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⑪リハビリテーション

理学療法士(ＰＴ)２名在籍し、その方のレベルに応じたＡＤＬ訓練を

行っています。慢性期の方には疼痛緩和を主に取り組んでいます。脳

卒中後遺症の方には拘縮予防筋力訓練を主に取り組んでいます。

⑫レクリエーション

午前中の作業では折り紙細工・書道・カレンダー・壁画等季節に合わせた様々な物を

作ります。午後は集団体操・段差昇降・歩行・棒体操等を行います。その他、音楽療

法・誕生会等の楽しい催しもあります。

⑬事業所の特色

当デイケアでは介護スタッフの他にお茶だし、傾聴ボランティアさん

が毎日参加してくださり明るく家庭的な雰囲気です。

皆様の思い、ご家族様の希望に沿いながら利用者様にとって安心・安

全の「居場所」でありたいと願っております。プライバシーに配慮

し、ゆっくり入れる家庭風呂と栄養士が心を込めて手作りしている美

味しい昼食が何よりの自慢です。

日曜・祝日・年末年始(１２/３０～１/３)・８月１５日

③サービス提供区域 守山区

④定員 ３０名(１日平均利用：２２名)　　【通常規模】

②休　　日

⑩特別な医療
　■インスリン　■胃ろう　■在宅酸素　■褥瘡　■ストマ　■膀胱留置カテーテル

　■その他（　　　　　　　　　　　）　　■対応については応相談

⑤要支援の受付 　■可　　　□不可

⑥お試し利用
■あり　　□なし　　　　<利用料金　　0　円>

<送迎>　■あり　□なし　　<入浴>　■あり　　□なし

⑦診断書

⑧入浴 ■個浴　□大浴槽　□特殊浴槽　□足浴　□なし

⑨食事
料金：　３９０円(おやつ代含む)

形態：普通食・きざみ食・ミキサー食・お粥　対応可

診療情報提供票要

◇事業所番号：２３７１３００２７４

①サービス提供時間 ９：４５～１６：００
延長

サービス

□あり（　　　時まで）

■なし

◇営業時間　：９：００～１７：００

事業所名　　　　　　生協もりやま診療所　デイケアあいあい

◇住　　　所：守山区小幡３丁目８-１０ ◇Ｆ　Ａ　Ｘ：052-797-5661

◇電　　　話：052-795-5885 ◇担　当　者：水野　敦子
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通所リハ中重度者ケア体制加算

予防通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

予防通所リハ若年性認知症受入加算 □あり　　　　 　■なし

予防通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり　　　 　　■なし

通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

□１ 　　　　□２        ■なし

予防通所リハ運動器機能向上加算 ■あり　　　　 　□なし

《予防通所リハビリテーション》
予防通所リハマネンジメント加算 ■あり　　　□なし
予防通所リハ生活行為向上リハ加算

通所リハ介護職員特定処遇改善加算 ■Ⅰ　　　　□Ⅱ　　　　□なし

□あり           ■なし

⑮施設の様子

予防通所リハ口腔機能向上加算 □あり　　 　　　■なし
予防通所リハ複数サービス実施加算 □Ⅰ　　　 □Ⅱ　 　　■なし
予防通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　　□Ⅰロ　　　□Ⅱ　　　□なし

⑭介護報酬加算

予防通所リハ介護職員特定処遇改善加算 ■Ⅰ　     □Ⅱ     　□なし

通所リハ入浴介助加算

通所リハ送迎減算 ■あり           □なし

《通所リハビリテーション》

予防通所リハ栄養改善加算 □あり　　　 　　■なし

通所リハ認知認知症短期集中リハ加算 □Ⅰ　　　□Ⅱ　　　■なし
通所リハ生活行為向上リハ加算

通所リハ社会参加支援加算 □あり           ■なし
通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　□Ⅰロ　　□Ⅱ　　□なし

通所リハ若年性認知症受入加算

通所リハ理学療法士等体制強化加算 □あり           ■なし
通所リハ提供体制加算 □1　 □２　 □３　 ■４　 □５　 □なし

□1　　　　□２　　　　■なし

□あり 　　　　　■なし

通所リハ重度療養管理加算 □あり           ■なし

通所リハ栄養改善加算 □あり 　　　　　■なし
通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり 　　　　　■なし

■あり           □なし

■あり           □なし
通所リハマネジメント加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　 □なし

通所リハ短期集中個別リハ加算

通所リハ口腔機能向上加算 □あり           ■なし
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⑪リハビリテーション
医師の指示のもと、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による個別

リハビリを行います。

⑫レクリエーション
簡単な工作やゲームを通して、指先や脳の働きを促すトレーニングを

行います。

⑬事業所の特色

・リハビリだけでなく、医師が介入し医学的な管理をおこなうため、

一人ひとりの変化に気づきやすいことがメリットとなります。また、

一日のデイケア以外にも短時間のデイケアを設けており、マシンを

使ったトレーニングも行っています。

・当デイケアでは、身体機能の向上や状態の把握のため、全ての利用

者様に個別リハビリを行っています。

⑧入浴 □個浴　■大浴槽　■特殊浴槽　□足浴　□なし

⑨食事
料金：昼食５００円、おやつ１００円、飲み物１００円

形態：粥、軟飯、軟菜食にて対応

⑩特別な医療
　■インスリン　■胃ろう　■在宅酸素　■褥瘡　■ストマ　■膀胱留置カテーテル

　□その他（　　　　　　　　　　　）　　■対応については応相談

⑤要支援の受付 　■可　　　□不可

⑥お試し利用
■あり　　□なし　　　　<利用料金　　500　円>

<送迎>　■あり　□なし　　<入浴>　■あり　　□なし

⑦診断書 診療情報提供書要

②休　　日 日曜日、年末年始、夏季休暇

③サービス提供区域 守山区・名東区の一部・尾張旭市の一部

④定員 203名　　【大規模Ⅱ】

◇事業所番号：２３７１３００６５４

①サービス提供時間 ９：００～１６：４０
延長

サービス

□あり（　　　時まで）

■なし

事業所名　　　　　　　デイケア志水

◇住　　　所：守山区大森一丁目１２０４ ◇Ｆ　Ａ　Ｘ：052-799-1027

◇電　　　話：052-799-1060 ◇担　当　者：熊﨑　公俊

◇営業時間　：８：３０～１７：３０
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予防通所リハ介護職員特定処遇改善加算 □Ⅰ　     □Ⅱ     　■なし

