
支部 施設名 尊称 ご芳名 担当職種、部署 担当 郵便番号 施設住所 電話 ＦＡＸ 期間 人数 事前連絡希望時期 見学可能内容 見学者必要準備（服装等）
高校生以外で
も受け入れ

受け入れ
可能日数

札幌 市立札幌病院 院長 富樫　正樹
日本作業療法士協会
認定OT

石井　陽史 060-8604 札幌市中央区北11条西13丁目 011-726-2211 011-726-7912 制限なし 2名 1ヵ月前まで リハビリテーション 特になし -

札幌 医療法人　札幌山の上病院 院長 千葉 進 作業療法士 竹内　大人 063-0006
札幌市西区山の手6条9丁目1番1
号

011-621-1200 011-621-3577 いつでも可能。 10名前後 １週間前 施設全体及びリハビリテーション実施場面など 特になし -

札幌 医療法人社団　北樹会病院 院長 髙橋　雅俊 作業療法士 伊東　雅也 062-0025
札幌市豊平区月寒西5条8丁目4番
32号

011-856-1111 011-856-1116 平日いつでも可能 3名 見学の1ヵ月前 リハビリや病棟の見学 特になし -

石狩 医療法人　喬成会　花川病院 理事長 竹川　節男
作業療法士 作業療法
科

菅野　由紀子 061-3207 石狩市花川南7条5丁目2番地 0133-73-5311 0133-73-5243
7～８月の夏休み期
間　要相談

2名 希望日の1ヵ月前
実際の作業療法場面を見学していただきます。
挨拶はしっかりお願いします。

運動靴 × 2時間

石狩 介護老人保健施設　北星館 施設長 藤本　博生 作業療法士 磯野 066-0081 千歳市清流5丁目1番1号 0123-40-2525 0123-40-2526 4月～3月 2名 希望日の1ヵ月前
入所・デイケア見学。実際の作業療法場面を見
学していただきます。挨拶はしっかりお願いし
ます。

運動靴、ジャージ、（お弁
当）

×

後志 札樽・すがた医院 院長 菅田　忠夫 作業療法士 金谷　匡紘 047-0034 小樽市緑2丁目29-3 0134-23-8266 0134-23-8267 随時
最大2名程
度、随時相

談
1ヵ月前に連絡希望

神経難病・脳血管疾患・整形疾患・発達障がい
の外来・訪問OT

上靴、昼をまたぐ際には昼
食

○

後志 医療法人　ひまわり会　札樽病院 院長 池田　康一郎
リハビリテーション
療法部

水野　威 047-0261 小樽市銭函3-298 0134-62-5851 0134-62-5007（リハ直通） 応相談 2～3名 最低でも1週間前 身体障害、発達障害、訪問、デイのOT 上靴 -

後志 済生会小樽病院 院長 近藤　真章 作業療法士 三崎　一彦 047-0008 小樽市築港10番1 0134-21-2756 0134-25-2888 随時 4名 希望日の1週間前 作業療法場面 特になし ○

後志
社会福祉法人　古平福祉会
れい明の里(地域密着型通所介護事業所)セルフケア

理事長 木村　輔宏 作業療法士 辻田　宏 046-0132
古平郡古平町大字浜町893番地5
古平町高齢者複合施設
ほほえみくらす内

0135-42-2505 0135-42-2535 随時 1名 1ヵ月前の連絡希望 作業療法場面 動きやすい服装、上靴 ○

後志 南小樽病院 理事長 大川　博樹 作業療法士 太田　健一 047-0002 小樽市潮見台1丁目5-3 0134-21-2333 0134-21-2600 随時 3～4名 3ヵ月前 作業療法場面 スーツ ○

道北 北海道療育園 施設長 林　時仲
作業療法士、機能訓
練科

吉田　雅紀 071-8144 旭川市春光台4条10丁目 0166-51-6524 0166-51-6871 随時 10名程度まで1ヵ月前 施設案内、業務内容説明、訓練見学
公共交通機関が不便なので
要確認を

○

道北 株式会社健康会　あけぼの訪問看護ステーション 所長 佐々木　菊代 作業療法士 野村　利佳 070-8045 旭川市忠和5条7丁目15-16 0166-69-2777 0166-69-2650 7～8月 2名 1週間前 訪問看護（OTの訪問）
ジャージ着用、弁当・水分
を持参

