
　　　新潟県内訪問リハビリテーション実施施設便覧第３版

　　　　　　　　　　　　　　　（令和2年8月1日現在）

　

〈便覧の使用方法〉

・この便覧には，前半に『実施エリア別事業所一覧』，後半に『所在地ごとの事業所の一覧』が

　掲載されています．

・『実施エリア別』では，どの地域に，どの事業所が訪問リハビリを実施しているかが，一覧と

　なって掲載されています．ただし，必ずしも，その市町村の全域を訪問しているとは限らず，

　一部の地域にのみ実施している場合もありますので，詳細は，該当する事業所にお問い合わせ

　ください．

・『所在地ごとの事業所の一覧』では，各事業所が所在している地域ごとに，一覧となって掲載

　されています．また各事業所の連絡先，訪問リハビリに従事している理学療法士(PT)，作業

　療法士(OT)，言語聴覚士(ST)が在籍しているか否か，ならびに事業所からの一言アピール他

　をご覧になれます．

〈便覧作成の基となる調査の方法〉

・新潟県内において，公益社団法人新潟県作業療法士会会員，一般社団法人新潟県言語聴覚士会

　会員，公益社団法人理学療法士会会員のいずれかが所属する施設に対し，メールによって，調

　査への協力を依頼し、最終的に，上記会員の所属する施設に関しましては，もれなく，回答を得

　ました．

・「訪問リハビリを行っているが，諸事情により，公表を差し控えたい．」という施設に関しまし

　ては掲載を行いませんでした．

・なお，上記３療法士会に入会していない理学療法士，作業療法士，言語聴覚士のみが訪問リハビ

　リを実施している施設が存在する可能性がありますが，それらの施設に関しては把握は困難でし

　た。
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中央区に訪問を行う事業所

事業所名 電話番号
事業所紹介

ページ

江風苑訪問リハビリテーション 025-387-7111 4

医療法人社団らぽーる新潟　ゆきよしクリニック 025-382-1005 5

医療法人社団らぽーる新潟　ゆきよし訪問看護ステーション 025-384-0206 5

医療法人恒仁会　新潟南病院 025-284-2511 6

新潟南訪問看護ステーション 025-284-7511 6

総合リハビリテーションセンター　みどり病院 025-244-0147 7

みどり訪問看護リハビリステーション 025-244-0147 7

介護老人保健施設　千歳園 025-282-7975 8

東新潟訪問看護ステーション 025-286-6600 9

新潟医療センター　訪問リハビリテーション 025-232-0111 9

国立病院機構　西新潟中央病院訪問看護ステーション 025-265-3171 10

ケアライフ訪問看護リハビリステーション 025-201-7962 10

西蒲中央病院　みさと訪問看護ステーション 025-211-2116 13

木戸病院 025-273-2151 15

訪問看護ステーションなじょも 025-250-6465 15

桑名病院　訪問リハビリテーション事業所 025-279-1722 16

新潟臨港病院 025-271-9694 17

臨港訪問看護ステーション 025-271-9694 17

聖園病院 025-267-0176 18

はまなす訪問看護ステーション 025-228-4020 18

北区に訪問を行う事業所

事業所名 電話番号
事業所紹介

ページ

医療法人社団らぽーる新潟　ゆきよしクリニック 025-382-1005 5

江風苑訪問リハビリテーション 025-387-7111 4

尾山訪問看護ステーション 025-388-6121 3

新潟リハビリテーション病院　訪問リハビリきざき 025-388-2111 3

木戸病院 025-273-2151 15

訪問看護ステーションなじょも 025-250-6465 15

桑名病院　訪問リハビリテーション事業所 025-279-1722 16

新潟臨港病院　 025-271-9694 17

臨港訪問看護ステーション 025-271-9694 17

いずれの事業所も，訪問可能な地域は下記市町村の全域，もしくは一部です．

実施エリア別事業所一覧（新潟市）



東区に訪問を行う事業所

事業所名 電話番号
事業所紹介

ページ

椿田病院 025-276-2382 8

尾山訪問看護ステーション 025-388-6121 3

新潟リハビリテーション病院　訪問リハビリきざき 025-388-2111 3

江風苑訪問リハビリテーション 025-387-7111 4

医療法人社団らぽーる新潟　ゆきよしクリニック 025-382-1005 5

医療法人社団らぽーる新潟　ゆきよし訪問看護ステーション 025-384-0206 5

総合リハビリテーションセンター　みどり病院 025-244-0147 7

みどり訪問看護リハビリステーション 025-244-0147 7

東新潟訪問看護ステーション 025-286-6600 9

国立病院機構　西新潟中央病院訪問看護ステーション 025-265-3171 10

ケアライフ訪問看護リハビリステーション 025-201-7962 10

木戸病院 025-273-2151 15

訪問看護ステーションなじょも 025-250-6465 15

桑名病院　訪問リハビリテーション事業所 025-279-1722 16

新潟臨港病院　 025-271-9694 17

臨港訪問看護ステーション 025-271-9694 17

はまなす訪問看護ステーション 025-228-4020 18

江南区に訪問を行う事業所

事業所名 電話番号
事業所紹介

ページ

木戸病院 025-273-2151 15

押木内科神経内科医院 070-4813-9916 4

しろね訪問看護ステーション 025-362-0307 16

江風苑訪問リハビリテーション 025-387-7111 4

医療法人社団らぽーる新潟　ゆきよしクリニック 025-382-1005 5

医療法人社団らぽーる新潟　ゆきよし訪問看護ステーション 025-384-0206 5

