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平成 29年度 南丹圏域リハビリテーション資源調査結果 

（回答が得られたもの、および公開可のもののみ掲載） 

病院・診療所 

医療法人 亀岡病院          亀岡市古世町 3-21-1  TEL 0771-22-0341  FAX 0771-22-9200 

[入院・外来・訪問リハビリ対応] 

 [職種・人数]：理学療法士(15) ※内非常勤 1・作業療法士(3)※内非常勤 2・言語聴覚士(4) 

 [訪問エリア]：亀岡市内 

[特徴]：在宅復帰を目指したリハビリテーションを行っています。法人の各事業所と連携した対応を行ってい

ます。 

 

医療法人清仁会 亀岡シミズ病院    亀岡市篠町広田 1-32-15 TEL0771-23-0013 FAX0771-25-0551 

 [入院・外来・訪問・通所リハビリ対応] 

 [職種・人数]：理学療法士(8)・作業療法士(4)・言語聴覚士(1)  

 [訪問エリア]：亀岡市内（全域） 

 [特徴]：発症後、術後早期より心身機能の向上目的に急性期から慢性期までの時期に応じた介入を実施してい

ます。地域の方が可能な限り、ご自宅での生活が送れる様に在宅でのリハビリテーションを必要とさ

れる方に対して、介護保険での訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションにも力を入れてい

ます。 

 

 亀岡市立病院             亀岡市篠町篠野田 1-1 TEL0771-25-7313 FAX0771-25-7312 

 [入院・外来リハビリ対応] 

 [職種・人数]：理学療法士(6)・作業療法士(2) 

 [特徴]：整形外科疾患の急性期リハを中心に、症状が安定した患者さまに対し、「在宅復帰に向けた準備」をす

るため「地域包括ケア病床」を開設しました。また、急性期病院からの患者様の受け入れや、在宅・

生活復帰支援の機能を発揮し、今後もよりいっそう地域に貢献できるよう取り組んでい参ります。 

 

 花ノ木医療福祉センター     亀岡市大井町小金岐北浦 37-1  TEL 0771-23-0701 FAX0771-22-8348 

[外来・入所リハビリ対応] ※障害児者リハ・児童発達支援対応   

 [職種・人数]：理学療法士(4)・作業療法士(6)・言語聴覚士(3)※内非常勤 1  

[特徴]：軽度発達障がいから重度心身障がいの方まで、小児分野でみています。 

 

医療法人丹笠会 丹波笠次病院  船井郡京丹波町須知町裏 13-7 TEL0771-82-1145 FAX0771-82-1697 

[訪問・通所リハビリ対応]  

 [職種・人数]：作業療法士(4) 

[訪問エリア]：京丹波町内 

[特徴]：一日コース、半日コースでその方のライフスタイルに応じた対応が可能。セラピストは常駐していま

す。 

 

 

 



2 

 

 

国保京丹波町病院         船井郡京丹波町和田大下 28 TEL0771-86-0220 FAX0771-86-0863 

 [入院・外来・訪問リハビリ対応]  

 [職種・人数]：理学療法士(4) 

[訪問エリア]：京丹波町内 

[特徴]：「私たちの町の私たちの病院」のスローガンの下、地域に根ざし、急性期から維持期まで幅広く対応し

ています。 

 

 国保京丹波町病院 和知診療所   船井郡京丹波町本庄今福 5 TEL 0771-84-1112 FAX 0771-84-1160 

 [外来・入所・訪問リハビリ対応] 

 [職種・人数]：理学療法士(1) 

[訪問エリア]：京丹波町和知地区及びその周辺地域 

[特徴]：地域の居宅支援事業所のケアマネージャーと連携し、 

利用者様に適切な対応ができるようにしている。 

 

明治国際医療大学附属病院   南丹市日吉町保野田ヒノ谷 6-1 TEL0771-72-1221 FAX0771-72-0234 

[入院・外来・訪問リハビリ対応]  

