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地域を支える　八葉会が運営する事業所 レーベンハウスの在宅支援サービス

　・通いによるリハビリテーション
　・食事、入浴、レクリエーション
　・短時間も応相談。要支援者も利用可能

訪問リハビリテーション

　　・専門スタッフが自宅に伺う
　　　リハビリテーション
　　・生活動作の相談対応

入所 短期入所療養介護
（ショートステイ）

　　・原則1か月以上の入所
　　・専門職によるリハビリの実施
　　・医療、介護、栄養課によるチームケア

　　・1か月以内の入所
　　・個別リハビリが実施可能
　　・要支援者も利用可能

通所リハビリテーション
（デイケア）

大石記念病院

（併設）

介護老人保健施設

レーベンハウス

地域包括支援センター

西新井本町

（レーベンハウス内）

八葉会居宅支援事業所

（レーベンハウス内）

訪問看護ステーション

茜
総合訪問介護事業所フレディ

居宅支援事業所フレディ



老健入所のイメージ

老健の入所って？

・居宅における生活を営むための支援が必要な方

・専門職によるリハビリテーション

・医師、看護職、介護職、リハビリ、栄養課、相談員、ケアマネージャー

・介護職による入浴、栄養士の考える食事、レクリーション、イベント等々

・今、とにかく入所する場所が必要

こんな時に・・

老健は3ヵ月で退
所？

　ご相談をいただきながら進めてまいります。

・病状が安定している方

老健の入所の特徴

　など、他職種によるチームケア。

対象となる方

・入所して専門職によるリハビリを受けたい

・定期的に入所を利用したい

・定期的（当所では3ヵ月毎）に、退所に向けた検討を致します。

・しかし、3ヵ月で皆さんすぐに退所しなくてはいけないという

　訳ではありません。

・施設の目的上、まずは在宅に帰る検討をお願い致します。

　課題や不安もあると思います。入所後は状況を伺い、

・心身状況の変化や何らかの都合により一時的に自宅生活が

　難しい状況で、まとまった期間（1か月以上）の入所がしたい

・要介護１～５の認定を受けている方

・家に戻る準備がしたい

病院 老健 自宅

入所・退所の前後に

自宅訪問による確認・指導
入所の前に自宅訪問による

確認・指導

自宅でもﾃﾞｲｹｱやｼｮｰﾄｽﾃｲ

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘでサポート！

・専門職によるﾘﾊﾋﾞﾘ

・医療職のサポート

・介護、栄養支援「自宅に戻るのは不安」



お薬はどうするの？病院受診が必要な場合は・・？

　【お薬について】

ご利用者様を支援する　老健のスタッフ かかりつけ医やケアマネージャーはどうなるの？

支援するスタッフ、医療について

高齢者の生活リスク、怪我や疾病等の急変対応について

・原則として施設で体調の管理を致します。入所中は濫りに通院は出来ません。

　その際はご家族様の対応が必要となります旨ご了承ください。

　しかし施設での対応が難しい場合に限り、他の病院に掛る場合があります。

転倒事故 薬による副作用 認知症の発症や進行 思わぬ急変や怪我

骨の脆さによる骨折 感染症 誤飲、誤嚥 入所者間のトラブル

起りうる
リスク例

　入所中は安全及び健康管理に注意を払っております。しかし、高齢が生活する上でのリスクを、確実に避ける事は残念ながら出来ません。また、自立支援の為に

・ご入院された場合、退所扱いとなります。

　ﾘﾊﾋﾞﾘを実施し、出来るだけご自身で動いていただく取組をしております。自主的な行動を増やしていく際には、どうしてもリスクは発生する旨を何卒ご理解下さい。

・入所後のお薬は施設にて処方致します（基本料金に含まれております）。医療機関等

　【他の病院へ受診が必要な場合】

　でお薬を処方してもらう事は出来ません。

緊急搬送
について

昼夜問わず、必要時には病院搬送となる場合があります。

ご家族様対応が必要となります。ご協力をお願い致します。

ご利用者様 介護職

医師 看護職

支援相談員

栄養士 事務員 施設ケアマネージャー

リハビリスタッフ

入所中は施設医が

ご本人の担当医となります

入所中は居宅ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ではなく施設ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰが

