
職場見学受け入れ施設一覧

施設名 所在地 部署名 担当者 電話番号 メールアドレス（＠→★） 受け入れ可能な期間・時間帯 見学受け入れに関する条件 理学療法以外の見学受け入れ 備考

村上総合病院 村上市緑町5丁目8番1号 リハビリテーション科 小田和也 0254-53-2141 rehabili★mgh.jp
8月16日～8月27日
平日のみ午後より対応予定

・県内在住
・2週間以内に県外への移動歴がない
・基本的に1回につき1名

要相談

あがの市民病院 阿賀野市岡山町13－23 リハビリテーション科 藤田圭輔 0250-62-2780（代） reha★aganocity-hp.com

・7月26日～7月30日
・8月2日～8月6日
・8月23日～8月27日
・いずれも午前中１～2時間程度

・県内在住者
・１回3名程度

・作業療法の見学可

コンフィ陽だまり苑
パルcomfy陽だまり苑

新発田市諏訪町1-10-38
新発田市中央町5-4-2

事務 大倉 0254-23-1117 6月1日～10月31日 ・2週間以内に県外への移動、県外の方との接触がない 要相談

医療法人社団　葵会
新潟聖籠病院

北蒲原郡聖籠町蓮野5968-2 リハビリテーション科 松川学 025-256-1010 matsukawa.mn★aoikai.jp 要相談
・2週間以内に県外渡航歴なし
・1回につき1名程度
・1時間程度のPT等の説明を中心に実施

要相談

新潟リハビリテーション病院 新潟市北区木崎761番地 理学療法科 遠藤伸子 025-388-2111 nobuko.endo★aiko.or.jp
・8月2日（月）～8月31日（火）
・土日は除く

・1回のみ受け入れ、2名まで
・県内在住、2週間以内に県外の往来がない

不可

こん整形外科クリニック 新潟市中央区紫竹山2丁目4番30号 リハビリテーション科 加藤雄樹 025-241-0123 y.katoh52★gmail.com
・8月2〜31日のみ
・時間は要相談

・県内在住
・2週間以内に県外の移動歴がない
・1日1〜2名

不可

はさぎの里 新潟市秋葉区七日町2186-9 医務係 萱森剛 0250-23-6511 hasaginosato★akiha.or.jp 要相談 特になし 要相談

介護老人保健施設
白根ヴィラガーデン

新潟市南区大通黄金7丁目10番地2 リハビリテーション科 脇本延明 025-362-0777 virarihabiri★yahoo.co.jp 8月以降　水曜日午後

・体調が安定している事（咳やのどの痛み、頭痛、倦怠
感、味覚や嗅覚の異常が無いこと）
・2週間以内の海外や県外への滞在（同居者含む）が無い
こと
・2週間以内の海外や県外在住者との接触（同居者含む）
が無いこと
・2週間以内の新型コロナ感染者、あるいはその濃厚接触
者との接触（同居者含む）が無いこと

要相談

岩室リハビリテーション病院 新潟市西蒲区岩室温泉772-1 リハビリテーション部 樋山志保 0256-82-4100 reha★iwamurohp.jp 常時
・県内在住
・2週間以内に県外の移動歴がない
・1回2名程度

不可

佐渡 佐渡総合病院 佐渡市千種161 リハビリテーション科 井杉 直人 0259-63-3121 FAX：0259-63-6349 rehabilitation★sado-hp.jp
・月～金
・9：00～11：30 or 13：30～15：00
・1時間30分程度

・島内在住
・2週間以内に島外への移動歴がない
・1日2～3人程度

・作業療法の見学可
・言語聴覚療法の見学可

エリア
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三条総合病院 三条市塚野目5丁目1-62 リハビリテーション室 平松一枝 0256-32-1131 san-rihabiri★grace.ocn.jp 要相談

・県内在住者
・2週間以内に体調不良等の症状がないこと
・2週間以内の県外移動歴がないこと
・本人、家族に濃厚接触者に指定されている人がいない
こと
・マスクを着用すること
・1回につき２名まで

・作業療法の見学可
・県内の新型コロナウイルス感染症の
流行状況によってはICTの指示により
お断りする期間もあります。

特別養護老人ホーム
あおいの里・長岡

長岡市稲場町820-6 リハビリ 野沢勇太 0258-25-1122 常時
・県内在住
・1回2～3名程度
・できればワクチン接種済み

不可

半日程度、デイサービス併設しており
ますのでデイと特養を見学していただ
ければと思います。
リハ職は2名在籍中です。

長岡中央総合病院 長岡市川崎町2041 リハビリテーション科 小黒孝夫 0258-35-3700 nagareha★nagachu.jp 要相談
・県内在住
・2週間以内に県外への移動歴がない
・1回3名程度

