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リハビリモンスター芦屋とは

怪我や病気、手術の影響で身体機能の低下を来したことに 
より、やってみたかった「夢」「目標」を諦めてしまった 
方に対し、徹底した 身体機能評価・目標設定 の下、 
身体・生活機能向上を目的としたサービスを提供します。

要支援者専門の予防特化型デイサービス
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きっかけは病院勤務時代のとある経験。 
私たちリハビリモンスターのスタッフは回復期リハビリ 
テーション病棟での勤務を経験した理学療法士です。 
これまで様々な患者様の回復の支援をさせて頂きましたが、 
退院後、転倒等により再入院をされる方を多く見てきました。 
せっかくリハビリをしたのに、退院後に運動する場所がなく、
体力が衰えていく… 
退院後に支援できる場所を作れないか。 
専門職が胸を張って送り出せる場所を作れないか。 
そんな想いでリハビリモンスターの創業に至りました。

私たちの想い
退院後にフォローできる環境を作りたい

自宅退院後30日以内に再入院する割合 
一般社団法人　日本病院会　H29年度

退院後も継続した運動を行うことで再入院を防ぐ
ADL能力のさらなる向上、趣味活動の再開へ

一般介護予防事業の参加へ橋渡し
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平均2.9%

米国における研究では… 

退院から30日以内に 

再入院する要因第3位 転倒
約100人に3人の割合

退院患者数

30日以内の救急医療入院者数
×100％

施設長　水田  潤史 
理学療法士 
回復期リハ病院15年勤務

相談員　衣川  圭祐 
理学療法士 
回復期リハ病院5年勤務 
介護予防通所2年勤務



今、求められているもの

日常生活自立に向けた支援の充実

リハビリモンスター芦屋の強み
理学療法士が常駐
身体機能向上に特化した運動
目標達成に向けた個別指導が充実

専門職による評価、アセスメント

個別指導機会の充実

p4
p5
p7

私たちが地域の声にお応えします!

送迎がある

目標達成に向けたサポート他者交流の場所

転倒予防
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地域包括支援センターアンケート結果（令和2年4月実施）



理学療法士が常駐
理学療法士が個々の身体機能を評価し運動メニューを提案。 
変形性関節症、人工関節などの術後の方、脳血管障害後の方でも安心して
運動をしていただけます。 
リハビリ専門病院で経験を積んだ理学療法士が各疾患に応じた運動療法を
自信を持ってご提供します。

新長田店での機能訓練風景

変形性関節症

人工関節術後
脳血管障害 
後遺症

心疾患

糖尿病

様々な疾患に対応可能
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身体機能向上に特化した運動メニュー
高強度
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1コマ 70分 の短時間サイクルのため、運動やリハビリのみを
集中して行いたい方におすすめです

メニュー作成の流れ 理学療法士による身体機能評価

筋力向上メニュー 柔軟性向上メニュー

バランス向上メニュー 持久力メニュー

認知機能向上メニュー

個々の身体機能、目標達成に必要なメニューを選択

理学療法士が正しい運動、意識づけのサポートを行う

メニュー選択の例

Aさん 
目標：杖で歩きたい 
評価：股関節筋力低下 
　　　片足立ち不可

筋力向上メニュー20分 
バランス向上メニュー15分 +

持久力向上
メニュー 
10分

各メニュー内に5種目ほどの
運動をご用意しています



最新機器によるリスク管理
高強度

ミズノ株式会社製　

運動中の脈拍変動をモニターで監視する事で、
適切な負荷量で運動を実施することが可能。 
個々の最大心拍数から目標心拍数を設定し、脈
拍が上限を超えた場合、モニターの色が赤色に
変化する。 
スタッフも利用者もモニターを監視する事で誰
がみても同じリスク管理が行えるよう、徹底し
ています。
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目標達成に向けた個別指導が充実

目標管理ノートを使い「長期、短期、1day」目標を設定

長・短期目標に加え、利用日ごと
の1day目標を設定。 
長短期目標を立てたものの、忘れ
てしまう、意識できないというこ
とがないよう、利用者様の目標意
識向上を図ります。

