令和２年度小児リハビリテーション関連施設一覧

京都府リハビリテーション支援センター

索 引
※クリックするとそのページにとびます
【周産期医療機関】
１ 京都第一赤十字病院（京都市東山区）
２ 京都大学医学部附属病院（京都市左京区）
３ 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター（舞鶴市）
４ 京都府立医科大学附属病院（京都市上京区）
５ 京都府立医科大学附属北部医療センター（与謝郡与謝野町）
６ 舞鶴共済病院（舞鶴市）
７ 市立福知山市民病院（※地域リハビリテーション支援センター）
（福知山市）
８ 綾部市立病院（綾部市）
９ 京都中部総合医療センター（※地域リハビリテーション支援センター）
（南丹市）
１０ 独立行政法人国立病院機構京都医療センター（京都市伏見区）
１１ 地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院（京都市中京区）
１２ 京都第二赤十字病院（京都市上京区）
１３ 総合病院日本バプテスト病院 （京都市左京区）
１４ 三菱京都病院（京都市西京区）
１５ 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院（京都市西京区）
１６ 済生会京都府病院（※地域リハビリテーション支援センター）
（長岡京市）
１７ 宇治徳洲会病院（宇治市）
１８ 医療法人社団石鎚会

田辺中央病院（京田辺市）

１９ 京都山城総合医療センター（※地域リハビリテーション支援センター）（木津川市）
【小児医療福祉センター等】
２０ 京都府立舞鶴こども療育センター（舞鶴市）
２１ 重症心身障害児施設

花ノ木医療福祉センター（亀岡市）

２２ 社会福祉法人聖ヨゼフ会 聖ヨゼフ医療福祉センター（京都市北区）
２３ 京都府立こども発達支援センター(すてっぷせんたー)(診療所)（京田辺市）
【小児難病等対応医療機関】
２４ 独立行政法人国立病院機構宇多野病院（京都市右京区）
２５ 独立行政法人国立病院機構南京都病院（城陽市）
【各圏域小児対応医療機関】
（丹後）
２６ 京丹後市立弥栄病院（京丹後市）
２７ 公益財団法人 丹後中央病院（※地域リハビリテーション支援センター）
（京丹後市）
（中丹）
２８ 舞鶴赤十字病院（※地域リハビリテーション支援センター）（舞鶴市）
２９ 綾部ルネス病院（綾部市）
（南丹）
３０ 亀岡市立病院（亀岡市）
３１ ムツミ病院（亀岡市）
３２ 亀岡病院（亀岡市）
（京都市域）
３３ 京都民医連あすかい病院（京都市左京区）

３４ 京都逓信病院（京都市中京区）
３５ 医療法人家森クリニック（京都市中京区）
３６ たちいり整形外科医院（京都市西京区）
３７ 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院（京都市右京区）
３８ 洛和会音羽病院（京都市山科区）
３９ 医療法人社団淀さんせん会 金井病院（京都市伏見区）
４０ 京都市第二児童福祉センター診療所（京都市伏見区）
（山城北）
４１ 京都岡本記念病院（※地域リハビリテーション支援センター）
（久御山町）
４２ 宇田医院（宇治市）
４３ 宇治武田病院（宇治市）
（山城南）
４４ 医療法人社団医聖会

学研都市病院（相楽郡精華町）

４５ 精華町国民健康保険病院（相楽郡精華町）
【各圏域別小児訪問リハ対応事業所】
（丹後）
４６ 京丹後市久美浜訪問看護ステーション（京丹後市）
４７ 京丹後市訪問看護ステーションふれあい（京丹後市）
４８ 宮津訪問看護ステーション（宮津市）
４９ 天の橋立訪問看護ステーション（与謝郡与謝野町）
（中丹）
５０ 舞鶴赤十字 訪問看護ステーション（舞鶴市）
５１ 有限会社 ピア・サポート訪問看護ステーション（舞鶴市）
５２ 訪問看護ステーションはまなす（舞鶴市）
５３ ふらむはぁと訪問看護・リハビリねっと綾部（綾部市）
５４ ほっとステーションきぼう（福知山市）
５５ 訪問看護ステーションいすず（福知山市）
５６ 訪問看護ステーションすまいる（福知山市）
（京都市域）
５７ こなか医院（京都市北区）
５８ ナーシングケアホームおとく（京都市北区）
５９ 訪問看護ステーションひろば（京都市北区）
６０ 一般社団法人 振興諒

訪問看護ステーション太陽（京都市上京区）

６１ 上京診療所（京都市上京区）
６２ 京都民医連あすかい病院 訪問リハビリテーション（京都市左京区）
６３ くまのクリニック訪問リハビリテーション（京都市左京区）
６４ グロースリング株式会社 訪問看護ステーション ひのき（京都市左京区）
６５ 訪問看護ステーションポジフルしも鴨（京都市左京区）
６６ 訪問看護ステーション「ケアネットよしだ」
（京都市西京区）
６７ 訪問看護ステーションアドナース洛西（京都市西京区）
６８ 訪問看護ステーションアドナース西院（京都市右京区）
６９ 西京極診療所（京都市右京区）
７０ ピ～ス西院（京都市右京区）
７１ かなえるリハビリ訪問看護ステーション都（京都市中京区）

７２ 訪問看護ステーション響（京都市中京区）
７３ 訪問看護ステーション虹（京都市下京区）
７４ 共和病院（京都市伏見区）
７５ メディケア・リハビリ訪問看護ステーション京都（京都市伏見区）
７６ 有限会社エム・エヌ

訪問看護ステーション伏見（京都市伏見区）

７７ いきいき３６５訪問看護ステーション（京都市伏見区）
７８ 訪問看護ステーションたもつ（京都市伏見区）
（乙訓）
７９ 京都府済生会訪問看護ステーション（長岡京市）
８０ 土井医院（機能強化型在宅療養支援診療所）
（長岡京市）
８１ 医療法人総心会 訪問看護ステーション「ふれあい」
（長岡京市）
（山城北）
８２ 宇治徳洲会 訪問看護ステーション（宇治市）
８３ 訪問看護ステーションとくら（宇治市）
８４ 訪問看護ステーション縁（宇治市）
８５ 医療法人石鎚会 訪問看護ステーションやすらぎ（京田辺市）
８６ 訪問看護ステーション京たなべ（京田辺市）
８７ 医療法人啓信会 訪問看護ステーションきづ川はろー（城陽市）
８８ メディケア・リハビリ訪問看護ステーション城陽（城陽市）
（山城南）
８９ 精華町国民健康保険病院 訪問リハビリテーション（相楽郡精華町）
【小児訪問リハ未対応事業所】
９０ 綾部市立病院 訪問看護ステーション（綾部市）
９１ 亀岡病院 訪問看護ステーション（亀岡市）
９２ 亀岡病院 訪問リハビリテーション（亀岡市）
９３ 洛和会訪問看護ステーション東大路（京都市左京区）
９４ 訪問看護ステーションそら（京都市西京区）
９５ ステーションイルカ（京都市右京区）
９６ 訪問看護ステーション四条鉾町（京都市下京区）
９７ さんさんリハビリ訪問看護ステーション（京都市南区）
９８ 訪問看護ステーションひまわり（京都市山科区）
９９ ラハイナ訪問看護ステーション（宇治市）

周産期医療機関
総合周産期母子医療センター
1
病院名：京都第一赤十字病院
住所：605-0981 京都市東山区本町１５丁目７４９番地
電話番号：075-561-1121（代表） 075-533-1280（地域医療連携室）
FAX：075-533-1282
小児関連病床情報：ＮＩＣＵ 9 床、ＧＣＵ １８床、ＭＦＩＣＵ ６（９）床
小児リハ対応：☒入院（☒NICU ・ ☒一般）

☐外来

小児リハ対応診療科：小児科、整形外科
小児リハ対応窓口： ☒小児科

☐リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☒新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

）
☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：脳性麻痺、発達障害、小児整形外科疾患（外傷術後）、呼吸器合併症、言
語聴覚障害・摂食嚥下障害（評価のみ）
実施リハビリ内容：PT

疾患、障害に応じて実施

OT

整形外科疾患のみ対応

ST

入院患児のみ言語聴覚障害・摂食嚥下障害評価

NICU での実施リハビリ内容：
＊ディベロップメンタルケアを PT が実施している
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊哺乳指導を ST が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT がしている
＊NICU 退院後の外来発達フォローを PT が実施している
主な連携先：聖ヨゼフ医療福祉センター、周辺医療機関、周辺福祉機関
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

周産期医療機関
2
病院名：京都大学医学部附属病院
住所：606-8507 京都市左京区聖護院川原町５４
電話番号：075-751-3111
FAX： －
小児関連病床情報：ＮＩＣＵ 9 床、ＧＣＵ 12 床、MFICU 6 床 小児科 35 床
小児リハ対応：☒入院（☒NICU ・ ☒一般）

☐外来

小児リハ対応診療科： 小児科 NICU
小児リハ対応窓口： ☐小児科

☐リハビリテーション科

☒地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☒新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

）
☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☐19 歳以上の成人
対象疾患･障害： 規定なし
実施リハビリ内容：PT

脳血管疾患、運動器疾患、呼吸器疾患等に対するリハ

OT

脳血管疾患、運動器疾患、呼吸器疾患等に対するリハ

ST

脳血管疾患、摂食嚥下障害に対するリハ

NICU での実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊哺乳指導を ST が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT、OT が実施している
＊医療的ケアを必要とする新生児の退院に向けたサービス調整や在宅訪問指導を PT、
OT が実施している
主な連携先： －
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

周産期医療機関
周産期母子医療センター サブセンター（北部）
3
病院名： 舞鶴医療センター
住所：625－8502 舞鶴市字行永２４１０番地
電話番号：0773-62-2680
FAX：0773-63-5332
小児関連病床情報：ＮＩＣＵ 3 床

ＧＣＵ

６床

小児リハ対応：☒入院（☒NICU ・ ☒一般）

☐外来

小児リハ対応診療科：小児科
小児リハ対応窓口： ☒小児科

☒リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☒新生児

）

☒乳幼児（0～6 歳）

☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：急性期を中心とした小児科疾患全般、摂食嚥下障害
実施リハビリ内容：PT 関節可動域訓練、排痰、体位変換、ポジショニング、感覚運動、
家族指導
ST バンゲード、摂食嚥下訓練、家族指導
NICU での実施リハビリ内容：関節可動域訓練、排痰
主な連携先：舞鶴こども療育センター、地域の訪問看護ステーション
その他：小児救急医療体制病院、教育機関では舞鶴支援学校と情報共有している。

周産期母子医療センター サブセンター（南部）
４
病院名；京都府立医科大学附属病院
住所；602-8566 京都市上京区河原町通広小路上る梶井町４６５
電話番号；075-251-5111（代表）
FAX：075-211-7093（代表）
小児関連病床情報：NICU ６床 GCU １２床

PICU ６床

小児リハ対応：☒入院（☒NICU ・ ☐一般）

☐外来

小児リハ対応診療科：小児科、整形外科、（耳鼻咽喉科）
小児リハ対応窓口： ☐小児科

☐リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☒その他（ 各対応診療科 ）
小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
対象年齢：☒新生児
☐乳幼児（0～6 歳）
☐学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)
お問い合わせ下さい
☐19 歳以上の成人
対象疾患･障害：小児がん、小児整形疾患
実施リハビリ内容：PT

ディベロップメンタルケア、発達支援、家族指導

NICU での実施リハビリ内容：
＊ディベロップメンタルケアを PT が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT が実施している
主な連携先：聖ヨゼフ医療福祉センター、京都市児童福祉センター
その他：小児の高次脳機能障害については対応不可。
施設番号をクリックすると索引に戻ります

周産期医療機関
周産期医療２次病院（丹後圏域）
5
病院名：京都府立医科大学附属北部医療センター
住所：与謝郡与謝野町字男山４８１
電話番号：0772-46-3371
FAX：0772-46-3371
小児関連病床情報：ＮＩＣＵ ４床
小児リハ対応：☒入院（☐NICU ・ ☒一般）

☒外来

小児リハ対応診療科： 小児科，整形外科、神経内科
小児リハ対応窓口： ☐小児科

☐リハビリテーション科

☒その他（ 相談室
対象年齢：☐新生児

☐地域医療連携室

）

☐乳幼児（0～6 歳）

☐学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患・障害：CP、整形外科疾患
実施リハビリ内容：PT

物理療法、運動療法、義肢装具士とともに装具作成

OT

運動療法、高次脳機能評価

ST

言語療法、摂食嚥下療法、高次脳機能評価

NICU での実施リハビリ内容：なし
主な連携先： －
その他： －

周産期医療２次病院（中丹圏域）
6
病院名：舞鶴共済病院
住所：625-0036 舞鶴市字浜１０３５番地
電話番号：0773-62-2510
FAX：0773-64-4301
小児関連病床情報：小児科 (不定)床
小児リハ対応：☒入院（☐NICU ・ ☒一般）

