科

摂食嚥下障害 高次脳機能障害 申し込み方法： 外来受診
器質性構音障害

外来実施の
診療科：

脳神経外科 小児科

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：

訪問リハビリの範囲：
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 11 名 非常勤： 名
常勤： 5 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： 名
常勤： 5 名 非常勤： 名
常勤： 3 名 非常勤： 名

新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 リハビリテーション技術科

新潟県南魚沼市浦佐4132 施設種類 病床数・定数

025-777-3200（代） 病院　一般病院　一般病棟 278

地区： 中越地区 分類： 病院
名称 所属部署

南魚沼市

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

025-777-2811 病院　一般病院　精神病棟 50

ホームページ： https://www.uonuma-kikan-hospital.jp/

摂食嚥下障害 音声障害
外来実施の

診療科：

脳神経外科 耳鼻咽頭科

高次脳機能障害 神経内科 歯科口腔外科

失語症 認知症 実施の有無： 実施している
運動障害性構音障害 自動車運転再開支援 申し込み方法： 外来受診

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：

地区： 中越地区 分類： 病院

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

南魚沼市

（025）788-1222 病院　一般病院　一般病棟 140
（025）788-1231

名称 所属部署

南魚沼市民病院 リハビリテーションセンター

新潟県南魚沼市六日町2643番地1 施設種類 病床数・定数

ホームページ： http://www.minamiuonumahp.jp/

高次脳機能障害 機能性構音障害 直接電話
運動障害性構音障害 器質性構音障害
摂食嚥下障害

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 自動車運転再開支援 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 就学前 就学後 成人

地域連携室へご連絡頂き、紹介状の有無等確認させて頂きます。

外来実施の診療
科：

申し込み方法：

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：
・地域支援事業（リハビリ個別ケース会議）
　要支援１、２者の自立支援のためのケアプラン検
討
・市療育教室（遊びの教室）
　子育て支援センター職員や家族への指導・助言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

発達障害 リハビリ科

吃音 知的障害
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 3 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 7 名 非常勤： 名
常勤： 8 名 非常勤： 名
常勤： 4 名 非常勤： 名

025-777-3853

南魚沼市立ゆきぐに大和病院 リハビリテーション室

新潟県南魚沼市浦佐4115番地 施設種類 病床数・定数

025-777-2111 病院　一般病院　地域包括ケア病棟 40

地区： 中越地区 分類： 病院
名称 所属部署

南魚沼市

ホームページ： http://www.yukigunihp.jp

失語症 認知症 実施の有無： 実施している
音声障害 運動障害性構音障害 申し込み方法： 直接電話

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施

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
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

摂食嚥下障害 高次脳機能障害
外来実施の

診療科：

神経内科 リハビリ科

内科

025-534-3131 精神病棟 有
025-534-4824 脳神経内科病棟（難病・脳卒中など） 有

名称 所属部署

独立行政法人国立病院機構　さいがた医療センター リハビリテーション科

新潟県上越市大潟区犀潟468-1 施設種類 病床数・定数

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：

地区： 上越地区 分類： 病院上越市

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 就学前 就学後 成人

重症心身障がい児（者）病床 有
ホームページ： www.saigata-nh.go.jp

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

摂食嚥下障害 認知症 申し込み方法： 外来受診

外来実施の
診療科：

神経内科 小児科

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：

・訪問従事者研修
　訪問事業に従事している方々への講義を行っています.
・上越桜蓮の会
　上越地区の失語症者及び高次脳機能障害者の方々との勉強会や
親睦交流を企画し実施しています.

訪問リハビリの範囲：
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 17 名 非常勤： 名
常勤： 14 名 非常勤： 名
常勤： 4 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 12 名 非常勤： 名
常勤： 5 名 非常勤： 名
常勤： 3 名 非常勤： 名

上越地域医療センター病院 リハビリテーションセンター

上越市南高田町6-9 施設種類 病床数・定数

025-532-2131 病院　一般病院　一般病棟 101

地区： 上越地区 分類： 病院
名称 所属部署

上越市

ST人数 就学前 就学後 成人

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

025-522-3377 病院　一般病院　地域包括ケア病棟 41
病院　回復期リハビリ病棟 55

ホームページ： http://www.j-icen.or.jp/

認知症 器質性構音障害
外来実施の

診療科：

リハビリ科

機能性構音障害 自動車運転再開支援

失語症 摂食嚥下障害 実施の有無： 実施している
運動障害性構音障害 高次脳機能障害 申し込み方法： 外来受診

訪問リハビリの種類： 活動事業名：

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： 実施していない

０２５－５２４－３００２ 病院　一般病院　地域包括ケア病棟 50

新潟県厚生連　上越総合病院 リハビリテーション科

新潟県上越市大道福田６１６番地 施設種類 病床数・定数

０２５－５２４－３０００ 病院　一般病院　一般病棟 268

地区： 上越地区 分類： 病院
名称 所属部署

上越市

ホームページ：

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

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施

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
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

