
ご利用案内

望メディカルデイサービス

最終更新日：2022 年 11月 8日

ご利用について

・介護保険被保険証をお持ちの方
・介護認定で、要支援１～２、要介護１～５の方

● ご利用可能な方

※要介護認定を申請中の場合もご利用いただけます、ご相談ください。

月曜日～金曜日　9:20 ～ 14:30（5時間～ 6時間）
祝日も営業しております。【土曜日・日曜日・年末年始・お盆は休み】

● ご利用時間

● 受け入れ可能一覧

医療依存度の高い方へ
当施設では、医療依存度の高い利用者様の受け入れを積極的に行っています。
医療処置の方法や送迎時間、ご利用時間などはご相談ください。ご利用者様、ご家族様に
寄り添ったサービスを提供していきます。

胃ろう

腸ろう

インスリン（自己注射）

在宅酸素

気管切開

褥瘡

○
○
○
○
○
○

人工肛門（ストマ）

透析

（尿）バルーンカテーテル

ペースメーカー

痰吸引

○
○
○
○
○

その他相談に応じます。
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送迎範囲について
対応している送迎範囲は以下になります。（その他の地域に関しては、一度ご相談ください。）

名古屋市緑区 豊明市 大府市

デイサービスの一日の流れ

皆様おそろいになりましたら、朝のあいさつをします。
・準備体操 (今週の歌 )
・看護師による健康チェック
・入浴
・脳トレ・全体体操
・個別機能訓練
・運動器機能向上訓練　など

【9:30 ～朝のあいさつ】

送迎車でご自宅までお伺いします。

【8:00 ～送迎】

バランス良く栄養を摂取していただけるよう、豊富なメニューを取り揃えております。

【12:00 ～昼食】

イベントとして音楽療法やゲーム、作品作りなども行っています。

【13:00 ～レクリエーション】

送迎車でご自宅までお送りいたします。

【14:30 ～送迎】
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入浴設備について《３タイプの浴槽を完備 》

ご利用者様のお体の状況に合わせて、入浴をご提案させていただきます。

②座位を保持できる方、一部介助の方 『移乗しやすいソファー形状の機械浴』

（入浴機械名：アビット） ※2010年度グッドデザイン賞受賞モデル

ソファー形状の浴槽に座り、ターンテーブルを利用して足を回転させて入ります。
手前下から側面が自動でせり上がり、浴槽の形となります。
シンプルな動作で利用者様の負担を軽減できます。

まずは横の入浴台に座り、手すりに手を掛けながら足を回転させて、浴槽に入ります。
浴槽をまたぐことなく入浴できるため、転倒リスクを軽減することができます。
また、広めの浴槽で、足を伸ばしてゆったりと快適に入浴いただきます。
お風呂のお湯は、一人ずつ入れ替えています。（他のお風呂も同様です）

①自立されている方、見守りが必要な方 『安全設計された広めの浴槽』

車いすは、脚上げの電動のリクライニング機能がついており、リラックスして快適にお過ごし
いただけます。

気泡発生装置

（入浴機械名：シャトル） 

③麻痺のある方や、全介助が必要な方 『車いすのまま入浴できる機械浴』
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リハビリのご案内

充実したリハビリメニュー

当施設は、リハビリに力を入れて取り組んでいます。理学療法士などの指導のもと、様々な
リハビリメニューを楽しみながら行い、身体機能と認知機能の維持や向上を目指します。

みんなで一緒に指先の運動 (グーパー動作)を行ったり、歌を唄うことで脳を起こします。

① 朝のあいさつ　9:30 ～

■ 日づけの確認・ニュースや天気のお話
■ 1 日の予定を確認
■ 「ふるさと」など、ゆっくりした曲を歌を唄いながら準備体操

理学療法士 (PT) のアドバイスを受けながら、運動機能維持・回復を目指します。

③ 機器を用いたリハビリ (2F)　10:00 ～

■ 平行棒・セラバンド・ボールなどを使用した下肢強化の動き
■ 気持ち・姿勢を整えて歩行訓練（痛みがある部分にはホットパックを行います）

一人一人のレベルに応じた作業を通じて
脳をリズム良く使用し、認知症予防を行います。

② 計算問題・脳トレ (3F)　9:45 ～

■ 計算問題（たし算・ひき算・かけ算） 50 問
■ 利用者様の嗜好性に合わせた、大人向けのぬり絵
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一日を締めくくる最後の体操です。体をゆっくりと動かし、気持ちを落ち着かせます。
これにて一日は終了です。お疲れ様でした。

