
利用施設一覧 平成３０年１０月

新発田地域
1 医療機関 35 施設

病院

・新潟県立新発田病院 ・医療法人愛広会　豊浦病院

・新潟県立リウマチセンター ・脳神経センター　阿賀野病院

・医療法人社団　共生会　中条中央病院 ・医療法人愛広会　新潟ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院　

・医療法人社団　M＆Bｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ北越病院 ・医療法人白日会　黒川病院

・医療法人社団　竹内会　竹内病院 ・あがの市民病院

・医療法人社団　葵会　新潟聖籠病院

診療所

・阿部医院 ・安斎クリニック

・東谷医院 ・佐久間医院

・小野耳鼻科医院 ・医療法人悠生会　片桐記念クリニック

・笹川医院 ・花野内科医院

・たかはし脳外科皮フ科医院 ・三日市内科クリニック

・丹呉医院 ・本田脳神経外科クリニック

・ちの泌尿器科内科医院 ・緑町内科・消化器内科やまだクリニック

・平塚ファミリークリニック ・はなの医院

・安田診療所 ・田中医院

・大杉脳外科医院

・高橋クリニック

・二王子温泉クリニック

歯科診療所

・河内歯科医院

2 介護事業所・施設 51 施設
地域包括支援センター

・新発田北地域包括支援センター ・阿賀野市地域包括支援センター 笹神

・新発田南地域包括支援センター ・阿賀野市地域包括支援センター 阿賀野

・新発田東地域包括支援センター ・胎内市地域包括支援センター みらい

・新発田西地域包括支援センター ・地域包括支援センター やまぼうし

・新発田中央地域包括支援センター ・地域包括支援センター 胎内市社協

・聖籠町地域包括支援センター ・地域包括支援センター 中条愛広苑

居宅介護支援事業所

・居宅介護支援　加治川の里 ・老人介護支援センター　しうんじ

・居宅介護支援事業所　豊浦愛宕の園 ・ＳＯＭＰＯケア新発田居宅介護支援

・下越総合健康開発ｾﾝﾀｰ居宅介護支援センター ・ジャパンケア新潟

・しばた社協居宅介護支援センター ・ジャパンケア聖籠

・なかじょう居宅介護支援事業所新発田 ・居宅介護支援事業所　有限会社　ほたる

・ほっとしばたケアセンター

居宅サービス事業所

　訪問介護サービス

・新発田市社協訪問介護事業所 ・ホームヘルプサービス　しうんじ

・エヌ介護サービス　新発田センター ・訪問介護事業所　有限会社　ほたる

　訪問入浴介護サービス

・下越総合健康開発ｾﾝﾀｰ　訪問入浴介護

　訪問看護サービス

・下越総合健康開発ｾﾝﾀｰ訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ・医療法人愛広会訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ中条愛広苑

・なかじょう訪問看護ステーション新発田 ・あがの市民病院訪問看護ステーション

・医療法人竹内会訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝランジュ

　通所介護サービス

・加治川デイサービスセンター ・デイサービスセンター加治川の里

・新発田中井デイサービスセンター ・デイサービスセンター　しうんじ

・新発田西デイサービスセンター

・新発田駅前ひらた内科クリニック

・聖籠町国民健康保険診療所

かえつ医療介護連携協議会 合計１９０施設
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　通所リハビリサービス