○

道北 医療法人社団　ふらの西病院 理事長・院長 松田　英郎
作業療法士、リハビ
リテーション課

草野　功介 076-0038 富良野市桂木町2番77号 0167-23-6600 0167-22-3508 随時 1名 1ヵ月前 院内OT場面
ジャージ・ポロシャツ、上
靴など

○

道北 医療法人双葉会　旭川脳神経外科循環器内科病院 院長 田之岡　篤
作業療法士、リハビ
リテーション科

谷脇　宏行 078-8220 旭川市10条通21丁目 0166-33-2311 0166-35-5386
6～9月（午前中の
み）

2名 1週間前 訓練室内での訓練 上靴 ○

道北 医療法人社団　旭川圭泉会病院 理事長 直江　寿一郎 作業療法士 手塚　隆文 078-8208 旭川市東旭川町下兵村252 0166-36-1559 0166-36-4193 随時 2名まで 1ヵ月前 OT場面 制服、上履き ○

道北 医療法人　元生会　森山メモリアル病院 院長 中島　進 作業療法士 北村　憲洋 070-0832 旭川市旭町2条1丁目31番地 0166-55-2000 0166-55-5050 随時
1日1～3名程
度

1ヵ月前 リハ室内での治療見学 上下ジャージ、運動靴 ○

道北 旭川三愛病院 院長 豊泉　武男 作業療法士 小笠原　和真 079-8414 旭川市永山4条6丁目3-24 0166-47-6666 0166-47-6700 いつでも 何名でも可能いつでも可能 院内見学、リハ見学、他 上靴、昼食等 ○

道北 介護老人保健施設　旭泉苑 施設長 橋爪　裕子 作業療法士 岩井　洋平 079-8414 旭川市永山4条6丁目3-24 0166-47-8000 0166-47-7867 11月～2月以外 1名 1ヵ月前 施設見学、リハビリ業務見学 上靴 ○

道北 医療法人社団　萌仁会　荻野病院 理事長 荻野　武裕
作業療法士、コメ
ディカル部

石黒　香織 077-0048 留萌市大町3丁目28-1 0164-42-2427 0164-42-0179 随時 1～3名 1ヵ月前 OT治療場面、病院施設、デイケア見学 制服、上靴、筆記用具 ○

日胆苫小牧 医療法人社団生き生き会　光洋いきいきクリニック 院長 中島　浩芳 作業療法士 橋本  英好 053-0811 苫小牧市光洋町1-16-16 0144-71-2700 0144-76-2201
随時可能ですが、要
相談

2名程度 1ヵ月前 医療・介護のリハビリ
ジャージなど動きやすい服
装や運動靴

×

日胆苫小牧 医療法人静仁会　静仁会静内病院 院長 井斉　偉矢 作業療法士 牧野　篤史 056-0005
日高郡新ひだか町静内こうせい
町1-10-27

0146-42-0701 0146-43-2168 通年可能 3名程度まで 1ヵ月前 入院・外来・通所リハビリ　訪問リハビリ 動きやすい服装 ○

日胆苫小牧 医療法人社団養生館　青葉病院 院長 和田　耕一 作業療法士 高橋 053-0807 苫小牧市青葉町2丁目9-19 0144-75-8000 0144-75-2118 通年(応相談)
年1回2名ま
で受け入れ

可能
9時～17時

筆記用具・上靴・動きやす
い服装(ジャージ・Tシャ
ツ)

○

日胆苫小牧 医療法人社団生田医院　介護老人保健施設さくら 院長 生田　好広 作業療法士
和泉　聡　高野　有
耶

059-0922 白老郡白老町字萩野74番地 0144-83-3127 0144-83-3128 随時 2～3名 1ヵ月前 リハビリ全般
動きやすい服装、上靴、筆
記用具

○

日胆苫小牧 植苗病院 院長 芦澤　健 作業療法士 東　　法子 059-1365 苫小牧市植苗52-2 0144-58-2314 0144-58-2564 9月～2月頃 2～3名 1ヵ月前 リハビリ全般
動きやすい靴、動きやすい
服装

○

日胆苫小牧 苫小牧澄川病院　苫小牧健樹園 施設長 北尾　研二 作業療法士 山内　幹生 059-1271 苫小牧市澄川町7丁目9番18号 0144-67-6515 ○