医療法人恒仁会　新潟南病院 025-284-2511 6

新潟南訪問看護ステーション 025-284-7511 6

総合リハビリテーションセンター　みどり病院 025-244-0147 7

みどり訪問看護リハビリステーション 025-244-0147 7

椿田病院 025-276-2382 8

東新潟訪問看護ステーション 025-286-6600 9

西蒲中央病院　みさと訪問看護ステーション 025-211-2116 13

訪問看護ステーションなじょも 025-250-6465 15



南区に訪問を行う事業所

事業所名 電話番号
事業所紹介

ページ

しろね訪問看護ステーション 025-362-0307 16

介護老人保健施設めぐみ園 0256-70-5311 14

江風苑訪問リハビリテーション 025-387-7111 4

医療法人社団らぽーる新潟　ゆきよしクリニック 025-382-1005 5

西蒲中央病院 0256-88-5521 12

西蒲中央病院訪問看護ステーション 0256-88-0171 12

にいがた訪問看護ステーション 0256-77-5215 14

訪問看護ステーション さんじょう 0256-32-1328 20

訪問看護ステーション みるら 0256-32-8129 21

さくら訪問看護・リハビリステーション 0256-36-1515 21

西区に訪問を行う事業所

事業所名 電話番号
事業所紹介

ページ

西蒲中央病院　みさと訪問看護ステーション 025-211-2116 13

にいがた訪問看護ステーション 0256-77-5215 14

西蒲中央病院 0256-88-5521 12

西蒲中央病院訪問看護ステーション 0256-88-0171 12

江風苑訪問リハビリテーション 025-387-7111 4

医療法人社団らぽーる新潟　ゆきよしクリニック 025-382-1005 5

医療法人恒仁会　新潟南病院 025-284-2511 6

総合リハビリテーションセンター　みどり病院 025-244-0147 7

みどり訪問看護リハビリステーション 025-244-0147 7

介護老人保健施設　千歳園 025-282-7975 8

新潟医療センター　訪問リハビリテーション 025-232-0111 9

国立病院機構　西新潟中央病院訪問看護ステーション 025-265-3171 10

ケアライフ訪問看護リハビリステーション 025-201-7962 10

しろね訪問看護ステーション 025-362-0307 16

聖園病院 025-267-0176 18



西蒲区に訪問を行う事業所

事業所名 電話番号
事業所紹介

ページ

岩室リハビリテーション病院　訪問看護ステーション 0256-82-4831 11

介護老人保健施設いわむろの里 0256-82-5040 11

富永草野訪問看護ステーション 0256-92-2952 19

訪問看護ステーション・桜井 0256-78-8300 19

江風苑訪問リハビリテーション 025-387-7111 4

西蒲中央病院 0256-88-5521 12

西蒲中央病院訪問看護ステーション 0256-88-0171 12

介護老人保健施設　回生園 0256-70-4400 13

にいがた訪問看護ステーション 0256-77-5215 14

介護老人保健施設めぐみ園 0256-70-5311 14

秋葉区に訪問を行う事業所

事業所名 電話番号
事業所紹介

ページ

訪問看護ステーションにいつ 0250-24-8211 1

新津医療センター病院 0250-24-5311 1

下越病院 0250-22-4711 2

下越訪問看護ステーション 0250-25-2865 2

江風苑訪問リハビリテーション 025-387-7111 4

医療法人社団らぽーる新潟　ゆきよしクリニック 025-382-1005 5

五泉訪問看護ステーション 0250-43-8449 20



訪問範囲 新潟市秋葉区全域・五泉市の一部

電話番号 0250-24-8211 FAX番号 0250-25-2426

e-mailアドレス houmonkango@niitsu-kenshinkai.com

ホームページのURL http://www.niitsu-mch.jp

新潟市内に訪問を行う事業所

施設名 訪問看護ステーションにいつ

住所
〒956-0863

新潟市秋葉区日宝町5番２５号

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 3 0 0 3

非常勤 0 0 0 0

計 3 0 0 3

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号 0250（24）5311 FAX番号 0250（24）5094

e-mailアドレス medical@niitsu-kenshinkai.com

ホームページのURL http://niitsu-mch.jp

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール　同敷地内に、居宅介護支援事業所があるため、連携良好です。御利用者
様の意向に沿った訪問リハビリを展開致します。また、スタッフは２０～４０才代であ
り、女性１名男性２名のため、幅広い御利用者様に対応いたします。

施設名 医療法人社団健進会　新津医療センター病院

住所
〒956-0025

新潟県新潟市秋葉区古田６１０番地

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市秋葉区全域

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 8 5 5 18

非常勤 0 0 0 0

計 8 5 5 18

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

一言アピール
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電話番号 0250-25-2865 FAX番号 0250-23-4136