☒外来

小児リハ対応診療科： 整形外科
小児リハ対応窓口： ☐小児科

☐リハビリテーション科

☐その他（
対象年齢：☐新生児

☒地域医療連携室

）

☐乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患・障害： 運動器疾患
実施リハビリ内容：PT

ROMex.、筋トレ、ADL トレーニング

OT

ROMex.、筋トレ、ADL トレーニング

NICU での実施リハビリ内容：なし
主な連携先： －
その他：小児救急医療体制病院

施設番号をクリックすると索引に戻ります

周産期医療機関
7
病 院 名：市立福知山市民病院
住

所：620-8505 福知山市厚中町２３１番地

電話番号：0773-22-2101
FAX：0773-22-6181
小児関連病床情報：ＮＩＣＵ 4 床（重症新生児室をＮＩＣＵとして記載）
小児科病床 17 床（重症新生児室 4 床含む）
小児リハ対応：☒入院（☒NICU ・ ☒一般）

☒外来

小児リハ対応診療科： 小児科
小児リハ対応窓口： ☒小児科

☐リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☒新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

）
☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☐19 歳以上の成人
対象疾患･障害： CP､二分脊椎、染色体異常、自閉症スペクトラム、ADHD、LD、MR、
DCD、小児整形疾患、言語聴覚障害、摂食嚥下障害、呼吸障害、高次
脳機能障害
実施リハビリ内容：PT

運動療法、ROMex.、筋力強化訓練、補装具適応、
呼吸理学療法、ADLex.、家族指導、歩行訓練

OT

遊び/日常生活動作に対する支援、学習に対する支援、
シーティング、自助具の適応、感覚統合を含む粗大運動、
コミュニケーション支援、文具操作など巧緻動作に対する支援

ST

言語理解、言語表出、読み書き、SST、吃音、AAC(マカトン法、
PECS、タブレット端末各種アプリ、意思伝達装置など）、
構音訓練、家族指導、言語評価各種、発達検査各種、
摂食嚥下 ex

CP

心理検査(知能検査、発達検査）、心理面接(カウンセリング、
コミュニケーション支援、学習支援、家族指導など）

NICU での実施リハビリ内容：重症新生児室でのリハビリ内容
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊哺乳指導を OT、ST が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT、OT が実施している
＊NICU 退院後の外来発達フォローを PT、OT、ST が実施している
＊医療的ケアを必要とする新生児の退院に向けたサービス調整や在宅訪問指導を PT、
OT、ST が実施している
主な連携先： 舞鶴医療センター、舞鶴こども療育センター、福知山市子ども発達支援相談
ステーションくりのみ園、福知山市児童発達支援センターすきっぷ、京都府
中丹西保健所、福知山市子ども政策室、教育委員会（府・市）、各保育園・
幼稚園・小中学校・特別支援学校、各児童発達支援事業所
その他①： 小児救急医療体制病院
その他②： 発達障害に対するリハビリについては条件があるため要問合せ。また希望者
については所定の手続きが必要。

施設番号をクリックすると索引に戻ります

周産期医療機関
8
病院名：綾部市立病院
住所：623-0011 綾部市青野町大塚２０番地の１
電話番号：0773-43-0123
FAX：0773-42-7870
小児関連病床情報：NICU（不定）床

小児科病床（不定）床

小児リハ対応：☒入院（☐NICU ・ ☒一般）

☒外来

小児リハ対応診療科：小児科
小児リハ対応窓口： ☐小児科

☒リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☐新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

）
☒学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)

☐19 歳以上の成人
小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
対象疾患･障害：運動発達障害、軽度知的障害、言語発達障害、講音障害
お問い合わせ下さい
実施リハビリ内容：PT

成年の変形･拘縮予防や動作能力低下予防のための機能訓練、

home ex.指導、座位保持装置、補装具の作成･修理
OT

遊びを通した感覚統合、応用的運動機能訓練、はさみ、箸、鉛

筆の操作練習、手指の巧緻動作訓練、ADL 訓練、作業活動、家族との
面接、就学前支援
ST

ことばやコミュニケーションの遅れに対する言語訓練、講音訓練

NICU での実施リハビリ内容：なし
主な連携先： －
その他：小児救急医療体制病院

施設番号をクリックすると索引に戻ります

周産期医療機関
周産期医療２次病院（南丹圏域）
9
病院名：京都中部総合医療センター
住所：629-0141 南丹市八木町八木上野２５
電話番号：0771-42-2510
FAX：771-42-5071
小児関連病床情報：ＮＩＣＵ 6 床 GCU ４床

小児科 22 床

小児リハ対応：☒入院（☐NICU ・ ☒一般）

☒外来

小児リハ対応診療科：小児科、整形外科
小児リハ対応窓口： ☐小児科

☐リハビリテーション科

☒地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☐新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

）
☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP、筋ジス、染色体異常、自閉症スペクトラム、ADHD、MR、小児整
形疾患、言語聴覚障害、摂食嚥下障害、高次脳機能障害
実施リハビリ内容：PT
OT

運動療法、筋トレ、ROMex.、家族指導 呼吸理学療法
運動療法、筋トレ、ROMex.、上肢機能訓練、日常生活動作訓練、

家族指導、高次脳機能訓練、退院後の外来発達フォロー
ST

嚥下訓練、構音訓練、言語訓練、退院後の外来発達フォロー

NICU での実施リハビリ内容：なし
主な連携先：花ノ木医療福祉センター
その他：小児救急医療体制病院

施設番号をクリックすると索引に戻ります

周産期医療機関
周産期医療２次病院（京都市域･乙訓圏域）
10
病院名：京都医療センター
住所：612-8555 京都市伏見区深草向畑町１－１
電話番号：075-641-9161
FAX：075-643-4325
小児関連病床：ＮＩＣＵ ６床

ＧＣＵ ６床

小児リハ対応：☐入院（☐NICU ・ ☐一般）

☒外来

小児リハ対応診療科：
小児リハ対応窓口： ☐小児科

☐リハビリテーション科

☐その他（

☐地域医療連携室

小児リハ情報なし
☒学童（7～12 歳）

対象年齢：☐新生児

）

☐乳幼児（0～6 歳）

☐少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
必要に応じて急性期小児リハ対応は行っているが、継続したリハは行っていない
対象疾患･障害
実施リハビリ内容：PT
OT
NICU での実施リハビリ内容：
その他：

施設番号をクリックすると索引に戻ります

周産期医療機関
11
病院名：京都市立病院
住所：604-8845 京都市中京区壬生東高田町１－２
電話番号：075-311-5311
FAX：075-321-6025
小児関連病床情報：小児科病床 不定数
小児関連病床情報：小児科病床 不定数
小児リハ対応：☒入院（☒NICU ・ ☒一般）

☐外来

小児リハ対応診療科：小児科、一般内科、整形外科
小児リハ対応窓口： ☒小児科

☐リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☒新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

）
☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☐19 歳以上の成人
対象疾患･障害：小児整形疾患、摂食嚥下障害、呼吸障害
実施リハビリ内容：PT

運動療法、家族指導

OT

運動療法、認知療法、ADL 指導、家族指導

ST

摂食嚥下療法

NICU での実施リハビリ内容：
＊哺乳指導を ST が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT が実施している
主な連携先：聖ヨゼフ医療福祉センター、宇治徳洲会病院、京都市児童福祉センター
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

周産期医療機関
12
病院名：京都第二赤十字病院
住所：602-8026 京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町３５５－５
電話番号：075-231-5171
FAX：075-212-6182
小児関連病床情報：小児科 41 床
小児リハ対応：☒入院（☐NICU ・ ☒一般）

☐外来

小児リハ対応診療科： 整形外科
対象年齢：☐新生児

☐乳幼児（0～6 歳）

☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☐19 歳以上の成人
小児リハ対応窓口： ☐小児科

☒リハビリテーション科

☐その他（
対象疾患･障害： 整形外科疾患
実施リハビリ内容：PT

整形外科疾患対応

OT

整形外科疾患対応

NICU での実施リハビリ内容：なし
主な連携先： ―
その他： ―

施設番号をクリックすると索引に戻ります

☐地域医療連携室
）

周産期医療機関
13
病院名；日本バプテスト病院
住所；606-8273 京都市左京区北白川山ノ元町４７番地
電話番号；075-781-5191
FAX：075- 702-8412
小児関連病床情報：NICU

9 床 小児科（指定なし 不定数）床

小児リハ対応：☒入院（☒NICU ・ ☒一般）

☒外来

小児リハ対応診療科：小児科、小児神経科、整形外科
対象年齢：☒新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☐19 歳以上の成人
小児リハ対応窓口： ☒小児科

☒リハビリテーション科

☐その他（

☒地域医療連携室
）

対象疾患･障害：CP、染色体異常、自閉症スペクトラム、ADHD、LD、MR、強度行動障
害、DCD、小児整形疾患、摂食嚥下障害、呼吸障害、高次脳機能障害
実施リハビリ内容：PT

発達指導、運動療法など全て

OT

巧緻動作練習など

ST

嚥下障害に対する嚥下訓練

NICU での実施リハビリ内容：
＊ディベロップメンタルケアを PT が実施している
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊哺乳指導を PT が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT がしている
＊NICU 退院後の外来発達フォローを PT が実施している
＊医療的ケアを必要とする新生児の退院に向けたサービス調整や在宅訪問指導 PT が実
施している
主な連携先： －
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

周産期医療機関
14
病院名： 三菱京都病院
住所：615-8087 京都市西京区桂御所町１番地
電話番号：075-381-2111
FAX：075-392-7952
小児関連病床情報：病床 188 床（一般病床 160 床、ICU・CCU 病床 8 床、NICU 病床 6
床、緩和ケア病床 14 床）
小児リハ対応：☐入院（☐NICU ・ ☐一般）

☐外来

小児リハ対応診療科：小児科、整形外科
小児リハ対応窓口： ☐小児科

☐リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☐その他（

）

☐乳幼児（0～6 歳）
☐学童（7～12
歳）
小児リハビリ対応
無

対象年齢：☐新生児

☐少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人

対象疾患･障害： なし
対象年齢：

－

実施リハビリ内容：
主な連携先：
その他：

15
病院名：京都桂病院
住所：615-8256 京都市西京区山田平尾町１７番地
電話番号：075-391-5811
FAX：075-381-0090
小児関連病床情報：小児科１０床
小児リハ対応：☒入院（☐NICU ・ ☒一般）

☒外来

小児リハ対応診療科： リハビリテーション科
対象年齢：☐新生児

☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
小児リハ対応窓口： ☒小児科

☒リハビリテーション科

☒地域医療連携室

☐その他（
対象疾患･障害： 発達性構音障害、自閉症スペクトラム、発達障害、
実施リハビリ内容：PT

機能訓練、ADL・IADL や社会性の改善、その他

OT

PT と同

ST

PT と同

NICU での実施リハビリ内容：なし
主な連携先： －
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

）

周産期医療機関
16
病院名；済生会京都府病院
住所；617-0814 長岡京市今里南平尾８番地
電話番号；075-955-0111
FAX：075－954－8255
小児関連病床情報：NICU 4 床
小児リハ対応：☒入院（☒NICU ・ ☒一般）

☒外来

小児リハ対応診療科：小児科
小児リハ対応窓口： ☒小児科

☐リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☒新生児

）

☒乳幼児（0～6 歳）

☐少年(12～18 歳)

☒学童（7～12 歳）

☐19 歳以上の成人

対象疾患･障害：筋ジストロフィー、染色体異常、小児整形疾患、言語聴覚障害、
小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
呼吸障害、運動発達遅滞
お問い合わせ下さい
実施リハビリ内容：PT

呼吸理学療法、運動療法、ROMex.、筋トレ、歩行訓練、

家族指導
ST

言語発達訓練、構音訓練、摂食嚥下訓練、家族指導

NICU での実施リハビリ内容：現在はほとんど行っていない
主な連携先：からふる・ぶらんしゅ、ＮＰＯ法人こらぼねっと京都、乙訓ポニーの学校、
こども発達支援センター（すてっぷ）
その他：長岡京市役所、乙訓保健所と情報共有している。

施設番号をクリックすると索引に戻ります

周産期医療機関
周産期医療２次病院（山城北圏域）
17
病院名；宇治徳洲会病院
住所；611-0042 宇治市槇島町石橋 145
電話番号；0774-20-1111
FAX：0774-20-2336
小児関連病床情報：ＮＩＣＵ ９床 小児科 39 床
小児リハ対応：☒入院（☒NICU ・ ☒一般）

☒外来

小児リハ対応診療科：地域医療連携室、各対応診療科
小児リハ対応窓口： ☒小児科

☐リハビリテーション科

☒地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☒新生児

）

☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：運動発達不全全般、早産児・未熟児フォロー、神経筋疾患、脳性麻痺、
染色体異常、LD、MR、発達性協調運動障害、小児整形疾患（骨折含む）、
言語聴覚障害、摂食嚥下障害、呼吸障害
実施リハビリ内容：PT