・医療法人社団共生会中条中央病院 通所リハビリ　

　福祉用具貸与サービス

・株式会社　五十嵐薬品 ・さくらメディカル株式会社　新発田営業所

地域密着型サービス事業所

　特別養護老人ホーム

・特別養護老人ﾎｰﾑしうんじ ・特別養護老人ﾎｰﾑ胎内まごころの里きのと

・特別養護老人ﾎｰﾑ聖籠まごころの里 ・特別養護老人ﾎｰﾑ胎内まごころの里

・特別養護老人ﾎｰﾑ新発田まごころの里

　介護老人保健施設

・いいでの里 ・二王子

　小規模多機能型居宅介護

・ささえ愛ゆう ・小規模多機能ﾎｰﾑ　聖籠まごころの里

　グループホーム

・グループホーム加治川の里

3 薬局 26 施設
・まのはら薬局 ・リリオ薬局

・下越薬剤師会支援センター薬局 ・すいばら調剤薬局

・有限会社　さとう薬局 ・壮快調剤薬局

・新富町調剤薬局 ・しなの薬局新発田店

・西本町調剤薬局 ・しなの薬局あがの店

・はまなす薬局 ・東新薬局

・しばたセンター薬局 ・五十嵐薬品諏訪山薬局

・紫雲調剤薬局 ・五十公野薬局

・三日市薬局 ・おくやま調剤薬局

・中央薬局　新発田店 ・全快堂薬局　新栄店

・全快堂薬局　新発田店 ・ゆたか薬局

・本間薬局 ・みどり町調剤薬局

・越中屋薬局　ドラッグホクト ・新発田駅前薬局

4 行政 0 施設

5 その他 3 施設
・新発田北蒲原医師会（かえつ在宅医療推進ｾﾝﾀｰ） ・かえつ在宅歯科医療連携室

・新発田地域在宅医療・介護連携推進ｾﾝﾀｰ

かえつ医療介護連携協議会 合計１９０施設



利用施設一覧 平成３０年１０月

村上地域
1 医療機関 17 施設

病院

・新潟県立坂町病院 ・新潟県厚生連　瀬波病院

・医療法人　新光会　村上記念病院 ・医療法人　責善会　村上はまなす病院

・山北徳洲会病院 ・医療法人　山北会　肴町病院

・村上総合病院

診療所

・いが医院

・粟島へき地出張診療所

・瀬賀医院 ・関川村国民健康保険関川診療所

・荒川中央クリニック ・佐々木整形外科

・佐野医院 ・鈴木医院

歯科診療所

2 介護事業所・施設 40 施設
地域包括支援センター

・村上市地域包括支援センター ・関川村地域包括支援センターせきかわ

居宅介護支援事業所

・村上市社会福祉協議会居宅介護支援むらかみ ・介護支援センター　かんきち堂

・村上市社会福祉協議会居宅介護支援あさひ ・株式会社　まごの手

・村上市社会福祉協議会居宅介護支援さんぽく ・ケアプランセンター　なごみの郷

・居宅介護支援事業所　羽衣 ・すまいるプラン

・あけぼのプランニング ・社会福祉法人関川村社会福祉協議会　

居宅サービス事業所

　訪問介護サービス

・村上市社会福祉協議会ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝむらかみ ・ヘルパーステーションゆめ

・村上市社会福祉協議会ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあさひ ・ツクイ　村上飯野

・ヘルパーステーション あおぞら ・社会福祉法人関川村社会福祉協議会　

・ケアパートナー よろこび ・ヘルパーステーションせきかわ

　訪問入浴介護サービス

・村上市社会福祉協議会　訪問入浴あさひ

　訪問看護サービス

・村上市岩船郡医師会訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝふる里 ・訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ関川ナーシングセンター

・村上総合病院訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝむらかみ

　通所介護サービス

・デイサービス　いいの・ひかり苑 ・関川村デイサービスセンター

・リブインハーモニー三之町 ・関川村高齢者生活福祉センター

・瀬波デイサービスセンター　瀬波すみれ荘 ・粟島浦村通所介護センター

・さわらびセンター

地域密着型サービス事業所

　特別養護老人ホーム

・特別養護老人ホーム　村上まごころの里 ・特別養護老人ホーム　ゆり花園

　介護老人保健施設

・介護老人保健施設　三面の里 ・介護老人保健施設　優和の里

・佐藤内科・小児科医院

・青木医院

かえつ医療介護連携協議会 合計１９０施設
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・介護老人保健施設　杏園

　障害者支援施設

・浦田の里 ・いわくすの里

　小規模多機能型居宅介護

・ハーティプラザ　関川

　グループホーム

・グループホームふるさと

3 薬局 14 施設
・すがいやっきょく上海府店 ・しなの薬局坂町店

・せきかわ調剤薬局 ・有限会社坂町薬局

・ラベンダー薬局 ・まいづる調剤薬局

・かんまち調剤薬局 ・ウィスタリア村上薬局

・かみはやし調剤薬局 ・ドラッグさとう

・むらかみ調剤薬局 ・大町キムラ薬局駅前店

・中安調剤薬局 ・あらまち調剤薬局

4 行政 2 施設
・村上市　山北支所　地域振興課 ・粟島浦村役場

5 その他 2 施設
・村上市岩船郡医師会（村上地域在宅医療推進ｾﾝﾀｰ） ・村上市岩船郡在宅歯科医療連携室

115 施設

75 施設

190 施設合 計

新 発 田 地 域

村 上 地 域

かえつ医療介護連携協議会 合計１９０施設