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

発達障害（評価のみ） 内科 小児科

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 7 名 非常勤： 名
常勤： 4 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

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

025-522-7711 病院　一般病院　一般病棟 530
025-521-3720

名称 所属部署

新潟県立中央病院 リハビリテーション科

新潟県上越市新南町205番地 施設種類 病床数・定数

地区： 上越地区 分類： 病院上越市

対象障害 外来リハビリの実施
失語症 器質性構音障害 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 就学前 就学後 成人

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

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

発達障害 歯科口腔外科

高次脳機能障害

音声障害 摂食嚥下障害 申し込み方法： 外来受診
機能性構音障害 認知症

外来実施の
診療科：

脳神経外科 神経内科

運動障害性構音障害

新潟労災病院 中央リハビリテーション部

新潟県上越市東雲町1-7-12 施設種類 病床数・定数

025-543-3123 病院　一般病院　一般病棟 157

地区： 上越地区 分類： 病院
名称 所属部署

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：

訪問リハビリの範囲：

上越市

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

025-544-5210 病院　回復期リハビリ病棟 43

ホームページ： http://www.niigatah.johas.go.jp/

高次脳機能障害 認知症
外来実施の

診療科：
自動車運転再開支援

失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施していない
摂食嚥下障害 音声障害 申し込み方法：

訪問リハビリの種類：
・高次脳機能障害者「家族のつどい」
　高次脳機能障害についての講義、家族同士の
語り合いへの参加・助言

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： 実施している
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住所：
電話：
FAX：

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

地区： 上越地区 分類： 病院妙高市

0255-86-2003 病院　一般病院　地域包括ケア病棟 60
0255-86-2065

名称 所属部署

新潟県立妙高病院 リハビリテーション科

妙高市田口147-1 施設種類 病床数・定数

ホームページ： http://www.myoukou-hsp.gr.jp/

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

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 成人

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：

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

0255-73-8102 病院　一般病院　療養病棟 60
病院　一般病院　地域包括ケア病棟 35

新潟厚生連　けいなん総合病院 リハビリテーション科

新潟県妙高市田町2丁目4番7号 施設種類 病床数・定数

0255-72-3161 病院　一般病院　一般病棟 60

地区： 上越地区 分類： 病院
名称 所属部署

妙高市

ホームページ： http://keinansogo.jp/index.php

認知症 失語症 実施の有無： 実施している
運動障害性構音障害 摂食嚥下障害 申し込み方法： 外来受診

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施

通所リハビリ 15～30（1日〉

PT人数
OT人数 対象年齢区分

老人保健施設 80

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

高次脳機能障害
外来実施の

診療科：

内科

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 14 名 非常勤： 名
常勤： 4 名 非常勤： 名
常勤： 2 名 非常勤： 名

住所：
電話：
FAX：

常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 0 名 非常勤： 名
常勤： 0 名 非常勤： 名

025-552-0280 一般診療所 214
025-552-3819 病院　一般病院　地域包括ケア病棟 47

名称 所属部署

厚生連　糸魚川総合病院 リハビリテーション科

新潟県糸魚川市大字竹ヶ花457-1 施設種類 病床数・定数

地区： 上越地区 分類： 病院糸魚川市

対象障害 外来リハビリの実施
発達障害 自動車運転再開支援 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 成人 就学前 就学後

訪問看護ステーション 4
介護老人保健施設 80

ホームページ： http://www.itoigawa-hp.jp/

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

小児科

失語症 運動障害性構音障害 申し込み方法： 外来受診
摂食嚥下障害 認知症

外来実施の
診療科：

脳神経外科 内科

高次脳機能障害

地区： 佐渡・下越地区 分類： 一般診療所
名称 所属部署

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：
近隣施設からの依頼があった際、摂食・嚥下など
の講義を実施することがあります.

訪問リハビリの範囲：

村上市

一般診療所 新潟リハビリテーション
大学併設のクリニック.