ケアプランを立案します

入所中は

変更



サービス 区分 ＋ ＝

生活保護 ＋ ＝

第2段階 ＋ ＝

第3段階 ＋ ＝

4段階　【1割】 ＋ ＝

4段階　【2割】 ＋ ＝

4段階　【3割】 ＋ ＝

・お支払いは、利用の翌月（10日前後）に請求書をお送りいたします。窓口支払いもしくは、振込となります。

・収入および貯蓄額によっては、「食費」および「居住費」の一部を自治体が負担

　してくれる制度があります。各自の申請が必要となりますのでご注意ください。

・対象者は主に非課税の方になりますが、対象者及び条件について時折変更が

　なされる為、まずは市区町村に問い合わせの上で申請をお願いします。

・老健入所だけでなく、特別養護老人ホーム、介護保険施設のショートステイでも

業者洗濯を利用した場合の費用

テレビ持ち込み時の費用

電化製品持ち込み時の費用

　利用可能です。入所利用日までにご用意をお願い致します。

158,000円～201,200円/30日

85,200円　～　150,000円　/30日 101,200円　/30日 18,6,400円～251,200円/30日

特に入所後3か月間は料金が高くなります
介護保険外の費用算定の
有無等で変動します

その他、費用が発生する場合もあります

老健入所

0円/月　（もしくは自費発生分） 20,000円　/30日 20,000円（+自費発生分）

　　30日概算　　30日概算　　30日概算　　30日概算

　（多床室での料金です
　　また、業者洗濯費等
　　は除きます）

28,400円　～　50,000円　/30日 41,800円　/30日 70,200円～91,800円/30日

28,400円　～　50,000円　/30日

100円/日

58,600円　/30日 87,000円～108,600円/30日

28,400円　～　50,,000円　/30日 101,200円　/30日 129,600円～151,000円/30日

56,800円　～　100,000円　/30日 101,200円　/30日

・入所費用は、介護保険法に則り請求させていただきます。内訳としては「介護保険費用分　＋　介護保険外費用分」　の請求となります。

　昨今、法改正に伴い非常に複雑かつ細分化されており、個々の状況により変わります。以下は、あくまで目安としてご参考にして下さい。

介護保険利用費用分　概算 介護保険外費用分　概算 合計目安 備考

【参考】　利用料金の目安　（R1.11現在）

その他、費用のかかるもの例（税別です）重要　『介護保険負担限度額認定証』について（第１～３段階）

予防接種等の健康管理費

文書作成費用

散髪費用（外部委託の美容室。これは税込です）

5,100円/日

50円～150円/日

実費

様式による

（カットのみの場合）2250円



◆　ご本人様の入所に関して、当施設の各専門職で検討させていただきます。
　　（注意）入院治療が必要と思われる方、病状が不安定な方、あるいは当施設での生活が難しいと思われる方は
　　　　　　ご利用いただけない場合も御座います。

実施者 施設職員

◆　施設のご見学
　　（面談時間として、1～2時間いただきます。予め日程の調整が必要となります）

入所のお手続き方法
・入所までの流れは、以下の通りとなります。まずは遠慮なく相談員までご連絡下さい。（月）～（土）　9:00～17:00

◆　足立区共通の書式があります。
◆　検査データー3ヵ月以内のものをお願い致します。
◆　他施設の書式の情報提供書（3ヵ月以内）がある場合、コピーで可能な場合があります。ご相談下さい。

ご利用の決定
⇓
入所

◆　ベットの空きがないと待機となる場合がございます旨ご了承ください。その際は空き次第ご案内致します。
◆　入所が決まりましたら、日程の調整、持ち物の確認等のご連絡を差し上げます。また、入退所前後で、自宅に
　　訪問をさせていただき、退所を目的とした施設サービス計画作成などに活用させていただきます
　　（入所前後訪問指導）

初回面談・申し込み

実施者
申込者

支援相談員

施設療養情報提供書の
作成、提出

実施者 申込者

ご本人面談

実施者
ご本人（ご家族）
支援相談員

◆　施設ご利用の申込みとご説明　（緊急連絡先もお伺いいたします。予めご確認の上、ご来所下さい）
◆　ご本人様、ご家族様の状況やご希望を確認

◆　原則として、当施設の支援相談員がご本人の居場所までお伺いいたします。
◆　医療状況や介護等の状態を確認・把握し、利用検討会議および対応検討の参考とさせていただきます。

利用検討会議



施設での生活例

リハビリテーション
週２回実施。

入所して３ヵ月間は

集中して実施が可能
（対象者に条件があります）

入浴
介護職による入浴を

週２回実施

食事
栄養士が考えたお食事です。

必要な方には治療食を提供する事

も出来ます。味の評判も上々です。

音楽クラブ
火曜日と土曜日は音楽の先生を

お招きして、参加者の皆さんに

楽しんでいただいています。

行事
季節に合わせて、様々な行事を

行っています。

レクリエーション
楽しみと機能改善の為に

レクリエーションを実施



延命希望確認 ・急変等において、救急隊からも延命希望の有無を確認されます。入所時にお伺いいたしますので、予めご確認・ご検討をお願いいたします。

　　　　※重要事項や、注意事項詳細は、初回面談時にご説明いたします

その他　参考まで

面会時間

歯科往診 歯科に掛る必要がある場合、協力歯科による歯科往診が可能です。

面会時間は９:００～２０:００となっております　（R2.4より日・祝日のみ9:00～16：30になります）。極力ご面会にご来所頂きますようお願い致します。

洗濯について

・原則はご家族様の洗濯となります、ご面会を兼ねて定期的に

　ご対応をお願い致します。

・業者洗濯依頼も可能です。ウール、毛等を含む服は対応出来ません。

シャンプー・リンス

入れ歯洗浄剤、入れ歯入れ

現金、貴重品

刃物（爪切り、ハサミ、針など）

火器等の危険物・内服薬　（持参薬が無くなり次第、施設での処方になります）

・靴下（５足） ・パジャマ

・羽織るもの ・ティッシュペーパー（必要な方）

・コンセントを使用するものは電気代が発生します（電動髭剃りはかかりません）

持ち物に関する備考、お願い

タオル、バスタオル

歯ブラシ、歯磨き粉

飲食物

携帯電話、スマホ、タブレット

音（イヤホン有は可）や匂いの出る物

持ち込み不要な物、お持込頂けない物　例・時計 ・電気髭剃り（男性）

　　オムツ類　（基本料金に含まれております）

※以上は一例です。まずはご相談ください。

・普段着、下着（いずれも上下５組）　※なるべく動きやすい服装のもの

・履きなれた靴（スリッパ、サンダル、紐靴はご遠慮下さい）

・清潔であれば、新しい物を購入する必要はありません。

・持ち物全てに油性マジックでフルネームをお書き下さい。

・場所に限りが御座います。置ける範囲でお持ちください。

・TV　※イヤホン必要　（ご覧になられる方のみご持参ください。電気代が発生します）

入所時にご用意頂くもの　例 施設でご用意出来る物　例

ご入所の際にご用意頂くもの例　　・　その他注意点
（詳細につきましては、入所のお手続き時に「しおり」をお渡しいたしますので、必ずそちらをご参照下さい）

ご遠慮

下さい