日胆室蘭
社会福祉法人北海道社会事業協会洞爺病院
　　（略称 洞爺協会病院）

院長 青木　茂 作業療法士 村岡　孝久 049-5605 虻田郡洞爺湖町高砂町126番地 0142-74-2555 0142-74-2665 随時 2～3名程度
1ヵ月程度前には連絡
をいただけることが
望ましい

病院内のリハビリテーション部門以外に訪問・
通所リハビリテーションも見学可能

ジャージ・室内履き ○

日胆室蘭 特定医療法人社団千寿会　三愛病院 理事長 千葉　泰二 作業療法士 湯浅　律子 059-0463 登別市中登別町24番地12 0143-83-1111 随時 3名程
見学希望日の1ヵ月前
に連絡希望

上靴・動きやすい服装
(ジャージ)

○

日胆室蘭 医療法人登別すずらん病院 理事長 志田　勇人 作業療法士 高橋　智昭 059-0027 登別市青葉町34-9 0143-85-1000 0143-85-1729 随時 3～4名
見学希望日の1ヵ月前
に連絡希望

ジャージ、ポロシャツなど ○

日胆室蘭 室蘭太平洋病院 院長 伊藤　真義 作業療法士 永沼　徹 050-0054 室蘭市白鳥台5丁目19番2号 0143-59-2211 随時 1名
見学希望の1ヵ月前に
連絡希望

上靴、筆記用具 上靴・筆記用具 ○

日胆室蘭 医療法人社団　医修会　大川原脳神経外科病院
 理事長 大川原　淳 作業療法士 長谷川　温子 050-0082 室蘭市寿町1丁目10番地１号 0143-44-1519 ○

道南 社会医療法人　高橋病院 理事長 高橋　肇 作業療法士 千田　芳明 040-0054 函館市元町32-18 0138-23-7221 随時 1～3名程度 1ヵ月前
動きやすい服装と運動靴。
常識の範囲内でお願いしま
す。

○ 半日

道南 医療法人　雄心会　函館新都市病院 理事長 伊藤　丈雄 作業療法士 蓮田　順子 041-0802 函館市石川町331-1 0138-46-1321 8月～11月 2名 1ヵ月前 ジャージ ○ 2時間

作業療法　見学学生受け入れ病院・施設　一覧表（令和元年6月10日更新）



道南 渓仁会　介護老人保健施設　コミュニティホーム八雲 施設長 向　幸惠 作業療法士 大和　孝司 049-3117 二海郡八雲町栄町13-1 0137-65-2000 0137-63-2085 随時 3名程度 1ヵ月前 ジャージ・運動靴・名札 ○ 半日

道南 医療法人社団　山樹会　平山医院
理事長
院長

平山　繁樹
平山　拓也

作業療法士 原田　淳樹 040-1136 函館市東雲町6番11号 0138-22-4821 0138-22-3327
6月～12月を希望
（混雑期のため）

2～3名程度 見学希望日の1ヵ月前
外来整形外科が中心ですので、スポーツ外傷な
どに興味があれば幸いです。

動きやすい服装、靴であれ
ば大丈夫です（制服でも）

○
半日
（できれ
ばPM）

道南 医療法人　亀田病院分院　亀田北病院 院長 吉川　修身 作業療法士 山本　昌子 041-0802 函館市石川町191-4 0138-47-2306 0138-47-2306 随時 3名程度 見学希望日の1ヵ月前
＊お願い：高校生見学受け入れ実施の際には、
当院宛てに依頼文送付お願いいたします。

運動しやすい華美にならな
い服装、ジャージなど、内
履きを持参して下さい。

○
半日
希望によ
り要相談

道南 社会福祉法人函館厚生院　函館中央病院 病院長 本橋　雅壽 作業療法士 大井　雅人 040-0011 函館市本町33-2 0138-52-1231 0138-54-7520 随時
4名まで
それ以上は
要相談

1週間程度前には連絡
希望

学校指定のジャージ・上靴 ○
半日・1
日

道南 社団法人　函館脳神経外科病院 院長 嶋﨑　光哲 作業療法士 山﨑　礼二 041-8609 函館市神山1丁目4番12号 0138-53-6111 随時 1名 1ヵ月前 個別連絡 ○ 1日

道南 特定医療法人　富田病院 理事長 富田　恒一 作業療法士 那須　貴彦 042-0935 函館市駒場町9-18 0138-52-1112 随時 3名まで 1ヵ月前 服装などは常識の範囲でお願いします。 白靴・動きやすい服装 ○ 1日