 [職種・人数]：理学療法士(7)・作業療法士(3) ※内非常勤 1 

[訪問エリア]：南丹市、京丹波町（車で片道 20 分の範囲） 

[特徴]：入院リハビリについては、退院後の日常生活を具体的に想定するために家屋訪問を実施し、関係職種

により情報を共有し、円滑な退院後の生活が行って頂けるよう取り組んでいます。外来リハビリでは、

脳血管、運動器のリハビリテーションを個別に行っております。また、南丹市、京丹波町を中心に介

護保険による訪問リハビリも行っており、在宅生活の支援も実施しています。 

 

医療法人丹医会 園部丹医会病院   南丹市園部町美園町 5-8-7 TEL0771-62-0515 FAX0771-62-2832 

 [入院・外来・訪問リハビリ対応]  

 [職種・人数]：理学療法士(5)・作業療法士(3) ※内非常勤 1 

  [訪問エリア]：南丹市 ※美山町を除く 

[特徴]：地域包括ケア病床があり、入院では急性期～回復期までリハビリが行えます。また、外来・訪問リハ

ビリも行っており、急性期～維持期までフォローすることができています。 

 

 京都中部総合医療センター     南丹市八木町八木上野 25 TEL 0771-42-2510 FAX0771-42-5071 

[入院・外来・訪問リハビリ対応] 

 [職種・人数]：理学療法士(27)・作業療法士(9)・言語聴覚士(5)・マッサージ師(2) 

 [訪問エリア]：亀岡市・南丹市（一部除く）  

[特徴]：2015 年 12 月から回復期リハビリ病棟を立ち上げ、急性期・回復期・訪問とつながりのあるリハビリ

を提供できるようになりました。なるべくスムーズに在宅生活に戻れるよう、初期からカンファレン

スを行い、必要な訓練や退院調整を行っています。 
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医療法人財団 美山診療所       南丹市美山町安掛下 8 TEL0771-75-1113 FAX0771-75-0622 

[入所・訪問・通所リハビリ対応]  

 [職種・人数]：理学療法士(1)※非常勤・作業療法士(2)※非常勤 1 

[訪問エリア]：南丹市美山町内 

[特徴]：老健、通所、訪問と幅広くリハビリテーションの提供を行い、利用者さんの在宅生活を支えていきた

いと思っています。 

 

 社会福祉法人利生会 柿花診療所  亀岡市稗田野町柿花畑ケ中 17 TEL0771-25-1700 FAX0771-24-9006 

[通所リハビリ対応]  

 [職種・人数]：理学療法士(4) ※非常勤 

 [特徴]：高齢者の回復リハビリテーションを行っています。 

 

 ふくしま内科医院          京都府亀岡市旅籠町 25 TEL 0771-25-9116 FAX 0771-25-9116 

 [外来リハビリ対応] 

 [職種・人数]：言語聴覚士(1) 

 [特徴]：言語、構音障害、吃音に対応しています。 
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老人保健施設  

 

介護老人保健施設こもれび    亀岡市千代川町北ノ庄向条 24 TEL0771-29-1121 FAX0771-29-1122 

[入所・通所・訪問リハビリ対応]  

[職種・人数]：理学療法士(6)※内非常勤 1・言語聴覚士(1) 

[訪問エリア]：亀岡市・南丹市八木町(神吉・日置・氷所・船枝・諸畑を除く)  

 

老人保健施設 はぎの里      南丹市日吉町保野田萩原 1-1 TEL0771-72-1510 FAX0771-72-0565 

[入所・通所リハビリ対応]  

[職種・人数]：理学療法士(3)・作業療法士(1) 

[特徴]：今できることを 5 年先も 10 年先もできるように身体と心のメンテナンスを担うわたしたちの役割は重

要です。ご利用者とセラピストが共に地道な努力を積み重ねることが必要です。日々、試行錯誤しなが

ら、セラピスト同士でも積極的に意見を交わし、相談を行い、治療に反映させています。 

 

老人保健施設 シミズふないの里   南丹市八木町西田山崎 16 TEL0771-43-2111 FAX0771-42-3933 

[入所・通所・訪問リハビリ対応]  

[職種・人数]：理学療法士(6) ※内非常勤 1・言語聴覚士(1) 

[訪問エリア]：南丹市八木町全域、亀岡市の一部 

[特徴]：入所、通所、訪問の組み合わせにより、地域の利用者様が安心して自立した生活が続けられるよう 

切れ目のないリハビリテーションサービスの提供を目指しています。 

      多職種と連携し、利用者様の変化に迅速に対応出来るように心掛けています。 

 

