
＜県北＞

病院･施設名 住　所 電話番号 領域 担当者 受け入れ期間・条件等 人数／日

秋田労災病院 大館市軽井沢字下岱３０ 0186-52-3131 身障 田村　大 ８/１～８/３１←それ以外でも可（土・日・祝除く）　９：００～１２：００ ２人まで

介護老人保健施設　鹿角微笑苑 鹿角市十和田大湯字屋布ノ下タ２０ 0186-35-5556 老人 新山　昭子 ８/１～８/３１の火曜日～金曜日　１０：００～１６：００ ３人まで

能代山本医師会病院 能代市檜山新田沢１０５－１１ 0185-58-3311 身障・老人 大塚　淳子 ８/１～８/３１（土・日・祝除く）　８：５０～１５：００ ２人まで

介護老人保健施設　いこいの里 鹿角市八幡平字小山５０ 0186-32-3330 老人 木村　陽子 ８/１～８/３１（土・日除く）　１４：００～１６：００ ３人まで

大湯リハビリ温泉病院 鹿角市十和田大湯字湯ノ岱１６－２ 0186-37-3511 身体障害 高橋　芳徳 ８/１～８/３１（土・日・祝除く）　１３：３０～１６：００の間の９０分程度 ５人まで

能代厚生医療センター 能代市落合字上前田地内 0185-52-3111 身体障害 成田　修 ８/１～８/３１　８：３０～１７：００ １人まで

大館市立総合病院 大館市豊町３－１ 0186-42-5370 身障・精神 山内　裕智 ８/1～８/31の平日　９：３０～１５：００　　午前：精神領域　　午後：身障領域 ２人まで

介護老人保健施設　成寿苑 大館市釈迦内字狼穴７９番地 0186-48-4975 老人 黒沢まゆみ ８/１～８/３１　１３：３０～１７：３０　※日程詳細は見学希望者に合わせます（要ＴＥＬ) ２～３人まで

＜中央＞

病院･施設名 住　所 電話番号 領域 担当者 受け入れ期間・条件等 人数／日

秋田大学医学部保健学科 秋田市本道１丁目1-1 018-884-6534 教育 高橋  恵一 ８/１～８/３１（土・日・祝除く）　１０：００～１２：００ 何人でも可

ディ・リハスポット　西部ワンズライフ 秋田市川元小川町４－１８ 018-827-3557 地域（ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ） 澤田石智子 ８/１～８/３１（土・日・祝及び８/１３～８/１５除く）　９：００～１６：３０ ３人まで

介護老人保健施設　桜の園 秋田市下北手梨平字登館８番地 018-839-5977 老人 小杉　美和 ８/１～８/３１（土・日・祝及び８/１３～８/１５除く）　９：００～１６：００ １～２人まで

パリケア秋田訪問看護ステーション 秋田市泉中央２丁目１１－１０ 018-838-0828 地域リハ 横山　礼生 ８/１～８/３１　８：３０～１７：３０ １人まで

介護老人保健施設　遊心苑 秋田市添川字境内川原１９６－１ 018-831-3666 老年期 佐藤　久美子 ８/１～８/３１（土・日・祝除く）　９：００～１６：００ ２人まで

介護老人保健施設　悠久荘 秋田市御所野堤合３丁目３番地１ 018-892-7800 老人 保坂　幸毅 ８/２２～８/２６　９：３０～１１：００ ３人まで

湖東厚生病院 南秋田郡八郎潟町川崎字貝保３７ 018-875-2100 身体障害 澤木　悠菜 ８/１～８/３１　９：００～１７：００ ２人まで

中通訪問看護ステーション 秋田市中通５丁目９－２２ 018-837-2501 訪問リハ 原田　大河 ８/８～８/３１（土・日・祝除く）　８：３０～１７：００ １人まで

中通リハビリテーション病院 秋田県秋田市中通６丁目１−５８ 018-833-1131 身障 川口　将史 ８/１～８/３１（８/１１、８/１３～８/１５除く）　９：００～１１：３０または１３：００～１５：３０ ５人まで

介護老人保健施設　あまさぎ園 由利本荘市岩城富田字根本９－３ 0184-62-5001 老年期 堀井　美和 ８/１～８/３１（日曜日を除く）　９：００～１７：００　※希望者の都合に合わせる 1～２人まで

きららアーバンパレス 秋田市大町2丁目５－１ 018-895-7272 老人 福田　亜由美 ８/２、８/２３、８/２５、８/３０　１３：００～１５：３０ ２人まで

秋田厚生医療センター 秋田市飯島西袋１丁目１−１ 018-880-3000 身障 西村　結弥 ８/５（金）、８/１９（金）、８/２６（金）のみ可　１３：００～１７：００ 1人まで