運動発達支援、神経筋教育、筋緊張異常改善、NMES、歩行評

価、呼吸理学療法、装具・移動補助具作成
ST

摂食嚥下指導、発達検査、構音訓練、吃音リハ、口蓋裂リハ、

コミュニケーション機器訓練
NICU での実施リハビリ内容：
＊ディベロップメンタルケアを PT が実施している
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊哺乳指導を ST が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT がしている
＊NICU 退院後の外来発達フォローを PT、ST が実施している
＊医療的ケアを必要とする新生児の退院に向けたサービス調整や在宅訪問指導を PT が
実施している
主な連携先：宇治支援学校はじめ地域の教育機関・福祉施設、京都大学
その他：京都府小児救急医療体制病院

施設番号をクリックすると索引に戻ります

周産期医療機関
18
病院名；田辺中央病院
住所；610-0331 京田辺市田辺中央６丁目１番地６
電話番号；0774-63-1111
FAX：0774-63-2363
小児関連病床情報：小児科 23 床 NICU 不定 床
小児リハ対応：☒入院（☒NICU ・ ☒一般）

☒外来

小児リハ対応診療科：小児科、整形外科
小児リハ対応窓口： ☒小児科

☒リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☒その他（ 整形外科 ）
対象年齢：☒新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP、筋ジス、染色体異常、自閉症スペクトラム、ADHD、MR、DCD、
小児整形疾患、言語聴覚障害、呼吸障害
実施リハビリ内容：PT

呼吸理学療法、運動療法、ROMex.、筋力増強訓練、補装具適応、

家族指導
ST

言語聴覚療法（吃音にも対応）

NICU での実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT がしている
主な連携先： －
その他：小児救急医療体制病院

施設番号をクリックすると索引に戻ります

周産期医療機関
周産期医療２次病院（山城北圏域）
19
病院名；京都山城総合医療センター
住所；619-0200 木津川市木津駅前一丁目２７番地
電話番号；0774-72-0235
FAX：0774-72-2155
小児関連病床情報：ＮＩＣＵ ３床

ＭＦＩＣＵ

小児リハ対応：☒入院（☐NICU ・ ☒一般）

３床
☐外来

小児リハ対応診療科： 小児科
小児リハ対応窓口： ☒小児科

☐リハビリテーション科

☐その他（

☒地域医療連携室
）

対象年齢：☐新生児
☒乳幼児（0～6 歳）
☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
☐19 歳以上の成人
お問い合わせ下さい
対象疾患・障害：指定なし
実施リハビリ内容：PT

呼吸リハ、一般的理学療法全般

NICU での実施リハビリ内容：なし
主な連携先： －
その他：小児救急医療体制病院

施設番号をクリックすると索引に戻ります

小児医療福祉センター等
中丹東圏域
20
名称：京都府立舞鶴こども療育センター
住所：625-0052 舞鶴市行永 2410-37
電話番号：0773-63-4865
FAX：0773-63-4867
小児関連病床情報：小児科３５床
小児リハ対応： ☒入院 ・

☒外来

小児リハ対応診療科：小児科、整形外科、精神科
小児リハ対応窓口：☒小児科

☐リハビリテーション科

☒地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☐新生児

）

☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☐19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP、筋ジス、二分脊椎、染色体異常、自閉症スペクトラム、ADHD、
LD、MR、DCD、小児整形疾患、言語聴覚障害、摂食嚥下障害、
高次脳機能障害（後天性）
実施リハビリ内容：PT
OT

運動療法、ADLex.、補装具適応
遊びの援助（運動、道具操作、コミュニケーション）、身辺処

理技能の援助（スプーン・箸等の操作、更衣など）
、学習の基礎技能
の援助(書字、はさみ等の文房具・笛などの操作）
ST

摂食･嚥下の評価･訓練･アドバイス、言語発達の評価・訓練（マ

カトン法などサインの指導も含む）
、コミュニケーション全般の支援
(関わり方、日常生活の困りごとの相談）
その他、実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を PT、OT が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を OT が実施している
主な連携先：舞鶴医療センター、地域の児童発達支援事業所、放課後等デイサービス
その他：保健所、行政、家庭支援センター、発達障害者支援センター、障害者就業・
生活支援センターとも情報共有している。

施設番号をクリックすると索引に戻ります

小児医療福祉センター等
南丹圏域
21
名称：花ノ木医療福祉センター
住所：621-0018 亀岡市大井町小金岐北浦３７番地１
電話番号：0771-23-0701
FAX：0771-22-8348
小児関連病床情報：１５０床（短期入所８床 含む）
小児リハ対応： ☒入院（重症心身障害児（者）入所） ・ ☒外来
小児リハ対応診療科：小児科、小児神経科、整形外科、精神神経科、リハビリテーション
科
小児リハ対応窓口：☒小児科

☐リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☒その他（ 精神科、整形外科 ）
対象年齢：☐新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP､筋ジス、二分脊椎、染色体異常、自閉症スペクトラム、MR、DCD、
言語聴覚障害、摂食嚥下障害、呼吸障害 等
実施リハビリ内容：PT

粗大運動（移動する・座る・立つ歩く・階段昇降など）に関す

ること。補装具の作成・修理
OT

感覚-運動、日常生活動作、手指操作に関すること

ST

コミュニケーション、ことば、食事などに関すること

その他、実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT、OT が実施している
主な連携先：他医療機関、福祉施設、教育機関等との情報授受は地域支援部相談係が担当
その他：併設施設・事業
はなのき放課後等デイサービス
児童発達支援＜おひさま＞

施設番号をクリックすると索引に戻ります

小児医療福祉センター等
京都市域･乙訓圏域
22
名称：聖ヨゼフ医療福祉センター
住所：603-8323 京都市北区北野東紅梅町６
電話番号；075-462-7621
FAX：075－464－2760
小児関連病床情報：一般８１床、療養４４床
小児リハ対応： ☒入院 ・

☒外来

小児リハ対応診療科：小児科、整形外科
小児リハ対応窓口：☒小児科

☐リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☒新生児

☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳）

）
☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：小児発達障害全般（呼吸、循環、消化器単独障害の方は除く）
実施リハビリ内容：PT

ボイタ法、ROMex.、筋力強化、呼吸、ADL、ポジショニング、

モビライゼーション、装具/椅子の適合、家族指導
OT

ADL、感覚入力、行動調整、身体/上肢機能維持改善、粗大運動、

認知遊び、探索活動、コミュニケーション、自助具/椅子の定期チェッ
ク、学習支援
ST

構音、言語・コミュニケーション指導（言語発達促進、構音、

学習支援、AAC 等) 摂食嚥下指導 等
その他、実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊哺乳/摂食指導を ST が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT、OT、ST が実施している
主な連携先：当センターに関わる患者さんに必要な事であれば連携していきます。
その他：地域療育支援の形で学校や保育所、障害児者施設に訪問指導を実施。
療育施設に通われている場合などリハビリテーションを受けられない場
合があります。
併設施設・事業
聖ヨゼフ整肢園(医療型障害児入所施設）
麦の穂学園（医療型障害児入所施設、療養介護事業所）
ひばり学園（児童発達支援センター）
檪〔くぬぎ〕
（生活介護事業所）
京都市在宅心身障害児(者)療育支援事業
肢体不自由児・重症心身障害児（者）短期入所・日中一時支援

施設番号をクリックすると索引に戻ります

小児医療福祉センター等
山城北圏域
23
名称：京都府立こども発達支援センター（すてっぷセンター）
（京都府立こども発達支援センター診療所）
住所：610-0331 京田辺市田辺茂ヶ谷 186-１
電話番号：0774-64-6141
FAX：0774-64-6151
小児関連病床情報：入院病床無し
小児リハ対応： ☐入院

・

☒外来

小児リハ対応診療科：小児科、整形外科、精神科
小児リハ対応窓口：☒小児科

☐リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☐新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

）
☒学童（7～12 歳）

☒少年(12～18 歳)

☐19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP、染色体異常、筋ジス、二分脊椎、ASD、ADHD、LD、MR、
DCD、言語聴覚障害、摂食嚥下障害、高次脳機能障害

実施リハビリ内容：PT 運動療法、ROMex.、補装具適応、家族指導
OT

SI、上肢機能訓練、ADL 訓練、座位保持訓練、自助具適応、家

族指導
ST 言葉の遅れに対する訓練、構音障害に対する訓練、摂食･嚥下に
対する訓練、吃音に対する訓練、コミュニケション･ソーシャルスキ
ルに対する訓練
その他、実施リハビリ内容：
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT、OT、ST が実施している
主な連携先：聖ヨゼフ医療福祉センター、東大寺福祉療育病院、京都府立医科大学、
京都第一赤十字病院、通所児の受診先病院、地域の児童発達支援、放
課後等デイサービス、自治体運営の療育
その他：特別支援学校（南山城、宇治、八幡、向日が丘）通所児が通っている学校
及び園、市町村並びに府の保健師と情報共有している。
当センターは京都府南部地域（京都市を除く）住民が対象。

施設番号をクリックすると索引に戻ります

小児難病等対応医療機関
京都市域
24
病院名：宇多野病院
住所：616-8255 京都市右京区鳴滝音戸山町８
電話番号：075-461-5121
FAX：075-464-0027
小児関連病床情報：一般病床 380 床（内 筋ジス病床 60 床）
小児リハ対応： ☒入院

・ ☒外来 少ないです

小児リハ対応診療科：小児神経科
小児リハ対応窓口：☒小児科

☐リハビリテーション科

☒地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☐新生児

）

☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害： 筋ジストロフィー、CP、てんかん
実施リハビリ内容：PT

ROMex.、動作練習、排痰など呼吸リハ、神経発達学的アプロー

チ
OT

上肢機能練習、感覚遊び、座位練習.

ST

構音訓練、嚥下指導及び訓練.

その他、実施リハビリ内容：
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT、OT、ST が実施している
＊退院後の外来発達フォローを PT、OT、ST が実施している
主な連携先：：支援学校と情報共有できている
入院患者中心にリハ対応します
外来は小児神経科受診後リハ対応は判断します
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

小児難病等対応医療機関
山城北圏域
25
病院名：南京都病院
住所：610-0113 城陽市中芦原１１番地
電話番号：0774-52-0065
FAX：0774-52-2765
小児関連病床情報：一般 150 床、重症心身障害児(者)120 床
小児リハ対応： ☒入院

・ ☐外来

小児リハ対応診療科：小児科、小児神経科
小児リハ対応窓口：☒小児科

☐リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☐新生児

）

☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP、重度心身障害、言語聴覚障害、摂食嚥下障害、呼吸障害
実施リハビリ内容：PT 運動療法、基本的動作訓練・指導、ポジショニング
OT 応用的動作訓練･指導、ポジショニング、補装具適応、コミュニケ
ーション支援
ST 摂食嚥下評価・訓練 心理検査、心理療法
その他、実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を PT が実施している
主な連携先：障害児者多機能型通所事業所「しらうめ」
、城陽支援学校と情報共有し
ている。
その他：医療型障害児入所施設（指定病院）

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児リハ対応医療機関
丹後圏域
26
病院名：京丹後市立弥栄病院
住所：627-0111 京丹後市弥栄町溝谷３４５２番地の１
電話番号：0772-65-2003
FAX：0772-65-4136
小児関連病床情報： 小児科０床
小児リハ対応： ☐入院

一般病床１５０床

・ ☒外来

小児リハ対応診療科：小児科
小児リハ対応窓口：☐小児科

☐リハビリテーション科

☒地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☐新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

）
☒学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：自閉症スペクトラム、ADHD、LD、機能性構音障害
実施リハビリ内容：ST

構音訓練、言語訓練、家族指導

その他、実施リハビリ内容： －
主な連携先： －
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児リハ対応医療機関
27
病院名：丹後中央病院
住所：京丹後市峰山町字杉谷 158-1
電話番号：0772-62-0791
FAX：0772-62-5897
小児関連病床情報：小児科０床 一般病床３０６床（内 回リハ９６）
小児リハ対応： ☐入院

・ ☒外来

小児リハ対応診療科：小児科、整形外科、耳鼻咽喉科
小児リハ対応窓口：☐小児科

☐リハビリテーション科

☒地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☐新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

）
☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP、ADHD、LD、小児整形疾患、言語聴覚障害、SMA
実施リハビリ内容：PT 呼吸リハ、運動療法、ROMex.、家族指導、筋トレ、環境調整
OT
ST

生活の練習・指導
言語訓練、発達促通

その他、実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を OT、ST が実施している
＊医療的ケアを必要とする児の退院に向けたサービス調整や在宅訪問指導を PT、OT、
ST が実施している
主な連携先：各支援学校、小学校と情報共有している。
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児リハ対応医療機関
中丹圏域
28
病院名：舞鶴赤十字病院
住所：625-0906 舞鶴市字倉谷４２７
電話番号：0773-75-4175
FAX：0773-76-3724
小児関連病床情報：小児科 ０床
小児リハ対応： ☐入院

