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回復期病棟について

ご自由にお持ちください



『集中的にリハビリを行い在宅復帰を

目指す病棟』の事です。

そもそも
回復期病棟とは？

対象疾患・入棟期限が決まっています。
✿脳血管疾患(脳卒中や脳腫瘍など)：150日以内

(高次脳機能障害を伴う：180日以内)
✿骨折(大腿・骨盤・脊椎など)：90日以内
✿神経・筋・靭帯損傷：60日以内
✿廃用症候群：90日以内 等

詳しくは当院連携室までお問い合わせ下さい。

0278-62-2011

入院中は、医師・リハビリスタッフ・栄養
士・看護師・介護士がチームとなって入院中
の生活を支えます。

１日のリズムを整える取り組み
6:00 起床・着替え 7:30 朝食
10：30 ラジオ体操・水分摂取

11:30 嚥下体操 12:00 昼食
15：00 レクリエーション・水分摂取

18:00 夕食・着替え

１日平均４時間のリハビリテーションや
その他四季折々の行事も行っております！

～回復期病棟～



言語聴覚士が形態などを確認、
栄養士もご本人に嗜好等のお話を伺いながら

なるべく多く食べて頂けるよう
配慮しています。

食事

自宅退院予定の方は家から着替えを
持ってきて頂き、リハビリで練習します。

できるようになれば一人で
朝晩の着替えを行って頂いています。

更衣

自立した安全に入浴動作ができるよう
リハビリで自宅の入浴環境を想定し

実際に浴室を利用して
入浴練習をしています。

入浴

リハビリテーションセンター長
専門医 酒井保治郎

リハビリテーションは「病気や事故で失われた機能の回復」という
イメージが強いように思われます。しかし、リハビリテーションの
目標は失われる前の人としての生活の質（QOLともいわれます）を
再獲得することにあり、全人的医療です。筋力低下やそれによる歩
行障害などを回復させることはもちろんですが、ゴールは元の地域
社会に戻り、仕事や家庭に就き、家族や友人と語らい、趣味などに
有意義な日々を送ることにあります。

当院では、脳卒中や骨折など発症早期から一人
一人に合った治療計画を総合的に立案し介入し
ています。低栄養による褥瘡、廃用による関節
の拘縮、うつ、認知機能低下や病気の再発を予
防し、元の地域社会に戻れるように、医師、看
護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
管理栄養士、社会福祉士などスタッフ全員が協
力・連携してリハビリテーションを提供します。



回復期リハビリ病棟へ入棟するには

発症後、受傷後、術後2か月以内
・脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血の
シャント術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳炎、脊髄炎、
多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷の発症
または術後、義肢装着訓練を要する状態など

・高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、
重度の頚髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷

・大腿骨、骨盤、脊髄、股関節もしくは膝関節の骨折
または二肢以上の多発骨折の発症後または手術後の状態

・外科手術または肺炎等の治療時の安静により
廃用症候群を有しており、手術後または発症後の状態

受傷後、術後1か月以内
・大腿骨、骨盤、脊髄、股関節または膝関節の神経、
筋または靭帯損傷後の状態

回復期病棟でのリハビリテーションは、
下記の疾病で急性期治療を終了された方

に限られています



最終段階では実際にスタッフが患者様・ご家族とご自宅を
訪問させていただき、退院可能かを判断します。

自宅を実際に移動して頂き
現状でどれくらい動けるのかを確認させて頂きます。

また、スタッフが段差や浴槽の深さ等の
危険性の高い場所の計測をします。

状況にあった手すりの設置や段差解消・
福祉用具等の提案を致します。

当院では、入院中のリハビリテーションや治療をより良く行うた
めに、患者様についての情報交換を行う他職種カンファレンスを
行います。

回復期病棟では入院後２週間までに１回、その後４週に１回程度
のカンファレンスを全ての患者様に行います。

リハビリスタッフ、看護師、介護士、
医師、ケアマネージャー、退院後担当
する訪問スタッフの他、ご家族にも
参加していただきます。

カンファレンスでは、現状の運動機能の把握、今後の目標、
リハビリテーションを行う上での問題点などを共有します。
退院が近くなった段階では、退院後の居住環境なども調査し
て対応できるよう準備していきます。