e-mailアドレス kaetsu_houmon@niigata-min.or.jp

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

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

施設名 下越訪問看護ステーション

住所
〒956-0814

新潟市秋葉区東金沢1674番地１ケアセンターかえつ

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市秋葉区

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 0 0 0 0

非常勤 3 2 1 6

計 3 2 1 6

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号 0250-22-4711 FAX番号 0250-24-4740

e-mailアドレス kaetsu_riha@niigata-min.or.jp

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

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール
PT・OT・STの３職種が連携し、皆様の暮らしに寄り添えるようリハビリを行っていま
す！

施設名 下越病院

住所
〒956-0814

新潟市秋葉区東金沢1459番地１

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市秋葉区

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 3 2 1 6

非常勤 0 0 0 0

計 3 2 1 6

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

一言アピール
PT・OT・STの３職種が連携し、皆様の暮らしに寄り添えるようリハビリを行っていま
す！
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電話番号 025-388-6121 FAX番号 025-388-6126

e-mailアドレス oyama.h-reha@aiko.or.jp

ホームページのURL

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

施設名 尾山訪問看護ステーション

住所
〒950-3304

新潟市北区木崎754

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市北区全域・東区の一部・聖籠町全域

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 4 1 1 6

非常勤 0 0 0 0

計 4 1 1 6

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号
025-388-2111（代表）

070-3811-8095（直通）
FAX番号 025-388-3010

e-mailアドレス nirehp.houmon-kizaki@aiko.or.jp

ホームページのURL https://www.aiko.or.jp/

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール
私たちは、安心と笑顔の在宅生活を目指します。

施設名 医療法人愛広会　新潟リハビリテーション病院　訪問リハビリきざき

住所
〒950-3304

新潟県新潟市北区木崎761番地

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市北区全域、聖籠町全域、新潟市東区の一部、阿賀野市の一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 2 2 1 5

非常勤 0 0 0 0

計 2 2 1 5

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

一言アピール
　当院退院後もしくは当院外来受診可能な方を対象としており、専門職の観点から利用者様の在
宅生活を支援しております。話しやすく親身な対応ができるスタッフが揃っています!!
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電話番号 025-387-7111 FAX番号 025-387-7200

e-mailアドレス koufuuen2@jyouyoukai.or.jp

ホームページのURL https://www.rehabilicenter100.jp/rehabili/

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

施設名 江風苑　訪問リハビリテーション

住所
〒950-3364

新潟市北区大迎1330番地

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市全域、聖籠町全域、阿賀野市一部、新発田市一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 7 1 0 8

非常勤 5 1 1 7

計 12 2 1 15

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号 ０７０－４８１３－９９１６ FAX番号 ０２５－３８１－２１０９

e-mailアドレス houmon-reha@aioros.ocn.ne.jp

ホームページのURL http://www.oshiki-clinic.com/

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール
地域の皆様が笑顔で生活できるよう職員一同サポートさせていただきます。

