


No 施設名 住所 TEL FAX

医療法人社団 坂梨会 介護老人保健施設

愛・ライフ内牧

株式会社ワンバイワン リハビリ特化型デイサービス

阿蘇ふれあい

株式会社ワンバイワン リハビリ特化型デイサービス

草泊まり

特定医療法人 高森会 介護老人保健施設

阿蘇グリーンヒル

社会福祉法人 治誠会 介護老人福祉施設

あそん里

医療法人社団 大徳会

大阿蘇病院デイケアセンター

阿蘇行政事務組合 特別養護老人ホーム

阿蘇みやま荘

社会福祉法人 蘇幸会 身体障害者支援施設

たちばな園

医療法人社団 順幸会 阿蘇立野病院

通所リハ「すがる」

医療法人社団 大徳会 介護老人保健施設 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字吉田

リハセンターひばり 2044番地2

サービス付高齢者向け賃貸住宅＆デイサービス

喜笑楽二番館

医療法人社団 大徳会 リハセンターみどりの里

医療法人 坂梨ハート会 坂梨ハートクリニック

阿蘇医療センター

医療法人社団 恒仁会 市原胃腸科外科

医療法人社団 順幸会 阿蘇立野病院

小国町外一ヶ町公立病院組合 小国公立病院

小国町外一ヶ町公立病院組合 おぐに老人保健施設

熊本県阿蘇市内牧1105-1 0967-32-5511 0967-32-5321

特定医療法人 高森会 阿蘇やまなみ病院

医療法人社団 大徳会 大阿蘇病院

熊本県阿蘇郡小国町宮原1742-1 0967-46-6111 0967-46-6052

熊本県阿蘇郡南阿蘇村185-1 0967-68-0111

熊本県阿蘇郡小国町大字宮原425-5 0967-46-6650 0967-46-6662

熊本県阿蘇郡南阿蘇村一関1850-1 0967-62-8733 050-3325-8899

熊本県阿蘇郡小国町宮原1743 0967-46-3111 0967-46-4936

0967-68-0646

0967-64-8000 0967-64-8003

熊本県阿蘇市三久保715 0967-32-2100 0967-32-4579

熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 0967-68-0111 0967-68-0646

熊本県阿蘇市黒川1484 0967-34-1211 0967-34-0688

熊本県阿蘇市黒川1365 0967-34-0848 0967-34-0849

{ 阿蘇圏域 リハビリテーション施設パンフレット　掲載施設一覧 {

阿蘇市：15施設、南阿蘇村：4施設、小国町：3施設、計22施設

1 熊本県阿蘇市内牧1153-1 0967-32-0881 0967-32-4462医療法人社団 坂梨会 阿蘇温泉病院
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医療法人 恵浩会 家入整形外科 熊本県阿蘇市内牧３５３ 0967-32-0048

熊本県阿蘇市内牧601-6 0967-32-5046

熊本県阿蘇市内牧601-6 0967-32-5045

0967-32-0077

0967-24-6320

0967-24-6320

0967-22-05260967-22-0525熊本県阿蘇市一の宮町宮地115-1

熊本県阿蘇市一の宮町宮地121番地 0967-22-0500 0967-22-5200

熊本県阿蘇市一の宮町坂梨2365 0967-22-1511 0967-22-5155

熊本県阿蘇市一の宮町宮地5833 0967-22-2111 0967-22-2114

熊本県阿蘇市一の宮町宮地5833 0967-22-2760 0967-22-2377

熊本県阿蘇市小里249-2 0967-24-6262 0967-24-6266

熊本県阿蘇市黒川1266 0967-34-0311 0967-34-2273



所在地

TEL FAX

E-mail

病床数

施設基準

①

②

③

④

⑤

P_therapy@asospahp.jp

260床

阿蘇温泉病院
〒869-2301 熊本県阿蘇市内牧1153-1

0967-32-0881 0967-32-4462

訪問リハビリテーション範囲(医療・介護) 阿蘇市、小国町、南小国町、上津江村、中津江村、南阿蘇村

併設事業所

脳血管Ⅰ、運動器Ⅰ、呼吸器Ⅰ

リハビリテーション対象患者(院内・外来・訪問)

リハビリテーション科スタッフ数(H26.8現在) PT11名、OT5名、ST4名、DH1名、MT2名、助手1名、計24名

急性期～維持期

リハビリテーション科からひとこと

　阿蘇の大自然に囲まれた内牧温泉の閑静な場所に位置する総合病院です。「より良き人間性を、より良き環境を、より良

き医療を」との基本理念に基づき、患者様への真摯なリハビリテーションを提供しております。また、阿蘇地域にて数少な

い小児リハビリテーションへの対応や、音楽を用いて身体機能の改善に向けた介入も施行しており、様々な患者様の需要に

対し、非常に幅広いバリエーションをもってお応えできることも当院の大きな特徴です。

施設・リハビリテーション科イメージ

リハビリテーション科スタッフ 機能訓練室での訓練風景 言語聴覚室での訓練風景

　明るくバイタリティ溢れるスタッフが揃って
おり、互いに協力し、切磋琢磨しながら患者様
へのリハビリテーションに日々取り組んでおり
ます。

　理学療法士6名、作業療法士4名により
外来・入院患者様に対し、患者様個人に適
したゴール達成を実現すべく身体機能、起
居・ADL動作等の訓練を施行しておりま
す。

　言語障害や嚥下障害・高次脳機能障害をお
持ちの方を対象に、機能改善及びQOLの質の
向上を目的とし検査・評価を基に訓練、指
導、助言、その他（施設支援や研修会）等を
させていただいております。

小児リハビリテーション風景 音楽療法風景 訪問リハビリテーション訓練風景

　理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が担当
しています。遊びや簡単な運動を取り入れ、運
動や手の使い方の発達を促すリハビリテーショ
ンや、食事や着替え等身の回りの事が一人でで
きる様な指導をしています。

　音楽の持つ心理的・生理的・社会的働き
を用いて、患者様の心理的サポートや
QOL向上などを目的とした音楽療法を提
供させて頂いております。

　専門スタッフが直接ご自宅にお伺いし、生
活する上でお困りのこと（コミュニケーショ
ン、食事、家事動作、入浴、生活動作、歩行
等）に対しリハビリを行います。子供から高
齢の方まで生活面の改善を支援致します。

介護老人保健施設 愛・ライフ内牧(入所125名、通所70名)

緩和ケア病棟・透析センター 桃花水(緩和ケア病棟15床、透析センター38床)

社会福祉法人 蘇峯会 ケアハウス　茶寿苑(入所50名)

居宅介護支援事業所・訪問介護事業所　春草苑

デイサービスセンター 宝泉郷(一日定員10名)



所在地

TEL FAX

通常の事業の実施範囲

①

②

③

④

⑤

〒869-2301 熊本県阿蘇市内牧1105-1

阿蘇市、小国町、南小国町、産山村、南阿蘇村のうち旧長陽村

協力医療機関 医療法人社団　坂梨会　阿蘇温泉病院

介護老人保健施設　愛・ライフ内牧

0967-32-5511 0967-32-5321

リハビリテーション科スタッフ数(H26.8現在) PT5名、OT1名、ST1名、DH1名、計8名

通所利用者定員数 70名

125名入所者定員

併設事業所
医療法人社団 坂梨会 阿蘇温泉病院(260床)

