
　シミズ病院グループでは、患者さまの病状に合わせ「急
性期」から「回復期」「施設」「在宅」まで幅広くリハビリテー
ションを実施しています。
　病気やケガにより起こる機能低下や能力低下は、病状や
病期によって大きく変化していきます。その変化に応じた
リハビリテーションが実施できるように、グループ全体で
は２１２名（常勤・５月１日現在）の専門のセラピストを
配置しています。その中で在宅リハビリは、自宅復帰した
際の要となっています。
　退院後もリハビリテーションを必要とされる方は、多く

いらっしゃいます。歩行や日常生活動作に支障をきたし、
ご家族の協力や介護用品の使用など、自宅での支援が必要
不可欠なケースです。「入院中の病院では上手くできてい
たのに、家に帰ってから何もできなくなった」という患者
さまからの声もしばしば聞かれます。そこで「通所リハビ
リ」や「訪問リハビリ」では、機能回復を目的としたリハ
ビリテーションはもちろん、支援するご家族へのアドバイ
スや介護用品の提案まで、幅広く対応させていただいてい
ます。自宅環境や生活に適応するためのお手伝いを、在宅
リハビリでは実施しています。

身近に在宅リハビリがある
２１２名のリハビリスタッフが健康寿命を延ばす！

特集

シミズ病院グループ　セラピスト在籍者数一覧

シミズふないの里
介護老人保健施設

シミズ四条大宮クリニック

介護老人保健施設
シミズひまわりの里

洛西ニュータウン病院

所属施設

南丹市八木町西田山崎16

中京区壬生賀陽御所町3-1
京都幸ビル

西京区大枝沓掛町13-362

西京区大枝東新林町3-6

所在地

0771-43-2111

075-813-1300

075-331-8900

075-332-0123

連絡先

施設内・通所・訪問

院内・通所・訪問

施設内・通所・訪問

院内・通所・訪問

リハビリ形態

9名

10名

8名

25名

理学療法士
PT

在籍者数（常勤・2020年5月1日現在）

―

1名

1名

4名

作業療法士
OT

1名

―

2名

1名

言語聴覚士
ST

10名

亀岡シミズ病院 亀岡市篠町広田1-32-15 0771-23-0013 院内・通所・訪問 13名 4名 2名 19名

11名

11名

30名

洛西シミズ病院 西京区大枝沓掛町13-107 075-331-8778 院内 71名 24名 10名 105名

シミズ病院 西京区山田中吉見町11-2 075-381-5161 院内 14名 7名 5名 26名

計

150名 41名 21名 212名合計
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　通所リハビリテーションとは、利用者さまが安全に自立した在宅生活を継続できるよう、
生活機能の維持を目的に専門職によるリハビリをはじめ食事や入浴などの生活支援、他者
との交流の場所の提供などを兼ね備えたサービスです。また、ご家族などの介護者の精神
的・身体的負担の軽減も利用目的の一つとなっています。リハビリの内容は、病院でのリハ
ビリと比較すると、機能訓練よりも日常生活動作訓練に重点が置かれています。

シミズふないの里

亀岡シミズ病院

シミズ四条大宮クリニック

※1 １時間利用は、AM・PM対応可　　　※2 複数のバリエーションあり

※1

※2

※1

※1

シミズひまわりの里

洛西ニュータウン病院

施設名 主な送迎エリア 利用
定員

利用時間
形態 特徴

0771-43-2111

0771-23-0023
（直通）

075-813-5234
（直通）

075-331-8900

075-332-0166
（直通）

30名

30名

40名

30名

23名

長時間
短時間

長時間
短時間

長時間
短時間

長時間

長時間
短時間

連絡先

西京区全域
向日市（物集女街道より西側）

西京区(阪急京都線より西側）

丸太町通、新町通、花屋町通、
天神川通を囲むエリア

亀岡市内

亀岡市(一部地域除く）
南丹市
(園部地区：川辺・摩気・西本梅町）
(八木地区：神吉地域を除く全域）

PT・OT・STの各種専門職が常勤しています。言語
機能・嚥下機能に対するリハビリも可能。お試し利
用してから本格利用を検討されても大丈夫です。

アットホームな雰囲気でご利用いただいていま
す。長時間利用に抵抗がある方は、1～2時間利用
の短時間から対応しています（送迎に制約あり）。

中京区の町中にある特性を活かし、短時間利用や
公共交通機関での来所が可能。社会復帰に繋がる
生活支援など、多様なニーズにお応えしています。

午前と午後に分けて2回運動を実施。午前は個人
に合わせた運動を個々で、午後は生活場面に応
じた運動を皆で実施します。1～ 2時間からの
利用も受付可能です。

PT5名、ST1名が常勤。嚥下に不安がある方は、
STによる嚥下訓練を受けることが可能。日常生
活動作に加え、畑仕事などで不安がある動作の
練習も行います。

通所リハビリテーション（デイケア）

●こんな方におすすめ
①退院直後で在宅生活に不安がある方、
　リハビリテーションの継続が必要な方
②ＡＤＬや活動性の低下を予防したい方
③要介護または要支援の認定を受けて
　いる方が利用可能