施設名 押木内科神経内科医院

住所
〒９５０－０１６４

新潟市江南区亀田本町４－３－４

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市江南区全域

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 3 2 0 5

非常勤 0 0 0 0

計 3 2 0 5

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

一言アピール
主に江南区を中心に訪問しています。近隣地域はご相談ください。
利用者様やご家族様が、安心して笑顔のある生活が送る事ができるように支援します。
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電話番号 025-382-1005 FAX番号 なし

e-mailアドレス yukiyosi-houmon@medical.email.ne.jp

ホームページのURL http://www.rnhj.jp/yukiyosi/homevisit.php

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

施設名 医療法人社団らぽーる新潟　ゆきよしクリニック

住所
〒950-0122

新潟県新潟市江南区稲葉1-4-3

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市（西蒲区を除く全域），阿賀野市，五泉市，新発田市の一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 7 5 3 15

非常勤 3 2 1 6

計 10 7 4 21

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号 025-384-0206 FAX番号 なし

e-mailアドレス yukiyosi-kango@medical.email.ne.jp

ホームページのURL http://www.rnhj.jp/homenursing/

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール
スタッフは訪問看護と兼務しています。幅広い年齢層で、経験のあるPT・OT・STのス
タッフがおります。

施設名 医療法人社団らぽーる新潟　ゆきよし訪問看護ステーション

住所
〒950-0122

新潟県新潟市江南区稲葉1-4-3

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市（江南区全域，中央区，東区の一部）

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 7 5 3 15

非常勤 3 2 1 6

計 10 7 4 21

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

一言アピール
スタッフはクリニックと兼務しています。幅広い年齢層で、経験のあるPT・OT・STの
スタッフがおります。
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電話番号 025-284-2511 FAX番号 025-284-2080

e-mailアドレス minami-houmon-reha@niigataminami-hp.com

ホームページのURL https://www.niigataminami-hp.com/

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

施設名 医療法人恒仁会　新潟南病院

住所
〒950-8601

　新潟市中央区鳥屋野2007-6

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市中央区全域、江南区・西区の一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 2 2 1 5

非常勤 0 0 0 0

計 2 2 1 5

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号 025-284-7511 FAX番号 025-283-0663

e-mailアドレス

ホームページのURL https://www.niigataminami-hp.com/facility/homenursing/

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール
法人内の訪問診療・看護・栄養・歯科と連携をとりながら、リハビリを提供していま
す。
病院Facebookでの情報発信を始めました。

施設名 新潟南訪問看護ステーション

住所
〒950-0951

　新潟市中央区鳥屋野2009番地3

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市中央区の一部・江南区の一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 0 0 0 0

非常勤 1 2 1 4

計 1 2 1 4

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

一言アピール
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電話番号 025-244-0147 FAX番号 025-244-0166

e-mailアドレス houmon@midori-gr.jp

ホームページのURL http://www.midori-gr.jp

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

施設名 総合リハビリテーションセンターみどり病院

住所
〒950-0983

新潟市中央区神道寺2-5-1

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市中央区の全域、東区・江南区・西区の一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 5 1 1.5 7.5

非常勤 0 0 0 0

計 5 1 1.5 7.5

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号 025-244-0147 FAX番号 025-244-0166

e-mailアドレス houmon@midori-gr.jp

ホームページのURL http://www.midori-gr.jp

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール
スタッフは、病院と訪問看護で兼務しています。
生活と機能、両方の視点でのリハビリを通して、在宅生活を支援するスタッフが揃っています。

施設名 みどり訪問看護リハビリステーション

住所
〒950-0983

新潟市中央区神道寺2-4-24

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市中央区の全域、東区・江南区・西区の一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 5 1 1.5 7.5

非常勤 0 0 0 0

計 5 1 1.5 7.5

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

一言アピール
スタッフは、病院と訪問看護で兼務しています。
生活と機能、両方の視点でのリハビリを通して、在宅生活を支援するスタッフが揃っています。
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電話番号 ０２５－２７６－２３８２ FAX番号 ０２５－２７６－２５４５

e-mailアドレス meitetu86@yahoo.co.jp

ホームページのURL https://www.tsubakida.com

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

施設名 椿田病院　

住所
〒９５０－０１０５

新潟県新潟市江南区大渕１７６

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 江南区・東区の一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 1 0 0 1

