
 

  

 

松本市 

安曇野市 

塩尻市 
朝日村 

山形村 

筑北村 麻績村 

 

 

 

 

松本地区  担当者：白木・三崎 

（国道 19号線より東側） 

電話：0263-39-1086 

fax：0263-38-7121 

新村地区      担当者：山村 

（国道 19号線より西側） 

電話：0263-40-3567 

fax：0263-40-3568 

塩尻地区      担当者：船越 

（塩尻市、山形村、朝日村）       

電話：0263-53-8611 

fax：0263-53-8621 

安曇野地区   担当者：大見 

（安曇野市、生坂村、筑北村、麻績村 

、松本市四賀地区)    

電話：0263-31-3171 

fax：   同 上    

営業日：月曜日～金曜日 8時 30分～17時 

 

社会医療法人財団 慈泉会     

相澤病院 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

塩尻診療所 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

訪問リハビリ 

のご案内 

 
・ 私たちは、在宅で療養する人々の尊厳と自立を尊重し、 
良質な医療・介護・福祉サービスを提供する。  

･ 私たちは、かかりつけ医や医療関連機関と密接な連携 
を図り、地域在宅医療支援センターの総合力を生かし、 
在宅療養を支援することで住み慣れた場所で安心して 
暮らせる地域創りをする。  

・ 私たちは、医療介護福祉の専門家として質向上と 
人材育成に真摯に取組み、地域の皆様へ安全で 
信頼できるサービスを提供する。 

2019年 10月作成 

地域在宅医療センター ミッション（使命） 

問合せ先（相談窓口） 
お気軽に相談ください 

 

訪問リハビリの流れ②  医療保険 

介護保険をお持ちでない方 

（医療保険） 

訪問リハビリが必要かな？ 

迷う場合もぜひご相談ください！ 

当センターに相談 

主治医から許可を頂く 

（訪問リハスタッフが主治医と面談） 

リハビリの注意点確認と必要書類の依頼をします 

在宅面談（または院内面談） 

訪問リハスタッフがご自宅（または病院）を訪問し 

生活状況・目標の確認や相談を実施します 

訪問リハビリ： 終 了 
目標が達成されたら訪問リハビリは終了となります 

訪問リハビリ： 開 始 
病院からの退院後 3日以内に初回訪問します 

自宅の方もできる限り早く訪問します 

訪問リハビリ： 継 続 
1か月以上訪問リハビリを継続する場合は 

1か月（30日）毎の主治医の受診が必要です 

当センター 

に相談 

担当ケアマネ 
に相談 または 

主治医から許可を頂く 

（訪問リハスタッフが主治医と面談） 

リハビリの注意点確認と必要書類の依頼をします 

在宅面談（または院内面談） 

訪問リハスタッフがご自宅（または病院）を訪問し 

生活状況・目標の確認や相談を実施します 

訪問リハビリ医師の診療 

訪問リハビリ担当医師がご自宅を訪問し 

訪問リハビリ開始の指示を出します 

訪問リハビリ： 開 始 
病院からの退院後 3日以内に初回訪問します 

自宅の方もできる限り早く訪問します 

訪問リハビリ： 終 了 
目標が達成されたら訪問リハビリは終了となります 

訪問リハビリ： 継 続 
3か月以上リハビリを継続する場合は 

訪問リハビリ医師の往診が必要です 

リハビリ終了後の様子確認 
終了 1か月後に生活に変わりがないか訪問します 

（要介護の方で目標が達成した利用者が対象） 

介護保険をお持ちの方 

（介護認定を受けている） 

訪問リハビリが必要かな？ 

迷う場合もぜひご相談ください！ 

訪問リハビリの流れ①  介護保険 

生坂村 
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 介護保険 医療保険 

合計（1 ヶ月） 

※週 1回（40分）のリハを

月 4回受けた場合 

2,800円程度 （負担割合 1割 ） 

5,500円程度 ( 〃2割）／8,200円（ 〃 3割） 

 2,400円（負担割合 1 割） 

 4,800 円（ 〃2割）／7,200 円（ 〃 3割）  

基本料金 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ費  292単位/回 （1回＝20 分）  

サービス提供体制強化加算 6単位/回  

社会参加支援加算（介護給付のみ） 17単位/日  

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算 230単位〜/月 

在宅患者訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理料  

300点/単位（1単位＝20 分） 

対象者のみ 短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 200単位/日  

（退院/退所/認定日から 3 ヶ月以内）  

なし  

 

 

訪問リハビリ利用開始 

から3ヶ月の期間で、 

日常生活の動作の改善 

のみならず、地域活動の 

参加（茶話会、健康教室）や 

、公共交通機関を利用して 

外出するなど、活動範囲の 

拡大も見られています。 

2019 年度の訪問リハ開始時と 3 ヶ月後の

FIM（日常生活動作の自立度）を比較 
2019 年度の訪問リハ開始時と 3 か月後の

LSA（生活空間の広がり）を比較 
 

【訪問エリア】 相澤病院、塩尻診療所を拠点として松本市、安曇野市、 

塩尻市（奈川地区を含む）、朝日村、山形村、筑北村、麻績村、 

生坂村にサービスを提供します 

【スタッフ数】 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が総勢 49名在籍し、 

病院から退院後は 3日以内に初回訪問します 

【リハの目標】 身体や認知面の機能回復や日常生活動作への支援だけ    

でなく、外出機会を増やして活動の幅を広げたり、家庭での役割

や生きがいを持てたりすることを目指します 

要支援から要介護まで、 

幅広い介護度の方を対象 

としています。また様々な 

疾患を対象としてリハビリ 

を実施しています。 

介護保険をお持ちでない 

方も医療保険を利用して 

訪問リハビリが可能です。 

 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 

28 名 

15 名 

6 名 

合計49 名 

（2019年 8月現在） 

訪問リハビリ 

の取り組み 

自主トレの指導 

自宅環境に合わせた自主トレ
の提案を行います。 

 

健康管理と生活相談 

血圧測定や健康相談、家族様への介護指導の他にも、
日常生活への困りごとへの支援も行います 

 

食事支援 

言語聴覚士
が飲み込み
に障害の 
ある方に 
訓練を行い
ます。 

 

家事への支援 

調理や買物、洗濯、掃除などの  
支援も行います。ヘルパーとの
連携も行えます。 

 

福祉用具・住宅改修の提案 

手すりやベッドの位置、杖の 
選択など、転倒予防のための
提案も実施します。 

 

訪問リハ 
卒業後 

要介護の方
は、訪問リハビ
リの終了後も
安心して 暮ら
せているかの
確認の訪問
（無料）を行い
ます。 

 

外出の支援 
散歩や買い物を目的に歩行器
の選定や歩行訓練を行いま
す。バスなど公共交通機関の
乗車訓練も行えます。 

 

廃用障害 

14% 

大腿骨頚

部骨折 

11％ 

神経筋疾

患 9% 

呼吸・循環

器疾患2％ 

小児 2% その他 8% 

疾患別 

利用者内訳 

脳血管疾患 

37％ 

骨・関節疾患 

17％ 

訪問リハビリの紹介 
 

訪問リハビリの対象となる人 
 

訪問リハビリの効果 
 

利用料金（負担割合で料金はことなります） 
 