緩和ケア病棟・透析センター 桃花水(緩和ケア病棟15床、透析センター38床)

社会福祉法人 蘇峯会 ケアハウス　茶寿苑(入所50名)

居宅介護支援事業所・訪問介護事業所　春草苑

デイサービスセンター 宝泉郷(一日定員10名)

リハビリテーション科からひとこと

　当施設は、入所定員125名、通所定員70名と比較的大規模な事業所です。しかしながら、利用者様にきめ細かなリハビリ

が提供できるよう、充実したリハビリスタッフ数にて対応させて頂いております。特に、言語聴覚士や歯科衛生士が配置さ

れている事業所は阿蘇地域では少なく、口腔機能面でも充実したリハビリの提供が可能です。

　また、日常業務のみならず施設で行われる各イベントにも積極的に参加し、他職種との連携を深めることにより、運動・

栄養・口腔などといった多角的な面から利用者様の生活を支援させて頂いております。

施設・リハビリテーション科イメージ

リハビリテーション科スタッフ 通所者個別リハビリ実施風景 摂食・嚥下評価風景

　明るく元気一杯のリハビリスタッフが
揃っています。スタッフ一丸となって、利
用者様の生活機能向上に取り組んでおりま
す。

　各利用者様のニーズをしっかり把握
することにより、それぞれの目標達成
に向けたプログラムを立案・実施して
おり、入所・通所問わず利用者様より
ご好評を頂いております。

　言語聴覚士を配置し、摂食・嚥下等の
口腔機能や言語機能の面でも質の高いリ
ハビリの提供を図っております。

通所リハビリ送迎風景 入所者レクリエーション実施風景 入所者生活リハビリ実施風景

　玄関の出入りや靴の脱ぎ履き、車の乗り
降り等、外出に不安のある利用者様の方に
ついて、リハビリスタッフが送迎に同行
し、本人様や家族様にアドバイスを行って
おります。

　各スタッフ不創意工夫を凝らして、
より個性的・効果的、かつ楽しいレク
リエーションを提供させて頂いており
ます。

　利用者様にとって、より理解しやす
く、生活に定着しやすい動作をお伝えす
るため、実際の生活場面にて個別リハビ
リを実施しております。



所在地

TEL FAX

病床数

施設基準

各種運動器具 病　室

　水圧マッサージ機、電気治療器など各種
消炎鎮痛機器があります。

　低い負荷から運動が始められる運動
器具をはじめ、各種運動器具、平行
棒、練習用階段などがあります。

　ほとんどの病室が、個室および二人部
屋です。
広く明るいと評判です。

リハビリテーション科からひとこと

　当院では、天然温泉を併用したリハビリテーションが最大の特徴です。

温泉のお湯は、約70度の高温で湯量も豊富なので昼夜の別なく湧出しています｡温泉のお湯は、再使用せずにかけ流しで利

用しています。歩行浴のできる浴槽など、大きな二つの浴室を備えています。

　当院では、この温泉を主に腰痛や膝の痛み、肩こり、関節痛などに対する温泉療法(いわゆる湯治）や腰椎、人工関節、骨

折など手術後の歩行浴など運動療法に利用しています｡

リハビリテーション科スタッフ数(H26.8現在) PT　１名、OT　０名、ST　０名、計　１名

訪問リハビリテーション範囲(医療・介護) なし

急性期・回復期・維持期

19床（一般病床）

脳血管Ⅲ、運動器Ⅲ

施設・リハビリテーション科イメージ

医療法人　恵浩会

家入整形外科
〒869-2301 熊本県阿蘇市内牧３５３

0967-32-0048 0967-32-0077

リハビリテーション対象患者(院内・外来)

歩行浴つき浴室 浴室２

　かけ流しの天然温泉を利用した、歩行浴ができます。 　かけ流しの天然温泉を利用しています。

リハビリテーション室



所在地

TEL FAX

E-mail

①

②

8：30～17：30

病床数 なし

リハビリ特化型デイサービス阿蘇ふれあい
869-2301 熊本県阿蘇市内牧601-6

0967-32-5046 0967-24-6320

ds.asohureai@gmail.com

訪問リハビリテーション範囲(医療・介護)

併設事業所
リハビリ特化型デイサービス草泊まり（定員10名）

ケアプランセンター阿蘇ふれあい

リハビリテーション対象患者(院内・外来・訪問)

リハビリテーション科スタッフ数(H26.8現在) PT：2名

非実施

　理学療法士2名、看護師1名、生活相談員3名、介護士3名、
介護支援専門員1名の10名で通所介護事業所2事業所と居宅介
護支援事業所1か所の営業を行っております。

　予防的・最先端のリハビリテーションを提供する事を目的
とし、リハビリ特化型のデイサービスにてご利用者様の目標
達成のお手伝いをしています。個別リハを中心に、必要とさ
れるアプローチを行います。

（株）ワンバイワンのスタッフ リハビリテーション

リハビリテーション科からひとこと

　当事業所は、平成26年4月よりリハビリ特化型デイサービスとして運営を開始しています。リハビリテーションはマッ
サージではありません。しっかりと裏付けされた内容（個別リハ）を提供します。身体機能の改善を図りながら、動作能
力・ADL能力の改善を図り、それぞれの目標達成の為に最大限のサポートをします。リハビリは受け身では成果は出ませ
ん。まずは自分の体と向き合ってもらいます。そして、改善が必要となる生活習慣や食習慣、体の柔軟性改善など能動的に
取り組んで頂き、そのサポートを的確に行います。
当事業所は通所介護ですが、リハビリに特化する事でどこにも負けない質と量でリハビリを提供できると自負しておりま
す。
是非、一緒に自分の体と向き合いましょう。

施設・リハビリテーション科イメージ

　脊柱機能に注目し、脊柱機能の改善や自
律神経系の安定を図る事を目的とした運動
を中心に自主訓練を指導し行ってもらいま
す。

　平行棒内歩行や応用歩行、屋外歩行
練習、トイレ動作や入浴動作、段差昇
降、車への移乗練習、家事動作練習な
ど生活に即した練習もしっかりやりま
す。

　昼食や入浴サービスも状況に応じて提
供しています。また、定期的に行事とし
て慰問や外出（花見や神社めぐりなど）
も行い、活動性の向上、QOL向上を目的
にいろいろな活動もしています。

機械運動・エアロバイク等の運動 歩行練習・ADL訓練 リハビリ以外のサービス

（株）ワンバイワン

事業所番号

受付時間

4371400310

維持期（通所介護）



所在地

TEL FAX

E-mail

病床数

①

②

なし

訪問リハビリテーション範囲(医療・介護)

リハビリ特化型デイサービス草泊まり
869-2301 熊本県阿蘇市内牧601-6

0967-32-5045 0967-24-6320

ds.kusadomari@gmail.com

併設事業所
リハビリ特化型デイサービス阿蘇ふれあい（定員10名、リハビリのみ利用の短時間デイあり）

ケアプランセンター阿蘇ふれあい

非実施

リハビリテーション対象患者(院内・外来・訪問)

リハビリテーション科スタッフ数(H26.8現在)