⑮施設の様子

予防通所リハ複数サービス実施加算 ■Ⅰ　　　 ■Ⅱ　 　　□なし
予防通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　　□Ⅰロ　　　□Ⅱ　　　□なし
予防通所リハ処遇改善加算 □Ⅰ　　■Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

予防通所リハ栄養スクリーニング加算 ■あり　　　 　　□なし
予防通所リハ口腔機能向上加算 ■あり　　 　　　□なし

予防通所リハ生活行為向上リハ加算 ■１ 　　　　■２        □なし
予防通所リハ若年性認知症受入加算 □あり　　　　 　■なし
予防通所リハ運動器機能向上加算 ■あり　　　　 　□なし

予防通所リハマネンジメント加算 ■あり　　　□なし

通所リハ送迎減算 ■あり　　　 　　□なし
通所リハ社会参加支援加算 □あり　　 　　　■なし
通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　□Ⅰロ　　□Ⅱ　　□なし

予防通所リハ栄養改善加算 ■あり　　　 　　□なし

通所リハ栄養改善加算 ■あり 　　　　　□なし
通所リハ栄養スクリーニング加算 ■あり 　　　　　□なし

通所リハ処遇改善加算 □Ⅰ　　■Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

通所リハ介護職員特定処遇改善加算 □Ⅰ　　　　□Ⅱ　　　　■なし

《予防通所リハビリテーション》

通所リハ短期集中個別リハ加算 ■あり           □なし
通所リハ認知認知症短期集中リハ加算 ■Ⅰ　　　■Ⅱ　　　□なし
通所リハ生活行為向上リハ加算 ■1　　　　■２　　　　□なし

⑭介護報酬加算

《通所リハビリテーション》
通所リハ理学療法士等体制強化加算 □あり           ■なし
通所リハ提供体制加算 □1　 □２　 □３　 □４　 ■５　 □なし

通所リハ入浴介助加算 ■あり           □なし
通所リハマネジメント加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ  　□Ⅳ　 □なし

通所リハ口腔機能向上加算 ■あり　　　　 　□なし
通所リハ重度療養管理加算 ■あり　　　　 　□なし
通所リハ中重度者ケア体制加算 ■あり　　　 　　□なし

通所リハ若年性認知症受入加算 □あり 　　　　　■なし
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⑪リハビリテーション

＜個別リハビリ＞

筋力トレーニング、日常動作改善リハ、転倒防止リハ、歩行訓練、

リハスタッフによる「にむ兄体操」「ハピトレ」あり

→1人で歩けるようになった、転倒が減ったなどの事例あり

・平行棒やエアロバイク、プーリー等の器具を使ったリハビリも

　合わせて行っています。

⑫レクリエーション
ハピトレ、にむ兄体操、カラオケ、ボール体操、

月間行事（納涼祭、運動会、七夕、クリスマス会、敬老会など）

⑬事業所の特色

看護、介護、リハビリスタッフ（OT、PT、ST）が力を合わせて、利

用者様を支援させて頂いております。

各専門職がしっかりサポートしておりますので、安心してご利用いた

だけます。利用者様思いの素敵なスタッフがお待ちしています。

お好きなことをゆっくりしながら過ごしたり、自主トレを積極的に行

うことも出来ます。（自主トレメニューはリハスタッフが考案）

⑧入浴 ■個浴　■大浴槽　■特殊浴槽　□足浴　□なし

⑨食事
料金：500円　日用品・教養娯楽費　100円

形態：一般食、一口大、刻み、ミキサー、ソフト食

⑩特別な医療
　■インスリン　■胃ろう　■在宅酸素　■褥瘡　■ストマ　■膀胱留置カテーテル

　□その他（　　　　　　　　　　　）　　■対応については応相談

⑤要支援の受付 　■可　　　□不可

⑥お試し利用
■あり　　□なし　　　　<利用料金　　0　円>

<送迎>　■あり　□なし　　<入浴>　■あり　　□なし

⑦診断書 診断書　or　主治医意見書

②休　　日 日曜・祝日

③サービス提供区域 守山区・名東区・北区・千種区・尾張旭市・春日井市

④定員 30名　　【通常規模】

◇事業所番号：２３５１３８００２３

①サービス提供時間 ９：５５～１６：０５
延長

サービス

□あり（　　　時まで）

■なし

事業所名　　　　　　　介護老人保健施設　太陽の森

◇住　　　所：守山区大森八龍二丁目1016番地 ◇Ｆ　Ａ　Ｘ：052-798-6939

◇電　　　話：052-768-0788 ◇担　当　者：平山　浩之

◇営業時間　：８：４５～１７：４５
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予防通所リハ介護職員特定処遇改善加算 □Ⅰ　     ■Ⅱ     　□なし

⑮施設の様子

予防通所リハ複数サービス実施加算 □Ⅰ　　　 □Ⅱ　 　　■なし
予防通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　　□Ⅰロ　　　□Ⅱ　　　□なし
予防通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

予防通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり　　　 　　■なし
予防通所リハ口腔機能向上加算 ■あり　　 　　　□なし

予防通所リハ生活行為向上リハ加算 □１ 　　　　□２        ■なし
予防通所リハ若年性認知症受入加算 □あり　　　　 　■なし
予防通所リハ運動器機能向上加算 ■あり　　　　 　□なし

予防通所リハマネンジメント加算 ■あり　　　□なし

通所リハ送迎減算 ■あり           □なし
通所リハ社会参加支援加算 □あり           ■なし
通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　□Ⅰロ　　□Ⅱ　　□なし