具体的 測定可能 関連性達成可能 期限が明確

これら5つの要素を含んだ目標設定を行い計画書に記入 
利用者様の身体機能評価に基づき、一緒に目標を考えます。

さらに!
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リハビリモンスター新長田での実績

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

14

16

18

kg

平成31年度　利用者握力平均値

神戸市長田区にあるリハビリモンスター新長田では、目標達成者の掲示を行ってい
ます。目標を立てるといっても、誰でもそう簡単に目標が見つかるわけではありま
せん。目標掲示板がたくさんの方の目に触れることで、「自分も頑張りたい」「自
分もこれぐらいなら達成できるかな」など、自身の目標を見つけるきっかけになっ
ています。また、1人では挑戦できなかったことでも、成功体験を得ることで自信
に繋がり、生活に汎化することも可能となっています。 
その他、デイサービスでの運動以外に、課外活動として休日にハイキングやミシン
を使った作品づくりなどを実施し、利用者様の社会活動・参加を促しています。

70％向上

平成31年度　施設利用満足度

18%

82%

大変満足

まあまあ満足

運動するだけではなく実際の活動へ
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利用の流れ 問診・評価

状態に合ったメニュー選択

目標設定

症状別に設定した運動プログラムの実施

３ヶ月に1回身体機能評価を実施 
目標達成度の確認

1日の流れ 1コマ：約70分間

バイタル測定 身体機能向上 
機能訓練

1day目標設定 1day目標の 
振り返り

自己管理の一環と
して各自測定を実
施し、記入。

目標管理ノートに
その日達成する目
標を記入

個別メニュー実施
約45分

運動前に立てた目
標が達成できてい
るかを確認
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9:00～10:10 10:30～11:40 14:00～15:10 15:30～16:40

Aメニュー Bメニュー Cメニュー Dメニュー

サービス提供は下記時間帯にて承っております。サービス提供例

※ 送迎は行います（当施設より片道15分圏内）。 
※ 入浴・食事・おやつ休憩などは行っておりません。 
※ 上記メニューはあくまで例であり、変更する場合がございます。 
　 利用者様の状態・ご都合に合わせて、ご提案させていただきます。 
　 お気軽にお問い合わせください。



対象・利用料金例
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＊上記金額は1割負担の場合となっています 
＊2割負担の場合はおおよそ倍の金額となります 
＊介護支援ソフトの計算により若干の誤差が生じる可能性があります

取得加算：運動器機能向上加算 
　　　　　介護職員処遇改善加算Ⅰ 
　　　　　介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ

要支援１（週1回程度利用可能）　2147円/月 
要支援２（週2回程度利用可能）　4130円/月 

要支援１（週1回程度利用可能）　2118円/月 
要支援２（週2回程度利用可能）　4076円/月 

芦屋市・西宮市

神戸市



スタッフ紹介

① 水田 潤史（ミズタ ジュンシ） 
② 理学療法士・施設長 
③ 色んな人とじっくり話をすること 
④ 愛し愛される施設を目指します！

①氏名 ②保有資格・役職 ③好きなこと ④ひとこと

① 衣川 圭祐（キヌガワ ケイスケ） 
② 理学療法士・管理者 
③ カラオケ、ライブ鑑賞、ラーメン屋巡り 
④ 利用者様の体の分析は私にお任せください!

① 大川 万由美（オオカワ マユミ） 
② ヨガインストラクター 
③ お寺めぐり、パワーストーン、宝塚歌劇 
④ 生きる喜びや幸せを感じて頂きたいです
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リハビリモンスター芦屋　事業所情報

事業所所在地 〒659-0068 
兵庫県芦屋市業平町2-10

電話番号 0797-78-6301
FAX番号 0797-78-6302

営業時間 8:30～17:30 
月曜日～金曜日（祝日含む）

メールアドレス rehamon-ashiya@plast-project。jp

介護保健事業所番号 28A0800033
指定年月日 令和2年5月1日
サービス種別 予防専門型通所サービス

対象加算
運動器機能向上加算 
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ

在籍スタッフ
管理者兼相談員(PT)　1名 
機能訓練指導員(PT)　1名 
介護職員(トレーナー)        1名

JR芦屋

かごの屋

茶屋之町北!

上宮川西!

本通北!

トヨペット芦屋店

リハビリモンスター 
芦屋

日本生命
喜味園 2 ローソン
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人生、ワクワク。