維持期（通所介護）

PT：2名

（株）ワンバイワンのスタッフ リハビリテーション

リハビリテーション科からひとこと

　当事業所は、平成26年4月よりリハビリ特化型デイサービスとして運営を開始しています。リハビリテーションはマッ
サージではありません。しっかりと裏付けされた内容（個別リハ）を提供します。身体機能の改善を図りながら、動作能
力・ADL能力の改善を図り、それぞれの目標達成の為に最大限のサポートをします。リハビリは受け身では成果は出ませ
ん。まずは自分の体と向き合ってもらいます。そして、改善が必要となる生活習慣や食習慣、体の柔軟性改善など能動的に
取り組んで頂き、そのサポートを的確に行います。
当事業所は通所介護ですが、リハビリに特化する事でどこにも負けない質と量でリハビリを提供できると自負しておりま
す。
是非、一緒に自分の体と向き合いましょう。

施設・リハビリテーション科イメージ

集団体操(体の体操・頭の体操) 屋外活動（家庭菜園・行事など） 屋内活動（調理活動・創作活動など）

　理学療法士2名、看護師1名、生活相談員3名、介護士3名、
介護支援専門員1名の10名で通所介護事業所2事業所と居宅介
護支援事業所1か所の営業を行っております。

機能的・能力的・生活的な問題点に対し、1人1人に合った
アプローチを行うことで、より良い生活が行えるようサポー
トしていきます。

リハビリスタッフが考えた姿勢改善のため
の体操や脳トレを行い、より充実した時間
を過ごしていただいてます。汗あり、笑い
あり…

いきがいやその人らしさを求める為
に、菜園活動などの屋外活動も、積極
的に取り入れています。全ては、
QOLの向上を目指すために…

在宅生活の継続の為、生活リハ(調理活動
など)などの裏付けされたアプローチを提
供し、在宅生活に繋げています。

（株）ワンバイワン

事業所番号

受付時間

4371400328

8：30～17：30

 

 脳トレ！！ 

 

 姿勢改善の

ための体操 



所在地

TEL FAX

病床数

施設基準

① ③

② ④

阿蘇やまなみ病院
〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地115-1

0967-22-0525 0967-22-0526

270床

精神科・神経科・心療内科・外科・内科・麻酔科

リハビリテーション対象患者(院内・外来・訪問)

地域活動支援センター　時計台

リハビリテーション科スタッフ数(H26.8現在) PT1名、OT9名、計10名

併設事業所
介護老人保健施設 阿蘇グリーンヒル

リハビリテーション科からひとこと

居宅介護支援事業所　やまなみ

介護老人福祉施設　あそん里

　一の宮町に流れる湧水の中にたたずむ阿蘇神社の門前町を抜けた先にある８階建ての病院です。

雄大な阿蘇の風景を一望できる最上階のリハビリテーション室では、作業療法士と理学療法士が連携をとりながら一人一人

の生きがいや、楽しみをみつける取り組み、心身機能の改善に向けた働きかけを行っています。

　また、認知症専門の治療病棟や精神科デイケアを備えており病気の症状や生活状況に応じたリハビリテーションサービス

を提供しています。

施設・リハビリテーション科イメージ

リハビリテーションスタッフ 精神科作業療法（創作活動） 屋外での作業療法活動風景

　理学療法士1名、作業療法士9名が各患
者様のニーズに合わせたリハビリテーショ
ンを提供しています。

　入院されている方を対象に貼り絵、
塗り絵、手芸、書道など各患者様の目
的に合わせた活動を提供しています。

　病院に併設されている約1000㎡の芝
生公園では、グランドゴルフや病院行事
の運動会などを行っています。また、春
には綺麗な桜が咲きます。

急性期～維持期

　精神科病院では県内唯一の理学療法室で
す。認定心理士の資格を持つ理学療法士と
アシスタント2名で、患者様の心の声に耳
を傾けながら、主に骨折や脳卒中後のリハ
ビリを行っています。

　外来リハビリテーションの一つとし
て、専門スタッフである医師・看護
師・作業療法士が担当しています。
様々なグループ活動を通じて、病気の
再発を予防しながら、身体的・心理
的・社会的な力を養い、より充実した
生活がおくれるように支援していま
す。

　患者様によりよい生活を送っていただ
く為に、認知症に対する専門的な訓練
（集団活動・個別活動）を行っていま
す。また、平行棒を使用した運動など、
身体機能面への訓練にも取り組んでいま
す。

理学療法室での訓練風景 精神科デイ・ケアの活動風景 認知症治療病棟の活動風景



所在地

TEL FAX

入所定員

通所定員

① ③

② ④

80床(一般療養棟40床、認知症専門棟40床、短期入所含む)

施設利用対象者 要介護度１～５　※通所リハビリ及び短期入所は、要支援１・２の方でもご利用できます。

医療法人高森会　阿蘇やまなみ病院

地域活動支援センター　時計台

居宅介護支援事業所　やまなみ

作業療法士が行う手工芸の風景

　脳卒中発症後、認知症状がみられるよう
になった利用者などに、元気で働いていた
ときのことや生活背景を重視して、プログ
ラムのなかに取り入れ会話を大切にして取
り組んでいます。

　脳卒中発症後、手指の運動をされな
くなった方に、OTが利用者と一緒に
楽しみをもって取り組めるよう作品の
構成を考えて取り組んでいます。

　必要に応じてリハビリスタッフが自宅
にうかがい、利用者の生活状況を聞きな
がら、移動や生活環境の調整を行ってい
ます。

　吹き抜けの開放的なリハホールで、ス
タッフだけでなく利用者の方がお互いに励
ましあいながら、楽しくリハビリに取り組
んでいます。

　毎日、利用者の体調やその日の気分
を大切にしながら、一人ひとりのプロ
グラムをつくり、また本人や家族が希
望されるリハビリを提供しています。

　転倒予防の体操やレクレーション等を
行っています。利用者の方々が楽しんで
取り組めるよう、雰囲気作りを大切にし
ています。

認知症短期集中リハビリの風景

　一の宮町に流れる湧水の中にたたずむ阿蘇神社の門前町を抜けた先にある介護老人保健施設です。
吹き抜けの開放的なリハホールで、利用者の皆様に明るく元気にリハビリテーションを提供しています。
脳血管疾患の方だけでなく認知症や合併症のある利用者も多く、一人ひとりにあった機能訓練や生活リハビリを行い在宅復
帰、在宅生活支援に取り組んでいます。
また、利用者が楽しみながら活動する手工芸やレクレーションにも、リハビリスタッフが参加して専門的な運動や訓練を取
り入れて行っています。

施設・リハビリテーション科イメージ

自宅でのリハビリの風景

リハビリホールの風景 個別リハビリの風景 集団リハビリの風景

0967-22-0500 0967-22-5200

併設事業所

リハビリテーション科からひとこと

社会福祉法人　治誠会　あそん里

40名　※阿蘇市、産山村の方であればご利用できます。

リハビリテーション科スタッフ数(H26.8現在) PT4名、OT1名、アシスタント3名、計8名

介護老人保健施設　阿蘇グリーンヒル
〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地121番地



所在地

TEL FAX

定員12名

① ③

② ④

　デイサービスでは、ゲームの得点計算
や記憶の想起を促すことのできる活動を
取り入れ、認知症症状の維持を目的とし
つつ、楽しんでおこなえるような活動を
実施しております。

社会福祉法人　治誠会

短期入所生活介護 10床

通所介護デイサービスセンターいろり庵

施設利用対象者 要介護度１～５

70名入所定員

創作活動風景　 デイサービスでの訓練風景 デイサービスでの集団活動風景

　創作活動では塗り絵や刺繍、貼り絵など
様々な作品を作っていただいております。
そのなかで利用者同士の会話を大切にし、
楽しく安心した時間を提供できるよう取り
組んでおります。

