
京都府リハビリテーション就業フェア 2018 出展事業所リスト 

  法人名 施設名 医療・介護・福祉 急性期・回復期・

慢性期 

1 医療法人清水会 京都リハビリテーション病院 医療 回復期 

2 医療法人社団恵心会 介護老人保健施設  

綾部さくらホーム 

介護 慢性期 

3 社会医療法人社団 正峰会 介護老人保健施設  

アザレア舞鶴 

介護 維持期 

4 医療法人 亀岡病院 亀岡病院 医療 慢性期 

5 社会福祉法人大樹会 特別養護老人ホーム 

やすらぎ苑 

介護・福祉 回復期、慢性期 

デイサービスセンター等高齢

事業所 

    

障害児放課後デイ  

どんぐりひろば 

    

6 医療法人 清仁会 

シミズ病院グループ 

シミズ病院 医療 急性期 

洛西シミズ病院 医療 急性期・回復期 

亀岡シミズ病院 医療 急性期・慢性期 

洛西ニュータウン病院 医療 急性期・慢性期 

介護老人保健施設  

シミズふないの里 

介護 慢性期 

介護老人保健施設 シミズひ

まわりの里 

介護 慢性期 

7 京丹後市社会福祉協議会 京丹後市やさか老人保健施設

ふくじゅ 

介護 回復期・慢性期 

8 医療法人稲門会 介護老人保健施設 

フェアウインドきの 

介護 維持期 

9 社会福祉法人あじろぎ会 宇治病院/平成老人保健施設 医療・介護・福祉 急性期・回復期・

慢性期 

10 公益社団法人信和会 京都民医連第二中央病院 医療 急性期・回復期 

介護老人保健施設茶山のさと 介護 慢性期 

11 医療法人社団行陵会 京都大原記念病院 医療 回復期 

12 医療法人 稲門会 介護老人保健施設  

しずはうす 

介護 慢性期 

13 一般財団法人 仁風会 嵯峨野病院 医療・介護 慢性期 

京都南西病院 医療・介護 慢性期・回復期 

14 社会福祉法人京都社会事業財

団 

西陣病院 医療 急性期・慢性期 

15 社会福祉法人 友々苑 介護老人保健施設 友々苑 介護 慢性期 

16 社会福祉法人 堀川健康会 介護老人保健施設じゅんぷう 介護   



17 医療法人啓信会 京都きづ川病院 医療・介護 急性期・回復期・

慢性期 

介護老人保健施設 萌木の村 介護 慢性期 

介護老人保健施設 ひしの里 介護 慢性期 

18   京都第二赤十字病院 医療 急性期 

19 医療法人社団 千春会 千春会病院 医療・介護 急性期・回復期 

20 社会福祉法人南山城学園 介護老人保健施設 煌 介護   

21 医療法人栄仁会 宇治おうばく病院 医療 急性期・慢性期 

22 社会福祉法人京都博愛会 京都博愛会病院 医療 急性期・回復期・

慢性期 

23 医療法人社団 洛和会 

（洛和会ヘルスケアシステ

ム） 

洛和会音羽病院 医療 急性期 

洛和会丸太町病院 医療 急性期 

洛和会音羽ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 医療 回復期 

洛和会音羽記念病院 医療 慢性期 

洛和会東寺南病院 医療 慢性期 

24 社会福祉法人くらしの 

ハーモニー 

介護老人保健施設 

ハーモニーこが 

介護   

25 医療法人大澤会 介護老人保健施設こもれび 介護 慢性期 

26 社会医療法人美杉会 男山病院 医療・介護 急性期・回復期・

慢性期 

佐藤病院 医療 急性期 

みのやま病院 医療・介護 慢性期 

佐藤医院 医療・介護 慢性期 

介護老人保健施設美杉 介護 慢性期 

美杉会訪問看護 

ステーションまきの 

介護 慢性期 

美杉会訪問看護 

ステーション男山 

介護 慢性期 

特別養護老人ホーム美郷 介護 慢性期 

医療法人美盛会 介護老人保健施設美樟苑 介護 慢性期 

27 社会福祉法人 利生会 特別養護老人ホーム亀岡園 福祉   

特別養護老人ホーム 

第二亀岡園 

福祉   

28 地方独立行政法人京都市立病

院機構 