⑦ 帰りの体操

誤嚥予防やスムーズに食事を行うことが出来るよう、お口や首の筋肉をほぐします。
⑤ 口腔体操　11:45 ～

■ 声を出してパタカラ体操
■ 首の筋肉をほぐし、胃腸を動かして嚥下と消化を良くする運動

年齢を忘れ、昔を思い出しながら、みんなでゲームや作品作りに取り組み、巧緻性の
トレーニングを行います。また、難易度の高い脳トレで脳を活性化させ、認知症予防を
行います。

⑥ レクリエーション　13:00 ～

■ 毎月、季節に合わせた作品づくり (アート作品・水ぼく画・書字 など )
■ 上肢下肢を使ったゲーム (ボール蹴り・新聞紙つかみ・スリッパとばし・魚釣り・玉入れ など )
■ 漢字や慣用句のクイズ・まちがい探し・回想法クイズ・昭和クイズ など

仲間と共に、楽しみながら音楽に合わせて体を動かし、
一体感を感じながら運動習慣を身に着けます。

④ 全体体操　11:00 ～

■ 音楽体操
■ 日替り体操（タオル体操・ボール体操・棒体操 など）
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介護度 算定項目
自己負担額
１割(円)

自己負担額
２割(円)

自己負担額
３割(円)

算定単位

要支援１ 通所型独自サービス１ 1,786 3,572 5,357 一月につき
通所型独自サービス２２ 1,786 3,572 5,357 一月につき
通所型独自サービス２ 3,662 7,323 10,984 一月につき

生活機能向上連携加算(Ⅱ) 107 214 321 一月につき

運動器機能向上加算 241 481 721 一月につき
口腔機能向上加算(Ⅰ) 161 321 481 一月につき
科学的介護推進体制加算 43 86 129 一月につき

一月につき

一月につき介護職員等ベースアップ等支援加算 所定総単位数の1.1%

要支援２

加算実施項目

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定総単位数の5.9%

【サービス利用料金】

■ 通常規模型通所介護

介護度 算定項目
自己負担額
１割(円)

自己負担額
２割(円)

自己負担額
３割(円)

算定単位

要介護１ 606 1,211 1,817 一日につき
要介護２ 716 1,431 2,147 一日につき
要介護３ 826 1,651 2,477 一日につき
要介護４ 936 1,871 2,807 一日につき
要介護５ 1,046 2,091 3,137 一日につき

要介護１ 393 786 1,179 一日につき

要介護２ 450 900 1,349 一日につき
要介護３ 510 1,019 1,529 一日につき
要介護４ 566 1,132 1,698 一日につき
要介護５ 625 1,250 1,875 一日につき

生活機能向上連携加算(Ⅱ) 107 214 321 一月につき

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 60 120 180 一日につき
入浴介助加算(Ⅰ) 43 86 129 一日につき

口腔機能向上加算(Ⅰ) 161 321 481 月２回程度
科学的介護推進体制加算 43 86 129 一月につき

一月につき

一月につき

所定総単位数の5.9%
所定総単位数の1.1%

通常規模型通所介護費
5時間以上6時間未満

通常規模型通所介護費
3時間以上4時間未満

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
介護職員等ベースアップ等支援加算

加算実施項目

■ 予防専門型通所サービス
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★ 望メディカルデイサービスの紹介動画をぜひご覧ください ★

望メディカルデイサービス　施設紹介

当施設の各階フロアの様子やお風呂などが動画でご覧いただけます。

こちらのQRコードからもご覧いただけます

お問い合わせ先

望メディカルデイサービス
〒458-0910　愛知県名古屋市緑区桶狭間森前 1106 番地　
TEL 052-626-0067 ／ FAX 052-626-3021（  担当：川端・山田（生活相談員） ）

回数
１回あたり
１回あたり

日常維持費 １回あたり
教養娯楽費 １回あたり

70円
30円

（ただし、クラブ活動・自由活動に必要な材料費は実費となります。）

項目 利用料
食材費（昼食材料費）
調理費・管理経費

400円
250円

■ 実費負担分