・ ☒外来

小児リハ対応診療科：小児科、整形外科、神経内科
小児リハ対応窓口：☒小児科

☒リハビリテーション科

☒地域医療連携室

☒その他（整形外科）
対象年齢：☐新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP､筋ジス、二分脊椎、染色体異常、自閉症スペクトラム、MR、
DCD、整形疾患、言語聴覚障害、摂食嚥下障害、呼吸障害、高次脳機能
障害
実施リハビリ内容：PT 呼吸リハ、運動療法、筋トレ、ROMex.、補装具適応、家族指導、
訪問指導
OT 呼吸リハ、運動療法、筋トレ、ROMex.、補装具適応、家族指導、
訪問指導、発達知能検査
ST 呼吸リハ、運動療法、筋トレ、ROMex.、補装具適応、家族
指導、訪問指導、摂食嚥下訓練、言語訓練、発達知能検査
その他、実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を PT、OT が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT、OT、ST が実施している
＊退院後の外来発達フォローを PT、OT、ST が実施している
＊医療的ケアを必要とする新生児の退院に向けたサービス調整や在宅訪問指導を PT、
OT、ST が実施している
主な連携先：舞鶴医療センター、舞鶴こども療育センター、こひつじの苑
その他：支援学校（舞鶴、中丹）
、高野小、中筋小、中丹東保健所 等と情報共有し
ている。
京都府小児救急医療体制病院

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児リハ対応医療機関
29
病院名：綾部ルネス病院
住所：623-0046 綾部市大島町二反田 7 番地
電話番号：0773-42-8601
FAX：0773-42-8603
小児関連病床情報：小児科０床、一般病床８６床
小児リハ対応： ☐入院 ・ ☒外来
小児リハ対応診療科：一般内科
小児リハ対応窓口：☐小児科

☒リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☐新生児

）

☒乳幼児（0～6 歳）

☒学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)

☐19 歳以上の成人
対象疾患･障害：自閉症スペクトラム、ADHD、LD、精神発達遅滞、機能性構音障
害、表出性言語障害、吃音、その他言語発達遅滞全般
実施リハビリ内容：ST 言語理解、言語表出、聴理解、読み書き、SST（ｿｰｼｬﾙｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）、
状況理解、AAC（拡大代替コミュニケーション）、構音訓練、
家族指導、言語評価各種、発達検査各種）
主な連携先：舞鶴こども療育センター、市、府の発達クリニック・療育教室、綾部
市の保育園、幼稚園、小学校、中丹支援学校、中丹西圏域のクリニッ
ク、保育園など）
その他：場合により小児科医師の紹介状必要。

南丹圏域
30
病院名：亀岡市立病院
住所：621-8585 亀岡市篠町篠野田１番地１
電話番号：0771-25-7313
FAX：0771-25-7312
小児関連病床情報：小児科１床
小児リハ対応： ☐入院 ・

☒外来

小児リハ対応診療科：整形外科
小児リハ対応窓口：☐小児科

☐リハビリテーション科

☐その他（
対象年齢：☐新生児

☐乳幼児（0～6 歳）

）
☒学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)

☐19 歳以上の成人
対象疾患･障害：小児整形疾患
実施リハビリ内容：PT

歩行訓練、筋トレ、ROMex.

OT

ADL 訓練、筋トレ、ROMex

主な連携先： －
その他： －
施設番号をクリックすると索引に戻ります

☒地域医療連携室

各圏域別小児リハ対応医療機関
31
病院名：ムツミ病院
住所：621-0854 亀岡市矢田町君塚８
電話番号：0771-23-1231
FAX：0771-24-5622
小児リハ対応： ☐入院 ・ ☒外来
小児リハ対応診療科：内科
小児リハ対応窓口：☐小児科

☐リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☒その他（医事課、言語療法科
対象年齢：☐新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

）

☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☐19 歳以上の成人
対象疾患･障害：言語発達障害、構音障害、吃音、自閉症スペクトラム障害、ADHD、LD、
MR（CP、筋ジス、二分脊椎、染色体異常、高次脳機能障害は要相談）
実施リハビリ内容：ST 言語療法
主な連携先： －
主な連携先：近隣の医療機関・保健センター・発達支援センター・幼稚園・保育所・
小学校、南丹保健所 等
その他： －

32
病院名：亀岡病院
住所： 621-0815 亀岡市古世町 3 丁目 21 番地 1 号
電話番号：0771-22-0351
FAX：0771-22-4305
小児関連病床情報： 小児科 0 床
小児リハ対応： ☐入院

一般病床 108 床

・ ☒外来

小児リハ対応診療科：神経内科
小児リハ対応窓口：☐小児科

☒リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☐新生児

☐乳幼児（0～6 歳）

）
☐学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP、筋ジス、二分脊椎、染色体異常、摂食嚥下障害、高次脳機能障害
実施リハビリ内容：PT

運動療法、筋力増強、補装具相談、家族指導

OT

上肢･手指機能訓練、ADL 訓練･指導、自助具相談

ST

嚥下評価、家族指導

その他、実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を PT、OT が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT、OT、ST が実施している
主な連携先： －
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児リハ対応医療機関
京都市域･乙訓圏域
33
病院名： 京都民医連あすかい病院
住所： 606-8226 京都市左京区田中飛鳥井町８９
電話番号：075-712-9091
FAX：075-701-9183
小児関連病床情報：小児関連病床なし 病床数 165 床
小児リハ対応：☐入院（☐NICU ・ ☐一般）

☒外来

小児リハ対応診療科：一般内科、整形外科、神経内科
小児リハ対応窓口： ☐小児科

☒リハビリテーション科

☒地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☐新生児

）

☐乳幼児（0～6 歳） ☐学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：筋ジス、染色体異常、小児整形疾患、高次脳機能障害(交通外傷による疾
患、外傷は受け入れているが発達に関わるものは対応していない）
実施リハビリ内容：PT

運動療法、呼吸理学療法、補装具適応、家族指導

OT

補装具適応、生活指導、高次脳機能障害のトレーニング

ST

言語･コミュニケーショントレーニング、摂食嚥下トレーニング

及び指導
主な連携先：訪問リハ等でかかりつけ医連携のみ
その他： －

34
病院名：京都逓信病院
住所：604-8798 京都市中京区六角通新町西入西六角町１０９
電話番号：075-241-7170
FAX：075-252-2542
小児関連病床情報：小児科 0 床
小児リハ対応： ☐入院

・ ☒外来

小児リハ対応診療科：小児科、耳鼻咽喉科
小児リハ対応窓口：☒小児科
☐リハビリテーション科
☐地域医療連携室
小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
☒その他（ 耳鼻科 ）
お問い合わせ下さい
対象年齢：☐新生児
☒乳幼児（0～6 歳）
☒学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)
☐19 歳以上の成人
対象疾患･障害：聴覚障害、構音障害、発達障害
実施リハビリ内容：ST

言語療法、家族指導、各種検査

主な連携先：舞鶴医療センター、地域の児童発達支援事業所
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児リハ対応医療機関
35
名称：医療法人家森クリニック
住所：京都市中京区両替町押小路上る金吹町 461 番地烏丸御池ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ 2F
電話番号：075-256-0225
FAX： 075-256-0226
小児関連病床情報：入院病床無し
小児リハ対応：☐入院

・ ☒外来

小児リハ対応診療科：小児リハビリテーション科、小児科、児童精神科
小児リハ対応窓口： ☒小児科

☒リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☒その他（ 児童精神科 ）
対象年齢：☐新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

☒学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)

☐19 歳以上の成人
対象疾患･障害：自閉スペクトラム症・注意欠如多動症・発達性協調運動症・限局性学習
症
実施リハビリ内容：PT 乳幼児対象ボイタ法主体の運動療法
OT 乳幼児学童対象感覚統合療法、集団療法（コミュニケーション支
援）
、各種発達検査、学童対象学習支援・ICT 支援
ST 乳幼児対象摂食指導、幼児学童対象構音指導、学童対象音韻指導、
発達検査
CP 各種発達検査と心理療法・家族指導
その他、実施リハビリ内容：
＊哺乳指導を OT、ST が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT、OT が実施している
主な連携先：聖ヨゼフ医療福祉センター 京都市児童福祉センター 京都桂病院 京都第
ニ赤十字病院 京大病院 まるいクリニック 烏丸御池整形外科クリニッ
ク。特に、京都市児童福祉センター・聖ヨゼフ医療福祉センター・桂病院
は非常勤で勤務されている医師を通じてより密接に連携を取っている。
その他、幼稚園・保育園・学校・療育施設・保健所などから紹介されたり、
先生とのカンファレンスを行っている。
その他：併設施設（平成 30 年４月開設）
名称）放課後等デイサービス ひかり
電話番号：075-256-0555
対象地域：京都市・京都府

通所可能地域

支援内容：高機能発達障害児への学習支援
（医療技術を教育現場で実践していくこと）

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児リハ対応医療機関
36
病院名： たちいり整形外科医院
住 所： 615-8024 京都市西京区桂西滝川町 52
電話番号：075-391-0020
FAX：075-391-1800
小児関連病床情報：入院病床無し
小児リハ対応：☐入院（☐NICU ・ ☐一般）

☒外来

小児リハ対応診療科：整形外科、リハビリテーション科
小児リハ対応窓口： ☐小児科

☒リハビリテーション科

☐その他（
対象年齢：☐新生児

☐地域医療連携室
）

☒乳幼児（0～6 歳）

☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：運動障害（外傷、整形外科疾患）
ROMex.、筋トレ、運動療法、補装具適応、家族指導 等

実施リハビリ内容：PT

主な連携先：京都府立医大病院、京都第二赤十字病院
その他： －

37
病院名：京都民医連中央病院
住所：604-8453 京都市右京区太秦土本町 2 番 1
電話番号：075-861-2220
FAX：075-882-5781
小児関連病床情報：小児科８床
小児リハ対応： ☒入院 ・

☒外来

小児リハ対応診療科：リハビリテーション科
小児リハ対応窓口：☐小児科

☒リハビリテーション科

☐その他（
対象年齢：☒新生児

☐地域医療連携室
）

☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☐19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP、筋ジス、二分脊椎、染色体異常、LD、小児整形疾患、言語聴覚障
害、循環障害、高次脳機能障害
実施リハビリ内容：PT 運動療法、筋トレ、ROMex.、補装具適応、家族指導
OT ADL 指導、家族指導
ST 言語指導 発達検査
主な連携先：地域の児童発達支援事業所
主な連携先：必要に応じて対象機関と情報共有する。
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児リハ対応医療機関
38
病院名：洛和会音羽病院
住所： 607-8062 京都市山科区音羽珍事町２番地
電話番号：075-593-4111
FAX：075-593-7725
小児関連病床情報：小児科 12 床
小児リハ対応：☒入院（☐NICU ・ ☒一般）

☐外来

小児リハ対応診療科：整形外科、小児科
小児リハ対応窓口： ☒小児科

☐リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☒その他（ 疾患対象の該当診療科

）

小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
対象年齢：☐新生児
☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
お問い合わせ下さい
☐19 歳以上の成人

※15 歳まで

対象疾患･障害： 整形疾患、言語聴覚障害、摂食嚥下障害、呼吸障害、
循環障害、高次脳機能障害、その他
実施リハビリ内容：PT

呼吸理学療法、運動療法、筋力強化、ROMex.、神経筋再教育、

補装具対応、家族指導
OT

筋力強化、ROMex.、ポジショニング、ADL、IADL、家族指導

ST

間接的嚥下訓練、直接的嚥下訓練、失語症訓練、構音･音声訓練、

高次脳機能障害訓練
主な連携先：ケースに応じて
その他： －

39
病院名：金井病院
住所：613-0911 京都市伏見区淀木津町６１２－１２
電話番号：075-631-1215
FAX：075-632-2658
小児関連病床情報：小児科０床
小児リハ対応：☐入院（☐NICU ・ ☐一般）

☒外来

小児リハ対応診療科：家庭医療科
小児リハ対応窓口： ☐小児科

☒リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☐その他（
）
小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
対象年齢：☐新生児
☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)
お問い合わせ下さい
☐19 歳以上の成人
対象疾患･障害：言語障害
実施リハビリ内容：ST 構音訓練、家族指導
主な連携先： －
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児リハ対応医療機関
40
名称：京都市第二児童福祉センター診療所
住所：612-8434 京都市伏見区深草加賀屋敷町 24 番地の 26
電話番号：075-612-3838
FAX：075-612-3600
小児関連病床情報：入院病床無し
小児リハ対応：☐入院（☐NICU ・ ☐一般）

☒外来

小児リハ対応診療科：小児科
小児リハ対応窓口： ☒小児科

☐リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☒新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

）
☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☐19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP、筋疾患、染色体異常、MR、DCD、摂食嚥下障害
実施リハビリ内容：PT
ST

運動療法、基本的動作訓練、家族指導
摂食指導

その他、実施リハビリ内容：
＊ディベロップメンタルケアを CP、医師が実施している
＊哺乳指導を ST が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT が実施している
主な連携先：各大学病院、第二赤十字病院、京都医療センター、武田病院グループ、
京都市立病院、聖ヨゼフ医療福祉センター、森ノ宮病院 他
その他：療育機関、京都市内各学校、支援校、児童デイと情報共有している。