京都市立病院 医療 急性期 

29 医療法人愛友会 明石病院 医療 亜急性期～慢性

期 

30 綾冨士会 綾部ルネス病院 医療 急性期・慢性期 

31 一般財団法人 日本バプテス

ト連盟医療団 

日本バプテスト病院 医療 急性期 

32 医道会 武田病院グループ 医療 急性期・回復期 



33 医療法人 医仁会 武田病院

グループ介護・福祉部 

老人保健施設白寿 介護   

老人保健施設いわやの里 介護   

社会福祉法人青谷福祉会 ヴィラ山科デイサービスセン

ター 

介護   

ヴィラ稲荷山デイサービスセ

ンター 

介護   

三条小川デイサービスセンタ

ー 

介護   

社会福祉法人悠仁福祉会 京都認知症総合センター 

デイサービスセンター 

ヴィラ鳳凰 

介護   

34 国民健康保険南丹病院組合 京都中部総合医療センター 医療 急性期・回復期 

35 医療法人社団育生会 京都久野病院 医療・介護 急性期・回復期・

慢性期 

36 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院 医療 急性期・回復期 

公益社団法人京都保健会 京都協立病院 医療・介護(訪問リ

ハ) 

回復期 

37 公益社団法人京都保健会 京都民医連 太子道診療所 介護（訪問リハ） 慢性期 

公益社団法人京都保健会 上京診療所 医療・介護(訪問リ

ハ) 

慢性期 

38 医療法人社団石鎚会 田辺中央病院・田辺記念病院 医療 急性期・回復期 

39 公益財団法人 丹後中央病院 医療 急性期・回復期 

40 社会医療法人岡本病院（財団） 京都岡本記念病院 医療 急性期・回復期 

41 グロースリング株式会社 訪問看護ステーションひのき 医療・介護・福祉 回復期・慢性期 

42 医療法人 トキワ会 介護老人保健施設 

リーベン嵯峨野 

介護・福祉   

43 一般財団法人 京都地域医療

学際研究所 

がくさい病院 医療 回復期 

44 独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター 医療 急性期 

45 独立行政法人国立病院機構 宇多野病院 医療   

46 医療法人社団蘇生会 蘇生会総合病院 医療 急性期・回復期・

慢性期・在宅期 

47 医療法人医誠会 エスペラル東舞鶴 介護 介護老人保健施

設 

48 医療法人医誠会 東舞鶴医誠会病院 医療 精神 

49 医療法人真生会 医療法人真生会向日回生病院 医療・介護 急性期・回復期・

慢性期 

50 社会福祉法人五十鈴会 特別養護老人ホーム五十鈴荘 介護 慢性期 

51 国民健康保険山城病院組合 京都山城総合医療センター 医療 急性期 

52 京都社会事業財団 京都桂病院 医療 急性期 

53 医療法人新生十全会 京都双岡病院 医療 慢性期 



医療法人十全会 京都東山老年サナトリウム 医療・介護 慢性期 

54 医療法人回生会 京都回生病院 医療 急性期～慢性期 

訪問リハビリテーション  

かいせい 

介護 回復期～慢性期 

ケアセンター回生 介護 回復期～慢性期 

訪問リハビリテーション 

クリニック回生 

介護 回復期～慢性期 

55 京都府社会福祉事業団 心身障害者福祉センター附属

リハビリテーション病院 

医療 回復期 

56 一般財団法人 長岡記念財団 長岡病院 

（長岡ヘルスケアセンター） 

医療 精神科 

57 柊野福祉会グループ アーバンヴィラ上賀茂プレミ

アム 

介護・福祉 慢性期 

アーバンヴィラ上桂 介護・福祉 慢性期 

デイサービスセンター千本笹

屋町 

介護・福祉 慢性期 

京都市鳳徳老人デイサービス

センター 

介護・福祉 慢性期 

58 三菱自動車工業（株） 三菱京都病院 医療 急性期 

59 警察共済組合 京都警察病院 医療 急性期・回復期 

60 医療法人 順和会 京都下鴨病院 医療 急性期から治癒

まで 

 


