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12.04 500 A

　訪問入浴車で、看
護職員、介護職員の３
人がご自宅にお伺い
します。

　浴槽などの準備をし
ながら、利用者さまの
血圧、体温などの体調
チェックを行います。

❶ 訪 問

　ご本人のお体に合
わせた状態で入浴い
ただきます。

　お着替えなど、入浴
後の介護を行い、十分
な安静を保って休憩
をしていただきます。

❸ 入 浴

❹ 入浴後の介護

　再度、体調の確認
をします。

❺ 体調の確認

❻ 片付け・挨拶

❺ 利用料金

清　拭……体を拭くこと
部分浴……手浴、足浴、洗髪など

訪問入浴に関するお問い合わせは

洛和会医療介護サービスセンター
醍醐駅前店
〒601-1375 京都市伏見区醍醐高畑町 29-3

（自己負担分）

●入　浴 ………… ９１４円
●清拭・部分浴 … ６４０円

要介護１～５

要支援１・２ 

●入　浴 ……… １,３３８円
●清拭・部分浴 … ９３７円

❷ 準備・体調のチェック

気持ち 
良かった～

●洛和ヘルパーステーション醍醐駅前
薊075（575）3762

●居宅介護支援事業所醍醐駅前
薊075（575）3763

●洛和訪問入浴介護醍醐駅前
薊075（575）3761



●利用者さまの身体的負担が少ない
●徹底した衛生管理
●３人の専門スタッフによる手厚い介護
●リハビリテーション効果
●入浴による褥瘡（床ずれ）の治癒
　の促進
●洛和会ヘルスケアシステムの病院との
　連携による、医療面の
　バックアップ

RAKUWA
lecture of health

❶ 訪問入浴の対象者

訪問入浴は、

など、医療依存度の高い方でも
安心してご利用いただけます。
　ご利用については、ケアマネ
ジャーに相談してください。

❷ 訪問入浴介護の利点

❸ あらゆる住宅環境に対応

　下記のような住宅環境でも大丈夫です。ご自
宅のお部屋に約２畳分のスペースがあれば、入
浴いただけます。

❹ 訪問入浴の流れ

　必要な入浴備品は全てこちらでご用意しま
すので、準備は不要です。
　所要時間は、お伺いして、入浴終了まで、
約 45 ～ 60 分です。

訪問入浴 
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　入浴には、マッサージ効果、リラックス効果、コミュニケーション効果などさ
まざまな効果があります。
　洛和会ヘルスケアシステムの訪問入浴介護サービスは、病気や障害によって、
ご自宅での入浴が困難な方のお宅に訪問し、ご自
宅で入浴していただくサービスです。専門のスタッ
フ３人が、浴槽を装備した訪問入浴車で伺います。

●要介護認定を受けている方
●寝たきりの方
●医療器具を付けている方
●ターミナル・ケアの方 ●高層マンション

●狭い路地裏
●家の戸口が狭い

安心・安全・連携で
心強いサービス

そうじょく

OK
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