　デイサービスでは家屋や生活環境、
家庭での役割を考慮し、畳からの立ち
上がり動作訓練や家事動作訓練等のＡ
ＤＬ訓練を行い、安心・安全な在宅生
活を送っていただけるように支援しま
す。

　「少しでも歩けるようになりたい」「一
人で立ち上がれるようになりたい」など利
用者の思いはそれぞれです。そうした思い
に少しでも応えられるように個人個人に適
した訓練を提供できるよう日々取り組んで
います。

　肩の関節や膝の関節などの動きが不
十分となり、そのことで入浴や食事な
どの動作や座位姿勢の保持など、困難
になられた方に対して、ベッドサイド
にて関節可動域の改善や筋力の増強訓
練実施し、よりよい生活を送っていた
だけるよう支援します。

　利用者の方々に毎日の生活の中で楽し
みを見つけていただく、また、その楽し
みの中で身体と心の維持・改善につなげ
られるような活動の工夫をおこなってお
ります。

　阿蘇東外輪の麓にあり,昭和初期まで宿場町として栄えた坂梨地区にあそん里は開設しております。

リハビリテーション部門は、今年度から新しく導入させていただいた部門です。

「利用者の方々に楽しく、安全かつ安心した生活を送っていただけるように」をモットーとし、入所者の方々や認知症対応

型通所介護の利用者の方々への心身機能の維持・改善を図っていくためにこれから精一杯努力していきたいと思います。

施設・リハビリテーション科イメージ

身体機能訓練風景 ベッドサイドでの訓練風景 集団活動風景

併設事業所
医療法人高森会　阿蘇やまなみ病院

リハビリテーション科スタッフ数(H26.8現在) OT1名

リハビリテーション科からひとこと

介護老人保健施設　阿蘇グリーンヒル

居宅介護支援事業所　やまなみ

地域活動支援センター　時計台

※デイサービス及び短期入所は、要支援１・２の方でもご利用できます。

介護老人福祉施設　あそん里
〒869-2611 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨2365

0967-22-1511 0967-22-5155



所在地

TEL FAX

病床数

施設基準

① ⑤

② ⑥

③ ⑦

④

作業活動の風景 訪問リハビリテーションの風景

　OTを中心として、それぞれの患者様に適した作業活動等を
行っています。
　また、現在STはいませんが、PT・OTが協力してVFや嚥下
機能・栄養にも力を入れています。

　訪問リハビリテーションでは、ご利用者様、ご家族等のご
要望を踏まえ、ご利用者様が安全に安心して在宅での生活が
継続して行えるよう、プログラムの立案、助言、環境設定等
を行っています。

施設・リハビリテーション科イメージ

　Ｈ26年4月現在、理学療法士3名、作業療法士3名、リハビ
リ助手3名で対応しています。いつも和やかな雰囲気の中、患
者様とリハビリに励んでおります。少しでも患者様の手助けが
できるよう、各々が日々努力しています。

　患者様個人の状況に応じて、機能訓練やADL訓練、作業活
動など必要なリハビリを選択し取り組んでいます。時には厳
しく、時には笑いながら、皆様が目標達成できるように適切
な理学療法、作業療法を提供しています。

リハビリテーション科スタッフ リハビリテーション室の風景

　当院は阿蘇山の麓、一の宮町宮地に位置し、目の前に阿蘇の五岳を望み清浄な空気の中で心と身体を癒せる環境にありま

す。「一隅を照らす」を理念とし、職員一同が心暖まる医療・介護を心がけ実践しています。

　リハビリテーション科においては、急性期から生活期まで幅広く対応し、術後から在宅復帰へのフォローアップまで行い

ます。リハスタッフ数は多くありませんが質の高いリハビリが提供できるよう心掛けています。

小規模多機能居宅介護ひだまりの里

認知症対応型通所介護にこにこデイサービス

介護老人保健施設リハセンターひばり（南阿蘇村）

リハセンターみどりの里（小国町）

大阿蘇病院デイケアセンター

大阿蘇病院介護支援センター

グループホームさくら苑

リハビリテーション対象患者(院内・外来・訪問)

リハビリテーション科スタッフ数(H26.4現在) PT3名、OT3名、計6名

154床　（医療病床102床　介護療養型医療施設52床）

訪問リハビリテーション範囲(介護) 阿蘇市、産山村

急性期～維持期

医療法人　社団　大徳会

大阿蘇病院

併設事業所

リハビリテーション科からひとこと

〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地5833

0967-22-2111 0967-22-2114

脳血管Ⅱ、運動器Ⅰ



所在地

TEL FAX

入所定員

① ⑤

② ⑥

③ ⑦

④

　理学療法士が考案した体操を約45分か
けてご利用者の状況をみながら行って参り
ます。上肢、下肢、体幹の筋力向上や日常
生活につながる動きを想定した体操で、午
前10時と11時の2回に分けて行っており
ます。

　理学療法士が考案した腰痛予防の体
操です。体幹、下肢の柔軟性と筋力向
上に向けて約45分間、ゆっくりと
行って頂きます。体操は午前10時と
11時からの2回に分けて行っており
ます。

　外部講師を招き月に2回行っておりま
す。ピラティスは、身体の緊張を取り、
呼吸を意識して、より身体の深い筋肉に
働きかけ姿勢を矯正していきます。押し
花は、季節の草花を押し花にすることで
手指訓練はもちろん、心も体も元気にし
てくれます。

　ご利用者お一人お一人に理学療法士（作
業療法士）が配置され、各ご利用者の心身
の状態に合わせた目標、プログラムを作成
し、在宅生活を考慮した個別のリハビリテ
―ションを提供しております。

　各ご利用者のニーズや生活歴を踏ま
え、その方に合った活動を模索しなが
ら手作業・プランター菜園での野菜づ
くり等を行っています。スタッフとも
に楽しみながら取り組んでいます。

　お身体の状態や体力評価の結果から、
各ご利用者に合わせたパワーリハビリ
（機械を使用した運動）の計画を各担当
のセラピストが作成し、行って頂いてい
ます。

平行棒体操の風景 腰痛予防体操の風景 趣味活動（ピラティス・押し花教室）

個別リハビリの風景 作業活動の風景 パワーリハビリテ―ションの風景

グループホームさくら苑

小規模多機能居宅介護ひだまりの里

特定施設入居者生活介護　リハセンターみどりの里

（小国町）

施設・リハビリテーション科イメージ

介護老人保健施設リハセンターひばり（南阿蘇村）

リハビリテーション科からひとこと

　医師・看護師・理学療法士・作業療法士・管理栄養士・介護福祉士・などの専門職員が、健康管理・リハビリテ－ショ

ン・社会的活動・介護者（ご家族）への支援などをチームで提供致しております。 リハビリテ―ションをメインにご利用者

の皆様の身体機能維持・回復を図り、在宅生活が継続できるように支援するとともに、多くの方々との交流を通じて楽しみ

ながら一日を過ごせる場を提供致します。　なお、当センターは同性による入浴・排泄介助とし、ご利用者のプライバシー

に配慮した安心安全なサービスを提供致しております。

サービス提供時間

阿蘇市、産山村、竹田市

9:00～16:00（定休日：日曜日、年末年始12月31日から1月3日）

常勤スタッフ数(H26.10現在)

