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医療法人パテラ会 月夜野病院
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ホームページ： http://moon-hp.or.jp

〜月夜野病院の
リハビリテーションについて〜

★特集★

ご自由にお持ち帰りください
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〜関連施設紹介〜
有料老人ホーム花水月について

Q：有料老人ホーム花水月はどのような施設で
すか？

A：当院の3階に併設する老人ホームです。介護・医
療が必要になった場合、入居者自身の選択により介
護・医療のサービスを利用しながら施設での生活を継
続できます。

Q：花水月はどのような方が対象ですか？

A：65歳以上で要介護レベルの人を対象としています。
（入所条件等は相談に応じます）

Q：花水月の特徴は？

A：医療ニーズに対応できる施設です。

Q：花水月ではどのような行事を行っています
か？

A：季節を感じてもらうため月々の行事を行っており
ます。（例：豆まき・ひな祭り・七夕まつり・敬老
会・クリスマス会等）

つ
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《介護保険の申請》について

通所リハビリ・訪問リハビリを利用するためには
介護保険の申請をし、要支援・要介護の認定を受ける必要が

あります

認定手続きの流れ
市町村・役場の担当窓口へ電話等で相談

本人や家族が市町村などへ要介護認定の申請

主治医意見書
→主治医が意見書を作成

訪問調査
→自宅訪問して審査

要介護度の認定

認定結果通知→申請から約３０日程度

要介護・要支援の認定 非該当

通所・訪問リハビリを
利用できます!

ケアマネージャーに
ケアプラン作成を
依頼しましょう

通所・訪問リハビリは
利用できませんが

医療保険でのリハビリは
ご利用いただけます
医師へご相談下さい
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＊介護認定（要支援・要介護）を受けている

＊通ってくることが可能…送迎バスの利用も可能です！

午前 9：00〜11：40

午後 13：00〜15：40

＊個別リハビリ

リハビリスタッフが1対1でマッサージ・

ストレッチ・歩行練習等を行います。

＊物理療法

痛みの軽減を目的に

ホットパック・過流浴・牽引などを利用します。

＊マシーントレーニング

1人1人に合わせたマシーンを選んで運動します。

通所リハビリテーション

現在、コロナウイルス感染対策の一環として
リハビリテーション開始前の
受付前(または食堂)での検温
手指消毒やマスクの着用

にご協力をお願いしております。

電気刺激療法
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一緒に
頑張ろう！
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①アブダクション
中臀筋（お尻横）を鍛えます

②エクステンション
大腿四頭筋（太もも前）を鍛えます

③レッグプレス
下肢全体を鍛えます

④チェストプレス
腕・胸筋を鍛えます

⑤トーソ
体幹を鍛えます

✐令和3年度介護報酬改定に伴い、料金の変更がありました。
☆基本料金 【１時間以上２時間未満】※1割負担の場合

要支援1 2,053円/月 要介護1 366円/日
要支援2 3,999円/月 要介護2 395円/日

要介護3 426円/日
要介護4 455円/日
要介護5 457円/日



＊介護認定（要支援・要介護）を受けている

＊来院が困難

＊退院後、自宅での生活に不安がある

なし

あり 不安が解消

訪問リハビリテーション

退院
在宅生活に不安

外来リハビリ

訪問リハビリ

通所リハビリ

訪問リハビリを通し
在宅生活の様々な不安を解消

↓
安心して生活を送れるようになる

↓
活動性・気持ちの向上

↓
屋外に気持ちが向くようになる

「１ヶ月だけ」などの相談も受け付けておりますので
お気軽にご相談ください！

その後、通所リハビリへの移行も可能です！ 6



午前 9：00〜12：00

午後 13：30〜16：30

＊筋力トレーニング、屋内移動練習、歩行練習等

＊自宅でリハビリできるため

実際の生活環境・生活場面（屋内外）で練習できることが

魅力です！

✐令和3年度介護報酬改定に伴い、料金の変更がありました。

☆基本料金 要支援・要介護 20分 307円/回

＝コロナウイルス感染対策について＝

スタッフは手指消毒液を携帯し、マスク着用にて

訪問させて頂いております。

また、車内の消毒等も実施しています。

コロナウイルス流行地から訪問者があった・

お出掛けになった場合には状況に合わせて

感染対策をした状態で訪問致しますので

ご連絡を頂けたらと思います。

ご協力よろしくお願い致します！

利用時間はご都合に
合わせて20分刻み
で調整できます。
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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

■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

■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

診察時間
午前　９時～１２時
午後  ２時～ ５ 時

受付時間
午前　８時３０分～１１時３０分
午後　１時３０分～ ５ 時００分

外来診察案内
令和3年7月現在

職員を募集しています

募集職種

看護職

介護職

管理栄養士

医療法人 パテラ会

〒379-1308
群馬県利根郡みなかみ町真庭319番地
TEL 0278-62-2011

http://moon-hp.or.jp

担当 角田 堀口
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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

(第3・5水曜)

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

(第3・5水曜)

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

中　島 下　田

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