非常勤 0 0 0 0

計 1 0 0 1

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号 025-282-7975 FAX番号 025-283-2812

e-mailアドレス reha@chitoseen.jp

ホームページのURL http://www.nice-hp.or.jp/chitose/

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール
急がず、無理なく、親切・丁寧をモットーに実施し、在宅生活の支援します。

施設名 社会医療法人仁愛会　介護老人保健施設 千歳園

住所
〒９５０－０９６５

新潟市中央区新光町１番地３３

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市中央区の一部・西区の一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 7 3 1 11

非常勤 0 0 0 0

計 7 3 1 11

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

一言アピール
安全・安心な在宅生活の継続と、ご利用者様の目指す活動と参加に向けたリハビリの提
供を行っています！

8

mailto:meitetu86@yahoo.co.jp
mailto:meitetu86@yahoo.co.jp
mailto:meitetu86@yahoo.co.jp
mailto:meitetu86@yahoo.co.jp
mailto:meitetu86@yahoo.co.jp
mailto:meitetu86@yahoo.co.jp
mailto:meitetu86@yahoo.co.jp
mailto:meitetu86@yahoo.co.jp
mailto:meitetu86@yahoo.co.jp
mailto:meitetu86@yahoo.co.jp
mailto:meitetu86@yahoo.co.jp
mailto:meitetu86@yahoo.co.jp
mailto:meitetu86@yahoo.co.jp
https://www.tsubakida.com/
https://www.tsubakida.com/
https://www.tsubakida.com/
https://www.tsubakida.com/
https://www.tsubakida.com/
https://www.tsubakida.com/
https://www.tsubakida.com/
https://www.tsubakida.com/
https://www.tsubakida.com/
https://www.tsubakida.com/
https://www.tsubakida.com/
https://www.tsubakida.com/
https://www.tsubakida.com/
mailto:reha@chitoseen.jp
mailto:reha@chitoseen.jp
mailto:reha@chitoseen.jp
mailto:reha@chitoseen.jp
mailto:reha@chitoseen.jp
mailto:reha@chitoseen.jp
mailto:reha@chitoseen.jp
mailto:reha@chitoseen.jp
mailto:reha@chitoseen.jp
mailto:reha@chitoseen.jp
mailto:reha@chitoseen.jp
mailto:reha@chitoseen.jp
mailto:reha@chitoseen.jp
http://www.nice-hp.or.jp/chitose/
http://www.nice-hp.or.jp/chitose/
http://www.nice-hp.or.jp/chitose/
http://www.nice-hp.or.jp/chitose/
http://www.nice-hp.or.jp/chitose/
http://www.nice-hp.or.jp/chitose/
http://www.nice-hp.or.jp/chitose/
http://www.nice-hp.or.jp/chitose/
http://www.nice-hp.or.jp/chitose/
http://www.nice-hp.or.jp/chitose/
http://www.nice-hp.or.jp/chitose/
http://www.nice-hp.or.jp/chitose/
http://www.nice-hp.or.jp/chitose/
mailto:meitetu86@yahoo.co.jp
https://www.tsubakida.com/
mailto:reha@chitoseen.jp
http://www.nice-hp.or.jp/chitose/


電話番号 ０２５－２８６－６６００ FAX番号 ０２５－２８６－４１３０

e-mailアドレス

ホームページのURL higashi-niigata-hp.or.jp

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

施設名 東新潟訪問看護ステーション

住所
９５０-０９２３

新潟市中央区姥ケ山２７４番地１

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市中央区、東区，江南区

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 1 0 0 1

非常勤 0 0 1 1

計 1 0 1 2

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号 025-232-0111 FAX番号 025-231-3431

e-mailアドレス reha@niigata-medical.jp

ホームページのURL

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

今年度から言語聴覚士の訪問も開始しました。まずは連絡ください。宜しくお願いしま
す。

施設名 新潟医療センター 訪問リハビリテーション

住所
〒950-2022

新潟市西区小針3-27-11

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市西区全域、中央区の一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 1 1 0 2

非常勤 0 0 0 0

計 1 1 0 2

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

一言アピール
いつでも気軽にご相談ください。
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電話番号 025-265-3171 FAX番号 025-231-2831

e-mailアドレス

ホームページのURL http://nishiniigata.hosp.go.jp

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

施設名 国立病院機構　西新潟中央病院　訪問看護ステーション

住所
〒950-2085

新潟市西区真砂1-14-1

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市西区・中央区の全域、東区の一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤（兼務） 4 1 0 5