併設事業所

PT3名、OT1名、看護師2名、介護福祉士8名、介護士13名、計27名

医療法人 社団 大徳会 大阿蘇病院

大阿蘇病院居宅介護支援センター

認知症対応型通所介護にこにこデイサービス

医療法人　社団　大徳会

大阿蘇病院デイケアセンター
〒869-2612熊本県阿蘇市一の宮町宮地5833

0967-22-2760 0967-22-2377

60名

サービス提供範囲



所在地

TEL FAX

病床数

施設基準

19床

医療法人　坂梨ハート会

坂梨ハートクリニック
〒869-2307 熊本県阿蘇市小里249-2

0967-24-6262 0967-24-6266

訪問リハビリテーション範囲(医療・介護) 阿蘇市、小国町、南小国町、南阿蘇村・高森町、竹田市

併設事業所

脳血管Ⅲ、運動器Ⅲ、呼吸器Ⅱ

リハビリテーション対象患者(院内・外来・訪問)

リハビリテーション科スタッフ数(H26.8現在)

訪問リハビリ

リハビリ庭園

リハビリテーション科からひとこと

　当院は在宅みとりをめざす有床（内科・循環器科・透析医療・在宅医療）の在宅療養支援診療所であり、医療保険による

入院・外来のリハビリ及び、介護保険での訪問リハビリを実施しております。

　●直近（年間）の訪問リハ（理学療法士２名体制）実績・・・

①訪問圏域⇒当院～半径約30Km（大分県竹田市含む）、②訪問件数⇒約10件/日、約200件/月、約2，400件/年、

③圏域比率⇒阿蘇市圏域約83％：他圏域約17％

　当院の詳細は、公式ホームページをご覧ください（asoheart.com）

施設・リハビリテーション科イメージ

　生活障害の再建を目指し、在宅での本人・家族のニーズに
即した環境調整や運動プログラム作成等実施しております。

　当院に隣接しており、患者様の憩いの場や散歩コースにも
なっております。
　野外での活動や各種イベント等も開催しております。

　理学療法士による機能回復・ADL訓練の他、干渉波及び
ウォーターベッドを完備し、入院・外来患者様の物理療法も
行っております。

急性期～維持期

PT2名

居宅介護支援事業所　ハートプラン

治療室



所在地

TEL FAX

病床数

施設基準

阿蘇医療センター

124床（一般病床120床　感染病床4床）

リハビリテーション科スタッフ 理学療法訓練風景

　担当医師、看護師、理学療法士（４名）、作業療法士（1名）、言
語聴覚士（2名）、助手（1名）、ソーシャルワーカーの一体となっ
たチーム医療体制で、地域医療に取り組んでいます。患者様の訓練状
況に関しましては、ご家族様への説明もいたしますので、お気軽にお
声をかけてください。

施設・リハビリテーション科イメージ

　作業療法とは心身に疾患及び障害を持った方に対し、日常生活の応
用的動作獲得を援助する職種です。当院では整形疾患（手や肩）や脳
血管疾患を罹患された方を中心に援助させて頂いています。脳血管疾
患では、麻痺など目に見える障害だけでなく、高次脳機能障害も大き
な問題となります。そういったことの評価・介入も作業療法の領域で
す。患者さまのQOLが少しでも高まり、日々の生活を楽しく過ごし
て頂けるよう尽力いたします。

 言語聴覚療法とは病気や老化、事故の後遺症によって話すこと・
聞くこと・飲み込むことなどが不自由になった方々に対して評価・
訓練・指導を行う職種です。言葉で思いを伝えられる喜びや、食事
を口から食べれる楽しみを支援します。また、意思伝達手段を早期
に確立し、自分らしく生活が行えるようにコミュニケーション面に
もアプローチを行います。人対人としてお互いに共感できたと実感
する時間を共有して、心理的側面から寄り添えるように努力しま
す。

　理学療法部門は、患者様の基本動作及び歩行能力の獲得を援助す
る職種です。当院は特に高齢者の患者様が多く、骨折の術後や、脳
血管疾患等で転院される患者様に加え、腰椎圧迫骨折や、内部障害
の患者様等に対して援助させていただいております。患者様のニー
ズにできるだけお応えできるように努力してまいります。

作業療法訓練風景 言語聴覚療法訓練風景

リハビリテーション科からひとこと

当院は新築移転に伴い、今年８月６日に（旧）阿蘇中央病院から阿蘇医療センターへ名称を変更し新たなスタートを切りま

した。リハビリテーション室も重心動揺計やパワーリハなどの治療機器を充実させると伴に、新しく言語聴覚士（ＳＴ）を2

名配置し、より様々な疾患や障害に対応出来るようになりました。これからも地域の患者さまや地域医療の発展に寄与でき

るようスタッフ一同頑張っていきますので宜しくお願いいたします。

急性期～維持期

脳血管Ⅱ、運動器Ⅰ、呼吸器Ⅰ

リハビリテーション対象患者(院内・外来・訪問)

リハビリテーション科スタッフ数(H26.4現在) PT4名、OT1名、ＳＴ2名、助手1名　計8名

〒869-2225 熊本県阿蘇市黒川1266

0967-34-0311 0967-34-2273



所在地

TEL FAX

病床数

①

②

19床

併設事業所

リハビリテーション科スタッフ数(H26.8現在)

 医療法人社団 恒仁会

市原胃腸科外科
〒869-2225 熊本県阿蘇市黒川1484

0967-34-1211 0967-34-0688

　理学療法士により、個々の利用者様に必要な機能訓練、
ADL訓練等のリハビリを実施しております。又、利用者様が
在宅生活において毎日定期的に、適度な運動が行えるような
自主訓練の指導や、在宅環境の調節・在宅生活での指導も重
点して行っております。

リハビリ訓練室

リハビリテーション科からひとこと

①当院について
　当院では、皆様の健康的な生活を総合的にサポートいたします。地域のかかりつけ医として、健康管理や、生活習慣病の
アドバイスを提供し、信頼できる医療を目指しております。特に消化器検査（胃・大腸内視鏡検査、腹部・乳腺超音波検
査）を行い癌の早期発見に取り組んでおります。重症患者様の方には、総合病院と連携して診療に当たっております。併設
事業所のケアセンターあそに理学療法士が在籍しており、当院の入院・外来患者様のリハビリも実施しております。
②ケアセンターあそについて
　当施設では、理学療法士の評価のもと、個々の利用者様にあったリハビリを提供しております。個別リハビリの時間以外
においても、食事や入浴など、すべての活動をリハビリと捉え、理学療法士、介護士、看護士、スタッフ全員で個々の利用
者様に必要なケアを提供しております。又、当施設は、利用者様、ご家族様、ケアマネージャーとの情報交換を大切にし
て、利用者様のQOLの維持・向上を目指し、笑顔で丁寧なケアを提供しております。

施設・リハビリテーション科イメージ

　入院・外来患者様、通所リハビリ利用者様に対し、医師の指
示のもと、理学療法士、看護士、リハビリ助手にて温熱療法、
電気療法、光線療法、牽引療法、ウォーターベッドの物理療法
を実施しております。

　レクレーションや余暇活動では、一人一人の利用者様に趣
味や、その他の要望をお聞きしながら、利用者様が興味を持
ち、楽しめるプログラムを実施しております。又、身体機
能、認知機能などのリハビリ的要素を取り入れたプログラム
を実施しております。