予防通所リハ栄養改善加算 □あり　　　 　　■なし

通所リハ栄養改善加算 □あり 　　　　　■なし
通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり 　　　　　■なし

通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

通所リハ介護職員特定処遇改善加算 □Ⅰ　　　　■Ⅱ　　　　□なし

《予防通所リハビリテーション》

通所リハ短期集中個別リハ加算 ■あり           □なし
通所リハ認知認知症短期集中リハ加算 □Ⅰ　　　□Ⅱ　　　■なし
通所リハ生活行為向上リハ加算 □1　　　　□２　　　　■なし

⑭介護報酬加算

《通所リハビリテーション》
通所リハ理学療法士等体制強化加算 □あり           ■なし
通所リハ提供体制加算 □1　 □２　 □３　 ■４　 □５　 □なし

通所リハ入浴介助加算 ■あり           □なし
通所リハマネジメント加算 ■Ⅰ　  □Ⅱ  　□Ⅲ  　□Ⅳ　  □なし

通所リハ口腔機能向上加算 ■あり           □なし
通所リハ重度療養管理加算 □あり           ■なし
通所リハ中重度者ケア体制加算 □あり           ■なし

通所リハ若年性認知症受入加算 □あり 　　　　　■なし
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⑪リハビリテーション
PT2名　OT1名による個別集団リハビリ

パワーリハビリによる機能訓練等

⑫レクリエーション
生活リハビリを意図したレクリエーションを実施。

個別の選択レクリエーションを実施。

⑬事業所の特色

介護リハビリ、看護を一体化して個々の状態に合わせて取り組んでい

ます。

リハビリスタッフによるリハビリ教室、心身機能の活性化のための選

択レクリエーション等がある。

⑧入浴 ■個浴　■大浴槽　■特殊浴槽　□足浴　□なし

⑨食事
料金：544円

形態：応相談

⑩特別な医療
　□インスリン　□胃ろう　□在宅酸素　□褥瘡　□ストマ　□膀胱留置カテーテル

　□その他（　　　　　　　　　　　）　　■対応については応相談

⑤要支援の受付 　■可　　　□不可

⑥お試し利用
■あり　　□なし　　　　<利用料金　　0　円>

<送迎>　■あり　□なし　　<入浴>　■あり　　□なし

⑦診断書 利用開始時に診療情報提供書が必要(当施設の書式有り)

②休　　日 日曜日・12月31日～1月3日

③サービス提供区域 守山区・名東区・尾張旭市

④定員 40名　　【大規模Ⅱ】

◇事業所番号：２３１１３０２０６７

①サービス提供時間 ９：４５～１６：００
延長

サービス

□あり（　　　時まで）

■なし

事業所名　　　　　　医療法人羊蹄会　デイケアセンターしらゆりの里藤が丘

◇住　　　所：守山区四軒家2丁目702 ◇Ｆ　Ａ　Ｘ：052-771-6687

◇電　　　話：052-771-6622 ◇担　当　者：小澤　希久子

◇営業時間　：８：３０～１８：００
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予防通所リハ介護職員特定処遇改善加算 □Ⅰ　     ■Ⅱ     　□なし

⑮施設の様子

利用者、スタッフ笑顔が絶えず明るい雰囲気になっております。

一人一人が主役である場所を提供しています。

予防通所リハ複数サービス実施加算 □Ⅰ　　　 □Ⅱ　 　　■なし
予防通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　　□Ⅰロ　　　□Ⅱ　　　□なし
予防通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

予防通所リハ栄養スクリーニング加算 ■あり　　　 　　□なし
予防通所リハ口腔機能向上加算 ■あり　　 　　　□なし

予防通所リハ生活行為向上リハ加算 □１ 　　　　□２        ■なし
予防通所リハ若年性認知症受入加算 □あり　　　　 　■なし
予防通所リハ運動器機能向上加算 □あり　　　　 　■なし

予防通所リハマネンジメント加算 ■あり　　　□なし

通所リハ送迎減算 ■あり           □なし
通所リハ社会参加支援加算 □あり           ■なし
通所リハサービス提供体制強化加算 □Ⅰイ　　■Ⅰロ　　□Ⅱ　　□なし

予防通所リハ栄養改善加算 ■あり　　　 　　□なし

通所リハ栄養改善加算 ■あり 　　　　　□なし
通所リハ栄養スクリーニング加算 ■あり 　　　　　□なし

通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

通所リハ介護職員特定処遇改善加算 □Ⅰ　　　　■Ⅱ　　　　□なし

《予防通所リハビリテーション》

通所リハ短期集中個別リハ加算 ■あり           □なし
通所リハ認知認知症短期集中リハ加算 □Ⅰ　　　□Ⅱ　　　■なし
通所リハ生活行為向上リハ加算 □1　　　　□２　　　　■なし

⑭介護報酬加算

《通所リハビリテーション》
通所リハ理学療法士等体制強化加算 □あり           ■なし
通所リハ提供体制加算 ■1　 □２　 □３　 □４　 □５　 □なし

通所リハ入浴介助加算 ■あり           □なし
通所リハマネジメント加算 □Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□なし

通所リハ口腔機能向上加算 ■あり           □なし
通所リハ重度療養管理加算 ■あり           □なし
通所リハ中重度者ケア体制加算 □あり           ■なし

通所リハ若年性認知症受入加算 □あり 　　　　　■なし
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⑪リハビリテーション