非常勤 0 0 0 0

計 4 1 0 5

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号 025-201-7962 FAX番号 025-201-7920

e-mailアドレス h-rehabili@carelife-niigata.com

ホームページのURL https://h-kango.wixsite.com/carelife-niigata

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール
病院業務と兼務していますが、地域の皆様のために頑張っています！！！

施設名 ケアライフ訪問看護リハビリステーション

住所
〒950-2022

新潟市西区小針6丁目6番6号　福舞ビル102

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市西区・中央区の全域，東区の一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 3 0 0 3

非常勤 2 1 1 4

計 5 1 1 7

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

一言アピール
回復期退院直後の方から、人生の最終段階にいらっしゃる方まで、幅広い方々を対象と
して、その方の生活に即した訪問リハビリを提供しております。まずはお電話を。
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電話番号 0256-82-4831 FAX番号 0256-82-4877

e-mailアドレス iwamurohoumon@gmail.com

ホームページのURL http://iwamurohp.jp

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

施設名 岩室リハビリテーション病院　訪問看護ステーション

住所
〒953-0104

新潟市西蒲区岩室温泉772-1

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市西蒲区の一部(旧巻町、岩室村)・燕市全域・弥彦村全域

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 5 1 1 7

非常勤 0 0 0 0

計 5 1 1 7

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号 0256-82-5040 FAX番号 0256-82-5150

e-mailアドレス info-iwamuro@niwell.or.jp

ホームページのURL http://niwell.or.jp

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール
お1人おひとりの生活に寄り添った支援を目指しています。
言語聴覚士の訪問も始めました！

施設名 介護老人保健施設いわむろの里

住所
〒９５３－０１０３

新潟市西蒲区橋本９７番地１

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市西蒲区の一部、燕市の一部、弥彦村全域

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 1 0 0 1

非常勤 0 0 0 0

計 1 0 0 1

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

一言アピール
在宅サービスの拡充のため、頑張っています。
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電話番号 0256-88-5521 FAX番号 0256-88-5531

e-mailアドレス houkan@misatokai.or.jp

ホームページのURL http://www.misatokai.or.jp

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

施設名 西蒲中央病院

住所
〒959-0423

新潟市西蒲区旗屋731番地

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 西蒲区全域・南区全域・西区全域

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 0 0 0 0

非常勤 18 3 3 24

計 18 3 3 24

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号 0256-88-0171 FAX番号 0256-88-0172

e-mailアドレス houkan@misatokai.or.jp

ホームページのURL http://www.misatokai.or.jp

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール
介護保険・医療保険に対応しており、様々な疾患の方が利用されています。在宅で安
心・安全に生活できる様サポートしていきます。

施設名 西蒲中央病院訪問看護ステーション

住所
〒959-0423

新潟市西蒲区旗屋731番地

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 西蒲区全域・南区全域・西区一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 0 0 0 0

非常勤 10 2 3 15

計 10 2 3 15

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

一言アピール
 地域に根差したサービスを提供できるよう、主治医・ケアマネをはじめ様々な医療・福祉サー
ビスとの連携を強化しています。経験豊かなスタッフが個々の状態に合わせて対応しています。
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電話番号 025-211-2116 FAX番号 025－211－2126

e-mailアドレス misatohoukan@misatokai.or.jp

ホームページのURL http://www.misatokai.or.jp

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

施設名 西蒲中央病院みさと訪問看護ステーション

住所
〒950-2063

新潟市西区寺尾台2-4-46

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市西区全域、中央区全域、江南区一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 8 1 0 9

非常勤 0 0 3 3

計 8 1 3 12

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号 0256-70-4400 FAX番号 0256-70-4401

e-mailアドレス info@kaiseien.or.jp

ホームページのURL http://www.kaiseien.or.jp

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール
介護保険はもちろん難病、小児、障がい、精神等幅広く対応しております。看護師ス
タッフも充実しており、安心、安全なサービス体制を整えております。

