
脳卒中後の退院先について

ＪＣＨＯ東京高輪病院

医療連携・患者支援センター

ソーシャルワーカー 福田恵子



医療連携・患者支援センター
看護師とソーシャルワーカー

事務員が在籍しています

病気やケガによって生じる、

さまざまな問題や心配事について、

看護師とソーシャルワーカーが連携して、

患者さんやご家族と共に考え、

問題解決の援助しています。



例えばこんな時・・・

• 介護保険はどうやって利用するの？

• 老人ホームなどの介護施設や療養病院など
の利用方法は？

• 自宅で療養する場合はどうすればいいの？

• 医療費など経済的に心配がある

• 身体障害者手帳の取得や、その他の制度利
用について聞きたい



脳卒中の治療後の

退院先について心配・・・



急性期治療 その後・・・

自宅退院

・回復期
リハビリテーション病院

・地域包括ケア病棟
・療養型の病院

・介護施設

急性期病院
（東京高輪病院）



回復期リハビリテーション病院
急性期の治療後の【回復期】に

集中してリハビリテーションを行う病院

対象となる疾患および入院上限日数
対象疾患 発症からの

入院
入院期間
（上限）

1 脳血管疾患、頭部外傷、くも膜下出血のシャント術後、
脊髄損傷、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、