セラピストによる集団体操20分～30分

今日の日付、今日は何の日等や地域の名物や旅行した場所、特色等を

聞いて会話の輪を広げる。運動、作業、言語ともに個別リハビリ対

応。言語リハにより食事介助に伴う胃ろう～経口摂取に移行する援助

も行う。

⑫レクリエーション カラオケ、クロスワード、プロジェクター対応ボーリングゲーム

⑬事業所の特色

・女性職員のみで対応しております。

・要介護3以上の方、ならびに医療依存度の高い方も受け入れ可能で

す。

・提供時間　・6～7時間　・7～8時間　で受け入れをしております。

⑧入浴 □個浴　■大浴槽　■特殊浴槽　□足浴　□なし

⑨食事
料金：560円

形態：3種類よりセレクト・1ヶ月に1度行事食・その方に合った食形態での提供

⑩特別な医療
　■インスリン　■胃ろう　■在宅酸素　■褥瘡　■ストマ　□膀胱留置カテーテル

　■その他（　気管支切開　　）　　　　　□対応については応相談

⑤要支援の受付 　■可　　　□不可

⑥お試し利用
■あり　　□なし　　　　<利用料金　560　円> 　リハビリあり

<送迎>　■あり　□なし　　<入浴>　■あり　　□なし

⑦診断書 特になし

②休　　日 土曜、日曜

③サービス提供区域 守山区・名東区・千種区・尾張旭市・長久手市

④定員 40名　　【通常規模】

◇事業所番号：２３５１３８００３１

①サービス提供時間 ９：３０～１７：１５
延長

サービス

□あり（　　　時まで）

■なし

事業所名　　　　　　　介護老人保健施設あまこだ通所リハビリテーション

◇住　　　所：守山区天子田2-1613 ◇Ｆ　Ａ　Ｘ：052-772-0577

◇電　　　話：052-772-1230/1312 ◇担　当　者：島

◇営業時間　：８：４５～１７：３０

① ② ③



1.桜のきれいな時期には、お花見に行きます（レク）

2.レクリエーションにてカラオケ大会！

3.ボランティアさんが来所されました（大正琴）

4.囲碁もして頂けます（希望者のみ）

5.リハビリ専門職による集団体操が毎日あります

6.言葉づくりで脳トレ（言語療法）

7.お箸を使ったリハビリ（作業療法）

8.入所の方やご家族と共に年に1度夏祭りがあります（通所の方の参加もＯＫです）
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予防通所リハ介護職員特定処遇改善加算 ■Ⅰ　     □Ⅱ     　□なし

⑮施設の様子

予防通所リハ複数サービス実施加算 □Ⅰ　　　 □Ⅱ　 　　■なし
予防通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　　□Ⅰロ　　　□Ⅱ　　　□なし
予防通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

予防通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり　　　 　　■なし
予防通所リハ口腔機能向上加算 □あり　　 　　　■なし

予防通所リハ生活行為向上リハ加算 □１ 　　　　□２        ■なし
予防通所リハ若年性認知症受入加算 □あり　　　　 　■なし
予防通所リハ運動器機能向上加算 ■あり　　　　 　□なし

予防通所リハマネンジメント加算 ■あり　　　□なし

通所リハ送迎減算 ■あり           □なし
通所リハ社会参加支援加算 □あり           ■なし
通所リハサービス提供体制強化加算 □Ⅰイ　　■Ⅰロ　　□Ⅱ　　□なし

予防通所リハ栄養改善加算 □あり　　　 　　■なし

通所リハ栄養改善加算 □あり 　　　　　■なし
通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり 　　　　　■なし

通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

通所リハ介護職員特定処遇改善加算 □Ⅰ　　　　■Ⅱ　　　　□なし

《予防通所リハビリテーション》

通所リハ短期集中個別リハ加算 ■あり           □なし
通所リハ認知認知症短期集中リハ加算 □Ⅰ　　　□Ⅱ　　　■なし
通所リハ生活行為向上リハ加算 □1　　　　□２　　　　■なし

⑭介護報酬加算

《通所リハビリテーション》
通所リハ理学療法士等体制強化加算 □あり           ■なし
通所リハ提供体制加算 □1　 □２　 □３　 ■４　 ■５　 □なし

通所リハ入浴介助加算 ■あり           □なし
通所リハマネジメント加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□なし

通所リハ口腔機能向上加算 □あり           ■なし
通所リハ重度療養管理加算 □あり           ■なし
通所リハ中重度者ケア体制加算 ■あり           □なし

通所リハ若年性認知症受入加算 □あり 　　　　　■なし

④

⑥

⑤

⑧⑦



11

⑪リハビリテーション

現在、ウエルネス守山では、理学療法士4名と作業療法士4名、言語聴覚士2名で老人保健施設の

リハビリを担当しています。

一人の利用者様毎にしっかりと担当を付け、在宅支援を支えていけるよう取り組んでいます。

特に力を入れているのが認知症の方へのリハビリです。個別の訓練はもちろん、集団でのリハ

ビリも積極的に取り入れていっています。

また在宅支援の一環としてリハビリテーションマネジメント加算Ⅱを算定し、リハビリテー

ション会議を行うことで、より在宅での生活を支援できるよう力を入れています。

⑫レクリエーション

月曜：書道教室　水曜木曜AM：折り紙教室　第2土曜：フラワーアレンジメ

ント　昔遊びレク（百人一首、かるた、歌レク）　脳トレ（漢字クイズ、ト

ランプ）　作業レク（工作、折り紙）　外部ボランティアレク　等

⑬事業所の特色

喫茶店：皆様が交流の場として使われます。特に男性利用者にも、数

少ない交流の場として好評です。

売店：菓子、日用品以外にも経口補水液、栄養補助ゼリー等、利用者

様のニーズに合わせたものを販売しております。

外出リハビリ：利用者様がプラン立案から考え実践してもらいます。

車イスでの公共交通機関の利用など、様々な課題に取り組んで頂いて

おります。

⑧入浴 ■個浴　■大浴槽　■特殊浴槽　□足浴　□なし

⑨食事
料金：630円(おやつ代込み)

形態：常食・軟飯・粥・粗キザミ・キザミ・ミキサー・ソフト

⑩特別な医療
　□インスリン　□胃ろう　□在宅酸素　□褥瘡　□ストマ　□膀胱留置カテーテル

　□その他（　　　　　　　　　　　）　　■対応については応相談

⑤要支援の受付 　■可　　　□不可

⑥お試し利用
■あり　　□なし　　　　<利用料金　　0　円>

<送迎>　■あり　□なし　　<入浴>　■あり　　□なし

⑦診断書 利用開始時に診療情報提供書が必要(当施設の書式有り)

