
　関節や筋肉を柔らかくする
　筋肉や体力をつける
　起き上がり～立ち上がりなどの動作を行う
　歩行訓練
　外出訓練（自宅周囲、公共交通機関の利用） 
　日常生活活動訓練（食事・着替え・トイレ、
　入浴動作など） 

　家事動作訓練（料理、洗濯、掃除）
　呼吸リハビリ
　住宅改修（手すり、段差解消）福祉用具
　などのアドバイス
　ご本人、ご家族の相談に
　のります　など

今年の花粉の飛散量は例年の6～7倍ともいわれるほど多く、マスクをつけている方を例年より多く見かけます。ドラックスト

アでもいろいろな種類のマスクが売っていますね。

当ステーションにも花粉症に悩むスタッフが数人いて、マスク・花粉症用メガネ・帽子で完全防備しているため、「怪しい人」

状態で看護にお邪魔しています（^_^;）

昨年4月に診療報酬と介護報酬の同時改定があって、訪問リハビリの料金が大きく変わったこともあり、今回は当ステーショ

ンで行っている訪問リハビリについてご紹介します。
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血行を良くする体操ワンポイント

こうかん訪問看護ステーションの
　訪問リハビリいろいろ

　訪問リハビリは、「ベッドから起きられない方」「自宅の階段の上り下りができない方」「外出を
拒む方」「病院のリハビリに通うのが大変な方」など、様々な方がご利用されています。

　理学療法士や作業療法士＊などのリハビリの専門職がご自宅に伺い、「筋力や体力の低下を感じている方」
や「起き上がりが困難・歩くのが困難」・「着替えが大変」・「トイレに行くのが難しい」といった日常生活が
困難な方の機能回復訓練を行います。
＊ 理学療法士・作業療法士とは、文部科学大臣指定の学校や厚生労働大臣指定の学校で、3 年以上リハビリの知識と技能
　を学び国家試験に受かった有資格者です。主治医の指示のもと、これらの専門家がリハビリを実施します。

　自分ひとりで訓練を始めたり継続することは難しいものです。訪問リハビリは専門職がご本人やご家族の
希望などお聞きし、「関節や筋肉の硬さや動き」・「筋肉の強さ弱さ」・「起き上がりから立ち上がり等の動作」・
「歩行動作」等を観察し、利用者様の状態に即した訓練を提供します。住み慣れたご自宅で療法士と 1 対 1
で行うためリラックスしてリハビリが出来ます。

訪問リハビリの良い点はなに？

訪問リハビリはどのようなことをするの？
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70代女性　つるし雛

　つるし雛は江戸時代に子
や孫の成長を願い作られた
もので、現代では様々な願
いを込めて作られています。
利用者さんはご友人に教え
てもらって 4 時間ほどで作
りあげたそうです。短時間で
作り上げたとは思えない素
晴らしい出来栄え！お店で
売っていたら買ってしまいそ
うです。

60代男性　習字

　大胆な筆使いがと
ても男らしいですね。
将来の目標は水墨画
を描くことで、その為
の練習として習字を
されているそうです。
水墨画が完成した際
には、是非このギャラ
リーで紹介させて下
さいね。

両手を合わせ、腕をゆっくりあげます あおむけに寝て両足を曲げ、
お尻を上げます

イス、もしくはベッドの端に座り体を前に
曲げ立ち上がり、体を前に曲げて座ります

利用者さんのギャラリー利用者さんのギャラリー利用者さんのギャラリー

訪問リハビリってどのようのもの？

各１０～３０回
１日２～３回を目安に行ってみましょう！

さいか屋さいか屋

イトー
ヨーカドー

2013 年 4月1日 発行

　日本鋼管病院の生け垣にも多数植えてある
さざんかの花言葉は 「困難に打ち勝つ」です
病気とたたかっている患者さんや、そのご家
族・関係者の皆さん、そして自分たちにエー
ルを贈る意味をこめて本誌名としました

　日本鋼管病院の生け垣にも多数植えてある
さざんかの花言葉は 「困難に打ち勝つ」です
病気とたたかっている患者さんや、そのご家
族・関係者の皆さん、そして自分たちにエー
ルを贈る意味をこめて本誌名としました



訪問看護ステーションを利用するには費用はどのくらいかかるの？訪問看護ステーションを利用するには費用はどのくらいかかるの？

　当月利用されたサービス総費用の1割が利用者負担となり、9割は介護保険の負担となります。

介護保険利用の方

　医療保険利用の方は健康保険法に基づく訪問看護費用の 1～ 3 割負担となります。
　また、医療保険対象者は「介護保険をお持ちでない方」、「末期の悪性腫瘍」、「厚生労働大臣が定める
　疾病に該当する方」となります。