リハビリテーション対象患者 院内・外来・通所リハ

PT2名

通所リハビリ（ケアセンターあそ)

居宅介護支援センター

物理療法室 レクレーションの様子

集団体操の風景

　集団体操は毎日２回実施しており、利用者様は全員参加され
るように促しております。集団体操の内容は身体の運動、呼吸
法、発声練習など、様々な要素を取り入れて、体操の難易度も
簡単な体操～難しい体操と、幅広い内容で実施しております。



所在地

TEL FAX

入所定員 80名

阿蘇医療センター

阿蘇行政事務組合

特別養護老人ホーム　阿蘇みやま荘
〒869-2225 熊本県阿蘇市黒川1365

0967-34-0848 0967-34-0849

個別リハビリ実施風景 作業療法実施風景

PT1名

リハビリテーション科からひとこと

　 当施設は、阿蘇山は往生岳の麓に位置する特別養護老人ホームです。「施設利用者一人ひとりが安心、安全 に生活できる

快適な施設づくりに努め、介護サービスの向上に努力します」を基本理念に、ご利用者の自立を支援するためリハビリテー

ションを提供しています。リハビリのスタッフはPT1名でありますが、他職種との連携を図 り、運動機能・認知機能・生活

機能などの維持・向上を目指してご利用者の生活を支援させて頂いております。

施設・リハビリテーション科イメージ

リハビリテーション科スタッフ数(H26.8現在)

作業療法実施風景 レクリエーション実施風景 行事実施風景

　各利用者様のニーズを把握することにより、それぞれの目標
達成に向けたプログラムを立案・実施しています。設定した
ゴール目標を実現するために身体機能、起居・ADL動作など
の訓練を実施しております。

　心身機能の改善を図りながら、これまでご利用者が慣れ親
しんでいたり、また新たな楽しみややりがいある取り組みと
して塗り絵や刺し子、パズルなどを実施しております。

　ご利用者の残存機能を活かすため実際の
生活場面にて役割を持って頂き、洗濯物た
たみやテーブル拭きなど軽作業を通して個
別リハビリを実施しております。

　ご利用者の身体機能や認知機能の維
持・改善を図れるように毎日の体操
（身体・発声・口腔）やレクリエー
ションなどを実施しております。

　毎日楽しみを持って生きがいある生活
を送って頂くために、各季節に合わせた
催し物やクラブ(書道・華道・カラオケ・
図書)など実施しております。

短期入所定員 6名

入所対象者 要介護1～要介護5

協力医療機関



所在地

TEL FAX

病床数

①

②

③

身体障害者、知的障害者

機能訓練室スタッフ数(H26.10現在) PT１名　生活支援員2名

社会福祉法人　蘇幸会

障害者支援施設　たちばな園
〒869－2302 熊本県阿蘇市三久保715

0967-32-2100 0967-32-4579

併設事業所
たちばな園短期入所事業所

たちばな園基準該当居宅介護事業所

たちばな園相談支援事業所あそ

機能訓練室からひとこと

　雄大な阿蘇五岳を目前に、カルデラを形成する阿蘇外輪山に抱かれた障害者支援施設『たちばな園』です。利用者様によ

り充実した日々を送って頂けるよう、機能向上･維持を目指し日々機能訓練に取り組んでいます。成果が生活に反映されるよ

う、日常生活のサポートを行う生活支援員を訓練に交え、場所･時間に捕らわれず、個人のペースに合わせることを心掛けて

います。また、美味しく食事を摂って頂くよう、嚥下体操を取り入れています。

施設・リハビリテーション科イメージ

81床(施設入所支援・生活介護74　短期入所7)

機能訓練対象者 施設入所者・短期入所者・日中一時支援利用者

対象者

訓練室内でのリハビリ風景 個別対応でのリハビリ風景

　理学療法士により、居室や談話室での身体機能･動作練習
だけではなく、敷地内にある遊歩道で阿蘇の山々を楽しみな
がら、利用者様のペースに合ったリハビリテーションを提供
させて頂いております。

朝の嚥下体操

　月曜～金曜日のAM９：００から昼食までの時間、施設を利
用されている方々に対し、個人個人のニーズに合わせたリハビ
リテーションプログラムを作成し、目標を達成すべく身体機
能･動作練習等のリハビリテーションを実施しております。

　多くの利用者様が楽しみにされている食事を美味しく召し
上がる事が出来る様、毎朝食事前に生活支援員と共に嚥下体
操を行っております。



所在地

TEL FAX

病床数

施設基準

① ⑤

② ⑥

③ ⑦

④

作業療法室での訓練風景 言語聴覚室での訓練風景

　年齢の若いスタッフが多いため、元気と活気はあります。自己研鑽
しながら、協力し合い、より良いリハビリテーションが提供できるよ
う、日々頑張っています。

　主に上肢機能改善・ADL能力向上を行い、退院後の患者さんの生
活がその人らしくスムースに活動的となる様な作業療法の提供に努め
ています。身の回りの動作だけでなく家事動作等の生活関連動作訓練
も行い、一人暮らしの方も安心して自宅へ帰れる様支援しています。

通所リハビリテーションセンター すがる

特別養護老人ホーム　陽ノ丘荘

デイサービスセンター　陽ノ丘荘

　言葉が出ない、喋りにくい、声が出しづらい等の症状に対しリハ
ビリを行います。聴力に問題があり、コミュニケーションがとりづ
らい方にもアドバイスします。また、食べる、飲み込むことに支障
がある方へのリハビリ等も行います。

医療法人社団　順幸会

リハビリテーション科からひとこと

　阿蘇入り口の国道57号線沿いに位置し、かかりつけ病院や救急行政を支える二次救急医療機関としての役割を持つ南阿蘇

村唯一の総合病院です。「ぬくもりと安心の医療」を病院理念とし、5つの基本方針を基に、住み慣れた地域で、共に生活を

考えるリハビリテーションを目指しています。「もてなしの心で、信頼関係を大切に、自己研鑽を惜しまず、パートナー

シップを持って、地域に貢献する姿勢」で、急性期から回復・在宅期、入院から外来・訪問まで、状況に応じて対応いたし

ます。

施設・リハビリテーション科イメージ

訪問リハビリテーション範囲(医療・介護)

　整形・脳血管・呼吸器・がんリハ・介護分野等急性期から慢性期
まで幅広い理学療法と地域に密着した『ぬくもりと安心の医療』を
提供しています。また、若さと元気な笑顔あふれる環境と充実した
セラピストによる質の高い理学療法を提供できる様日々邁進してい
ます。

リハビリテーション課スタッフ 理学療法室での訓練風景

阿蘇立野病院
〒869-1401 熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野185-1

0967-68-0111 0967-68-0646

88床

急性期～維持期

グループホーム　陽なたぼっこ

南阿蘇村・阿蘇市・高森町（カルデラ内の範囲）

併設事業所
特別養護老人ホーム　ひのおか順心館

グループホーム　ひのおか由紀の里

居宅介護支援事業所　たての

PT13名、OT6名、ST2名、計21名

脳血管Ⅰ、運動器Ⅰ、呼吸器Ⅰ、がんリハ、介護療養

リハビリテーション対象患者(院内・外来・訪問)

リハビリテーション科スタッフ数(H26.8現在)