道南 社会医療法人　仁生会　西堀病院 理事長 小芝　章剛 作業療法士 伊丸岡　知明 041-0853 函館市中道2丁目6番11号 0138-52-1531 0138-52-1532 随時 3名 2週間前 詳細については電話にて要相談。 動きやすい服装、上靴 ○
1日
希望によ
り調整可

道南 市立函館病院 院長 森下　清文
リハビリ技士科
作業療法士

竹田　奈緒美 041-0821 函館市港町1-10-1 0138-43-2000 7月～10月応相談 応相談 1ヵ月前 白衣と上靴 × 1～2時間

道南 介護老人保健施設やわらぎ苑西桔梗 施設長 枝沢　寬 作業療法士 髙橋　奈々子 041-0824 函館市西桔梗町735-4 0138-49-8555 0138-49-7707 随時 1回2名まで 少なくとも2週間前
電話問い合わせを頂いた時に具体的な希望など
をお聞きします

学校のジャージなど・内履
き

○ 半日

道南 医療法人財団　明理会　道南ロイヤル病院 院長 鈴木　孝治 理学療法士
窓口：佐藤　洋介
担当OT：飛田　康介

049-4501
久遠郡せたな町檜山区北檜山
322-4

0137-84-5011 0137-84-6911 随時 要相談 1ヵ月前
当院は公共交通機関の順回頻度が少ないため、
来院を検討している場合は窓口へご相談くださ
い。

学校指定ジャージ（暑い場
合は白地のTシャツに下は
ジャージ）。靴は日常使用
している靴で問題なし。

○
1日でも
時間単位
でも可能

道南 医療法人　亀田病院　 理事長 蒲池　匡文
リハビリテーション
科　科長

小川　剛 041-0812 函館市昭和1丁目23番11号 0138-40-1500 0138-41-7124 要相談 要相談 1ヵ月前
動きやすくキレイ目な服
装、上履き持参

○ 半日

釧根 医療法人社団　信診連　デイケアセンターたこ八 施設長 山本　美邦 リハビリ担当 若林　努 088-3203
川上郡弟子屈町湯の島3丁目1番5
号

015-482-7667 015-482-7670 随時 3名 3週間前 電話にて説明 ○

釧根 星が浦病院 院長 高谷　了 作業療法士 宮下　徹也 084-0912 釧路市星が浦大通り3-9-13 0154-54-2500 0154-54-2510 9月～11月 最大6名 1ヵ月前 学校ジャージ、上靴 ○

釧根 石田病院 院長 石田　康雄 作業療法士 田代　瑞穂 086-1160 標津郡中標津町りんどう町5-6 0153-72-9112 0153-72-9151 随時 制限なし 1ヵ月前 動きやすい服装、上靴 ○

釧根 田中医院デイケアセンターさくら 理事長 田中　文章 作業療法士 瀬下　義正 088-1151 厚岸町真栄1丁目82番地 0153-52-7155 0153-52-7156 随時 複数名可 1ヵ月前 運動ができる服装 ○

釧根 市立釧路総合病院（身障部門） 院長 高平　真 作業療法士 平川　宏樹 085-0822 釧路市春湖台1-12 0154-41-6121 0154-41-4080 随時 2～3名 1ヵ月前 作業療法室内の作業療法
動きやすい服装（もしくは
学生服）、上靴。服装は華
美なものは不可

○

釧根 独立行政法人労働者健康安全機構　釧路労災病院 院長 野々村　克也 作業療法士 吉川　陽 085-8533 釧路市中園町13-23 0154-22-7191 0154-25-7308 随時 1～2名 1ヵ月前 なし なし ○

釧根 釧路赤十字病院 院長 山口　辰美 作業療法士 大和　浩美 085-8512 釧路市新栄町21-14 0154-22-7171 0154-24-7880 随時 3～4名 1ヵ月前 なし
動きやすい服装
上靴

○

釧根 釧路北病院 理事長 豊増　省三 作業療法士 佐々木　卓也 084-0902 釧路昭和190-105 0154-55-6111 0154-55-3811 随時 1～3名 1ヵ月前 なし
動きやすい服装
上靴

○

釧根 釧路孝仁会記念病院 理事長 齋藤　孝次 窓口：法人事業部 北川　仁 085-0062 釧路市愛国191-212 0154-39-1222 随時 5名 最低1ヵ月前
当法人では小・中・高校生の見学について、法
人事業部が一括で受付しております。