医療保険利用の方

☆次の方は利用負担が免除されます

『重度の障害者医療をお持ちの方』　『生活保護受給者』　『特定疾患の受給者証をお持ちの方』

☆訓練時間は、血圧・体温・脈拍など測定し、その日の状態に合わせ訓練内容を決めて行うため、
　余裕をもって60分間をお勧めしています。

介護保険

1 回／月

2回／月

3回／月 

4 回／月

5回／月

6回／月

7回／月

8回／月

 20分 40分 60分   

 ¥349 ¥698 ¥943 

 ¥698 ¥1,397 ¥1,887 

 ¥1,048 ¥2,095 ¥2,830 

 ¥1,397 ¥2,793 ¥3,773 

 ¥1,746 ¥3,491 ¥4,716 

 ¥2,095 ¥4,189 ¥5,659 

 ¥2,444 ¥4,887 ¥6,602 

 ¥2,793 ¥5,585 ¥7,545 

医療保険

1 回／月

2回／月

3回／月 

4 回／月

5回／月

6回／月

7回／月

8回／月

 医療保険総額 1割負担 2割負担 3割負担

 ¥14,350 ¥1,440 ¥2,870 ¥4,310

 ¥22,850 ¥2,290 ¥4,570 ¥6,860

 ¥31,350 ¥3,140 ¥6,270 ¥9,410

 ¥39,850 ¥3,990 ¥7,970 ¥11,960

 ¥48,350 ¥4,840 ¥9,670 ¥14,510

 ¥56,850 ¥5,690 ¥11,370 ¥17,060

 ¥65,350 ¥6,540 ¥13,070 ¥19,610

 ¥73,850 ¥7,390 ¥14,770 ¥22,160

訪問看護を利用したいけど、指示書ってどうすればいいの？

こうかん訪問看護ステーションを利用した人の感想を聞きかせて

　訪問リハビリを受ける場合、主治医の指示書が必要ですが、鋼管病院に入院中の方やこうかんクリニック
に通院の方の指示書は、当ステーションから主治医に相談することができます。ご不明な点はこうかん訪問
看護ステーションまでお電話でお問い合わせ下さい。

訪問リハビリのスタッフはどんな人？
　当ステーションの訪問リハビリは理学療法士と作業療法士各1名が行なっています。作業療法士は日本鋼
管病院リハビリ科スタッフが1年ごとに担当させていただいており、毎年スタッフが交代することによって
色々な視点からリハビリすることも狙いです。ご利用者様からは「やっと慣れたと思ったら交代で寂しい」と
いった声もいただきますが、何卒ご理解お願い致します。

パーキンソン病　
「退院時自宅での生活に色々不安があったけど、訪問リハビリを受けていくうちに、
家の中で歩行ができるようになり、外での歩行もできるようになりました。自分ひ
とりでは訓練の方法が分からないし、怖かったりでできなかったリハビリが、療法士
の指導や訓練を受けることで、安心してできました。」

大腿骨頸部骨折
「年齢的なこともあり半ばあきらめていたのですが、リハビリを受けることでベッド
から立ち上がったり、立っていることができるようになり、ポータブルトイレの移動
がスムーズにできるようになりました。介助する家族が楽になりました。」

肺疾患
「入退院を繰り返し、危篤状態と言われたことも何度かあり、歩くのも不安定で
車椅子の生活を送っていました。理学療法士さんに家まで来ていただき、リハ
ビリを受け始めてから床に正座したり、床から立ちあがることもできるように
なり、今では近所に散歩に出られるようになりました。」

68歳  男性

84歳  男性

92歳  女性

　はじめまして。実際に日々の生活を過ごす家で、生活
に沿ったリハビリを一緒に行っていきたいです。また、ご
家族に対しての介護
方法も一緒に考え、
少しでも負担の少な
い方法をお伝えでき
れはいいなぁと思っ
ています。

理学療法士
野鳥長子（のとりながこ）

作業療法士
土江由紀子（つちえゆきこ）

鋼管病院勤務を経て当ステーションで訪問リハビリを行
い 7年目になります。
病院での経験と訪問リハビ
リの経験を活かして訓練を
行っています。
利用者様が訪問リハビリの
時間を待っていてくれるこ
とや、楽しく訓練ができる
ことがとても嬉しいです。

 1 割負担分　※各回　サービス提供体制加算 6単位 /回含む
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イトー
ヨーカドー
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族・関係者の皆さん、そして自分たちにエー
ルを贈る意味をこめて本誌名としました
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