 

特別養護老人ホーム 

特別養護老人ホーム 亀岡園 亀岡市河原林町河原尻上砂股 100 番地 TEL0771-25-9700 FAX0771-25-9701 

[入所リハビリ対応]  

[職種・人数]：理学療法士(1)※非常勤・作業療法士(1)※非常勤 

 

特別養護老人ホーム 長生園 南丹市園部町上木崎町坪ノ内 19 TEL0771-62-0223 FAX0771-62-1898 

[入所リハビリ対応]  

[職種]：セラピスト以外の職種 

[特徴]：訓練に楽しみをもっていただけるような工夫をしている。 

（レクリエーション的な輪投げや魚釣り等を取り入れています。） 

 

特別養護老人ホーム はぎの里    南丹市日吉町胡麻萩原 15  TEL0771-72-1500 FAX0771-72-1515 

[入所リハビリ対応] 

[職種]：セラピスト以外の職種 

[特徴]：利用者の生活に大きく関わる下肢の抵抗力をいろいろな角度からアプローチする。 
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デイケア・デイサービス・通所介護事業所など 

あおばリハビリデイサービスセンター 亀岡市三宅町 2丁目 12-5  TEL0771-23-8158 FAX0771-25-2757 

[訪問リハビリ・デイサービスでの機能訓練対応] 

 [職種・人数]：セラピスト以外の職種 

 [特徴]：デイサービス内での機能訓練指導員を中心に訓練計画書を作成し、一人一人のレベル、目的に合わせ

た訓練メニューに沿って介護職員も協力しながら機能訓練を進めている。 

 

いいのデイセンター    亀岡市南つつじヶ丘大葉台 2-44-1 TEL0771-25-9779 FAX0771-25-0037 

 [デイサービスでの機能訓練対応] 

 [職種・人数]：理学療法士(1)※非常勤・セラピスト以外の職種 

 [特徴]：生活機能向上を目的に、身体面・認知面のアプローチを実施している。 

 

認知症対応型通所介護 やぎ詩の郷 八木町刑部片山 20 番地 7 TEL0771-43-0317 FAX0771-43-0318 

[デイサービスでの機能訓練対応] 

 [職種・人数]：看護師 

 

デイサービスセンターさくら      亀岡市旭町年角 27-3 TEL0771-25-5597 FAX0771-25-5598 

[デイサービスでの機能訓練対応] 

 [職種・人数]：セラピスト以外の職種 

[特徴]：在宅生活を営む上で必要な残存する生活機能状態を把握し実施します。特徴的には、マシーンによる 

運動負荷に加えて、体調等により変化する筋力を適切に評価し、徒手にて抵抗運動を行い、筋力の保

持・向上を図ります。 

 

デイサービスふれあい本町    南丹市園部町本町 33 番地  TEL0771-68-2818 FAX0771-68-2819 

[デイサービスでの機能訓練対応] 

 [職種・人数]：看護師 

 

デイサービスセンター 長生園  南丹市園部町上木崎町坪ノ内 19 TEL0771-62-0223 FAX0771-62-1898 

[デイサービスでの機能訓練対応]  

[職種]：看護師 

[特徴]：事業所内に独立したリハビリ室を持ち、起立訓練台、大腿筋力強化訓練機、エアロバイクなど機器も 

数点揃えており利用者は自己の機能に応じて選択し運動する事が出来る。専従の看護師が計画的に機 

能訓練指導を行っているが、訪問リハビリを受けている利用者については訪問 PT と連携し実施内容 

を共有しながらリハビリを行っている。 

 

長生園第２デイサービスセンター  園部町埴生小山 87 番地 1 TEL0771-65-5580 FAX0771-65-0889 

[リハビリ対応なし] 

[特徴]：専門職は配置されていないが看護師と介護士が協働し、利用者の関心に応じた物作り、工場見学や催

し参加など地域への外出、ボランティアを指導者としたサークル活動を通じて生活リハビリとし、利

用者の心身の機能を維持向上している。 
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NIS リハトレセンター     南丹市八木町八木西町裏 52-1 TEL0771-20-6052 FAX0771-20-6052 

