回復期
リハビリ
テーション
病棟

医療法人社団

天宣会

北柏リハビリ総合病院
総病床数
外来診療科目
認定

247 床（一般病棟 43 床 / 認知症病棟 100 床 / 回復期リハビリテーション病棟 66 床 / 障害者病棟 38 床）
内科 / 脳神経内科 / 循環器内科 / 腎臓内科 / 呼吸器内科 / 血液内科 / 消化器内科 /
リハビリテーション科 / 整形外科 / 精神科 / 眼科 / 脳神経外科 / 歯科 / 泌尿器科
日本神経学会教育施設 / 日本認知症学会教育施設

ふたたび 充足した生活を
取り戻すために
私たちがお手伝いいたします

回復期リハビリの実施期間

は 1 〜 3 ヶ 月 で す。こ の 間

たリハビリを行っています。
またスムーズな社会復帰に
向けて、医師・看護師・ソーシ

の生活はスタイルは一変し

ャルワーカー・療法士や管理

ます。当院では主治医の指

栄養士等が密接な連携を図

示のもと、患者様ひとりひと
りの症状や回復状況、そして

り、総合的なケアに取り組ん
でいます。

退院後の生活環境に合わせ
低周波治療器（IVES) や歩行訓練器（POPO) を用いた歩行練習

飲み込みや言語の練習
病院敷地外での歩行練習

家事動作の練習

日常動作の練習

リハビリテーション科長

森島 利幸

一人ひとりに合わせた入院環境
リハビリ体制と同様に重要

リハビリ後ほっと一息つけ

となるのが入院環境です。

るよう、またご家族と過ごす

当院では、活力ある充実した

時間を大切にできるよう一

リハビリをしっかりと行っ

人ひとりの時間を尊重し、ご

ていただけるように、休息や

自身の身体の回復に集中で

食事などの時間も重要だと

きるお部屋と入院生活をご

考えています。

提供いたします。

セラピー公園

特別個室

回復期リハビリテーション病棟 の特色

のリハビリによって退院後

北柏リハビリ
総合病院

充実のリハビリ体制

入院から退院まで
入院
当日

脳卒中の患者さまの
１日のスケジュール例

入院時検査・リハビリ初期評価

まず、身体の全体管理のために入院時検査を行い

6: 00 ● 起床・洗面・更衣

ます。リハビリ評価をし、状態に合ったリハビリ

7: 30 ● 朝食・口腔ケア

計画を作成します。

8: 55 ● ラジオ体操

9: 00 ● リハビリ（理学療法）

リハビリ開始

2 週間～
1 ヵ月後

10: 00 ● 水分補給・バイタルチェック
（体温・脈拍・血圧測定など）

リハビリカンファレンス

10: 30 ● 集団リハビリ

主治医をはじめ、各担当者が集まり、患者さまの
状態・訓練の進み具合を確認し、問題点について
話し合います。

インフォームドコンセント（ゴール設定）

主治医から患者さまの現在の状況・今後の見通し
などを説明します。患者さま・ご家族さまからの
希望を伺いながら方針を決定します。

12: 00 ● 昼食・口腔ケア
13: 30 ● 入浴

14: 30 ● リハビリ（作業療法）
15: 30 ● 歯科受診

16: 00 ● リハビリ（言語療法）
18: 00 ● 夕食・口腔ケア
19: 00 ● 自由時間・更衣

退院準備

ご自宅での生活がスムーズに行えるように、家屋

21: 00 ● 消灯

調査・住宅改修・介護サービスの準備・家族指導・
外泊訓練等を行っていきます。

退院

[ 入院期間の目安 ]
脳血管疾患・・・2 〜 3 ヶ月
整形疾患・・・・・1 〜 2 ヶ月

退院後のフォロー体制
当院は、介護老人保健施設（北柏ナーシ
ングケアセンター）や訪問看護ステーシ

北柏ナーシングケアセンター

デイケア

ョン、居宅介護支援事業所を併設する複

外来

訪問看護

北柏リハビリ総合病院

北柏訪問看護ステーション

合施設です。各機関が相互に連携・協力
し、退院後のリハビリまでフォローする
体制があります。
また、福祉用具や住宅改修についても当
グループ内でご相談いただけます。

北柏ナーシングケアセンター

ショートステイ

北柏リハビリ総合病院
居宅介護支援事業所

ケアマネジャー

アクセス
所在地

〒277- 0004 千葉県柏市柏下 265

お車の場合

常磐自動車道「柏 IC．」
国道16 号線を千葉・柏方面へ約 8km

電車の場合

常磐線「北柏駅」下車
徒歩 8 分（慈恵医大柏病院隣）

北柏駅からのバス時刻表

北柏駅 / 南口から乗車し、慈恵医大柏病院で下車 徒歩２分

月曜日〜金曜日
6

59

7

14 31 45 59

08 20 32 45 59
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15 29 49

13 27 42

9

03 17 32 42 56

01 15 29 43 56
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05 19 33 53

06 21 35 52
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項

目

回復期
リハビリテーション病棟

保険一部負担金

利用料金表

光熱水費負担金

金

その他の料金
（※）

オムツ代

07 22 38 52

13

02 13 27 42 57

18 32 46

14

06 13★ 17 22 34 44 53

00 13★ 17 33 47

15

02 16 26 43 57

02 16 33 47

16

12 26 40 53

02 16 31 52

17

07 21 34 ★ 45 59

06 21 34 ★ 50

18

13 29 43 57

04 18 32 46

額

備

考

1,380 円／日

1 食当り 460 円

200 円／日

手拭用、入浴用

100 円／日

2 人床、4 人床の希望者のみ（個室では無料でご利用いただけます）

実費

テレビリース代

(6 室 )

個室

(7 室 )

特別個室 (1 室 )

使用した場合のみ

無料

２人床Ｅ (3 室 )
4 人床

65 歳以上の該当者

無料

２人床Ｂ (14 室 )
( 全 66 床 )

06 22 37 53

13 27 46 54

370 円／日

タオルリース代

室料

07 22 36 43 57

保険の種類によって異なります

食事負担金

※「その 他の料金」欄の金 額は
すべて税抜です。別途消費税が
かかりますのでご了承ください。

11
12

※無印：慈恵医大病院ゆき ★：東我孫子車庫ゆき 赤字：日曜・休日運休
※時刻表はダイヤ改正などで変更となる場合がございます。最新情報
は阪東バス web サイトをご覧ください。

手賀沼

至白井

土曜・日曜・休日

無料

10,000 円／日
25,000 円／日

300,000 円／月（※30 日換算）
750,000 円／月（※30 日換算）

入院に関する心配事などお気軽にご相談ください

お問い合わせ先
北柏リハビリ総合病院 医療連携室

医療ソーシャルワーカー

04 - 7180 - 8881 [ 相談窓口：9 時〜 18 時 ]
FAX . 04 - 7169 - 8003
紹介状、サマリーは

退院支援看護師

【直通】電話 .

松本・湊・水本・生澤
山本

【代表】電話 .04 - 7169 - 8000
FAX .04 - 7169 - 8003

こちらまでお送りください

入院までの
流れ

相談
紹介状・サマリーをご提出
ください。

前検討
入院可否をお返事します。

入院相談
外来予約

入院相談
外来

ご家族よりお電話で予約
をお取りください。

ご家族と当院医師とで面
談いたします。

入院

202207

ht t p s : //t e ns e n k a i. or . j p/ r eh a bili/

