
施設名 所在地 部署名 担当者 電話番号
メールアドレス（★は＠に変更してくだ
さい）

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

たかはし整形外科医院 新潟市中央区上所上2-13-14 リハビリテーション科
岡田大洋（オカ
ダマサヒロ）

025-285-1121
院長と相談の上、条件が合えば
可能

新潟市内在住が望ましい 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 リハビリテーション科 加藤雄樹 252410123 8月の火曜〜金曜日　午前中の 県内在住，ワクチン接種済み，1日1名まで OT・ST可
押木内科神経内科医院 新潟県新潟市江南区亀田本町 リハビリテーション科 PT大野智也 090-2885-8163 houmon-reha★aioros.ocn.ne.jp 要相談 その都度の状況に応じて相談させて頂きます(受入不可の場合あり) OT・ST可 在宅リハビリの見学が中心となります。

国立病院機構　西新潟中央病院
新潟県新潟市西区真砂1丁目
14-1

リハビリテーション科　理
学療法室

桐山　剛 025-265-3171 224-reha★mail.hosp.go.jp 要相談
ワクチン3回接種済み　2週間以内に県外への移動がない事　1回につき3
名まで可

OT/STも可であるが適
宜相談

介護保険保険施設 白根ヴィラガーデン
新潟市南区大通黄金７丁目１０
番2

リハビリテーション科 脇本延明 253620777 villagarden.reha★gmail.com 要相談
一回2名程。本人ワクチン接種済み。ニ週間以内に県外への移動歴が無
いこと。当日、かぜ症状、熱発が無いこと。

要相談

新潟リハビリテーション病院 新潟市北区木崎761 理学療法科 遠藤　伸子
025-388-2111
（病院代表）

nobuko.endo★aiko.or.jp 8月1日～31日の期間

①体調不良がないこと（発熱・咳・のどの痛みや違和感・倦怠感等々）②
家族・本人がコロナ陽性や濃厚接触者でないこと　③3名まで受け入れ可
（但し、同じ学校で3人以上の申し込みがある場合は、同日で5人までは受
け入れ可。それ以上の場合は要相談）

不可

医療法人社団健進会　新津医療セン
ター病院

新潟市秋葉区古田610番地 リハビリテーション科 田村友美
0250-24-5311
（代表）

rehabilitation★niitsu-kenshinkai.com 常時
風邪症状がない、見学前２週間の経過表の記入、当院の新型コロナウイ
ルス感染症対応職員マニュアルに従うこと。見学希望者がいれば、経過
表・職員マニュアルを後日送付させていただきます。

不可
当院は比較的高齢の外傷患者様が多くなっていま
す。当院のリハビリに興味のある高校生に見学に来
ていただけたらと思います。

はさぎの里 新潟市秋葉区七日町 医務係 萱森 250236511 hasaginosato★akiha.or.jp 常時 特になし OT・ST可
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 要相談 県内在住、本人ワクチン接種済み、2週間以内に県外への移動歴がない OT・ST可

医療法人社団　葵会　新潟聖籠病院
新潟県北蒲原郡聖籠町蓮野
5968-2

リハビリテーション科 松川　学 252561010 matsukawa.mn★aoikai.jp 要相談
「ワクチン接種済み又はPCR検査陰性証明の提示」「1回1名」「患者さんと
の直接の見学はなく、リハ室の見学とPT等の説明を中心に実施」

OT・ST可

新潟県立新発田病院 新潟県新発田市本町1-2-8 教育研修センター 本間　祥子 0254-22-3121 kensyu-center★sbthp.jp 7月25日～8月31日 新型コロナウイルス感染症に関する問診票を記入提出して頂きます。 OT・ST可

新発田リハビリテーション病院 新発田市荒町
リハビリテーション部理学
療法科

村松健二 0254-21-0066 toyourahp.pt★aiko.or.jp 要相談
ワクチン接種済み　2週間の体調確認　マスク・フェイスシールド着用　一
度に2～3名程度まで

希望があれば連絡をい
ただきたいです．

生協かんだ診療所リハビリテーション
科

新潟県長岡市西新町2丁目3-22
かんだリハビリ・キャンバ
ス

髙橋（作業療法
士）

0258-39-9406 kanda.canvas9406★gmail.com 要相談 1回1～2名程度 OT可

ながおか生協診療所通所リハビリテー 長岡市前田1-6-7 リハビリ科 髙橋　健太 0258-38-2011 n_coopc_reha★niigata-min.or.jp 月～金　9:00～16:30 特になし OT・ST可

悠遊健康村病院 長岡市大字日越337 リハビリ部 近藤公則 258478500 yuyureha86★tatikawa.or.jp R4.8.8～8.31の平日
・発熱や咳、咽頭痛などの体調の変化がない　・2週間以内に県外への移
動歴がない　・1回2名まで2時間程度