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児リハ対応医療機関
山城北圏域
41
病院名：京都岡本記念病院
住所：613-0034 久世郡久御山町佐山西ノ口１００
電話番号：0774-48-5566
FAX：0774-48-5568
小児関連病床情報：小児科病床 ０床
小児リハ対応：☐入院（☐NICU ・ ☐一般）

☒外来

小児リハ対応診療科：リハビリテーション科
小児リハ対応窓口： ☐小児科

☒リハビリテーション科

☒地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☐新生児

）

☒乳幼児（0～6 歳）

☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：脳性麻痺、筋ジストロフィー、二分脊椎、小児整形疾患（骨折含む）
、
言語聴覚障害、摂食嚥下障害
実施リハビリ内容：PT

物理療法、徒手訓練（症状緩和、ROMex、筋トレ、呼吸リハ、

筋再教育等）ADL 訓練、補装具適応、家族指導、家屋評価
OT

徒手訓練（症状緩和、ROMex、筋トレ、筋再教育等）高次脳機

能評価・訓練 発達知能検査 補装具適応、家族指導、家屋評価
ST

言語訓練、摂食嚥下訓練、高次脳機能評価・訓練、発達知能検

査、家族指導
その他、実施リハビリ内容： －
主な連携先： －
その他：医師による投薬、ボトックス注射、装具療法

42
病院名： 宇田医院
住 所： 611-0021 宇治市宇治弐番 48-1
電話番号：0774-23-2166
FAX：0774-24-6632
小児関連病床情報：入院病床無し
小児リハ対応：☐入院（☐NICU ・ ☐一般）

☒外来

小児リハ対応診療科：整形外科
小児リハ対応窓口： ☐小児科

☐リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☒その他（ 受付で直接 ）
対象年齢：☐新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：DCD 、運動障害（外傷、整形外科疾患）
実施リハビリ内容：医師が対応、要義肢装具病態には義肢装具士と共働
その他、実施リハビリ内容：
主な連携先：京都府立医大病院
その他： －
施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児リハ対応医療機関
43
病 院 名：宇治武田病院
住

所：611-0021 宇治市宇治里尻３６－２６

電話番号：0774-25-2500
FAX：0774-25-2353
小児関連病床情報：小児科入院病床はなし
小児リハ対応：☒入院（☐NICU ・ ☒一般）

☒外来

小児リハ対応診療科：小児科、整形外科
小児リハ対応窓口： ☒小児科

☐リハビリテーション科

☐その他（
対象年齢：☐新生児

☒地域医療連携室
）

☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☐19 歳以上の成人
対象疾患･障害：自閉症スペクトラム、ADHD、LD、MR、強度行動障害、DCD、小児整
形疾患、言語聴覚障害、高次脳機能障害
実施リハビリ内容：PT

運動療法、補装具適応、家族指導

OT

SI、家族指導

ST

言語発達訓練、構音訓練、高次脳機能障害に対する訓練なし

その他、実施リハビリ内容：
＊整形疾患に関してはＰＴが、運動発達・感覚認知発達指導はＯＴ、ＳＴが実施
＊整形疾患に関しては入院/外来、運動発達・感覚認知発達指導は外来のみ実施
主な連携先：医仁会武田総合病院
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児リハ対応医療機関
山城南圏域
44
病院名：学研都市病院
住所：619-0238 相楽郡精華町７丁目４－１
電話番号：0774-98-2123
FAX：0774-98-2119
小児関連病床情報：一般病床 96 床（小児科 不定床）
小児リハ対応：☒入院（☐NICU ・ ☒一般）

☒外来

小児リハ対応診療科：小児科、整形外科
小児リハ対応窓口： ☒小児科

☒リハビリテーション科

☒地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☐新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

）
☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP、筋ジス、二分脊椎、染色体異常、DCD、小児整形疾患
実施リハビリ内容：PT

ROMex.、筋力増強運動、呼吸運動療法、ADL 指導、装具適応

OT

PT と同

ST

言語療法

その他、実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT が実施している
＊退院後の外来発達フォローを PT、OT、ST が実施している
主な連携先： －
その他：京都府小児救急医療体制病院

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児リハ対応医療機関
45
病院名： 精華町国民健康保険病院
住所： 619-0241 相楽郡精華町大字祝園小字砂子田７
電話番号：0774-94-2076
小児関連病床情報：小児科 0 床
小児リハ対応：☐入院（☐NICU ・ ☐一般）

☒外来

小児リハ対応診療科：整形外科
小児リハ対応窓口： ☐小児科

☒リハビリテーション科

☐地域医療連携室

☐その他（
対象年齢：☒新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

）
☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP、筋ジス、二分脊椎、染色体異常、小児整形疾患、高次脳機能障害
実施リハビリ内容：PT ボバース理論に基づいた運動療法、ROMex.、補装具適応(セラピ
ストが作成するインソールも含む）家族指導
その他、実施リハビリ内容：
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT が実施している
＊退院後の外来発達フォローを PT が実施している
主な連携先： －
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
丹後圏域
46
事業所名：京丹後市久美浜訪問看護ステーション
住所：629－3411 京丹後市久美浜町栃谷 2371
電話番号：0772-82-5151
FAX：0772-82-1504
対応日・時間：月～金・9:00～16:00
対応区域：京丹後市内（久美浜、網野、峰山町内）
職 員 数：Ns（５）PT（１）OT（１）
対象年齢：☐新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☐学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：特に限定なし
実 施小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
リ ハ ビ リ 内 容：PT ROMex.
お問い合わせ下さい
OT

ROMex.

その他、実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を PT、OT が実施している
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を Ns が実
施している
主な連携先： ―
その他： ―

47
事業所名： 京丹後市 訪問看護ステーションふれあい
住所： 627-0111 京丹後市弥栄町溝谷 3452-1
電話番号： 0772-65-3393
FAX： 0772-65-4674
対応日・時間：月～金・8:30～17:15
対応区域：京丹後市
職員数：PT（2）

OT（2） Ns（7）

実施リハビリ内容：
PT

運動療法、筋トレ、ROMex.、補装具適応、家族指導、ADL 練習

OT

PT と同じ

Ns

呼吸療法、ROMex.、ADL 指導、家族指導

対象疾患：CP、筋ジストロフィー、染色体異常、MR、摂食嚥下障害、呼吸障害、
高次脳機能障害
対象年齢：□新生児

☐乳幼児（0～6 歳）

☐学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)

☐19 歳以上の成人 ※要相談
主な連携先：京丹後市立弥栄病院、丹後中央病院、丹後ふるさと病院、北部医療センター、
豊岡病院、舞鶴医療センター、弥栄病院訪問看護ステーションきずな
その他：依頼があれば受けたいと思いますが要相談でお願いします。

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
48
事業所名： 宮津訪問看護ステーション
住所：626-0003 宮津市漁師１６９０－２３
電話番号：0772-20-2345
FAX：0772-22-6122
対応日・時間：月～金(年末年始除く）・8：30～17：15
対応区域：宮津市、与謝野町
職員数： PT（3）OT（2）Ns（10）※PT、OT は天の橋立訪問看護ステーションと兼務
対象年齢：☒新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：特に規定せず
実施リハビリ内容：小児専門機関等と連携し、保護者や保育園でのより良い支援につなげ
ていく
PT

発達、成長に寄り添いながら評価し、必要なことに対し運動面、環境面に広くアプロ
ーチ

OT

PT と同

Ns

入浴介助、浣腸、必要時吸引 等

主な連携先：丹後保健所、宮津保健所、児童発達支援センターすずらん、舞鶴こども療育
センター
その他： －

49
事業所名： 天の橋立訪問看護ステーション
住所：626-2262 与謝郡与謝野町字岩滝 2104-2
電話番号：0772-46-5477
FAX：0772-46-4665
対応日・時間：月～金・8：30～17：15
対応区域：宮津市、与謝野町
職員数： PT（2）OT（2）Ns（12）※PT、OT は,宮津訪問看護ステーションと兼務
対象年齢：☒新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：特に規定せず
実施リハビリ内容：評価に基づいて内容を検討
PT

発達、成長に寄り添いながら評価及び運動プログラム立案実施、

OT

PT と同

主な連携先： －
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
中丹圏域
50
事業所名：舞鶴赤十字訪問看護ステーション
住

所：624-0906 舞鶴市倉谷 427

電話番号：0773-78-2384
FAX：0773-78-2385
対応日・時間：365D24 H・365D24 H
対応区域：舞鶴市
職員数：Ns（11）PT（7）OT（1）ST（1）
対象年齢：☐新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象障害：CP、筋ジス、二分脊椎、染色体異常、MR、摂食嚥下障害、呼吸障害、
高次脳機能障害
実施リハビリ内容：PT 運動療法、筋トレ、ROMex.、補装具適応、家族指導、ADL 練習
OT PT と同
ST PT と同、摂食嚥下療法
Ns 呼吸療法、ROMex.､ADL 指導、家族指導呼吸療法、
ROMex.､ADL 指導、家族指導
その他、実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を PT、OT、ST、Ns が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT、OT が実施している
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を PT、
OT、ST、Ns が実施している
主な連携先：訪問看護ステーション（舞鶴市、綾部市）､舞鶴医療センター、舞鶴こ
ども療育センター、綾部市立病院、福知山市民病院、京都ルネスクリ
ニック
その他：舞鶴支援学校、中丹東保健所 とも連携あり

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
51
事業所名：有限会社ピア・サポート訪問看護ステーション
住所：625-0034 舞鶴市竜宮町 3-18
電話番号：0773-64-4335
FAX：0773-64-4337
対応日・時間：月～金・9:00～17:00 休業日・土日祝日、年末年始
対応区域：舞鶴市内
職員数：Ns（10）准 Ns（2）
対象年齢：☐新生児

☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：特に規定なし、要相談
実施リハビリ内容：Ns

関節可動域訓練、姿勢調整等リハ職の指導の下実施

その他、実施リハビリ内容：
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を Ns が実
施している
具体的な指導内容（吸引、保清、緊急時の対応 等）
主な連携先：舞鶴医療センター
その他： －

52
事業所名： 訪問看護ステーションはまなす
住所： 625-0080 舞鶴市字北吸 1055 番地の 3
電話番号： 0773-63-8826
FAX： 0773-63-8827
対応日・時間：月～金(祝日・年末年始除く)・9:00～17:00
対応区域：舞鶴市
職員数： Ns（６）
実施リハビリ内容：
Ns

ROMex.、呼吸リハビリ、ポジショニング、ADL 指導、構音訓練、家族指導

対象疾患：問わず
対象年齢：☐新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
主な連携先：必要に応じて対象機関と情報共有します
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
53
事業所名：ふらむはぁと訪問看護・リハビリねっと綾部
住所：623-0054 綾部市倉町東 12-1
電話番号：0773-42-3955
FAX：0773-42-3966
対応日・時間：月～金

・ 8:30～17:30（祝日除く）要相談

対応区域： 綾部市内
職員数：PT（４） OT（１） Ns（３）※小児リハ対応は OT のみ
対象年齢：☐新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP、筋ジストロフィー、CHARGE 症候群、21 トリソミー
実施リハビリ内容：OT

発達促進、摂食、ADLex.、機能訓練

その他、実施リハビリ内容：
＊哺乳指導を OT が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を OT が実施している
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を OT が実
施している
具体的な指導内容（ 摂食指導、遊び方の指導、姿勢指導 ）
主な連携先： 福知山市民病院、綾部市立病院
その他：対応日・時間及び対応区域は上記以外でも相談可能です。その他何でも相
談して下さい。

54
事業所名：公益社団法人京都保健会 ほっとステーションきぼう
住所：620-0808 福知山市字土 1 番地
電話番号：0773-20-4155
FAX：0773-20-4156
対応日・時間：月～金・8：30～16：30
土・8：30～12：30
対応区域：福知山市内
職員数：Ns（7） PT（1）※PT は成人のみ対応
対象年齢：☐新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：依頼された時に身体的状況等により受け入れを検討する。
実施リハビリ内容： Ns 医療器機管理と医療的処置の介助、状態観察をしながら人工呼
小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
吸器をはずしての抱っこ、お座り､寝返り等の基本的動作、絵本の読
お問い合わせ下さい
み聞かせやおもちゃを用いながらのリズム遊び等による発達促通
その他、実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を Ns が実施している
主な連携先：市立福知山市民病院
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
55
事業所名： 訪問看護ステーションいすず
住所：620-0324 福知山市大江町二俣 1607 番地
電話番号：0773-56-1981
FAX：0773-56-4848
対応日・時間：月～金・9：40～16：30
対応区域：夜久野・三和地区を除く福知山市内
職員数： PT（4） Ns（3）
対象年齢：□新生児

☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☐19 歳以上の成人
対象疾患･障害：特に規定せず、個別にご相談ください
実施リハビリ内容：
PT