●通所介護（デイサービス）との違い
　通所リハビリテーションには、リハビ
リ専門職が常勤しています。利用者さま
の状態を評価し、介護職と連携を取りな
がら個々の利用者さまに合わせたリハビ
リプログラムや通所リハビリテーション
利用中の過ごし方を提案しています。

●利用時間のバリエーション
　介護保険の通所系サービスは、「長時間のお預かり機能」というイメージが強いかもしれませんが、１～２時間程度の
短時間サービスもあります（事業所により対応時間は異なります）。利用者さまのニーズに合わせた選択が可能です。

長時間利用

短時間利用  パターン①（1～2時間）

ご利用ニーズ
リハビリだけで
はなく、他者と
の交流も楽しみ
たい。介護者の
負担軽減も図る
必要あり。

ご利用ニーズ
入浴は自宅で可
能、他者との交
流は苦手。リハ
ビリだけ実施し
たい。

施設到着
バイタル
チェック

リハビリ
AM PM

●個別リハビリ　●グループでの体操
●自主トレーニング
●認知課題（計算、漢字、塗り絵など）

レクリエーション
リハビリ

昼食

施設到着
バイタル
チェック

リハビリ
AM

帰宅

短時間利用  パターン②（3～4時間）
ご利用ニーズ
1日中通所で過ご
すには疲れるし気
が向かないが、自宅
での入浴は難しい。
リハビリも必要。

施設到着
バイタル
チェック

※事業所によってリハビリや入浴のタイミングは異なります。

リハビリ
入浴

昼食
AM

帰宅

入浴 おやつ 帰宅

PM

シミズ病院グループ　通所リハビリテーション一覧（送迎エリアや利用時間の詳細は、電話にてお問い合わせください）
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訪問リハビリテーションとは、医師の指示のもと、リハビリ専門職が
利用者さまの自宅に訪問し、個々の身体機能に合わせて生活に必要な
動作訓練、環境調整を行うサービスです。

シミズ病院グループ　訪問リハビリテーション一覧

シミズふないの里

亀岡シミズ病院

シミズ四条大宮クリニック

シミズひまわりの里

洛西ニュータウン病院

施設名 主な訪問エリア 稼働日 特徴

0771-43-2111
(担当：戸津尚樹）

0771-23-0013
(担当：鈴木智洋）

090-3827-6021
(担当：冨田真央）

075-331-8900
(担当：大前美和）

月～金
(土・日・祝日休み）

月～土
(日・祝日休み）

月～土
(日・祝日休み）

ST：火・木・土
PT：月・水・金
(日・祝日休み）

月～土
(日・祝日休み）

連絡先

西京区、向日市

西京区、向日市物集女町

中京区、右京区が中心
(その他の隣接エリアは
応相談）

亀岡市全域

亀岡市の一部地域
南丹市
(八木地区全域、
園部地区の一部）

ST１名（女性）、PT１名（男性）。STは、コミュニ
ケーションや食事（嚥下）で悩んでおられる方等
へ、状態に合わせたリハビリを提供。PTは、当施
設ショートステイ・通所リハを併用されている
方を中心に対応しています。

PT10名（男性8名、女性2名）、OT2名(男性1名、女
性1名)。西京区(洛西・桂エリア)を中心に各医療
機関と連携を密にし、退院後早期から安心して在
宅生活が送れるよう質の高い訪問リハビリの提
供を目指しています。

PT3名（男性2名、女性1名）、OT1名（男性）。「利用
者さまのニーズに応えるため、スタッフ間の情報
共有と素早い対応を心がけ、地元地域において笑
顔で生活できるサービスを提供する」をモットー
に、身体機能の維持改善のための運動、日常生活
を維持継続するための動作練習や環境設定を、専
門技術を持ったスタッフが対応します。

PT2名(男性1名、女性1名　＊認定訪問療法士の
資格を持つPT在籍）。在宅生活に必要な動作練習
や住環境整備を行います。

PT1名（男性）。施設からの退所直後の在宅生活で
の不安な環境や動作への対応を、デイケアとの連
携を密に取りながら訪問しています。希望に応じ
て、屋外活動の練習も行っています。