所在地

TEL FAX

定員 20名 月～金 サービス提供時間

① ④

② ⑤

③ ⑥

阿蘇立野病院　通所リハビリテーションセンター「すがる」

熊本県阿蘇郡南阿蘇村185-1〒869-1401

デイサービスセンター　陽ノ丘荘

グループホーム　陽なたぼっこ

特別養護老人ホーム　ひのおか順心館

グループホーム　ひのおか由紀の里

居宅介護支援事業所　たての

訪問リハビリテーション範囲(医療・介護)

通所リハビリサービス提供の風景 通所リハでの塗り絵の様子

　地域に密着したアットホームな環境づくりを心掛けており、他
職種との連携強化に努めています。少ない人数ですが、病院の理
念でもある『ぬくもりと安心の医療』の基、質の高いサービスの
提供を行っていきます。

　実際に生活している自宅へ訪問し、運動機能の回復や自宅
での安全で自立した生活を続けていただく為に、実際の生活
環境に応じたADL動作の獲得、利用者のニーズに合わせたリ
ハビリを提供しています。

　少人数のため、利用者一人一人の身体機能にあった運動内容の
検討・立案や利用者のADL状況に合わせた訓練を中心とした
サービスを提供しています。

　機能訓練のほかに計算問題を使った脳トレや塗り絵などし
ながら楽しく手先の運動も行っています。利用者同士楽しみ
ながら行っており、社会活動の交流の場ともなっています。

医療法人社団　順幸会

事業所番号 4312711114

理学療法士等体制強化加算　認知症短期集中リハビリテーション加算　サービス提供体制強化加算Ⅰ

通所リハビリテーション「すがる」から一言

訪問・通所リハスタッフ 訪問リハビリテーション

　雄大な北向き山の景色を見ながら、アットホームな雰囲気の中で健康維持や機能訓練などのほか、趣味の開発や活動も含め

た生活を支える訓練をさせていただいております。

利用者の方、一人一人に添った機能訓練を提供し、満足していただけるよう職員一同心がけております。いつでも見学やお試

し利用を行っておりますので、いつでもお問い合わせください。

施設：通所リハビリテーションセンター「すがる」

南阿蘇村、阿蘇市、高森町（カルデラ内の範囲）

併設事業所
特別養護老人ホーム　陽ノ丘荘

通所リハビリテーションセンター「すがる」スタッフ数(H26.8現在) 理学療法士２名、介護福祉士1名、介護士1名 計4名

営業日

0967-68-0111 0967-68-0646

9時～16時

通所リハビリテーション事業者　介護予防リハビリテーション事業所



所在地

TEL FAX

施設基準

① ⑤

② ⑥

③ ⑦

④

　入所、通所利用者様で、ひばり菜園にて
様々な野菜を育てています。収穫した野菜は
昼食に使用したり、おやつを作るなど、食べ
る喜びにも繋がっております。

　体力・筋力の維持向上や疼痛緩和を図り、自
立した生活が送れるように多くの運動・物理療
法機器を導入しており、評価をもとに個人に合
わせたプログラムを設定しております。

　入所、通所ともに、利用者様のニーズに
合わせ、目標達成に向け、一人一人に必要
な訓練プログラムを立案、実施しておりま
す。また、姿勢改善体操、転倒予防体操等
も実施しており、質の高いリハビリが提供
できるよう努力しております。

　利用者様、ご家族のニーズに合わせ、安全
な在宅生活を続けていけるよう、プログラム
の立案、実施を行っております。また、ご家
族への介助方法の指導や住宅環境の設定など
も行っております。

アクティビティ 足湯温泉 ひばり菜園

施設・リハビリテーション科イメージ

パワーリハ 通所ホールでの訓練風景 訪問リハビリ

　利用者様に合った作業活動を実施していま
す。毎回季節に関するものを取り入れ、グルー
プ内での交流を楽しみながら１つの作品を作り
上げていきます。作品は地域の文化祭へ出展
し、実際に足を運んで観賞することも楽しみの
１つとなっています。

　当施設は入浴に温泉を使用しておりま
す。また、足湯を併設しており、足湯は全
身の血行改善、疼痛緩和等の効能があり、
利用者様の憩いの場として人気がありま
す。

リハセンターみどりの里（小国町）

　南阿蘇圏域で唯一の老人保健施設です。住み慣れた地域で大切な方々と「いつまでも心豊かな生活」をモットーに安心で

満足のいただけるサービスを真心をこめて提供しております。入所・通所・訪問の一環したリハビリを心掛け、ニーズに合

わせたサービスの提供に努めております。

リハビリスタッフは4名で年齢も若いですが、それぞれがスキルアップのための研修等に積極的に参加し、質の高いリハビリ

が提供できるように、日々努力しております。

大阿蘇病院居宅介護支援センター

医療法人　社団　大徳会

介護老人保健施設　リハセンターひばり
〒869-1503

リハビリテーション科からひとこと

大阿蘇病院デイケアセンター

グループホームさくら苑

小規模多機能居宅介護ひだまりの里

認知症対応型通所介護にこにこデイサービス

リハビリテーション対象患者 介護保険認定者（ケアプランに基づき実施）

通所リハ・訪問リハビリテーション範囲 南阿蘇村、高森町、山都町（訪問リハにおいては３０分圏内）

通所利用者定員数

介護老人保健施設

60名

大阿蘇病院
併設事業所

リハビリテーション課スタッフ数(H26.10時点) PT2名、OT2名、計4名

熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2

0967-64-8000 0967-64-8003

入所者定員数 50名（短期入所サービスを含む）



所在地

TEL

受付時間

総戸数

建物用途

入居要件

月額料金

初期費用

① ②

サービス付高齢者向け賃貸住宅

サービス付き高齢者向け賃貸住宅＆デイサービス

喜笑楽　二番館
〒869-1504 熊本県阿蘇郡南阿蘇村一関1850-1

0967-62-8733

・24時間緊急対応 ・介護サービス ・食事提供サービス　・外出送迎サービス　日常生活全般をサポート

【居室】バリアフリー（車イス対応）/南向き/専用庭/キッチン/浴室/トイレ/緊急用通報ボタン/インターネット回線
【館内】デイサービス施設/ヘルパーステーション/生活相談室/食堂/談話室/シアタールーム/家庭菜園
※介護保険ご利用の方は一割の自己負担金が必要です。 ※食事サービスご利用1500円/日 ※体験入居3,500円（3食付）

体験入居受付中！　実際に宿泊して、設備やサービスをご体験ください。

施設・リハビリテーション科イメージ

156,190～237,190円　 【内訳】 敷金3ヵ月＋火災保険6,790円＋仲介手数料5,400円

【参考例】Ａタイプ（家賃48,000円）にご入居される場合、初期費用は156,190円となります。

併設施設 デイサービス喜笑楽 ヘルパーステーション喜笑楽

広々としたお部屋 楽しい生活環境 緊急対応サービス

スタッフ デイサービス施設の風景 食事提供サービス

　経験豊かな理学療法士が常駐し、リハビ
テーションに力を入れたデイサービスを提
供しています。また、学習療法士による認
知症予防の学習療法も実施しています。細
やかなサポートができる定員10名の小規
模デイサービスです。

　居室建物は平屋で、全室にテラスと庭があ
り、ガーデニングや家庭菜園が自由に楽しめま
す。お部屋は、広さ重視の3タイプ（24㎡～
40㎡）単身者からご夫婦世帯まで対応。ペッ
ト入居可