施設名 医療法人社団 一意会 介護老人保健施設 回生園

住所
〒959-0425

新潟県新潟市西蒲区押付678番地

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 西蒲区の一部（当園より約5㎞圏内以内。（応相談））

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 1 0 0 1

非常勤 0 0 0 0

計 1 0 0 1

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

一言アピール
雰囲気を大切にし、相談しやすいところです。目標に向かってなるべく楽しくをモッ
トーにしています。
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電話番号 0256-77-5215 FAX番号 0256-77-5090

e-mailアドレス n.n.houkan@jojinkai.com

ホームページのURL https://www.jojinkai.com/niigata/01-2/

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

施設名 にいがた訪問看護ステーション

住所
〒953-0041

新潟県新潟市西蒲区巻甲4363番地

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市西蒲区全域・新潟市西区・南区の一部・燕市全域・弥彦村全域

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 4 2 1 7

非常勤 0 0 0 0

計 4 2 1 7

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号 （0256）70ー5311 FAX番号 70－5300

e-mailアドレス megumi＠hakuyukai.gr.jp

ホームページのURL

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール
当ステーションは新潟西蒲メディカルセンター病院内にあり、病院・居宅事業所と連携
し、退院直後から看取りまで幅広く対応しています。

施設名 介護老人保健施設　めぐみ園

住所
〒９５９－０５１６

新潟市西蒲区国見417番地

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市西蒲区・南区の一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 2 1 0 3

非常勤 0 1 0 1

計 2 2 0 4

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

一言アピール
訪問リハビリにて在宅生活の支援をさせて頂きます。
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https://kido.iryo-coop.com/

電話番号 025-273-2151 FAX番号 025-273-8360

e-mailアドレス homon-riha@kido-hp.com

ホームページのURL

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

施設名 新潟医療生活協同組合　木戸病院

住所
〒950-0862

新潟市東区竹尾4丁目13番3号

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市東区全域、北区・江南区・中央区の一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 0 0 0 0

非常勤 2 2 0 4

計 2 2 0 4

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号 025-250-6465 FAX番号 025-250-6867

e-mailアドレス najomo.houmon-kango@iryo-coop.com

ホームページのURL

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール

施設名 訪問看護ステーションなじょも

住所
〒950-0891

新潟市東区上木戸5丁目2番1号

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市東区全域、北区・江南区・中央区の一部

https://najomo.iryo-coop.com/

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 0 0 0 0

非常勤 2 2 0 4

計 2 2 0 4

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

一言アピール
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電話番号 025-279-1722 FAX番号 025-279-5118

e-mailアドレス houriha@ngt-kuwana.or.jp

ホームページのURL

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

施設名 桑名病院　訪問リハビリテーション事業所

住所
〒950-0032

新潟市東区河渡甲140番地

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市東区全域　中央区、北区の一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 4 2 0 6

非常勤 1 0 0 1

計 5 2 0 7

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号 025-362-0307 FAX番号 025-362-0288

e-mailアドレス

ホームページのURL

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール
地域の方々との関りを大切にしています！！

施設名 しろね訪問看護ステーション

住所
〒950-1203

新潟市南区大通黄金4丁目14番地2

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市南区全域、西区・江南区の一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 2 0 0 2

非常勤 2 1 2 5

計 4 1 2 7

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

一言アピール
PT・OT・STみんなで地域のために頑張っています。南区の端にあるので西区も近いで
す。気軽にご相談下さい。
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電話番号 025-271-9694 FAX番号 025-279-1290

e-mailアドレス madahan2002@rinko-hp.com

ホームページのURL http://www.rinko-hp.com/

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

施設名 新潟臨港病院

住所
〒950-0051

新潟市東区桃山町1-114-3

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市東区の全域、北区の一部、中央区の一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 2 1 0 3

非常勤 0 0 0

計 2 1 0 3

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号 025-271-9694 FAX番号 025-279-1290

e-mailアドレス madahan2002@rinko-hp.com

ホームページのURL http://www.rinko-hp.com/

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール
利用者さんの思いに応えられるように、元気に頑張ります。

施設名 臨港訪問看護ステーション

住所
〒950-0051

新潟市東区桃山町1-114-3

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市東区、北区、中央区

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 2 1 0 3

非常勤 0 0 0 0

計 2 1 0 3

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

一言アピール
看護師と療法士でしっかりコミュニケーションをとるように心掛けております。
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電話番号 ０２５－２６７－０１７６ FAX番号 ０２５－２６７－０１７７

e-mailアドレス riha@misono-hp.or.jp

ホームページのURL https://www.misono-hp.or.jp/

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

施設名  聖園病院

住所
〒９５０ー２００２

新潟市西区青山7丁目9番10号

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市西区・中央区の一部（聖園病院から車で概ね15分の範囲）