カンファレンス時に普段使用する部屋の状況や段差等の情報を
伝えてもらえるとリハビリに活かす事ができ
退院までをスムーズに運ぶことができます。

使用していた杖やシルバーカー等がある場合はお持ち頂けると
在宅生活に近い形で練習できますのでご協力お願いします。



∼回復期病棟から退院後のリハビリ∼

退院後もリハビリの継続が必要な方、ご希望される方が
リハビリを継続して受けられるよう

当院では以下の施設リハビリを提供しています。

通院(外来)リハビリテーション

疾患別に定められた期間内であれば通院による
リハビリテーションを受けることができます。

通所(介護)リハビリテーション

介護保険を利用しリハビリテーションを
受けることができます。

介護保険の申請をし要支援認定または要介護認定を
うける必要があります

訪問リハビリ・訪問看護

通院や通所が困難な方は訪問リハビリにより
ご自宅でリハビリを受けることができます。
訪問サービスに関しては他にも看護師による

医療的ケアも可能です。

詳しくは当院連携室まで
お問い合わせください

0278-62-2011



～関連施設紹介～
小規模多機能について

Q.小規模多機能はどのような施設ですか？

A.住み慣れた家、地域で安心して生活できるように
必要に応じて通い・泊り・自宅訪問・配食など
種々のサービスを組み合わせて利用できます。

Q.どのような方が対象ですか？

A.介護認定を受けられている要支援～要介護者

みなかみ町に住民票がある方が対象です。

Q.小規模多機能の特徴は何ですか？

A.複数の介護サービスを１つの施設で提供する

どのサービスも同じ介護職員が対応します

利用方法を柔軟に対応できます

（朝～夕食まで、夕食まで、夜泊りのみ）

Q.どのようなサービスがありますか？

A.短期、宿泊サービス、通所サービス、

訪問サービス、配食サービスがあります。

Q.どのような行事がありますか？

A.年間行事として

新年祝賀会、お花見、運動会、クリスマス会など

日行事として

誕生日会、レクリエーション、散歩など



診察時間
午前 ９時～12時
午後 14時～17時

休診日
〇土曜午後
〇日曜・祝日

受付時間
午前 8時～11時30分
午後 13時30分～16時30分

外来診療案内
令和3年10月現在

医療法人パテラ会

月夜野病院
TEL:  0278-62-2011

FAX: 0278-62-2013

月 火 水 木 金 土

糖　尿　病　内　科

内   　 科

循 環 器 内 科
林弘

（月１回）
林学

胃 腸 科 櫻　井 櫻　井 櫻　井 櫻　井 櫻　井

脳　神　経　外　科 浅　井

皮　膚　科
天　野

（不定期）

眼    　科 平　山
長　谷　川

（第1・3・5木曜）

橋　本

（第１土曜）

池　上

山　田

（月１回３時～）

眼  　  科 平　山
長　谷　川

（第1・3・5木曜）

脳　神　経　外　科

＊整　形　外　科

横　尾 櫻　井

山　田（卓）

第１週  玉　木

第２週  玉　木

第３週  長谷川

第４週  侭　田

第５週  玉　木

内  　  科

整　形　外　科

＊整形外科の午後外来は、手術により診療時間が変更になることがありますので、

　来院前に電話でご確認下さい

午

前

午

後

石　田

池　上 下　田

澁　澤 堀　越 群　大

櫻　井 櫻　井 長 谷 川

池　上

下　田

新型コロナウイルス感染症に伴うお願い
1.外来受診の方へ
次の症状がある方は、すぐに当院に受診するのではなく
「群馬県新型コロナウイルス感染症コールセンター」にご相談ください。
・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・重症化しやすい方（*）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
（*）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、
免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
（症状が４日以上続く場合、解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です）
群馬県新型コロナウイルス感染症コールセンター
0570-082-820 （平日・休日問わず午前9時～午後9時）左記以外の時間は 027-223-1111
コールセンターで勧められた医療機関で受診してください。その際は下記の点にご留意ください。
・複数の医療機関の受診は、感染を拡大させる恐れがあるため、お控えください。
・医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケットの徹底をお願いします。
・当院受診を勧められた場合は、必ず来院前に当院に電話をおかけください。
こちらから診察時間と待機場所をご案内します。

2. 入院患者様へのご面会について
当院では現在、入院患者様にご家族とのテレビ電話による面会サービス（予約制）を行っております。
詳しくは当院受付スタッフ、またはお電話でご相談ください。 TEL：0278-62-2011
また、病院からお呼び出しがあった場合は、必ず受付にてお声がけください。

■パテラ会グループ
月夜野病院
月夜野病院総合介護センター
訪問看護ステーションさくらんぼ
ヘルパーステーションさくらんぼ
通所・訪問リハビリテーション
有料老人ホーム花水月
高山村デイサービスセンター
介護老人保健施設りんどうの里
りんどうの里ケアセンター

■社会福祉法人三国塩原会
特別養護老人ホーム西嶺の郷
地域密着型特別養護老人ホーム中山の郷

■有限会社 桜井商事
グループホーム月夜野の里
月夜野の里デイサービスセンター
小規模多機能月夜野の里