大学教員STが必要に応
じ対応ホームページ： https://nur.ac.jp/clinic/

PT人数
OT人数 対象年齢区分

0254-56-8291

認知症 機能性構音障害 内科 リハビリ科

聴覚障害 精神科

新潟リハビリテーションクリニック

村上市上の山2-16 施設種類 病床数・定数

0254-56-8233

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： 直接電話

外来実施の診療
科：

地域での活動等
活動の実施： 実施している

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：

ST人数 就学前 就学後 成人

対象障害 外来リハビリの実施

訪問リハビリの種類と範囲
訪問リハビリの実施： 実施していない

・こころとことばの健康教室
　村上周辺地域の高次脳機能障害の応募された方をお呼びして、学生と一緒になって評価、
トレーニング、交流などを5月～10月まで月1回程度行っている.
・食べる力をつける教室
　村上周辺地域の希望高齢者を対象に、週に1回10週間のプログラムで、食べる力をつける
教室を開催している
・元気応援通所サービスC「元気応援かみはやし教室」
　村上周辺地域の希望高齢者を対象に体操や脳トレなどを週に1回程度行っている.
・スポーツと地域活性化の好循環創出事業
　新潟県よりNPO法人希楽々へ委託された事業で、村上周辺地域の希望高齢者にアコス
ショッピングセンターへのお買い物の交通支援と、そのアコス内でのリハビリテーションを月に
3回ほど行っている.
・介護事業所個別リハビリ指導（村上市）など
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住所：
電話：
FAX：

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

地区： 佐渡・下越地区 分類： 一般診療所新潟市

ホームページ： www.clinic-pasuteru.com

025-288-7200 一般診療所

025-288-7201

名称 所属部署

医療法人社団こども輝き　発達クリニックぱすてる リハビリテーション部門

新潟県新潟市江南区曙町3丁目4番9号 施設種類 病床数・定数

器質性構音障害 知的障害 申し込み方法： 外来受診
聴覚障害 吃音

外来実施の
診療科：

小児科 児童精神科

対象障害 外来リハビリの実施
発達障害 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
ST人数 就学前 就学後 成人

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：

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

神経小児科

025-381-7213

こんの脳神経クリニック リハビリテーション科

新潟市江南区泉町1-2-30 施設種類 病床数・定数

025-383-1355 一般診療所

地区： 佐渡・下越地区 分類： 一般診療所
名称 所属部署

新潟市

ホームページ： www.konno-clinic.com

失語症 運動障害性構音障害 実施の有無： 実施している
高次脳機能障害 認知症 申し込み方法： 外来受診

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施

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
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

外来実施の
診療科：

神経内科 リハビリ科

訪問リハビリの種類：

訪問リハビリの範囲：
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住所：
電話：
FAX：

常勤： 2 名 非常勤： 1 名
常勤： 3 名 非常勤： 名
常勤： 1 名 非常勤： 1 名

住所：
電話：
FAX：

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

0256-33-9070 一般診療所

0256-33-9071 通所リハビリ 20～40/日

名称 所属部署

医療法人社団　川瀬神経内科クリニック リハビリテーション科

新潟県三条市東本成寺20番8号 施設種類 病床数・定数

地区： 中越地区 分類： 一般診療所三条市

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

PT人数
OT人数 対象年齢区分
ST人数 成人

ホームページ： http://www.kawase-nc.or.jp/

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等

高次脳機能障害

運動障害性構音障害 自動車運転再開支援 申し込み方法： 外来受診
摂食嚥下障害 知的障害

外来実施の
診療科：

神経内科 リハビリ科

音声障害

谷村脳神経外科クリニック　通所介護 リハビリテーション科

新潟県三条市興野1-13-14 施設種類 病床数・定数

0256-35-6868 デイサービス 1日30名

地区： 中越地区 分類： 一般診療所
名称 所属部署

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　
・地域ケア会議
　三条市の地域ケア会議に参加

訪問リハビリの範囲：
クリニックより片道30分以内の範

囲

三条市

ST人数 成人

対象障害 外来リハビリの実施

PT人数
OT人数 対象年齢区分

0256-35-6778

ホームページ： 無

高次脳機能障害 認知症
外来実施の

診療科：

失語症 運動障害性構音障害 実施の有無：

摂食嚥下障害 音声障害 申し込み方法：

訪問リハビリの種類：

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
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住所：
電話：
FAX：

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

地区： 中越地区 分類： 一般診療所長岡市

0258-46-6085 一般診療所

0258-46-6258

名称 所属部署

医療法人社団　ほんだファミリークリニック

新潟県長岡市青葉台3-16-6 施設種類 病床数・定数

ホームページ：

摂食嚥下障害 認知症 申し込み方法：

外来実施の
診療科：

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：

PT人数
OT人数 対象年齢区分
ST人数 成人

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　

訪問リハビリの範囲： 長岡市内

訪問リハビリの種類と範囲 地域での活動等
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