　音楽の持つ心理的・生理的・社会的効果
を活用し、患者様の心理的サポートや
QOL向上などを目的とした集団音楽療法
を提供させて頂いております。

　看護師、介護福祉士など国家資格を有する
スタッフが24時間対応いたします。また、地
域医療機関とも24時間体制で提携しておりま
す。(提携医院：渡辺内科)

60歳以上の高齢者であれば、自立の方から要介護の方までのどなたでもご入居いただけます。

※ご夫婦の場合、どちらかが60歳以上で入居できます。※60歳未満で要介護・要支援認定をうけている方はご入居できます。

83,000～110,000円　　【内訳】 家賃 48,000～75,000円＋共益費 5,000円＋管理費 30,000円

　地元の野菜と無農薬米を使い、調味料も天
然塩、てんさい糖、オリーブ油など体にやさ
しい食材用いたこだわりの食事をご提供して
います。調理専門のスタッフが真心を込めて
つくる料理は、とても美味しいと評判です。

施設とサービス

9:00～18:00

ホームページアドレス www.kishouraku.com

24㎡～40㎡　全室南向き/専用庭付/共用菜園

有料老人ホームと違い、高額な入居一時金（保証金・手数料）は必要ありません。



所在地

TEL FAX

病床数

施設基準

機能訓練室での訓練風景 機能訓練室での訓練風景

　小国町には杖立温泉、南小国町には黒川温泉とそれぞれに有名な温泉を有する地域ですが、小国公立病院はこの地域に居

住する住民の医療保険を担うために、小国町・南小国町の両町で作られた自治体病院です。

　「地域中核医療機関として質の高い医療サービスの提供とともに、地域住民の皆様に信頼される病院となる」との基本理

念に基づいて、リハビリテーション業務を実施しています。

　　理学療法士2名、作業療法士1名、助手（義肢装具士）１名　と少ないスタッフ数ですが、整形外科疾患、中枢神経疾

患、内科系疾患に対して、入院リハビリ（急性期～維持期）及び外来リハビリに対応しています。

　当院利用者の高齢化が進む中、併設する“おぐに老人保健施設”のリハスタッフ（理学療法士１名・作業療法士１名）の6

名が緊密に連携しながら業務を遂行していることが当院のリハビリの特徴です。

施設・リハビリテーション科イメージ

リハビリスタッフ 訓練室内全景

訪問リハビリテーション範囲(医療・介護)

併設事業所 介護老人保健施設　おぐに老人保健施設、訪問看護ステーション

リハビリテーション科からひとこと

0967-46-4936

75床

脳血管Ⅲ、運動器Ⅱ、呼吸器Ⅱ

リハビリテーション科スタッフ数(H26.4現在) PT2名　OT1名　助手1名　計4名

リハビリテーション対象患者(院内・外来) 急性期～維持期

小国公立病院
〒869-2501 熊本県阿蘇郡小国町宮原1743

0967-46-3111



所在地

TEL FAX

調理活動の一場面 リハスタッフ

　生活リハビリの一環として、調理活動を行なっています。な
じみの活動として皆さん楽しまれています。

　併設する“小国公立病院”のリハスタッフ（理学療法士２
名・作業療法士１名・リハ助手１名）とも”なごやか”に連
携プレーで日々のリハビリ業務に取り組んでいます。

施設・リハビリテーション科イメージ

　利用者の皆さん、一人一人の状態や目標に合わせて、機能訓
練やADL動作訓練等を行なっています。

　機能訓練だけでなく、創作活動やレクレーションや集団体
操に利用者の皆さん、楽しみながら取り組まれています。

訓練室での訓練風景 通所リハでの活動の一場面

併設事業所

リハビリテーション科からひとこと

　当施設は、四方を杉山に囲まれ緑豊かな小国郷（小国町と南小国町を合わせた地域）にあります。小国郷も高齢化が年々

高まり、在宅における介護が困難となりつつあります。

　そのような状況の中、当施設は小国郷内で唯一の介護老人保健施設として、小国公立病院に併設される形で小国町と南小

国町の両町によって建てられました。

　リハスタッフ数は理学療法士1名、作業療法士1名と他の施設に比べ少ないですが、当施設の看護・介護や地域の居宅事業

所、併設の小国公立病院などとの連携を密接に持ちながら、「その人が、その人らしく生活できること」を目的に、生活リ

ハビリや介護予防の為のリハビリを中心に自立支援を図っています。

維持期高齢者

小国公立病院、訪問看護ステーション

リハビリテーション科スタッフ数(H26.4現在) PT１名　OT１名　計２名

通所リハ定員 30名

リハビリテーション対象患者

50名入所定員

おぐに老人保健施設
〒869-2501 熊本県阿蘇郡小国町宮原1742-1

0967-46-6111 0967-46-6052



所在地

TEL FAX

mail

リハビリテーション対象患者

① ⑤

② ⑥

③ ⑦

④

0967-46-6662

認知症対応型通所介護にこにこデイサービス

介護老人保健施設リハセンターひばり（南阿蘇村）

リハセンターみどりの里（小国町）

リハセンター みどりの里
〒869-2501 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原425-5

0967-46-6650

医療法人社団大徳会大阿蘇病院

大阿蘇病院居宅介護支援センター

グループホームさくら苑

小規模多機能居宅介護ひだまりの里

施設・リハビリテーション科イメージ

　ホットリズム、メドマー、ウォーターベッド、干渉波を設
置し、疼痛緩和、循環改善、筋肉疲労回復を目的にデイサー
ビスの利用者へ行っています。

　理学療法士3名でリハビリを行っています。いつも笑顔であ
いさつ、思いやりの心を大切にし、付加価値の高いサービスを
目指します。

　リハセンターみどりの里は小国町宮原の一部を望む高台に位置し、小国町道の駅「ゆうステーション」から黒川温泉につ

ながる国道４４２号線沿いに開設された赤いとんがり屋根の洋館風の建物です。

　木造二階建ての一階には「デイサービスセンター」、二階に介護付有料老人ホーム「リハセンターみどりの里」、お隣に

木造平屋建ての高齢者専用賃貸住宅「朝日が丘」、それに「訪問看護ステーション」、「ヘルパーステーション」、「介護

支援センター」の三事業所が併設されています。

　リハビリテーションを主体としたデイサービスでは主治医の指示のもと行う物理療法、パワーリハビリを組み込み、安心

した環境の中で体力の維持、向上に努めております。また利用者の皆様のニーズにお応えできるよう看護、介護面とのチー

ムとしての連携を図り、満足していただける施設を目指し日々努力しております。

　小国から南小国地区を基盤として退院後の在宅復帰へのア
プローチ、また生活する場での直接的な機能訓練や自宅での
運動、動作指導を行っています。

物理療法

訪問看護によるリハビリ

midorinosato@daitokukai.info 

入居者29名　

利用登録者数15名（H26.8現在）

リハスタッフ

リハビリテーション科からひとこと

併設事業所

パワーリハビリ

　7種類の高齢者用パワーリハビリ機器を設置し、身体、体力
の向上、動作の改善、精神的活性化を目的に、各個人の体調に
合わせてスタッフの指導のもと行ってもらいます。

医療法人 社団 大徳会

　デイサービス利用者

　地域密着型特定施設入所者

　訪問看護利用者

利用定員55名