②休　　日 日曜日・年末年始

③サービス提供区域 守山区・東区・名東区・千種区・北区

④定員 40名　　【大規模Ⅰ】

◇事業所番号：２３５１３８００１５

①サービス提供時間 １０：００～１６：１０
延長

サービス

□あり（　　　時まで）

■なし

事業所名　　　　　　　老人保健施設ウエルネス守山

◇住　　　所：守山区中新4-31 ◇Ｆ　Ａ　Ｘ：052-793-7188

◇電　　　話：052-793-7066 ◇担　当　者：小嶋・吉永

◇営業時間　：９：００～１８：００
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予防通所リハ介護職員特定処遇改善加算 ■Ⅰ　     □Ⅱ     　□なし

⑮施設の様子
書道やフラワーアレンジメント等、

クラブ活動による課外リハビリを行っています。

公共交通機関を利用した外出リハビリを行っています。

予防通所リハ複数サービス実施加算 □Ⅰ　　　 □Ⅱ　 　　■なし
予防通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　　□Ⅰロ　　□Ⅱ　　□なし
予防通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

予防通所リハ栄養スクリーニング加算 ■あり　　　 　　□なし
予防通所リハ口腔機能向上加算 □あり　　 　　　■なし

予防通所リハ生活行為向上リハ加算 □１ 　　　　□２        ■なし
予防通所リハ若年性認知症受入加算 □あり　　　　 　■なし
予防通所リハ運動器機能向上加算 ■あり　　　　 　□なし

予防通所リハマネンジメント加算 ■あり　　　□なし

通所リハ送迎減算 ■あり           □なし
通所リハ社会参加支援加算 ■あり           □なし
通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　□Ⅰロ　　□Ⅱ　　□なし

予防通所リハ栄養改善加算 □あり　　　 　　■なし

通所リハ栄養改善加算 □あり 　　　　　■なし
通所リハ栄養スクリーニング加算 ■あり 　　　　　□なし

通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

通所リハ介護職員特定処遇改善加算 ■Ⅰ　　　　□Ⅱ　　　　□なし

《予防通所リハビリテーション》

通所リハ短期集中個別リハ加算 ■あり           □なし
通所リハ認知認知症短期集中リハ加算 ■Ⅰ　　　■Ⅱ　　　□なし
通所リハ生活行為向上リハ加算 □1　　　　□２　　　　■なし

⑭介護報酬加算

《通所リハビリテーション》
通所リハ理学療法士等体制強化加算 □あり           ■なし
通所リハ提供体制加算 □1　 □２　 □３　 ■４　 □５　 □なし

通所リハ入浴介助加算 ■あり           □なし
通所リハマネジメント加算 ■Ⅰ　　■Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□なし

通所リハ口腔機能向上加算 □あり           ■なし
通所リハ重度療養管理加算 □あり           ■なし
通所リハ中重度者ケア体制加算 ■あり           □なし

通所リハ若年性認知症受入加算 □あり 　　　　　■なし



不要（心疾患の回復期や腎不全の方は頂く事があります）

PT・OTの個別リハビリ（機能訓練・疼痛緩和ケア）

OTによる認知機能改善プログラム（個別・集団リハ）

音楽療法（音楽療法ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　2回/週　実施）

ハンド＆フットセラピー（講習修了者　2回/週　実施）

マシントレーニング　5機種

物理療法（メドマー・干渉波・ホットパック）

創作活動　　脳トレ　　カラオケ

エルダーシステム（DAM)を使用した、リズム体操。

PT・OTを常時3.5名以上配置していますので

脳卒中、整形外科、精神疾患、認知症など様々な疾患に

対応できます。

看護師も常駐しておりますので、様々な医療行為にも

対応できます。

介護福祉士が多数在籍しており専門的なケアを提供します。
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⑪リハビリテーション

⑫レクリエーション

⑬事業所の特色

⑩特別な医療
　■インスリン　■胃ろう　■在宅酸素　■褥瘡　■ストマ　■膀胱留置カテーテル

　□その他（　　　　　　　　　　　）　　■対応については応相談

⑤要支援の受付 　■可　　　□不可

⑥お試し利用
■あり　　□なし　　　　<利用料金　550　円>

<送迎>　■あり　□なし　　<入浴>　■あり　　□なし

⑦診断書

⑧入浴 □個浴　■大浴槽　■特殊浴槽　□足浴　□なし

⑨食事
料金：550円

形態：一口大　キザミ　ペースト　やわらか食　糖尿食　腎臓食

②休　　日 日曜・祝日　お盆（8/13～8/15）　正月（12/30～1/3）

③サービス提供区域 守山区　東区　千種区　北区　春日井市

④定員 48名　　【大規模Ⅱ】

◇事業所番号：２３７１３００８４５

①サービス提供時間
9：15～15：30

10：15～16：30

延長

サービス

□あり（　　　時まで）

■なし

◇営業時間　：８：３０～１７：３０

事業所名　　　　　　ひょうたん山医院　　　　

◇住　　　所：守山区東山町10-2 ◇Ｆ　Ａ　Ｘ：052-758-4051

◇電　　　話：052-938-6405 ◇担　当　者：堀　雄一
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施設内の様子 化粧療法

予防通所リハ口腔機能向上加算 □あり　　 　　　■なし
予防通所リハ複数サービス実施加算 □Ⅰ　　　 □Ⅱ　 　　■なし
予防通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　　□Ⅰロ　　　□Ⅱ　　□なし
予防通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

予防通所リハ介護職員特定処遇改善加算 ■Ⅰ　     □Ⅱ     　□なし

⑮施設の様子

予防通所リハ運動器機能向上加算 ■あり　　　　 　□なし
予防通所リハ栄養改善加算 □あり　　　 　　■なし
予防通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり　　　 　　■なし