多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後
もしくは手術後、又は義肢装着訓練を要する状態

２か月以内

150日

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

180日

2 ２肢以上の多発骨折、大腿骨、骨盤、脊椎、
股関節又は膝関節の骨折の発症後、又は手術後

２か月以内 90日

3 外科手術又は肺炎などの治療時の安静により廃用症候群
を有しており、手術後又は発症後

２か月以内 90日

4 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は
靭帯損傷後

１か月以内 60日

5 股関節又は膝関節の置換術後の状態 １か月以内 90日



自宅退院

回復期リハビリテーション病院への転院

回復期
リハビリテーション病院

入院してリハビリ継続
最大９単位／日程度

約３時間程度
（個人差があります）

数週間～２か月以内

発症

東京高輪病院
入院治療



回復期リハビリテーション病院の
適応外になってしまう場合

リハビリに対する意欲があり、
自宅退院を目指したいが、
状態が落ち着くまでに2か月以上
の期間を要した・・・

＜地域包括ケア病棟＞
※２単位（４０分）／日のリハビリ
※60日間が入院期限
※自宅退院が目標



地域包括ケア病棟

• ご注意！

・入院の決定には医師の判断が必要です

・入院期間は最長６０日間です

・治療ではなく、ケアが主になります

・自宅への退院を目指す方が対象です

・当院には『地域包括ケア病棟』があります

ご希望の方は、ぜひご相談ください



東京高輪病院 地域包括ケア病棟

緊急・重症な状態の治療は終了したが、
自宅等への復帰に、まだ準備やリハビリ
が必要な方々が入院されています。



地域包括ケア病棟の風景



費用は？
・医療費（医療保険）
・食事代（360円/食）
・ベッド差額（自費）

3,240～59,400円/日
（寝間着・タオル・テレビ代含む）



治療後に医療行為が残る場合・・・

急性期の治療をしたが、

・なかなか意識がはっきりしない

・リハビリの指示に答えることが難しい

・口からの食事が困難で点滴・経管栄養をしている

・痰が詰まらないよう頻回に吸引している

・・・などの症状が残る場合

療養型の病院への転院



療養型の病院

• 積極的な治療ではなく、医療的ケアの継続

（点滴からの栄養、人工透析、頻回の吸引等）

• ２４時間、医師と看護師がいる

• 入院期間は病院による（３か月程度～終身）

• 医療保険または介護保険適応

• リハビリは最大１３単位／月（週１・２回程度）

• 寝巻やおむつ、室料差額は実費



リハビリをしたけれど、
自宅での生活は難しそう・・・

・医療的なケアは必要なくなったが、

リハビリをしても、自宅での生活は

介護が難しそう・・・。

・ひとり暮らしに戻るのは不安・・・。

介護保険を利用（６５歳以上）し

介護施設などへ入所して生活



介護施設

介護施設にはどんな種類があるの？？

①特別養護老人ホーム（特養ホーム）

②介護老人保健施設（老健）

③グループホーム

④有料老人ホーム

⑤サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）



① 特別養護老人ホーム

・常時介護が必要で在宅生活が困難な方

・要介護度が高い方（要介護度３・４・５）

・状態が安定していれば長期（終身）入所可

・入所者の世帯収入により月額費用が決まる

・入居金なし

・低額で長期の利用できるが、入所希望者が

多く、年単位の待機期間があります



特別養護老人ホーム一覧（港区）

施設名 所在地 電話番号 申し込み方法

港区

新橋さくらの園 新橋６－１９－２ ３４３３－０１８３
＜申込み窓口＞

・港区役所
高齢者支援課

高齢施設係
・各地区高齢者

相談センター
・各特別養護

老人ホーム

受付は随時
年２回締切

（７月末、１月末）

ベル 西麻布４－７－２ ３４９９－２８２３

ありすの杜
きのこ南麻布

南麻布４－６－１ 南棟 ５７３９－０５８５

洛和ヴィラ南麻布 南麻布４－６－１ 北棟 ６４０８－８６７７

麻布慶福苑 南麻布５－１－２０ ３４４６－５５０１

サン・サン赤坂 赤坂６－６－１４ ５５６１－７８３３

白金の森 白金台５－２０－５ ３４４９－９６１１

港南の郷 港南３－３－２３ ３４５０－５５７１



特別養護老人ホーム一覧（品川区）
施設名 所在地 電話番号 申し込み方法

品川区

成幸ホーム 中延１－８－７ ３７８７－３６１６

＜申込み窓口＞
品川区役所

高齢福祉課

受付は随時
年２回締切

（８月末、２月末）

かえで荘 八潮５－１－１ ３７９０－４８２６