中通総合病院 秋田市 南通みその町３-１５ 018-833-1122 身障 住吉　亮子 ８月中の火曜日・木曜日　９：００～１２：００ ３人まで

秋田緑ヶ丘病院 秋田市飯島字堀川84 018-845-2161 精神 忠村　裕 ８/４、８/１８、８/２５　１４：００～１６：３０ ２人まで

介護老人保健施設　しょうわ 由利本荘市石脇字田尻３３ 0184-23-7100 老年期 柳橋　正彦 ８/１～８/３１（土・日・祝及び８/５、８/１２を除く）　９：００～１２：００ ２人まで

＜県南＞

病院･施設名 住所 電話番号 領域 担当者 受け入れ期間・条件等 人数／日

市立大曲病院 大仙市飯田字堰東２１０ 0187-63-9100 精神 伊藤裕太郎 ８/１～８/３１（土・日・祝除く）　１０：００～１２：００ ３人まで

介護老人保健施設　昭平苑 湯沢市柳田字中嶋２２７－１ 0183-72-1117 高齢者 由利　俊一 ８/８～８/１２　９：３０～１５：３０ ２人まで

介護老人保健施設　やすらぎの苑 横手市杉沢字中杉沢４００ 0182-33-4001 老年期 佐藤　千尋 ８/２～８/３１（土・日・祝と８/１３除く）①１０：００～１１：３０　②１４：００～１５：３０　　 ２～３人まで

市立角館総合病院 仙北市角館町上野１８ 0187-54-2111 身体障害 高橋　徹 ８/１～８/３１（土・日・祝除く）　８：３０～１７：００ ３人まで

介護老人保健施設　杏授苑 仙北郡美郷町野中字下明子２１４ 0187-84-4065 老年期 鈴屋　友貴 ８/1～８/１９（土・日・祝除く）　９：００～１５：３０ １人まで

由利組合総合病院 由利本荘市川口字家後３８ 0184-27-1200 身障 高橋　進一 ８/１～８/３１（土・日・祝除く）　９：００～１１：００ ２人まで

由利本荘医師会病院 由利本荘市水林４５６－４ 0184-22-0054 身体障害 佐々木　寿子 ８/１～８/３１（日、８/１１～８/１５除く）　９：００～１１：００　１２、１５日は状況次第で可の場合有 ２～３人まで

市立横手病院 横手市根岸町５－３１ 0182-32-5001 身体障害 高橋　洋 ８/１～８/３１（土・日・祝除く）　８：３０～１７：１５　※時間等帯要相談 １～２まで

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター 大仙市協和上淀川字五百刈田３５２ 018-892-3751 身障・精神 高見　美貴 ８/１～８/３１　９：００～１５：００ ２人まで

雄物川クリニック 横手市雄物川町今宿字棒突４４－１ 0182-22-5511 訪問リハ 鈴木　史子 ８/１～８/３１（土・日・祝及び８/１２と８/１５を除く）　８：３０～１７：３０　※１日５～７件訪問 １人まで

市立大森病院 横手市大森町字菅生田２４５ー２０５ 0182-26-2141 身障・老人 佐藤　智佳子 ８/１～８/３１（土・日・祝除く）　８：３０～１７：００ ２人まで

平鹿総合病院 横手市前郷字八ツ口３-１ 0182-32-5253 身障 斎藤　はるみ ８/１～８/３１（土・日・８/１２～８/１６を除く）　１２：５０～１６：００ ２～３人まで

介護老人保健施設　ゆーとぴあ神室 湯沢市小野字東堺７６ 0183-52-5111 老年期　 齊藤　祐子 ８/１５～８/１９　９：００～１２：００ ２人まで

大曲厚生医療センター 大仙市通町８－６５ 0187-63-2111 身体障害 佐々木　麻里 ８/１～８/３１（土・日・祝及び８/１３、８/１４除く）　９：００～１５：００ ２人まで

医療法人慧眞会　協和病院 大仙市協和上淀川字五百刈田２７７番地１ 018-892-2881 精神科 畑谷　恵美 毎週水曜日　※８/３１はＡＭのみ　１０：００～１２：００、１４：００～１６：００ ５人まで

社会福祉法人かむろ　複合施設すみれ 湯沢市愛宕町３丁目７－４６ 0183-72-7100 老人 藤原　佐絵子 ８/１～8/１０　９：００～１６：００ ２～３人まで

※身障＝身体障害領域　　老人＝老年期障害領域　　精神＝精神障害領域　　訪問＝訪問リハビリ ※人数は１日の人数です。

平成２８年度　作業療法推進活動月間　見学可能施設一覧

見学前に希望の施設・担当者へご連絡をお願いします