疾患の状況により可能な個別理学療法、ベッド・車椅子等の環境支援 等

Ns

身体ケア、Dr の指示に基づく訪問支援

主な連携先： 市立福知山市民病院
その他： －

56
事業所名：訪問看護ステーションすまいる
住所： 620-0913 福知山市牧 490
電話番号： 0773-33-0303
FAX： 0773-33-0202
対応日・時間： 月～金（祝日を除く）・8:30～17:00
対応区域：旧福知山市内
職員数：PT（１）

OT（３）※非常勤

対象疾患・障害： －
対象年齢：□新生児 ☐乳幼児（0～6 歳） ☐学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
実施リハビリ内容：
PT お問い合わせ下さい
成人・老年期のセラピーが中心です。
OT

成人・老年期のセラピーが中心です。

主な連携先： －
その他：小児の受け入れはしていますが、小児専門のセラピストはいません。
それでも、良ければ、受け入れさせていただいています。
主な連絡先は（医）静寿会渡辺病院リハビリテーション部（代表：0773-33-2260）

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
京都市北区
57
事業所名： こなか医院
住所：603-8035 京都市北区上賀茂朝露ケ原町 10 番
電話番号：075-723-0335
FAX：075-723-0335
対応日・時間：月～土・9：00～17：00
対応区域：北区（他地域は要相談）
職員数： PT（常勤 3・非常勤 2）
・OT（常勤 1・非常勤 2）
対象年齢：☐新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：重症新生児仮死、脊髄性筋萎縮症
実施リハビリ内容：PT

リラクゼーション、ROMex.、ポジショニング

その他、実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を
PT が実施している
主な連携先：京都第二赤十字病院、京都市立病院、聖ヨゼフ医療福祉センター、はせがわ
小児科、訪問看護ステーション あおぞら京都
その他：当院医師による往診が可能であれば対応します(空き枠があれば対応可）

58
事業所名： ナーシングケアホームおとく
住所： 603-8149 京都市北区小山南上総町 7
電話番号： 075-411-9371
FAX： 075-411-9372
対応日・時間： PT（火・水） Ns（月～金）
・24H
対応区域： 北区、上京区、左京区
職員数：PT（１） Ns（６）
対象疾患： 低体重児、口蓋裂体異常 等
対象年齢：□新生児

☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
実施リハビリ内容：
PT

ROMex.、姿勢調整、発達促進

Ns

PT 指導を受けた Ns による ROMex. 等

主な連携先： 訪問看護ステーションおとく
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
59
事業所名： 訪問看護ステーションひろば
住所： 603-8356 京都市北区平野東柳町３８番地
電話番号： 075-366-8190
FAX： 075-366-8290
対応日・時間：月～金・9：00～17：00 土・9:00～13:00
対応区域：北区、上京区、中京区、右京区
職員数：OT（１） Ns（５）
対象疾患：低体重出生児、CP、染色体異常、低酸素脳症 等
対象年齢：□新生児

☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
実施リハビリ内容：
OT

作業療法、日常生活動作訓練

Ns

呼吸リハビリ、日常生活動作訓練、心臓リハビリ、その他

主な連携先：京都府立医大病院、京大病院、京都第一赤十字病院
その他：重症心身障害児対応児童発達支援事業所まるんなひろば併設

60
事業所名：訪問看護ステーション太陽
住所：602-8215 京都市上京区元誓願寺通黒門東入寺今町 506-2 (興徳寺内)
電話番号：075-200-2364
FAX：075-200-2364
対応日：月～金
対応時間： 9:00～17:00
対応区域：上京区・中京区・北区・左京区（北白川まで）
職員数：Ns（４）PT（４）OT（１）
対象年齢：☒新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：脳性麻痺、難病など
実施リハビリ内容：PT
高齢障害者（脳梗塞、パーキンソン病、骨折後等）に対して歩
小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
行練習、高次脳機能訓練、生活リハビリ
お問い合わせ下さい
OT

PT と同

Ns

PT と同

その他、実施リハビリ内容：
＊ディベロップメンタルケアを OT が実施している
＊呼吸理学療法を OT が実施している
＊哺乳指導を OT が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を OT が実施している
主な連携先： －
その他： －
施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
61
事業所名：上京診療所
住所：602 ｰ 8305 京都市上京区千本通寺之内下ル花車町 482-2
電話番号：075-432-1261
FAX：075-432-1345
対応日・時間：月～金・9：00～16:30
対応区域：上京区・北区の一部
職員数：PT（４） OT（１）
対象年齢：□新生児

☐乳幼児（0～6 歳） ☐学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
対象疾患･障害：特に規定なし
お問い合わせ下さい 記載なし
実施リハビリ内容：PT
OT

記載なし

主な連携先： －
その他： －

京都市左京区
62
事業所名： 京都民医連あすかい病院 訪問リハビリテーション
住所：606-8226 京都市左京区田中飛鳥井町８９
電話番号：075- 712- 9091
FAX：075-701-9183
対応日・時間：月～金（祝日、年末年始除く）・9：00～17：00
土（祝日、年末年始除く）
・9：00～13：00
対応区域：左京区内で当院から半径 4Kｍ範囲内、その他の地域は要相談
職員数： PT（5）

OT（1） ST（1）

対象年齢：□新生児

☐乳幼児（0～6 歳） ☐学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP、筋ジス、言語聴覚障害、摂食嚥下障害、呼吸器障害
実施リハビリ内容：PT

運動療法、筋力増強運動、ROMex.、補装具適応、家族指導、環

境調整、基本動作練習、ADLex.
OT

筋力増強運動、ROMex.、応用動作訓練、環境整備、シーティ

ング、自助具作成
ST

コミュニケーション訓練、音声･構音訓練、口腔機能訓練、姿勢

調整訓練、摂食嚥下訓練
その他、実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を Ns が実
施している
主な連携先：なし
その他：月 1 回以上の訪問診療と情報提供が必要

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
63
事業所名： くまのクリニック 訪問リハビリテーション
住所：〒606-8397 京都市左京区聖護院河原町３３番地３
電話番号：075-761-8522
FAX：075-761-8526
対応日・時間：月～土(祝日除く）
・8：30～17：30
対応区域：左京区、東山区、中京区、上京区、北区、下京区の対象地域
職員数： PT（0）OT（2）ST（0）Ns（0）
対象年齢：☐新生児 ☐乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP
実施リハビリ内容：OT

運動療法、ROMex、コミュニケーションツールの使用の検討･

評価･練習、家族指導
その他、実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を OT が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を OT が実施している
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を OT
が実施している
具体的な指導内容（介助方法、ホームエクササイズ、コミュニケーション方法の指
導等）
主な連携先：京大病院
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
64
事業所名：訪問看護ステーション ひのき
住所：606-8322 京都市左京区岡崎入江町 18-4
電話番号：075-761-7336
FAX：075-761-7338
対応日・時間：月～金・9：00～17：30
対応区域：要相談（往路 30 分以内）
職員数：Ns（4） PT（5）
対象年齢：☒新生児

OT（４）

☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：脳性麻痺、筋ジス、染色体異常、自閉症スペクトラム、ADHD、MR、
DCD、小児整形疾患、言語聴覚障害、摂食嚥下障害、呼吸障害、循環障
害、 高次脳機能障害（後天性）
実施リハビリ内容：PT

運動療法、ROMex.、筋トレ、呼吸リハ、
、ポジショニング、

AＤＬex、補装具適応、環境調整、家族指導 等
OT

PT と同

Ns

呼吸リハ、排痰援助、ROMex、家族指導 等

その他、実施リハビリ内容：
＊哺乳指導を Ns が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT、OT が実施している
＊医療的ケアを必要とする新生児の退院に向けたサービス調整や在宅訪問指導を PT、
OT、Ns が実施している
主な連携先：主治医の病院、訪看Ｓｔ．
、行政、福祉施設、教育機関等
その他：経験豊富な看護師とセラピストがご自宅へ訪問し、看護ケアやリハビリを提供し
ています。関係機関との連携も大切にしています

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
65
事業所名： 訪問看護ステーションポジブルしも鴨
住所： 606-0814 京都市左京区下鴨芝本町２４
電話番号： 075-706-7737
FAX： 075-706-7738
対応日・時間：

月～金 （9：00～17：00）

対応区域：
（東）白川通り周辺、
（西）西大路通り周辺、
（南）丸太町通り周辺、
（北）北山
通り周辺
職員数：PT（ 5 ）
対象年齢：□新生児

OT（ 2 ）

Ns（ 6 ）

☐乳幼児（0～6 歳）

☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患：特に規定せず依頼時の空き枠、身体状況等により検討
実施リハビリ内容：
PT

運動療法、家族指導、環境調整、福祉用具の選定・相談、復学支援 等

OT

PT と同、高次脳機能訓練、全般的発達支援 等

Ns

胃瘻管理、呼吸管理、身体看護、家族指導、医療相談、医療機関との調整 等

主な連携先：主治医の診療所、他訪問看護ステーション、行政、福祉施設、教育機関 等
その他：小児リハの従事経験があるセラピストが極少のため、積極的な受け入れはできか
ねますが、連絡いただけたら対応を検討させていただきます。

66
事業所名： 訪問看護ステーション「ケアネットよしだ」
住所：615-8004 京都市西京区桂畑ケ田町 102
電話番号：0772-20-2345
FAX：0772-22-6122
対応日・時間：月～金(年末年始除く）・9：00～18：00
対応区域：西京区、右京区・南区・下京区・長岡京市・向日市の一部
職員数： PT（6）OT（1）Ns（5）
対象年齢：☒新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：特に規定せず
実施リハビリ内容：
PT

ROMex.、呼吸リハ、ポジショニング 等

OT

PT と同

Ns

PT と同、必要な医療処置

主な連携先：利用者に関連した機関、施設全て
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
京都市西京区
67
事業所名：訪問看護ステーション アドナース洛西
住所：610-1146 京都市西京区大原野西境谷町 2 丁目 14-10
電話番号：075-925-7212
FAX：075-925-7237
対応日・時間：月～金・9：00～17：00（リハ）
月～金・9：00～17：00（看護）土日 24Ｈ対応可
対応区域：西京区、中京区、下京区、右京区一部(丸太町通以南）
職員数：Ns（10）PT（2） OT（2）

ST（1）

対象年齢：☒新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP、染色体異常、自閉症スペクトラム、ADHD、ＬＤ、MR、摂食嚥下
障害、その他（口蓋裂、水頭症）
実施リハビリ内容：PT
OT

運動療法、筋トレ、ROMex.、家族指導
補装具適応、ADL、高次脳機能訓練、家族指導、全般的発達支

援
ST

言語発達訓練、高次脳機能訓練、嚥下訓練、全般的発達支援、

家族指導
Ns

胃瘻管理、呼吸管理、身体看護、家族指導

その他、実施リハビリ内容について
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT、OT が実施している
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を PT、OT、
ST が実施している
具体的な指導内容（ 装具の使用、姿勢や遊びの指導 ）
主な連携先：聖ヨゼフ医療福祉センター、京都府立医大病院、京大病院、第二日赤病院、
京都市立病院、訪問看護ステーションひのき、家森クリニック
その他：当社では重心特化型の放課後デイサービスの運営をしております。言語聴覚士に
関しては経験豊富なセラピストが在籍しております。看護師とリハビリ職が在籍
しているため密な連携が可能です。
併設施設 （名称）重心型放課後等デイサービスごっこ
（住所）京都市西京区大枝沓掛町 1-19

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
京都市右京区
68
事業所名：訪問看護ステーション アドナース西院
住所：615-0003 京都市右京区西院西今田町 10 ウエストインコスモ 1F
電話番号：075-874-3904
FAX：075-874-3948
対応日・時間：月～金

・ 9:00～18:00（祝日除く）

対応区域：右京区、中京区、下京区、上京区
職員数：Ns（5.5）PT（３）OT（３）ST（１）
対象年齢：☒新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18
歳) ☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP、染色体異常、自閉症スペクトラム、ADHD、LD、MR、摂食嚥下障
害、その他
実施リハビリ内容：PT

運動療法、ROMex.、筋トレ、家族指導

OT

補装具適応、ADL、高次脳機能練習、家族指導

ST

言語発達練習、高次脳機能練習、嚥下訓練、家族指導

Ns

胃瘻・呼吸管理、身体看護、家族指導

その他、実施リハビリ内容について：
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊哺乳指導を ST が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT、OPT が実施している
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を PT、
OT、ST、Ns が実施している
具体的な指導内容（ 入浴方法 等 ）
主な連携先： －
その他：対応日・時間及び対応区域は上記以外でも相談可能です。その他何でも相談して
下さい。

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
69
事業所名： 西京極診療所
住所：615-0813 京都市右京区西京極佃田町 17
電話番号：075-321-2905
FAX：075-321-2905
対応日・時間：月～土・9：00～17：00
対応区域：丸太町通・物集女街道・久世橋通・壬生川通の内の範囲(範囲外は要相談）
職員数： PT（5）
対象年齢：☐新生児 ☐乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：筋ジストロフィー
実施リハビリ内容：PT