不可

介護老人保健施設　悠遊苑 長岡市大字日越337番地 リハビリテーション部 平澤　舞子 0258-47-8511 tsukino_suna★icloud.com 8/8〜8/31の平日 14:30〜15:30
2週間以内に県外との往来がない。1週間以内に風邪症状等の体調変化
がない。1回につき2名まで。

不可

特別養護老人ホームはるか 新潟県長岡市花園南2丁目337 事務室 名塚康人 0258-38-0850 naduka_y★niigata-min.or.jp 要相談 その時の情勢に合わせて相談させてください 不可
デイサービスぼこまめ 新潟県長岡市来迎寺4150 機能訓練指導員 巻淵 258925688 santogun_com★yahoo.co.jp 常時 県内在住者、2週間以内に県外への移動歴がない OT可
冨永草野クリニック 三条市興野2-11-28 リハビリテーション科 桑原隆文 256332109 takafumi5414★yahoo.co.jp 常時 特になし 不可

社会医療法人　嵐陽会　三之町病院 新潟県三条市本町5丁目２－３０ リハビリテーション科 富所　和美
０２５６－３３－０
５８１（代）

8月1日～8月31日の期間で、1回
半日程度。日程は要相談で。

1回2名まで。見学前2週間の体調管理で諸症状を認めない。 OT・ST可

新潟県厚生連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 kariwareha★yahoo.co.jp
7月19日から8月31日
午前か午後の1-2時間程度

県内在住.本人ワクチン接種済み.2週間以内に県外への移動歴がない.1
度に1-2名までで若干名.制服もしくは制服に準ずる服装・マスク必須

要相談

健康俱楽部たちばな 新潟県十日町市仁田2311番地4 デイサービス 大津佳奈 025－768－4877 tachibana★naebafukushikai.com 要相談
本人ワクチン接種済、接種から2週間以上経過している、県外へ2週間前
まで移動がない、受け入れ1回に2名まで。

ST可

こちらの施設に異動して3ヶ月程で十分な対応が出
来るか図りかねますが、その状況でよければ連絡を
いただきたいと思います。
以前よりこちらの施設では毎年、学生の受け入れを
実施しています。

小千谷さくら病院 新潟県小千谷市小粟田2732
コメディカル部　リハビリ
テーション室

岡村　達朗 0258-83-2680 要相談 「県内在住」「発熱や咽頭痛がない」「濃厚接触者でない」 要相談
状況に応じて相談させていただきます。ご理解お願
いします。

厚生連小千谷総合病院 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（不在
時：森山洋平）

0258－81－1600 reha★ojiya-ghp.jp 要相談 特になし 不可
リハビリ・理学療法士に関しての説明が中心で、見
学していただく場面が少なくなる可能性があります。

魚沼市立小出病院 魚沼市日渡新田３４番地 リハビリテーション科 上原数之
０２５－７９３－７
３１９

k-uehara★uonuma-medical.jp 要相談 本人ワクチン接種　県内在住 OT・ST可

ゆきぐに大和病院 南魚沼市浦佐4115 リハビリテーション室 中俣和広 025-777-2111 reha★yukigunihp.jp 要相談 近隣市町 要相談でOT,STも

新潟県立中央病院 新潟県上越市新南町205 リハビリテーション科 宮森ますみ 025-522-7711 常時
「本人ワクチン接種済み」「2週間以内に県外への移動歴がない」「1回2名
程度」「当院の感染レベルに従っていただくため、感染レベルが上がった
場合はお断りさせていただきます」

OT・ST可

介護老人保健施設　サンクス米山
新潟県上越市柿崎区上下浜219
番地5

リハビリテーション科 山岸真弓 255366622
yamagishi-mayumi★minna-de-
ikiru.org

要相談
・本人ワクチン接種済み・2週間以内に県外への移動歴がない・本人、同
居家族に体調不良者がいない

OT・ST可

新潟労災病院 上越市東雲町１－７－１２ 中央リハビリテーション部 五十嵐　仁 025-543-3123 riha★niigatah.johas.go.jp 8月1日～8月31日 特になし
施設見学のみならOT・
ST可能

知命堂病院 新潟県上越市西城町三丁目6番 リハビリテーション科 近藤直哉 025-523-2161 reha151★chimeido.jp 常時 特になし OT・ST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 本間宏彰 259633121 rehabilitation★sado-hp.jp 要相談 熱/咳/喉痛無し、1週間以内にコロナ感染者/疑い者との接触無し OT・ST可

内容

下越

中越

上越

2022高校生施設見学受け入れ可能施設一覧
施設情報 連絡先（問い合わせ先）