[デイサービスでの機能訓練対応] 

 [職種・人数]：セラピスト以外の職種 

 [特徴]：利用者様が飽きない様に月ごとに変わるグループ体操とメモリーストレングスと呼ばれる認知症予防

体操をしています。また各種マシントレーニングや利用者様に対応した個別トレーニングも行ってい

ます。 

 

美山こぶしの里      南丹市美山町高野素崎 14-2 TEL0771-76-9027 FAX0771-76-9028 

[デイサービスでの機能訓練対応]  

[職種]：看護師 

 

ami つうしょ（デイサービス）亀岡市西別院町柚原西条 83 TEL0771-27-8550 FAX0771-27-8555 

[デイサービスでの機能訓練対応]  

 [職種・人数]：理学療法士(2) ※内非常勤１ 
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訪問によるリハビリが可能な施設 

施設 訪問エリア 対応職種 

医療法人 亀岡病院 亀岡市内 理学療法士・言語聴覚士 

医療法人清仁会 亀岡シミズ病院 亀岡市内 理学療法士・作業療法士 

医療法人丹医会 園部丹医会病院 南丹市全域（美山町を除く） 理学療法士・作業療法士 

医療法人丹笠会 丹波笠次病院 京丹波町内 作業療法士 

国保京丹波町病院 京丹波町内 理学療法士 

国保京丹波町病院 和知診療所 京丹波町和知地区及びその周辺地域 理学療法士 

医療法人財団美山健康会 美山診療所 南丹市美山町内 理学療法士・作業療法士 

京都中部総合医療センター 亀岡市 南丹市（車で 30分範囲） 理学療法士・作業療法士 

明治国際医療大学附属病院 南丹市日吉町 京丹波町（車で 20分範囲） 理学療法士 

老人保健施設 シミズふないの里 南丹市八木町全域 亀岡市の一部 理学療法士 

介護老人保健施設 こもれび 
亀岡市及び南丹市八木町 

(神吉・日置・氷所・船枝・諸畑を除く) 
理学療法士 

亀岡病院訪問看護ステーション 亀岡市内 理学療法士・看護師 

訪問看護ステーション亀岡シミズ 亀岡市内 看護師 

そのべ訪問看護ステーション 南丹市（美山町除く） 京丹波町 看護師 

リハ＆ナースステーション ami 亀岡市・南丹市全域 理学療法士 
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デイケア・デイサービスによる機能訓練が可能な施設 

施設 対応職種 

医療法人 亀岡病院 理学療法士・言語聴覚士 

医療法人清仁会 亀岡シミズ病院 理学療法士 

医療法人丹笠会 丹波笠次病院 作業療法士 

医療法人財団美山健康会 美山診療所 理学療法士・作業療法士 

社会福祉法人利生会 柿花診療所 理学療法士 

鎌田整形外科医院 理学療法士・作業療法士（介護予防のみ） 

老人保健施設 はぎの里 理学療法士・作業療法士 

老人保健施設 シミズふないの里 理学療法士・言語聴覚士 

介護老人保健施設 こもれび 理学療法士 

介護老人保健施設 陽生苑 理学療法士・作業療法士 

はたごまち通所リハビリセンター 理学療法士・言語聴覚士 

amiつうしょ 理学療法士 

いいのデイセンター 理学療法士・セラピスト以外の職種 

美山やすらぎホーム セラピスト以外の職種 

デイサービスふれあい本町 セラピスト以外の職種 

デイサービスセンター さくら セラピスト以外の職種 

美山こぶしの里デイサービスセンター セラピスト以外の職種 

デイサービスセンター 長生園 セラピスト以外の職種 

ＮIＳリハトレセンター セラピスト以外の職種 

第二亀岡園デイサービスセンター セラピスト以外の職種 

デイサービスセンターあおぞら セラピスト以外の職種 

亀岡あゆみデイサービスセンター セラピスト以外の職種 

長生園第二デイサービスセンター セラピスト以外の職種 

けやきデイサービスセンター セラピスト以外の職種 

デイサービス ふれあいハート セラピスト以外の職種 

 