ROMex.、運動療法、補装具(福祉用具）の相談、家族指導

その他、実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を PT が
実施している
主な連携先：ヨゼフ医療福祉センター、梁山会診療所、宇多野病院
その他：小児施設に従事した事のあるセラピストがいないため積極的に受け入れる
事が難しいのが現状です。しかし小児を受け入れる訪問リハビリがほ
とんど無いことも承知しており、通院先のセララピストにご指導、相談で
きる環境があれば受けていきたい。

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
70
事業所名： 訪問看護・リハビリテーション ぴ～す西院
住所： 615-0062 京都市右京区西院坤町 103 番地 近藤ビル 5 階 BD 号室
電話番号： 075-323-6621
FAX： 075-323-9921
対応日・時間： （RH）月～金・9:30～18:00
（看護）月～金・9:00～18:00 土日 24H 対応
対応区域：右京区内
職員数：PT（2）

OT（1） Ns（12）

対象疾患：特に規定せず依頼時の身体状況等により検討
対象年齢：□新生児

☐乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
実施リハビリ内容：
PT

運動療法、家族指導、環境調整、福祉用具の選定・相談 等

OT

PT と同、高次脳機能訓練、全般的発達支援 等

Ns

胃瘻管理、呼吸管理、身体看護、家族指導 等

主な連携先：主治医の診療所、他訪問看護ステーション、行政、福祉施設、教育機関 等
その他：小児リハの従事経験ありのセラピストが極少のため積極的に受け入れ出来てい
ません。まずご連絡ください。事業所内で検討させていただきます。

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
京都市中京区
71
事業所名：かなえるリハビリ訪問看護ステーション都
住所：604-8375 京都市中京区西ノ京池ノ内町 19-11 御池ＫＳビル２０２号室
電話番号：075-803-0536
FAX：075-803-0537
対応日・時間：要相談・要相談
対応区域：京都市中京区、上京区、下京区、東山区、北区、南区
職員数：Ns（4） PT（9）

OT（2） ST（4）

対象年齢：☐新生児 ☐乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)
☐19 歳以上の成人
対象疾患障害：自閉症スペクトラム、MR、DCD、その他(広汎性発達障害、ウィリアムズ
症候群）
実施リハビリ内容：OT

運動療法、遊びの提案、家族指導

その他、実施リハビリ内容：
＊運動発達･感覚認知発達指導を OT が実施している
主な連携先：京都市児童福祉センター
その他： －

72
事業所名： 訪問看護ステーション響
住所： 604-8874 京都市中京区壬生天池町 40 MNS 天ヶ池 100
電話番号： 075-777-3932
FAX： 075-757-3134
対応日・時間：月～金・9:00～17:00
対応区域：京都市
職員数：PT（4）

OT（1）

ST（1） Ns（6）

対象疾患：低体重出生児、水頭症、18 トリソミー、後天性・先天性声門下狭窄症 等
対象年齢：□新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳）

☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
実施リハビリ内容：
PT

ROMex.、筋力訓練、基本動作訓練など発達訓練

OT

作業訓練 等

ST

口腔ケア、食事介助、言語訓練 等

Ns

入浴介助、吸引、吸入、ガーゼ交換 等

主な連携先： よしき往診クリニック、高槻病院、日本バプテスト病院
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
京都市下京区
73
事業所名：訪問看護ステーション虹
住所：600-8302 京都市下京区蛭子町 136-1
電話番号：075-354-7277
FAX：075-354-7278
対応日・時間：月～金・9：00～17：00
対応区域：下京区、中京区
職員数：Ns（5）助産師（1）
対象年齢：☒新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP､筋ジス、染色体異常、MR、呼吸障害
実施リハビリ内容：

Ns

ROMex.､呼吸リハ、家族指導

その他、実施リハビリ内容：
＊ディベロップメンタルケアを Ns が実施している
＊呼吸理学療法を Ns が実施している
＊哺乳指導を Ns が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を Ns が実施している
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を Ns が実
施している
主な連携先：主治医の病院、訪看 St.
その他： －

京都市伏見区
74
事業所名： 共和病院
住所：601-1378 京都市伏見区醍醐川久保町 30
電話番号：075-573-2122
FAX：075-573-0517
対応曜日・時間：月～金・9:00～17:00
対応区域：山科区、伏見区、宇治市御蔵山学区
職員数： PT（2）
対象年齢：☐新生児 ☐乳幼児（0～6 歳） ☐学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：CP、染色体異常、ADHD、LD、MR
小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
実施リハビリ内容：PT
お問い合わせ下さい 呼吸理学療法、運動療法、筋トレ、ROMex.、家族指導
主な連携先：京大病院小児科
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
75
事業所名：メディケア・リハビリ訪問看護ステーション京都
住所：612-8226 京都市伏見区桃山町金井戸島 3-8 １Ｆ
電話番号：075-604-6044
ＦＡＸ：075-604-6045
対応日・時間：月～土・要相談
対応区域：京都市伏見区･山科区・他地区は要相談
職員数：Ns（5）PT（7）OT（5）ST（5）
対象年齢：☒新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：脳性麻痺等中枢性神経疾患、精神発達遅滞
実施リハビリ内容：PT 呼吸理学療法、運動療法、MSE、ROMex.、家族指導、補装具適
応、ポジショニング
OT 運動療法、遊びの提案、家族指導・工夫、学校生活のへの助言
ST 言語発達訓練、高次脳機能訓練、嚥下訓練
その他、実施リハビリ内容：
＊ディベロップメンタルケアを PT、OT、ST、Ns が実施している
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊哺乳指導を ST が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT、OT、ST、Ns が実施している
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を
PT、OT、ST、Ns が実施している
主な連携先： －
その他：どのような対象者の方でも、まずご相談ください。

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
76
事業所名：
（有）エム・エヌ

訪問看護ステーション伏見

住所：612-8365 京都市伏見区車町 297 ピア車町 2 階
電話番号：075-748-8372 / 080-5353-0243
FAX：075-748-8372
対応日・時間：月～土・9:30～18:00
対応区域： 伏見区
職 員 数：Ns（3）
対象年齢：☐新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人

対象疾患･障害： 低体重出生児、染色体異常等
実施リハビリ内容：Ns 生活リハビリ
小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
その他、実施リハビリ内容：
お問い合わせください
＊呼吸理学療法を
Ns が実施している
＊哺乳指導を Ns が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を Ns が実施している
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を Ns が実
施している
具体的な指導内容（

栄養管理指導、経管栄養管理、胃瘻･腸瘻管理指導、
人口呼吸器管理、インスリン注射指導 ）

主な連携先： 府立医大病院
その他： その他の連絡先 080－5353－0243

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
77
事業所名： いきいき３６５訪問看護ステーション
住所： 601-1456 京都市伏見区小栗栖南後藤町 6 番 1-102
電話番号： 075-748-7550
FAX： 075-748-7551
対応日・時間： 365D（要相談）・9:00～17:00（17:00 以降は要相談）
対応区域：宇治市、伏見区、山科区
職員数：PT（９）

OT（１） ST（１） Ns（１３）

対象年齢：□新生児

☐乳幼児（0～6 歳）☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患・障害：要相談
実施リハビリ内容：
PT

運動療法、呼吸リハ、環境調整、家族指導、福祉用具の選定、難病コミュニケーシ

ョン支援 等
OT

PT と同、ADL 訓練、高次脳機能訓練 等

ST

環境調整、家族指導、福祉用具の選定、難病コミュニケーション支援、摂食嚥下訓

練、構音訓練 等
Ns

人工呼吸器・各種カテーテル/警官栄養、点滴の管理、褥瘡予防/処置、看取り看護、

ナーシングリハビリ 等
主な連携先：主治医の医療機関、他訪問看護ステーション、行政、福祉施設、教育機関 等
その他：難病等の受け入れは積極的に行っています。特に呼吸リハに力をいれています。

78
事業所名： 訪問リハビリステーションたもつ
住所： 612-0032 京都市伏見区深草西飯食町７７番地
電話番号： 075-200-8455
FAX： 075-200-8457
対応日・時間： 365D・8:30～17:30（リハは日曜除く）緊急時訪問可能（24Ｈ）
対応区域：伏見区、南区、山科区、東山区、宇治市
職員数： PT（2） OT（3） Ns（8）
実施リハビリ内容：
PT

運動療法、ＡＤＬ支援、家族支援、環境調整、福祉用具の選定・相談 等

OT

PT と同、高次脳機能練習、全般的発達支援 等

Ns

胃瘻管理、呼吸管理、身体看護、ＡＤＬ支援、家族支援 等

対象疾患：発達障害、脳神経疾患、整形外科疾患
対象年齢：☐乳幼児（0～6 歳） ・ ☒学童（7～12 歳） ・ ☒少年(12～18 歳)・
☒19 歳以上の成人
主な連携先： －
その他：小児分野を経験している看護師、療法士は在籍していますが小児分野を専門として
いるわけではございません。可能な範囲で対応させていただきます。

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
79
事業所名：京都府済生会訪問看護ステーション
住所：617-0814 長岡京市今里南平尾１０－８
電話番号：075-956-9461
FAX：075-956-2791
対応日・時間：月～金・8：45～17：00
対応区域：長岡京市、向日市、大山崎町
職員数：Ns（8） PT（2）

OT（2） ST（1）※OT は成人のみ対応

対象年齢：☒新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18
歳) ☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：筋ジス、染色体異常、呼吸障害、循環障害
実施リハビリ内容：PT

運動療法、発達促通、ROMex.、筋力増強、呼吸理学療法、

環境設定、家族指導、運動評価
ST

摂食･嚥下指導

その他、実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊哺乳指導を ST、Ns が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT、Ns が実施している
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を Ns が
実施している
主な連携先：乙訓保健所、各市役所、各病院、調剤薬局
その他：済生会訪問看護は医療保険、介護保険問わず訪問リハビリを積極的に実施

各圏域別小児訪問リハ対応事業所

いたします。

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
80
事業所名： 土井医院（機能強化型在宅療養支援診療所）
住所：617-0823 長岡京市長岡１丁目３－１７
電話番号：075-951-5577
FAX：075-951-5511
対応日・時間：月，火，水，金，土・9：00～17：45
対応区域：長岡京市、向日市、大山崎町、京都市内の一部
職員数：Ns（3） OT（1）
対象年齢：☐新生児 ☐乳幼児（0～6 歳） ☐学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患・障害：ＰＫＧ欠損症、若年性パーキンソン症候群
実施リハビリ内容：OT

体幹・四肢の可動域・筋力増強訓練、座位-立位バランス訓練、

自助具の作成･適応、歩行訓練、介助法方助言、生活環境の調整
その他、実施リハビリ内容：
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を Ns が実
施している
具体的な指導内容（ 吸引指導、呼吸器管理、家族ケア ）
主な連携先：京都府立医大病院、各訪問看護ステーション
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
81
事業所名：医療法人総心会

訪問看護ステーション「ふれあい」

住所：617-0826 長岡京市開田 3-7-14 ブランシャトービル 201
電話番号：075-955-1221
FAX：075-955-1224
対応日・時間：平日・9:00～17:00
対応区域：向日市、大山崎町、長岡京市
職 員 数：Ns（７）PT（院内兼務４）OT（院内兼務 2）
対象年齢：☒新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：指定なし
実施リハビリ内容：PT

関節可動域訓練・筋力増強訓練・基本動作訓練・ADL 練習・介

助指導
OT

PT と同

Ns

PT と同

その他、実施リハビリ内容：
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT、OT、Nｓが実施している
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を
PT、OT、Nｓが実施している
具体的な指導内容（姿勢の管理や介助方法の支援・指導など）
主な連携先： －
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
山城北圏域
82
事業所名：宇治徳洲会訪問看護ステーション
住所：611-0041 宇治市槇島町石橋 145
電話番号：0774-20-3222
FAX：0774-52-2016
対応日・時間：特に限定なし
対応区域： 宇治市及び近隣の宇治田原町、精華町、八幡市、久御山町、伏見区等
職 員 数：Ns（8）事務（1）PT(院内兼務 3) ST(院内兼務 2)
対象年齢：☒新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☐学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害： 特に限定なく実施
実施リハビリ内容：PT
ST

運動発達支援、呼吸理学療法
摂食嚥下訓練、発声訓練

その他、実施リハビリ内容：
＊ディベロップメンタルケアを PT が実施している
＊哺乳指導を ST が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT が実施している
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を PT、ST
が実施している
主な連携先： －
その他：当院では訪問看護ステーションではなく病院リハスタッフが「在宅患者訪問リハ
ビリテーション指導管理料」として直接医師の指示の下に訪問業務を行っている
ことが多いです。
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事業所名： 訪問看護ステーションとくら
611-0021 宇治市宇治山本 27 番地
電話番号： 0774-22-4520
FAX： 0774-22-4863
対応日・時間：月～金・9：00～17：00
対応区域：宇治市、宇治田原町
職員数： Ns（10）
対象年齢：☒新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：特に規定せず
実施リハビリ内容：Ns で行える範囲のリハビリ
Ns