訪問リハビリテーション

●こんな方におすすめ
①回復期リハビリ退院後など生活機能の再建が必要な方
②通所・通院が困難な方、外来リハビリ終了後継続してリハビリ
　希望の方
③最近身体が弱ってきた・転倒が増えてきたなどケアプラン見直
　しが必要な方
④在宅で目標をもってリハビリを希望される方

●申し込みの流れ（介護保険での対応）
①要介護の方…居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）に相談
②要支援の方…地域包括支援センターに相談
＊訪問リハビリを実施するためには、「かかりつけ医の診療情報の
　提供⇒各施設の医師の診察」が必要となります。

（訪問エリアや利用時間の詳細は、電話にてお問い合わせください）シミズ病院グループ　訪問リハビリテーション一覧

075-331-8725
担当：髙松直人
　　　倉橋直門

シミズの風　Vol.89　3



●施設紹介
入所定員：１５０名（一般療養棟１００名、認知症専門棟５０名）
通所定員：３０名
リハビリテーション科：理学療法士９名、言語聴覚士１名

　家庭と地域との結びつきを大事にした南丹地区にある介護老人保健施
設です。施設への入所やショートステイ、デイケアや訪問リハビリサービ
ス、居宅介護支援など、場所や時間を問わず利用者さまとご家族の幸せと
ゆとりを第一に考えています。

リハビリ専門職が、すべてのサービスを通じて連携し、地域の皆さまの生活を支えます

介護老人保健施設　シミズふないの里

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

　　　　　 在宅 ⇒ 入所
まずは家屋を訪問し、現状を評価。段差が多く、非常に大変
な方法で身辺動作を行われていたことが判明しました。ま
た、数年前の骨折後以来、リハビリスタッフや他者との関
わりが少ない在宅生活を送られた結果、状態の変化に気づ
けず徐々に身体機能も低下していました。
　
　　　　　 入所中
積極的な機能訓練、動作練習、在宅復帰に向けてのリハビ
リプランの見直し、家屋改修（一部）や動作方法の変更を提
案しました。
　
　　　　　 入所 ⇒ 通所リハビリ、訪問リハビリ
通所リハビリでは他の利用者さまとの関わりの中で、訪問
リハビリでは変更した家屋内動線を練習し、Ａさんの変化
に迅速に対応しました。その都度、妹さんへも具体的な指
導や助言を行い、不安や介護負担の軽減に努めました。
　
　　　　　 在宅 ⇒ ショートステイ、入所
体調を崩され再び動きにくくなったAさんに、再入所をお
勧めしました。在宅復帰に向けて、現在、日々奮闘中です。

（改修前）自宅玄関 （改修後）自宅入り口変更

自宅入り口変更に伴う
階段昇降練習

事例紹介 姉妹で生活をされていたAさん。徐々に身の回りのことが行いにくくなり、妹さんの手助けが必要に…。

京都府南丹市八木町西田山崎16
TEL: 0771-43-2111（代）

入所リハビリ

ショートステイ

訪問リハビリ 通所リハビリ

在宅
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介護老人保健施設　シミズひまわりの里

●施設紹介
入所定員：１７４名（一般療養棟９８名、認知症専門棟７６名）
通所定員：３０名
リハビリテーション科：理学療法士８名、作業療法士１、言語聴覚士２名

　在宅復帰・在宅療養支援施設として、在宅復帰に向けた生活リハビリ
を行っています。在宅復帰後も、ショートステイや通所リハビリテーショ
ン、訪問リハビリテーションに繋ぎ、継続したリハビリサービスを提供で
きるよう取り組んでいます。

京都市西京区大枝沓掛町13-362
TEL: 075-331-8900（代）

入所前後訪問指導
入所前に、支援相談員やケアマネジャー、リハビリ
スタッフがご自宅にうかがい、利用者さまの状態や
家屋評価を行います。そして、入所当初より在宅復
帰を意識して、リハビリテーションを提供します。

入所サービス
リハビリスタッフによるリハビリはもちろんのこと、療養棟の看護や介護スタッ
フとともに行う「生活リハビリ」にも力を入れています。個別での運動や日常生活
動作の練習、認知症に対する机上課題なども行います。また、言語聴覚士により言
語療法と摂食嚥下に問題のある利用者さまの食形態の検討も行います。

退所前訪問指導
在宅復帰前に、利用者さまと一緒に支援相談員やケア
マネジャー、リハビリスタッフ、ケアワーカーがご自宅
にうかがい、家屋評価や福祉用具の選定、移動方法・
介助方法の助言、在宅サービスの検討等を行い、安全
に在宅生活が送れるよう指導させていただきます。