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 3 0 0 3

非常勤 2 1 1 4

計 5 1 1 7

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号 025-228-4020 FAX番号 025-228-4027

e-mailアドレス irifune_riha@niigata-min.or.jp

ホームページのURL なし

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール

施設名 社会医療法人 新潟勤労者医療協会 はまなす訪問看護ステーション

住所
〒951-8011

新潟市中央区入船町3丁目3629番地１

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 新潟市中央区全域　及び　新潟市東区の一部(中央区寄り）

一言アピール
経験年数10年以上のセラピストが対応しています。看護師と協働し、様々な目標レベル
に幅広く対応できるように心がけています。お気軽にご相談下さい。

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 0 0 0 0

非常勤 2 1 0 3

計 2 1 0 3

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無
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電話番号 0256-92-2952 FAX番号 0256-93-2076

e-mailアドレス tkhnst@shihatsudo.or.jp

ホームページのURL https://www.shihatsudo.or.jp/evergreen/houmonkango.html

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

施設名 医療法人積発堂　富永草野訪問看護ステーション

住所
〒959-0211

新潟県燕市富永216-1

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 燕市全域、弥彦村全域、新潟市西蒲区の一部

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 1 0 0 1

非常勤 0 0 0 0

計 1 0 0 1

※作業療法士による精神科訪問看護実施　有・無

電話番号 0256-78-8300 FAX番号 0256-78-8302

e-mailアドレス homon@sakurai-fukushi.or.jp

ホームページのURL http://www.sakurai-fukushi.or.jp

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール
　リハスタッフ1名体制ではありますが、看護師と連携しながら、利用者さん・患者さん
の生活を支える一助となれるよう励んでいます。

施設名 訪問看護ステーション・桜井

住所
〒959-0133

燕市新堀1138-1

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 燕市の全域・弥彦村の全域・新潟市西蒲区の一部・長岡市の一部

一言アピール
看護師の訪問共々、笑顔で親切・丁寧に対応します。

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 1 0 0 1

非常勤 0 0 0 0

計 1 0 0 1

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無
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施設名 五泉訪問看護ステーション

住所
〒959-1825

新潟県五泉市太田489番地1

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 五泉市の全域・新潟市秋葉区の一部

0 0 0

計 2 0 0 2

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

電話番号 0250-43-8449 FAX番号 0250-43-8442

e-mailアドレス khoumon@shinjinkai.or.jp

ホームページのURL www.shinjinkai.or.jp/gamma/

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

一言アピール

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 2 0 0 2

非常勤 0

施設名 訪問看護ステーション さんじょう

住所
〒　955-0055

三条市塚野目5丁目1-62　（厚生連　三条総合病院内）

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 三条市　燕市　加茂市　田上町　新潟市南区の一部

電話番号 0256-32-1328 FAX番号 0256-32-1328

e-mailアドレス san-rihabiri@grace.ocn.ne.jp

ホームページのURL https://www.kouseiren-sanjo.jp/

一言アピール
ご自宅での生活がより安全に、自分らしく過ごせるようにお手伝いさせていただきま
す。

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 1 1

非常勤 0

計 1 0 0 1

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無
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施設名 さくら訪問看護リハビリステーション

住所
〒955-0047

三条市東三条1丁目6番14号

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 三条市の全域、燕市の全域、新潟市南区、見附市の全域

電話番号 0256-36-1515 FAX番号 0256-46-0011

e-mailアドレス

ホームページのURL

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 2 0 0 2

非常勤 0 0 0 0

計 2 0 0 2

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無

一言アピール
主に三条市内(下田地域を含む)を訪問しています。地域の皆様のお力になれるよう、
日々、奮闘しています。

施設名 訪問看護ステーションみるら

住所
〒955-0057

新潟県三条市　新光町　29-54

施設区分 病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション・介護医療院

訪問範囲 三条市・燕市・加茂市・田上町の全域　　新潟市の一部（南区）

電話番号 0256-32-8129 FAX番号 0256-32-8103

e-mailアドレス t-myrrh@af.wakwak.com

ホームページのURL

一言アピール

SNS facebook 有・無　　　instagram 有・無　　　Twitter 有・無

訪問リハビリを
行っている職種の

人数

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 計

常勤 0 0 1 1

非常勤 0 0 0 0

計 0 0 1 1

※作業療法士による精神科訪問看護実施　　有・無
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