通所リハ社会参加支援加算 □あり           ■なし

予防通所リハ若年性認知症受入加算 □あり　　　　 　■なし

通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　□Ⅰロ　　□Ⅱ　　□なし
通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

通所リハ介護職員特定処遇改善加算 ■Ⅰ　　　　□Ⅱ　　　　□なし

《予防通所リハビリテーション》
予防通所リハマネンジメント加算 ■あり　　　□なし
予防通所リハ生活行為向上リハ加算 □１ 　　　　□２        ■なし

通所リハ重度療養管理加算 ■あり           □なし
通所リハ中重度者ケア体制加算 □あり           ■なし
通所リハ送迎減算 ■あり           □なし

通所リハ栄養改善加算 □あり 　　　　　■なし
通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり 　　　　　■なし
通所リハ口腔機能向上加算 □あり           ■なし

□1　　　　□２　　　　■なし
通所リハ若年性認知症受入加算 □あり 　　　　　■なし

通所リハ認知認知症短期集中リハ加算 ■Ⅰ　　　□Ⅱ　　　□なし

⑭介護報酬加算

《通所リハビリテーション》
通所リハ理学療法士等体制強化加算 ■あり           □なし
通所リハ提供体制加算 □1　 □２　 □３　 ■４　 □５　 □なし

通所リハ入浴介助加算 ■あり           □なし
通所リハマネジメント加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□なし
通所リハ短期集中個別リハ加算 ■あり           □なし

通所リハ生活行為向上リハ加算
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⑬事業所の特色

在宅での生活を維持する事を目標としています。

主治医・訪看・ケアマネージャーと連携を図りながら安心して在宅生

活を継続できるよう支援しています。

男性利用者様も楽しんでいただけるような自由な空間作りをしていま

す。

利用者様に安心していただけるよう24時間対応の携帯電話を設けてい

ます。稀なケースではご家族のご希望により看取りなども行うことも

あります。

⑪リハビリテーション

在宅での生活を続けるためのリハビリを行っています。

自主的にリハビリに取り組んでいただけるようマシントレーニングも

取り入れています。職員に促されて行うのではなく利用者様同士が楽

しく自主的にリハビリを行う環境をメインに提供しています。

また入浴介助にも理学療法士が毎日入っており動作のアドバイスも

行っています。

⑫レクリエーション

レクリエーションは毎回14時から介護福祉士・理学療法士が担当しており

前半は理学療法士が集団体操を行ない後半は介護福祉士がゲーム形式のもの

を行ないます。

定期的にボランティアの方に依頼し様々な催しを行っています。

⑧入浴 ■個浴　■大浴槽　■特殊浴槽　□足浴　□なし

⑨食事
料金：　680円　（おやつ代含む）

形態：　きざみ　ミキサー　減塩食　対応可　/　ソフト食　不可

⑩特別な医療
　■インスリン　■胃ろう　■在宅酸素　■褥瘡　■ストマ　■膀胱留置カテーテル

　□その他（　　　　　　　　　　　）　　■対応については応相談

⑤要支援の受付 　■可　　　□不可

⑥お試し利用
■あり　　□なし　<利用料金　昼食・おやつ代として６８０円>

<送迎>　■あり　□なし　　<入浴>　■あり　　□なし

⑦診断書 弊事業所規定様式にて主治医に依頼の必要あり

②休　　日 日曜日・年末年始

③サービス提供区域 守山区/千種区・東区・北区・名東区の一部

④定員 １単位目48人・２単位目10人・３単位目１０人　【通常規模】

◇事業所番号：２３７１３０１２７２

①サービス提供時間

1単位目9：40～15：50

2単位目9：00～12：10

3単位目13：20～16：30

延長

サービス

□あり（　　　時まで）

■なし

事業所名　　　きとうクリニック 通所リハビリテーションセンター　　　　

◇住　　　所：守山区廿軒家14-32 ◇Ｆ　Ａ　Ｘ：052-791-6222

◇電　　　話：052-791-7110 ◇担　当　者：榊原　慎也

◇営業時間　：８：００～１７：００
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予防通所リハ介護職員特定処遇改善加算 □Ⅰ　     □Ⅱ     　■なし

⑮施設の様子

予防通所リハ複数サービス実施加算 □Ⅰ　　　 □Ⅱ　 　　■なし
予防通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　　□Ⅰロ　　　□Ⅱ　　□なし
予防通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

予防通所リハ栄養改善加算 □あり　　　 　　■なし
予防通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり　　　 　　■なし
予防通所リハ口腔機能向上加算 □あり　　 　　　■なし

予防通所リハ生活行為向上リハ加算 □１ 　　　　□２        ■なし
予防通所リハ若年性認知症受入加算 □あり　　　　 　■なし
予防通所リハ運動器機能向上加算 ■あり　　　　 　□なし

《予防通所リハビリテーション》
予防通所リハマネンジメント加算 ■あり　　　□なし

通所リハ送迎減算 ■あり           □なし
通所リハ社会参加支援加算 □あり           ■なし
通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　□Ⅰロ　　□Ⅱ　　□なし

通所リハ若年性認知症受入加算 □あり 　　　　　■なし
通所リハ栄養改善加算 □あり 　　　　　■なし
通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり 　　　　　■なし

通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

通所リハ介護職員特定処遇改善加算 □Ⅰ　　　　□Ⅱ　　　　■なし

通所リハ短期集中個別リハ加算 ■あり           □なし
通所リハ認知認知症短期集中リハ加算 □Ⅰ　　　□Ⅱ　　　■なし
通所リハ生活行為向上リハ加算 □1　　　　□２　　　　■なし

⑭介護報酬加算

《通所リハビリテーション》
通所リハ理学療法士等体制強化加算 □あり           ■なし
通所リハ提供体制加算 ■1　 □２　 □３　 □４　 □５　 □なし

通所リハ入浴介助加算 ■あり           □なし
通所リハマネジメント加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□なし