シミズひまわりの里ご利用の流れ

病院・在宅等

在宅

訪問リハビリ
理学療法士、言語聴覚士がご自宅を訪問し、
利用者さまの生活に沿ったリハビリテー
ションをご自宅で実施します。

通所リハビリ
利用開始時に自宅訪問を実施し、自宅内での動作確認や
家屋評価を行います。それを基に安全に在宅生活を継続
するための目標設定やリハビリプログラムを立案・実
施します。また、リハビリスタッフが、利用者さまに合っ
た自主トレーニングを提案し、指導を行います。

ショートステイ（１泊２日～連続３０日）
ご利用時に、利用者さまの評価を行い、在宅
生活を継続するために必要なリハビリテー
ションを実施します。

定期的
又は

必要になったら

再入所
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　大阪医科大学麻酔科学教室に入局
し、大学病院・市立ひらかた病院と後
期研修を行ってきました。これまでは手
術麻酔がメインでしたが、これからはペ
インにも携わっていきたいと思ってお
ります。1年間と短い期間ですが、なに
とぞよろしくお願いいたします。

井上　汐里  医師
いの  うえ　　  しお　 り

洛西シミズ病院
麻酔科

●平成２６年卒
●専門分野：麻酔科
●認定・専門等：麻酔科標榜医

大村　直己  医師
おお  むら　　　なお   き

シミズ病院
脳神経外科

　大阪医科大学整形外科に入局し、前
年度は大阪市内の病院で勤務しており
ました。自身にとっては初めての京都勤
務となり、歴史や風情のある地で医療
に携われる機会をいただき大変うれし
く思います。至らぬ点もあるかとは思い
ますが、ご指導・ご鞭撻のほどよろしく
お願い申し上げます。

高島　雅俊  医師
たか しま　　　まさ  とし

洛西シミズ病院
整形外科

●平成２７年卒
●専門分野：整形外科一般
●担当外来：洛西シミズ病院（木曜）

　今までも急性期医療に携わることが
多く、経験を生かして地域医療に貢献
していきます。脳だけでなく、脊椎疾患
も取り扱った経験がございますので、気
兼ねなくご相談いただければ幸いでご
ざいます。なにとぞよろしくお願い申し
上げます。

●平成２２年卒
●専門分野：脳神経外科
●認定・専門等：日本脳神経外科学会認定脳神経外科
　　　　　　　　専門医
●担当外来：シミズ病院（水曜）

小柴　良司  医師
 こ　しば　　  りょう じ

洛西シミズ病院
消化器内科

●平成２４年卒
●専門分野：炎症性腸疾患
●認定・専門等：日本内科学会認定内科医、日本消化器
　　　　　　　　病学会認定消化器病専門医、日本消化
　　　　　　　　器内視鏡学会認定消化器内視鏡専門医
●担当外来：洛西シミズ病院（金曜、第２・４土曜）

　出身大学は大阪医科大学で、今年９
年目となります。専門分野は炎症性腸疾
患ですが、胃カメラや大腸カメラをはじ
めとして、消化器内科全般の診療をさせ
ていただきます。至らない点もあるかと
思いますが、よろしくお願いします。

新任のご紹介■２０２０.０４.０１付新任のご紹介■２０２０.０４.０１付新任のご紹介■２０２０.０４.０１付

廣田　宙自  医師
ひろ   た　　　 ちゅう じ

洛西シミズ病院
整形外科

●平成３０年卒
●専門分野：整形外科一般

　大阪医科大学を卒業し、初期研修後
に大阪医科大学整形外科教室に入局
しました。整形外科医として未熟な面が
多々ありますが、患者さまのために頑
張っていきますので、よろしくお願いい
たします。

神谷　一成 医師
かみ  たに　     いっ  せい

洛西シミズ病院
整形外科

●平成３０年卒
●専門分野：整形外科一般

　福井県出身、大阪医科大学卒で、大
阪医科大学整形外科に入局しておりま
す。経験、知識ともに未熟ではあります
が、精一杯患者さまのために頑張って
いこうと思います。ご指導・ご鞭撻の
ほどよろしくお願い申し上げます。
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　『手術数でわかるいい病院２０２０』（朝日新聞出版）
の脳動脈瘤治療実績のコーナーに、シミズ病院が取り
上げられました。京都地区で６年連続１位、近畿地区で
７位（昨年８位）の治療数となっています。
　また、『病院の実力２０２０総合編』（読売新聞社）の
脳卒中治療実績でも京都地区で１位です。シミズ病院
では、脳疾患に対する治療を引き続き２４時間３６５
日体制で行ってまいります。
　このほか、『病院の実力』の心臓病（心臓カテーテル治
療）コーナーにシミズ病院が、眼科（白内障・水晶体再
建術）コーナーに洛西ニュータウン病院が取り上げら
れています。