晴楓ホーム 東品川３－１－８ ５４７９－２７４４

戸越台
特別養護老人ホーム

戸越１－１５－２３ ５７５０－１０５４

荏原
特別養護老人ホーム

荏原２－９－６ ５７５０－２９４１

中延
特別養護老人ホーム

中延６－８－８ ３７８７－２９５１

ロイヤルサニー 西大井２－４－４ ５７４３－６１１１

八潮南
特別養護老人ホーム

八潮５－９－２ ５７５５－９３６０

杜松
特別養護老人ホーム

豊町４－２４－１５ ６４２６－８２１３

平塚橋
特別養護老人ホーム

西中延１－２－８ ５７５０－３６３２



特別養護老人ホーム一覧（大田区）
施設名 所在地 電話番号 申し込み方法

大田区

バタフライヒル大森南 大森南１－１７－６ ５７３５－３３３６

＜申込み窓口＞
・各さわやか

サポート
・各地域庁舎

地域福祉課
・大田区役所

介護保険課

受付は随時
年２回締切

（８月末、２月末）

特別養護老人ホーム大森 大森西１－１６－１８ ５４７１－２７０１

千里 東糀谷１－１３－６ ６４２３－２８６０

フロース東糀谷 東糀谷６－４－１７ ５７３５－０１２３

特別養護老人ホーム糀谷 西糀谷２－１２－１ ３７４５－３００１

特別養護老人ホーム羽田 本羽田３－２３－４５ ３７４５－５３５１

大田翔裕園 東六郷１－１２－１２ ３７３６－１２１１

特別養護老人ホーム蒲田 蒲田２－８－８ ５７１０－０７８０

好日苑 上池台５－７－１ ３７４８－６１９３

特別養護老人ホーム池上 仲池上２－２４－８ ５７００－１２３５

特別養護老人ホームたまがわ 下丸子４－２３－１ ５７３２－１０２１

ゴールデン鶴亀ホーム 矢口１－２３－１２ ５７４１－３３３１

いずみえん 矢口３－１－５ ３７５９－５５５０

特別養護老人ホーム馬込 西馬込２－１１－２ ６３０３－８３０７

生寿園 萩中２－３－１０ ６４２３－９２００

特別養護老人ホーム花みずき 大森西４－１２－１ ６４３６－８８９９



② 介護老人保健施設

・介護保険の要介護度１～５の方

・病状が安定している方

・在宅復帰を目指し、介護やリハビリを受ける

・3か月間を目安に、退所あるいは入所継続

の検討を行う

・入居金なし

・入所中は施設の医師が主治医



介護老人保健施設 一覧
区 施設名 所在地 電話番号 備考

港区 新橋ばらの園 新橋６－１９－２ ３４３３－０１８２

ルネサンス麻布 南麻布２－１０－２１ ３４５３－５０１５

洛和ヴィラサラサ 南麻布４－６－１北棟 ６４０８－８６７６ 個室のみ

品川区 ケアセンター南大井 南大井５－１９－１ ５７５３－３９０１
品川区の
方のみ

大田区 大森平和の里 大森本町１－７－６ ３７６７－７５１２

セントラル大田 中央８－３４－１０ ３７５５－５３００ 個室のみ

シルバーライフ馬込 中馬込１－５－８ ３７７７－６１２１

アクア東糀谷 東糀谷６－４－１７ ５７３５－０１２３

大田ナーシングホーム翔裕園 東六郷１－１２－１１ ３７３６－１２４０

コージーハウスはすぬま 東矢口３－８－１１ ５７１１－８２２０

※ 申し込みは、各施設へ直接連絡が必要です。
（入院中の場合は、病院の医師やソーシャルワー
カーにご相談してください。）



③ グループホーム

・認知症の診断を受けている

・施設と同一地域に住民票がある

・要支援２～要介護度５の方

・５～９人のユニット単位で共同生活

・身体機能の低下や医療的ケアが必要になる

と退所の可能性あり

・入所金が必要な施設もあり



④ 有料老人ホーム

・食事、掃除、洗濯など生活支援および排泄、

入浴着替えなどの身体介護を全体的に提供

する施設

・自立度の高い方から、介護度の重い方まで、

幅広く入所可能

・入所中は往診医や通院にて医療的な管理

・24時間看護師が常駐の施設もあり

・入居金や月額など、費用形態はさまざま



⑤ サービス付き高齢者向け住宅

・安否確認や生活相談を提供する、バリアフ

リーの高齢者向け賃貸マンション

・生活支援や身体介護は、外部の在宅介護

サービスを利用

・主に自立あるいは軽度の要介護度の方を

受け入れしている



自宅退院（在宅介護）

＜介護保険サービス＞の活用

☆ケアマネージャーにより

ケアプラン作成

関係機関と連絡調整（病院とも連携）

→訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハビリ

デイサービス・デイケア

ショートステイ

福祉用具のレンタルや購入・住宅改修

※通院困難な場合は、訪問診療（医療保険）



最後に・・・

それぞれの病状や家族背景に合った

退院先を選べるよう、医師や看護師、

その他院内のスタッフや関係機関と

連携し、ソーシャルワーカーが一緒に

考えていきます。

わからない時には、ご相談ください。

