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墨田区
在宅リハビリテーション支援事業

お
近
く
の

サ
ポ
ー
ト
医
が

お
手
伝
い

墨田区在宅リハビリテーション
支援事業とは

運動習慣
づくりで
いきいきライフ

制度利用の流れ

スタート！

スタッフがご自宅に訪問

東京都リハビリテーション
病院で受診

こんな方におすすめです

対　象

電話でお気軽に
お問い合わせください。

月～金曜日　午前 8：30～午後 5：15
（祝日・年末年始を除く）

　医師や療法士などのスペシャリストによるトレーニ
ングメニューづくりと在宅リハビリサポート医のアド
バイスが無料で受けられる制度です。毎日、自宅でト
レーニングをすれば、運動習慣も身につきます。

ご近所の在宅リハビリサポート医
で無料の受診ができます。リハビ
リ手帳を診ながら、現在の状態を
チェック。サポートがしっかりと
しているので安心。

「ひとりでできるかしら？」と不
安な方も大丈夫。最初は、リハ
ビリ病院のスペシャリストがご
自宅でトレーニングメニューを
指導します。

体の調子に合わせて、無理な
くご自宅で続けられる、あな
たのためだけのトレーニング
メニューを作成します。

ご自宅でトレーニングを行って、
今まで以上に快適な生活を送りま
せんか？　まずは気軽に東京都リ
ハビリテーション病院へ、お電話
でお問い合わせください。

墨田区民の方
ご自分で、またはご家族などの
介助で通院ができる方
ご自分で、またはご家族などの
介助でトレーニングができる方

1

まずはお電話を

東京都リハビリテーショ
ン病院で、あなたの状態
をチェック。自宅でのト
レーニングができるかど
うかを判断してくれます。

スペシャリストが
最初にしっかりと診断してくれます

受診の 1 週間後に東京都リハビリテーション
病院のスペシャリストがご自宅に伺って、ひ
とりでもできるトレーニングの指導を行いま
す。あなたの体調に合わせた、無理のないト

レーニングのメニューを組
み立てます。
※ご自宅に伺うのは、最初
の一度のみです。

あなたの体調に合わせた
あなただけのメニューをご提案

きっと簡単な運動が
毎日の日課になっているはずです

『在宅リハビリ手帳』を
お渡しします！

友達と出かけ
られるように
なりました

旅行に
行けました

孫と毎日
遊べるように
なった！

2

用意していただくもの
 印鑑・お薬手帳・介護保険認定書等
 受診の結果、利用開始する場合は
 かかりつけ医の紹介状が必要です。
紹介状（診療情報提供書等）の費用は
個人負担です。病院や診療所によって、
費用は異なります。
※詳細は病院にお問い合わせください。

1

2

3

ステップ

ステップ

ステップ

ステップ ステップ

ステップ

最初はご自宅に来て
トレーニングを
教えてくれます

3ヵ月に1度は
医師のチェックが
受けられます

あなたのための
トレーニングメニューを
作ります

ご自分でトレーニング開始！

あなただけのトレーニングメニュー
をスタートさせましょう。『リハビ
リ手帳』に、毎日の結果や変化を記
入しておけば、日を追うごとに成果
が目で見てわかるようになります。

毎 月 の 目 標 や 日 々 の ト
レーニングの取り組み状
況を記録できます。
在宅リハサポート医との
やりとりも記入します。

ご自身またはご家族と
自宅でトレーニングをスタート

ゴール！

東京都リハビリテーション病院のスペシャ
リストが、体の状態をチェックします。在
宅リハビリテーション支援は最大 2 年間
受けることが可能です。生活の質の向上の
ために、ぜひ続けてみてください。

3ヵ月ごとに在宅サポート医へ

3 ヵ月に一度、ご近所の在宅リハ
サポート医を受診しま
す。トレーニングの進
み具合だけではなく、
健康状態のチェックも
してくれます。
※受診料は無料です。

ご近所の在宅サポート医を訪ねて
トレーニングの進み具合を
診てもらいましょう

☎03-3616-8399
東京都リハビリテーション病院

（専用電話）

退院後の
父のリハビリを、
自宅で続けたいけど
自信がありません。

歳を取って
足腰が弱くなってきた。
少し運動したほうが
いいのは、
わかっているのだけど……。

もうちょっとリハビリを
続けたかったけれど、
病院に通うほどでは
ない気がする。

クリニック

トレーニング肩あげ
足あげ
バランス

３回

５回

５回

無料です

墨田区堤通 2-14-1

平成28年度版
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