ROMex、姿勢調整、呼吸リハ

主な連携先： －
その他：利用者が通所されている施設からのリハ情報に基づき実施している

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
84
事業所名： 訪問看護ステーション 縁
住所： 611-0041 宇治市槇島町南落合９－１１
電話番号： 0774-66-2670
FAX： 0774-66-2671
対応日・時間： 月～金・9：00～17：00
対応区域： 宇治市内、伏見区向島
職員数： Ns（６）
対象年齢：□新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
対象疾患：特になし
小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
実施リハビリ内容：
お問い合わせ下さい
Ns マッサージ、呼吸リハ、ROMex. 等
主な連携先：特になし、主治医となる病院や医院と連携しています。
その他：リハ専門職は在籍していませんが地域の PT や、退院時にリハビリ内容を確認し
Ns で出来る範囲で実施している（より専門的な内容のリハビリの依頼はお断り
します）

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
85
事業所名：医療法人社団石鎚会 訪問看護ステーションやすらぎ
住所：610-0313 京田辺市三山木中央三丁目 3 番地 5
電話番号：0774-63-5276
FAX：0774-63-5523
対応日・時間：月～金・9:00～15:00
対応区域： 京田辺市、井出町、城陽市、精華町の一部
職 員 数：Ns（８）PT（２）
対象年齢：☒新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：区別なし
実施リハビリ内容：PT
Ns

ROMex.、筋力増強、呼吸リハ
ROMex.、筋力増強、呼吸リハ、嚥下リハ

その他、実施リハビリ内容：
＊ディベロップメンタルケアを PT が実施している
＊哺乳指導を Ns が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT、Ns が実施している
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を PT、Ns
が実施している
具体的な指導内容（ 食事、清潔面、生活（環境調整）
、福祉用具選択、レスパイ
トなどの紹介 ）
主な連携先：京都府立医科大学附属病院、京都第一赤十字病院
その他：とくだ小児科内科、田辺中央病院、南京都病院

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
86
事業所名： 訪問看護ステーション京たなべ
住所： 610-0361 京田辺市河原受田 46-1
電話番号： 0774-68-4086
FAX： 0774-64-8261
対応日・時間： 月～金・9:00～17:30 看護は 24H 対応
対応区域： 京田辺市、井手町
職員数：PT（1） Ns（７）
対象疾患：特に規定なし
対象年齢：□新生児

☐乳幼児（0～6 歳）☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
実施リハビリ内容：
お問い合わせ下さい
PT 運動療法、家族指導、環境調整 等
Ns

健康状態の観察と助言、清潔援助、カテーテル等の管理、家族指導 等

主な連携先： 主治医の病院・クリニック、行政、福祉施設 等
その他： PT が 1 名のため積極的に受け入れていません。
まずご連絡ください、事業所内で検討させていただきます。

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
87
事業所名：医療法人啓信会 訪問看護ステーションきづ川はろー
住所：城陽市平川西六反 46 番地 1
電話番号：0774-52-0086
FAX：0774-52-2016
対応日・時間：月～金・9:00～17:00 土・9:00～13:00
対応区域：城陽市、久御山町一部、宇治市一部
職員数：Ns（5）PT（1）ST（1）
対象年齢：☐新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☐19 歳以上の成人
対象疾患障害：筋ジストロフィー等難病疾患、CP
小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
実 施 リ ハ ビ リ 内 容：PT 関節可動域改善・拘縮予防、日常生活動作、環境調整
お問い合わせ下さい
ST 摂食･嚥下リハ
その他、実施リハビリ内容：
主な連携先： －
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
88
事業所名：メディケア・リハビリ訪問看護ステーション城陽
住所：610-0121 城陽市寺田樋尻 18-6 3 階
電話番号：0774-74-8086
FAX：0774-74-8087
対応日・時間：月～金 ・

9:00～18:00（祝日除く）要相談

対応区域：城陽市、宇治市、京田辺市、八幡市、宇治田原町、井手町
職員数：Ns（7）PT（10）OT（4）ST（2）
対象年齢：☒新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害：脳性麻痺等中枢性神経疾患、筋ジストロフィー等難病疾患、染色体異常、
多発奇形、低出生体重児、重症児等 その他相談可能
実施リハビリ内容：PT 運動療法、MSE、ROMex.、家族指導、補装具適応、ポジショニ
ング
OT 運動療法、遊びの提案、家族指導・工夫、学校生活のへの助言
ST 言語発達訓練、高次脳機能訓練、嚥下訓練
その他、実施リハビリ内容：
＊ディベロップメンタルケアを Ns が実施している
＊呼吸理学療法を PT が実施している
＊哺乳指導を ST、Ns が実施している
＊運動発達･感覚認知発達指導を PT が実施している
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を PT、Ns
が実施している
具体的な指導内容（ カニューレ管理、呼吸介助、ポジショニング管理

）

主な連携先：
訪問看護：0774－74－8077 通所支援事業：0774-74-8277
その他：対応日・時間及び対応区域は上記以外でも相談可能です。その他何でも相談して
下さい。
重症心身障害児の通所支援事業（放課後等デイサービス・児童発達支援事業）
PARC ウィル城陽を同施設 1 階で行っています。

施設番号をクリックすると索引に戻ります

各圏域別小児訪問リハ対応事業所
山城南圏域
89
事業所名：精華町国民健康保険病院 訪問リハビリテーション
住所：619-0241 相楽郡精華町大字祝園小字砂子田７
電話番号： 0774-94-2076
FAX：0774-93-2818
対応日・時間：月～金・9:00～16:00
対応区域：精華町周辺
職 員 数： OT（１）
対象年齢：□新生児

☐乳幼児（0～6 歳） ☐学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)

☐19 歳以上の成人 ※要相談
対象疾患･障害：要相談
実 施 リ ハ ビ リ 内 容：OT

ボバース概念にもとづく運動療法

その他、実施リハビリ内容：要相談
＊医療的ケアを必要とする児の在宅生活支援に向けた家族指導や支援者指導を Ns が実
施している
主な連携先：同上
その他： 対象年齢や訓練内容等は介入できる範囲で要相談の上対応

施設番号をクリックすると索引に戻ります

小児訪問リハ未対応事業所
90
事業所名： 綾部市立病院訪問看護ステーション
住所： 623-0011 綾部市青野町大塚 20 番地の 1
電話番号： 0773-43-0238
FAX： 0773-43-0977
対応日・時間： 月～金・8:30～17:15 土・8:30～12:30
対応区域：綾部市
職員数： Ns（８）
対象年齢： －
対象疾患： －
実施リハビリ内容： －
主な連携先：北部リハ支援センター、中丹東地域リハ支援センター(舞鶴赤十字病院)
その他：小児訪問看護は実施しています。その対象者に小児リハの必要性があれば、上記
連携先と相談・指導により対応します。

91
事業所名：亀岡病院 訪問看護ステーション
住所：621-0865 亀岡市新町 1－2
電話番号：0771-25-8700
FAX：0771-58-0031
対応日・時間：月～日・8:30～17:00
土・8:30～12:00
対応区域：亀岡市
職員数：PT（2）

ST（1） Ns（11）

対象年齢： －
対象疾患： －
主な連携先： －
その他：依頼があれば検討・対応する予定です。

施設番号をクリックすると索引に戻ります

小児訪問リハ未対応事業所
92
事業所名：亀岡病院 訪問リハビリテーション
住所：621-0815 亀岡市古世町 3 丁目 21 番地 1 号
電話番号：0771-22-0341
FAX：0771-22-4405
対応日・時間：月～金・9:00～17:00
対応区域：亀岡市
職員数：PT（2）
対象年齢： －
対象疾患： －
実施リハビリ内容：PT

機能訓練・ADL 訓練

主な連携先： －
その他：依頼があれば検討・対応する予定です。

93
事業所名： 洛和会訪問看護ステーション東大路
住所： 606-8214 京都市左京区南大久保町 69 リバティ東大路１F
電話番号： 075-708-1010
FAX： 075-708-1011
対応日・時間： 月～土・8:30～17:00
対応区域：左京区、東山区、北区、中京区、上京区
職員数：PT（２） Ns（７）内 非常勤嘱託 1 名
実施リハビリ内容：※要相談
PT

ROMex.、筋力増強訓練、ADL 動作訓練、ポジショニング、家族指導 等

対象疾患：運動器疾患、呼吸器疾患、脳血管疾患、循環器疾患
対象年齢：□新生児

☒乳幼児（0～6 歳）

☒19 歳以上の成人 ※要相談
主な連携先： －
その他： －

施設番号をクリックすると索引に戻ります

☒学童（7～12 歳）

☒少年(12～18 歳)

小児訪問リハ未対応事業所
94
事業所名： 訪問看護ステーションそら
住所： 615-8252 京都市西京区御陵北山下町 22－22
電話番号： 075-925-7613
FAX： 075-925-7514
対応日・時間：月～金（祝日含む､GW と年末年始除く）
・9:00～18:00
対応区域：西京区、右京区

その他は要相談

職員数：PT（1） Ns（8）
実施リハビリ内容： リハビリテーション全般対応します
対象疾患：特に規定せず（難病等も含む）
対象年齢：□新生児

☐乳幼児（0～6 歳） ☐学童（7～12 歳）

☐少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
主な連携先： －
その他：小児リハ対応はしておりませんが、先ずはご相談ください
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事業所名： ステーションイルカ
住所： 615-0084 京都市右京区山ノ内山ノ下町 15-13
電話番号： 075-323-5623
FAX： 075-323-5613
対応日・時間： 月～金・9：00～17：00
対応区域：上京区、中京区、下京区、京北町を除く右京区
職員数： Ns（9）
対象疾患： 規定していないが軽度者のみ
対象年齢：□新生児
☒乳幼児（0～6 歳）
☐学童（7～12 歳） ☐少年(12～18 歳)
小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
☐19 歳以上の成人
お問い合わせ下さい
実施リハビリ内容：
Ns

病院からの継続リハ

主な連携先： ―
その他：小児は積極的に対応しておりません、先ずはご相談ください。

施設番号をクリックすると索引に戻ります

小児訪問リハ未対応事業所
96
事業所名： 訪問看護ステーション四条鉾町
住所： 600-8461 京都市下京区仏光寺通油小路東入ル木賊山町 165
電話番号： 075-353-8878
FAX： 075-353-8883
対応日・時間： 月～土・8：30～17：00
対応区域：下京区、中京区、上京区
職員数： ＰＴ（2） Ns（10）
対象年齢： －
対象疾患： －
小児リハビリテーション情報は京都府リハビリテーション支援センターに
実施リハビリ内容：
－
お問い合わせ下さい
主な連携先：
－
その他：現在、小児訪問リハビリ未経験スタッフなので、今後依頼内容により対応できれば
受け入れていきます。

97
事業所名： さんさんリハビリ訪問看護ステーション
住所： 601-8321 京都市南区吉祥院西定成町 16 第 2 嶋本マンション 1F
電話番号： 075-574-7813
FAX： 075-574-7814
対応日・時間：月～金・9:00～17:30
対応区域：南区、下京区 周辺
職員数：PT（8 ）

OT（3 ） ST（3 ） Ns（4 ）

実施リハビリ内容：評価を行い必要な内容を実施します
対象疾患：特に規定せず
対象年齢：□新生児：☐乳幼児（0～6 歳）

☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)

☒19 歳以上の成人
主な連携先： －
その他：小児リハビリの対応は積極的に行っていませんが、面談の上受け入れを決定しま
すので、先ずはご相談ください。

施設番号をクリックすると索引に戻ります

小児訪問リハ未対応事業所
98
事業所名： 訪問看護ステーションひまわり
住所：607-8258 京都市山科区小野西浦 68-8 レジデンス 1 階奥
電話番号：075-575-5570
FAX：075-575-5571
対応曜日・時間：月～金・9:00～17:00
土・ 9:00～13:00
対応区域：山科区
職員数： Ns（6）
対象年齢：☐新生児 ☒乳幼児（0～6 歳） ☒学童（7～12 歳） ☒少年(12～18 歳)
☒19 歳以上の成人
対象疾患･障害： 未記入
実施リハビリ内容：Ns

未記入

主な連携先： －
その他：現在、利用者はいませんが小児の受け入れは行っています 。

99
事業所名： ラハイナ訪問看護ステーション
住所： 611-0002 宇治市木幡南端５４番地４
電話番号： 0774-51-4502
FAX： 0774-32-5444
対応日・時間： 月～金・8：30～17：30
対応区域：宇治市、京都市伏見区、城陽市、宇治田原町、久御山町
職員数： Ns（6）
対象疾患： －
対象年齢： －
実施リハビリ内容： －
主な連携先： －
その他：現在リハビリスタッフがいません。採用することになりましたら小児も対応させて
いただきたいと考えています。

京都府リハビリテーション支援センター
電話 ０７５－２５１－５３９９
FAX ０７５－２５１－５３８７
Mail rehabili@pref.kyoto.lg.jp

施設番号をクリックすると索引に戻ります