橋本　泰成  医師

洛西シミズ病院
リハビリテーション科

●平成２９年卒
●専門分野：リハ一般

木下　直彦  医師
 きの  した　　   なお  ひこ はし  もと　　　やす  なり

洛西シミズ病院
消化器内科

●平成２６年卒
●専門分野：下部消化管疾患
●認定・専門：日本内科学会認定総合内科専門医
●担当外来：洛西シミズ病院（水曜、土曜）

　大阪出身、鳥取大学を卒業していま
す。下部消化管疾患専門としておりま
すが、消化器疾患全般にしっかり対応
できるように努めていく所存です。至ら
ぬ点も多々あるかと思いますが、なにと
ぞよろしくお願いいたします。

　昨年は兵庫医科大学のリハビリテー
ション科にて勤務しておりました。地域
医療に貢献すべく、回復期のリハビリテ
ーション治療に励んでまいりますので、
なにとぞよろしくお願いいたします。

金内　雅夫  医師

亀岡シミズ病院
内科

●昭和５３年卒
●専門分野：糖尿病・腎臓内科
●認定・専門：日本内科学会認定内科医、日本糖尿病学
　　　　　　　会認定糖尿病専門医、日本腎臓学会認定
　　　　　　　腎臓専門医
●外来担当：亀岡シミズ病院（月曜）

かな  うち　　  まさ　 お

　糖尿病と慢性腎臓病の進展予防を
柱に地域医療に貢献していきたいと存
じます。臨床栄養疫学にも関心があり、
健康増進・疾病予防には「食事の質」
を高めることが大切だと感じています。

椿本　裕子  医師
つばきもと　　   ひろ　こ

洛西ニュータウン病院
循環器内科医長

●平成１４年卒
●専門分野：循環器内科一般、心臓リハビリテーション
●認定・専門等：日本内科学会認定総合内科専門医、日
　　　　　　　　本循環器学会認定循環器専門医、日本
　　　　　　　　心臓リハビリテーション学会心臓リハビ
　　　　　　　　リテーション指導士
●担当外来：洛西ニュータウン病院（水曜、金曜）

　循環器内科一般の診療を行っていま
す｡高齢化社会に伴い高齢者の心不全
が増加している今、心不全の発症や重
症化を防げるよう微力ながら尽力して
まいります。また、病診連携を進め、地
域の循環器診療に貢献できれば幸い
です。よろしくお願い申し上げます。

就任のご紹介■２０２０.０４.０１付就任のご紹介■２０２０.０４.０１付就任のご紹介■２０２０.０４.０１付

医療データムック

　　　　　　と　　　　　　　 の２０２０年版に

シミズ病院、洛西ニュータウン病院
『いい病院』『病院の実力』
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　２０２０年４月１日、清仁会に７３名、アイリス福祉会に２名の総
勢７５名が入職しました。清水史記清仁会理事長は、書面で、「自ら積
極的に笑顔で挨拶をして、職場に新鮮な風を吹き込んでくれることを
期待しています」とエールを贈りました。
　今年は、新型コロナウイルス感染症対策からグループ全体での入社
式は中止し、各配属施設で新人への辞令交付を行っています。そのう
ちシミズ病院では、𠮷田享司院長が「感染症対策の徹底とともに、同
僚たちとの横のつながりと先輩・後輩との縦のつながりを大切にしな
がら日々スキルアップに努め、１年・５年・１０年の節目で自分自身
を振り返って見つめてください」と呼びかけました。また、洛西シミ
ズ病院の石津恒彦院長は「今日からは、社会人としての責任感を自覚
しながら、公私ともに過ごしてください。何か困ったことや改善して
ほしいことがあれば、遠慮なく相談してください」と話しました。
　この後、施設ごとに実施した研修では、２名の感染管理認定看護師
を中心とした「感染対策研修」に重点的に取り組みました。洛西シミ
ズ病院の足立みき看護師長からは、「一人ひとりがきちんと感染対策を
実践しないと感染は広がり続けてしまいます。患者さまと自分を守る
ため、決められたことは実施するように」と注意喚起が行われました。

シミズ病院グループに、
７５名の新人職員が入職しました

シミズ病院

洛西ニュータウン病院

洛西シミズ病院・シミズひまわりの里

亀岡シミズ病院

辞令授与

感染対策研修
train

ing

A ppoint
ment

辞令交付
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