医療連携・患者支援センター

03-3443-9191(代）



介護保険相談窓口一覧（港区）

区 窓口 連絡先 担当地区

港区 芝地区
高齢者相談センター ５２３２－０８４０

芝、海岸１丁目、東新橋、新橋、
西新橋、三田１～３丁目、浜松町、
芝大門、芝公園、虎ノ門、愛宕

麻布地区
高齢者相談センター ３４５３－８０３２

東麻布、麻布台、麻布狸穴町、
麻布永坂町、麻布十番、南麻布、
元麻布,西麻布、六本木

赤坂地区
高齢者相談センター ５４１０ー３４１５

元赤坂、赤坂、南青山、北青山

高輪地区
高齢者相談センター ３４４９－９６６９

三田４・５丁目、高輪、白金、
白金台

芝浦港南地区
高齢者相談センター ３４５０－５９０５

芝浦、海岸２・３丁目、港南、台場



介護保険相談窓口一覧（品川区）
地区 窓口 連絡先 担当地域

品川地区 台場 在宅介護支援センター ５４７９－８５９３ 北品川、東品川１・２・５

東品川 在宅介護支援センター ５４７９－２７９３ 東品川３（１～９）、南品川１・２・４・５・（１～９）・６

東品川第二 在宅介護支援センター ５７８３－２６５６ 東品川３（１０～３２）・４、南品川３・５（１０～１６）

大崎地区 上大崎 在宅介護支援センター ３４７３－１８３１ 上大崎、東五反田

西五反田 在宅介護支援センター ５７４０－６１１５ 西五反田

大崎 在宅介護支援センター ３７７９－２９８１ 西品川、大崎

大井・八潮
地区

南大井 在宅介護支援センター ５７５３－３９０２ 南大井

南大井第二 在宅介護支援センター ５４９５－７０８３ 東大井、勝島

八潮 在宅介護支援センター ３７９０－０４７０ 八潮

大井西地区 大井 在宅介護支援センター ５７４２－２７２３ 大井１・４・６、広町

大井第二 在宅介護支援センター ５７４３－２９４３ 大井２・３・５・７

西大井 在宅介護支援センター ５７４３－６１２０ 西大井

荏原西地区 荏原 在宅介護支援センター ５７５０－３７０４ 小山４・５、荏原１～４

小山台 在宅介護支援センター ５７９４－８５１１ 小山台、小山１～３

小山 在宅介護支援センター ５７４９－７２８８ 小山６・７、荏原５～７、旗の台１・２・５（１～５、１３～２０）・６

荏原東地区 成幸 在宅介護支援センター ３７８７－７４９３ 中延１・２、東中延１、戸越５、西中延１・２、平塚

中延 在宅介護支援センター ３７８７－２１６７ 中延３～６、東中延２、西中延３、旗の台３・４・５（６～１２、２１～２８）

中延第二 在宅介護支援センター ５７４９－２５３１ 戸越６、豊町６、二葉４

戸越台 在宅介護支援センター ５７５０－１０５３ 豊町１、戸越１～４

杜松 在宅介護支援センター ５７５０－７７０７ 二葉１～３、豊町２～５



介護保険相談窓口一覧（大田区）
担当福祉課 窓口 連絡先 担当地域

大森 さわやかサポート 大森 ５７５３－６３３１ 大森西１～７丁目

さわやかサポート 平和島 ５７６７－１８７５ 大森中１丁目１～２１、２丁目１～１２・１９～２４、３丁目１～５・９～３６、
大森東１～３丁目、大森本町１丁目９～１１、２丁目

さわやかサポート 入新井 ３７６２－４６８９ 入新井特別出張所管内

さわやかサポート 馬込 ５７０９－８０１１ 馬込特別出張所管内

さわやかサポート 徳持 ５７４８－７２０２ 池上特別出張所管内

さわやかサポート 大森医師会 ３７７２－２４１５ 新井宿特別出張所管内

調布 さわやかサポート おんたけ山 ５４８３－７４７７ 嶺町特別出張所管内、田園調布特別出張所管内

さわやかサポート たまがわ ５７３２－１０２６ 鵜の木特別出張所管内

さわやかサポート 久が原 ５７００－５８６１ 久が原特別出張所管内

さわやかサポート 上池台 ３７４８－６１３８ 雪谷特別出張所管内

さわやかサポート 田園調布医師会 ３７２８－６６７３ 千束特別出張所管内

蒲田 さわやかサポート 六郷東 ３７４５－２３０６ 南六郷１～２丁目、東六郷１～２丁目、
六郷管内の南蒲田２丁目２３・２８～３０番

さわやかサポート 六郷中 ５７４４－７７７０ 仲六郷１～４丁目、西六郷１～４丁目、南六郷３丁目、東六郷３丁目

さわやかサポート やぐち ５７４１－３３８８ 矢口特別出張所管内

さわやかサポート 西蒲田 ５４８０－２５０２ 蒲田西特別出張所管内

さわやかサポート 蒲田 ５７１０－０９５１ 東蒲田１～２丁目、蒲田１～３丁目・５丁目

さわやかサポート 蒲田医師会 ５７１４－０８８８ 南蒲田１・３丁目、南蒲田２丁目１～２２、２４～２７、蒲田本町１～２丁目、
蒲田４丁目及び蒲田東特別出張所管内の西糀谷１丁目

糀谷・羽田 さわやかサポート 大森東 ３７６２－１７５０ 大森東特別出張所管内

さわやかサポート 糀谷 ３７４１－８８６１ 糀谷特別出張所管内

さわやかサポート 羽田 ３７４５－７８５５ 羽田特別出張所管内