○

釧根 標茶町立病院 院長 佐藤　泰男 作業療法士 大塚　恭子 088-2311 川上郡標茶町開運4-1 015-485-2135 015-485-2519 随時 5名以内 1ヵ月前 リハビリ科以外の見学も可 動きやすい服装、上靴 ○

空知 医療法人 讃生会　介護老人保健施設　月形緑苑 施設長 佐藤　孝生 作業療法士 有田　史則 061-0502 樺戸郡月形町81-72 0126-53-2222 0126-53-2389 随時 2～3名 1ヵ月前 作業療法場面など 動きやすい恰好 ○

空知 医療法人社団つつじ会　空知中央病院 院長 黒田　義彦 作業療法士 高尾　由紀 073-1103
樺戸郡新十津川町字中央20番地
４

0125-76-4111 0125-76-3151
ご連絡頂いた際に検
討します。

ご連絡頂い
た際に検討
します。

1ヵ月前 作業療法室内の作業療法
学校指定の服装、上靴、名
札など

○

空知 砂川市立病院 院長 田口　宏一　 作業療法士 小野寺　智和 073-0196 砂川市西4条北3丁目1番1号 0125-54-2131 0125-54-0101 随時 応相談 1ヵ月前
身障部門、精神部門の作業療法の見学、体験な
ど

特になし ○

空知 脳神経よしだクリニック 院長 吉田　英人 作業療法士 三澤　達也 073-0034 滝川市空知町２丁目10-15 0125-26-2600 0125-26-2626 随時 1～2名 特になし 作業療法場面など 電話にて説明 ○

十勝 社会医療法人北斗　十勝リハビリテーションセンター 院長 竹田　晴男 作業療法士 伊藤　亘佑 080-0833 帯広市稲田町基線2番地１ 0155-67-6820 0155-67-6821 要相談 要相談 希望日1ヵ月前
身障領域の作業療法・介護保険領域（デイケ
ア・訪問リハ）

上履き、適切な服装 ○ 要相談

十勝 北海道立緑ヶ丘病院 院長 東端　憲仁 作業療法士 佐藤　真吾 080-0334 河東郡音更町緑が丘１番地 0155-42-3377 0155-42-4233 随時相談 随時相談
1ヵ月程前までに
連絡希望

精神科分野院内・外来ＯＴ　病院の運営体制の
変更等がある場合は、受け入れをご遠慮してい
ただく場合もございます。ご了承下さい。

上靴 ○ 随時相談

十勝 十勝勤医協帯広病院 院長 深町　知博 作業療法士 塚越　健一郎 080-0019 帯広市西9条南12丁目4番地 0155-21-4111 0155-27-1168 随時 1～2名 見学希望日の1ヵ月前 身障領域の作業療法
動きやすい服装（ジャー
ジ）、上靴

○ 半日

十勝 医療法人社団　刀圭会　協立病院 院長 佐藤　幸宏 作業療法士 池戸　奈美子 080-0046 北海道帯広西16条北1丁目27番地 0155-35-3355 0155-33-4702 随時 2名程度 3週間前まで 身障領域の作業療法
上靴、ジャージ等動きやす
い服装

○ 半日

十勝 介護老人保健施設　ヴィラかいせい 施設長 山川　健次郎 作業療法士 上宿　秀明 080-2472
北海道帯広市西22条南2丁目2番
地10

0155-37-7600　　 0155-37-7602 随時 1～2名 1ヵ月間に連絡希望 動きやすい格好、運動靴 ○ 半日

十勝 更別村国民健康保険診療所 所長 山田　康介 作業療法士 石川　慶 089-1531
北海道河西郡更別村字更別190番
地1

0155-52-2301 0155-53-2100 随時 1回2名 見学希望日の1ヵ月前
当院の紹介文書が必要であれば、作成致しま
す。（訪問リハや通所リハ等、他院では体験で
きない分野があります）

運動しやすい服装、中靴 ○ 1日

十勝 介護老人保健施設ケアステーションひかり 施設長・医師 天羽　ありさ
リハビリテーション
部主任

根本　直久 089-2104
北海道広尾郡大樹町字大樹10番
地8

01558-6-5566 01558-6-5567 随時
1～2名
3名以上は要
相談

1ヵ月前に連絡 特になし
上靴のみ持参。スリッパは
用意可能。

○ ～1日