不可

ツクイ長岡喜多町 長岡市喜多町978-1 ツクイ長岡喜多町 野口 0258-25-9737 tomoki-noguchi★tsukui.net 要相談

・県内在住
・2週間以内に県外への移動歴がない
・1回3名程度
・2週間以内に県外の方と濃厚接触がない

・作業療法の見学可
・言語聴覚療法の見学可

悠遊健康村病院 長岡市大字日越337 リハビリ部 五十嵐 0258-47-8500 yuyureha86★tatikawa.or.jp
・7月26日〜8月30日
・8月13日を除く平日のみ
・午後の1〜2時間

・県内在住
・2週間以内に県外への移動歴がない
・1回2名まで

不可
感染の拡大状況によっては急にお断り
する事もあります。

デイサービスぼこまめ 長岡市来迎寺4150 機能訓練員 巻淵葵 0258-92-5688 santogun_com★yahoo.co.jp
・土・日・祝日除く平日のみ
・午後1時～4時の間で1～2時間

・県内在住
・2週間以内に県外への移動歴がない
・1回1名程度

不可 常勤理学療法士2名

柏崎総合医療センター 柏崎市北半田2丁目11番3号 リハビリテーション科 猪爪一也 0257-23-2165 要相談

・ 2週間以内に県外への移動歴がない
・ 2週間以内に部活の対外試合や発表会などで県外高校
との接触歴がない。
 ・2週間以内に家族が県外への移動歴がない。
 ・1回2名程度　回数は要相談

要相談

小千谷総合病院 小千谷市大字平沢新田111番地 リハビリテーション科 廣井鶴輝 0258-81-1600 reha★ojiya-ghp.jp
・8月1日～8月31日
・時間は要相談

・2週間以内に県外への移動歴がない
・当日の健康状態によってはご遠慮いただく場合あり

不可

リハビリテーション科の機器設備の見
学や、理学療法士・リハビリテーショ
ンについての説明が中心で、1時間程
度を予定しています。治療場面の見学
は厳しい状況があります。

小千谷さくら病院 小千谷市小粟田2732番地 リハビリテーション科 岡村達郎 0258-83-2680
常時
（日程については当院の状況を加味
して検討）

・風症状、新型コロナウィルスに類似した症状がない
・2週間以内に県外への移動歴がない
・小千谷市在住、もしくは小千谷市内の高校に通学して
いる
・1回2～3名程度

・作業療法の見学可
・言語聴覚療法の見学可

魚沼市立小出病院 魚沼市日渡新田34 地域医療教育・研修センター 関真弓 025-792-1167 my-seki★uonuma-medical.jp 要相談 ・2週間以内に県外への移動歴がない
・作業療法の見学可
・言語聴覚療法の見学可

県立十日町病院 十日町市高田町3丁目南32-9 リハビリテーション科 風間美子 025-757-5566 reha-gishicho★tokamachi-hosp-niigata.jp 要相談
・2週間以内に県外への移動歴がない
・体温測定など体調管理ができていること

要相談
現状では見学受け入れ可能ですが、状
況によって対応が変化いたします。

訪問看護ステーション
ココロ上越高田駅前

上越市本町6丁目1-19 高田本町ビル ココロ上越高田駅前 中村直哉 025-530-7273 cocoro.j-takada★seaquest.co.jp 要相談
・県内在住
・2週間以内に県外への移動歴がない
・1回2名まで

作業療法の見学可

基本的に8時半頃ステーションを出
て、夕方17時頃まで戻らないスケ
ジュールです。その条件でもよろしけ
れば受け入れ可能です。

県立中央病院 上越市新南町205 リハビリテーション科 小嶋佳太 025-522-7711 reha2★cent-hosp.niigata.jp 常時
・当院規定の行動指針・感染対策を遵守のこと
・当院規定の2週間前からの健康観察シートを提出
・1回2名で2回まで　計4名まで

・作業療法の見学可
・言語聴覚療法の見学可

当院の感染対策レベル変更により受け
入れ不可の場合あり。

介護老人保健施設
高田の郷

上越市新南町28-3 リハビリテーション 長谷川由希子 025-526-2558 rihariha★inaho-s-net.com 要相談
・上越地域在住
・2週間以内に県外への移歴がない

要相談

デイサービスセンター
クレイドルやけやま

糸魚川市大字梶屋敷915番地 地域支援課 髙橋さき子 025-550-2015 kureidor★atlas.plala.or.jp 要相談 2週間以内に県外への移動歴がない 要相談

上越

中越