通所リハ口腔機能向上加算 □あり           ■なし
通所リハ重度療養管理加算 ■あり           □なし
通所リハ中重度者ケア体制加算 ■あり           □なし

大浴槽

寝浴

半日型機能訓練室

１日型機能訓練室

個浴槽
１日型フロア



診断書は必要ありませんが診療情報提供書が必要となります。
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⑪リハビリテーション

要支援の方：看護師が各利用者様の体調や能力を基にメニューを作成し、リハビリ

マシンを使ったリハビリを行います。

要介護の方：理学療法士が各ご利用者様に合せたプログラムを立て個別にリハビリを

行います。

⑫レクリエーション

定期的に、お茶会･音楽療法を

行っております。

また季節に応じた催事やゲーム

等により楽しんで頂けるよう努

めております。

⑬事業所の特色

様々な年齢層のご利用者様が、交流を楽しまれたり、リハビリに励ま

れています。草木の小庭が見える大浴槽のお風呂も好評です。

⑩特別な医療
　■インスリン　■胃ろう　■在宅酸素　■褥瘡　■ストマ　■膀胱留置カテーテル

　□その他（　　　　　　　　　　　）　　■対応については応相談

⑤要支援の受付 　■可　　　□不可

⑥お試し利用
■あり　　□なし　　　　<利用料金　605　円>

<送迎>　■あり　□なし　　<入浴>　■あり　　□なし

⑦診断書

⑧入浴 □個浴　■大浴槽　■特殊浴槽　□足浴　□なし

⑨食事
料金：６０５円(おやつ代込み)

形態：普通食･お粥･ミキサー食･刻み食･腎臓透析食対応可

②休日 日曜日・年末年始(12月30日～1月3日)

③サービス提供区域 守山区・応相談：北区･東区･春日井市

④定員 40名　【通常規模】

◇事業所番号：２３７１３００２３３

①サービス提供時間 ８：３０～１６：３０
延長

サービス

■あり（17：00時まで）

□なし

◇営業時間　：８：３０～１７：００

　　事業所名　　医療法人有仁会　デイケアゆうあい　　　　　　　

◇住　　　所：守山区瀬古東2丁目333 ◇FAX：052-793-7832

◇電　　　話：052-793-7773 ◇担　当　者：伊藤・小松
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予防通所リハ介護職員特定処遇改善加算 ■Ⅰ　     □Ⅱ     　□なし

⑮施設の様子

予防通所リハ複数サービス実施加算 □Ⅰ　　　 □Ⅱ　 　　■なし
予防通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　　□Ⅰロ　　□Ⅱ　　□なし
予防通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

⑭介護報酬加算

《通所リハビリテーション》
通所リハ理学療法士等体制強化加算 □あり           ■なし
通所リハ提供体制加算 ■1　 ■２　 ■３　 ■４　 ■５　 □なし

通所リハ入浴介助加算

予防通所リハ栄養改善加算 ■あり　　　 　　□なし
予防通所リハ栄養スクリーニング加算 ■あり　　　 　　□なし
予防通所リハ口腔機能向上加算 □あり　　 　　　■なし

予防通所リハ生活行為向上リハ加算 □１ 　　　　□２        ■なし
予防通所リハ若年性認知症受入加算 □あり　　　　 　■なし
予防通所リハ運動器機能向上加算 ■あり　　　　 　□なし

予防通所リハマネンジメント加算 ■あり　　　□なし

通所リハ送迎減算 ■あり           □なし
通所リハ社会参加支援加算 □あり           ■なし
通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　□Ⅰロ　　□Ⅱ　　□なし
通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

通所リハ介護職員特定処遇改善加算 ■Ⅰ　　　　□Ⅱ　　　　□なし

《予防通所リハビリテーション》

通所リハ口腔機能向上加算 □あり           ■なし
通所リハ重度療養管理加算 ■あり           □なし
通所リハ中重度者ケア体制加算 ■あり           □なし

通所リハ若年性認知症受入加算 □あり 　　　　　■なし
通所リハ栄養改善加算 ■あり 　　　　　□なし
通所リハ栄養スクリーニング加算 ■あり 　　　　　□なし

通所リハ短期集中個別リハ加算 ■あり           □なし
通所リハ認知認知症短期集中リハ加算 □Ⅰ　　　□Ⅱ　　　■なし
通所リハ生活行為向上リハ加算 □1　　　　□２　　　　■なし

■あり           □なし
通所リハマネジメント加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□なし
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⑪リハビリテーション

〈座る〉〈立つ〉〈歩く〉といった基本動作を専門とするPT。腕や指の運

動、手工芸をはじめ作業活動を通じて認知症など心身機能への働きかけを専門

にするOT。言葉を聴く、話す等コミュニケーションに関することや嚥下を専

門にするST。いずれも経験豊富なスタッフが７名常勤し、人と人との関わりを

大切に各個人に合わせたリハビリプログラムを立案、提供させていただいてい

ます。

⑫レクリエーション

JOY　SOUND機器を用いたリハビリ体操や認知トレーニング、カラオケを行っていま

す。季節に合わせた物作りや手作りおやつイベント。栄養科との合同でイベント食をご

用意しています。誕生月には喫茶外出も行っています。

⑬事業所の特色

管理栄養士が考えた「美味しい」と評判のバランスのとれた昼食を施

設内の厨房で作っています。それを本人様に合わせた食形態で提供し

ています。

リハビリスペースは広く、日差しが入り明るく開放的な雰囲気でリハ

ビリが行えます。

４Fにある景色のいい銭湯気分が味わえる大きなお風呂が自慢です。

⑧入浴 ■個浴　■大浴槽　■特殊浴槽　□足浴　□なし

⑨食事
料金：　1日　610円（おやつ代含む）

形態：　普通食・荒キザミ食・ソフト食・粥・軟飯・ミキサー食

⑩特別な医療
　■インスリン　■胃ろう　■在宅酸素　□褥瘡　■ストマ　■膀胱留置カテーテル

　□その他（　　　　　　　　　　　）　　■対応については応相談

⑤要支援の受付 　■可　　　□不可

⑥お試し利用
■あり　　□なし　　　　<利用料金　　無料　>

<送迎>　■あり　□なし　　<入浴>　■あり　　□なし

⑦診断書 利用開始時に診療情報提供書があれば望ましい(当施設の書式有り)

②休　　日 日曜日・年末年始（12/31～1/3）

③サービス提供区域 名古屋市：守山区内　市外：春日井市・尾張旭市・瀬戸市（送迎範囲外あり）

④定員 35名　【通常規模】

◇事業所番号：２３５１３８０００７

①サービス提供時間
9：30　～　15：40

9：30　～　14：00

延長

サービス

□あり（　　　時まで）

■なし

事業所名　　　医療法人並木会　介護老人保健施設メディコ守山　　　　

◇住　　　所　：守山区日の後301番地 ◇Ｆ　Ａ　Ｘ：052-736-5755

◇電　　　話　：052-736-5585 ◇担　当　者：荒井

◇営業時間　：９：００～１７：００



広くて明るいリハビリ室です。

　新しくリハビリ機器が入りました！

お風呂は４F！

浴槽も大きく

銭湯気分♪
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予防通所リハ介護職員特定処遇改善加算 ■Ⅰ　     □Ⅱ     　□なし

⑮施設の様子

予防通所リハ複数サービス実施加算 □Ⅰ　　　 □Ⅱ　 　　■なし
予防通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　　□Ⅰロ　　　□Ⅱ　　□なし
予防通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

予防通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり　　　 　　■なし
予防通所リハ口腔機能向上加算 □あり　　 　　　■なし

予防通所リハ生活行為向上リハ加算 □１ 　　　　□２        ■なし
予防通所リハ若年性認知症受入加算 □あり　　　　 　■なし
予防通所リハ運動器機能向上加算 ■あり　　　　 　□なし

予防通所リハマネンジメント加算 ■あり　　　□なし

通所リハ送迎減算 ■あり           □なし
通所リハ社会参加支援加算 □あり           ■なし
通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　□Ⅰロ　　□Ⅱ　　□なし

予防通所リハ栄養改善加算 □あり　　　 　　■なし

通所リハ栄養改善加算 □あり 　　　　　■なし
通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり 　　　　　■なし

通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

通所リハ介護職員特定処遇改善加算 ■Ⅰ　　　　□Ⅱ　　　　□なし

《予防通所リハビリテーション》

通所リハ短期集中個別リハ加算 ■あり           □なし
通所リハ認知認知症短期集中リハ加算 □Ⅰ　　　□Ⅱ　　　■なし
通所リハ生活行為向上リハ加算 □1　　　　□２　　　　■なし

⑭介護報酬加算

《通所リハビリテーション》
通所リハ理学療法士等体制強化加算 □あり           ■なし
通所リハ提供体制加算 □1　 ■２　 ■３　 ■４　 □５　 □なし

通所リハ入浴介助加算 ■あり           □なし
通所リハマネジメント加算 ■Ⅰ　　■Ⅱ　　■Ⅲ　　□Ⅳ　　□なし

通所リハ口腔機能向上加算 □あり           ■なし
通所リハ重度療養管理加算 ■あり           □なし
通所リハ中重度者ケア体制加算 □あり           ■なし

通所リハ若年性認知症受入加算 □あり 　　　　　■なし
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⑪リハビリテーション

スタッフ)PT2名　OT4名　ST1名

それぞれの専門性を持ちながらも、利用者様個々に合わせて

”楽しみ”ながらも在宅生活が継続できるよう日々関わらせて

頂いております。　リハビリ自体『やってもらう特別なもの』

ではなく『一緒に考え作っていく』利用者様主体で進めていける

ようにスタッフ一同、ご利用をお待ちしております。

⑫レクリエーション

5月頃と10月頃に外出ツアーへお連れしています。行き先は毎回

変わりますが、カラオケ・ボーリング・喫茶・寿司屋・買い物・

東谷山フルーツパーク等々からご利用を頂く形になります。

⑬事業所の特色

ウエルネスとは【健康・好調】という意味を持っています。

リハビリの時間だけでなく、生活全体をリハビリの一環と捉えて

健康維持・増進できるようなサービスを目指しています。

リハビリスタッフに関しては入所・短期入所・通所・訪問に関わって

いる為、初めてのサービスでも安心して頂けると思います。

ご利用者様は男性の方が約半数通われており、利用して頂きやすい雰

囲気です。

⑧入浴 ■個浴　■大浴槽　■特殊浴槽　□足浴　□なし

⑨食事
料金：630円(おやつ代込み)

形態：常食・軟飯・粥・粗キザミ・キザミ・ミキサー・ソフト

⑩特別な医療
　□インスリン　■胃ろう　■在宅酸素　■褥瘡　■ストマ　■膀胱留置カテーテル

　□その他（　　　　　　　　　　　）　　■対応については応相談

⑤要支援の受付 　■可　　　□不可

⑥お試し利用
■あり　　□なし　　　　<利用料金　　0　円>

<送迎>　■あり　□なし　　<入浴>　■あり　　□なし

⑦診断書 利用開始時に診療情報提供書が必要(当施設の書式有り)

②休　　日 日曜日・年末年始

③サービス提供区域 守山区・春日井市・尾張旭市

④定員 40名　　【通常規模】

◇事業所番号：２３５１３８００４９

①サービス提供時間 １０：００～１６：００
延長

サービス

□あり（　　　時まで）

■なし

事業所名　　　　　介護老人保健施設ウエルネスきっこ　　

◇住　　　所：守山区花咲台二丁目101-1 ◇Ｆ　Ａ　Ｘ：052-739-2011

◇電　　　話：052-739-1200 ◇担　当　者：東　大貴

◇営業時間　：９：００～１８：００



10:00 検温・血圧測定

朝の体操

11:00 入浴(女性→男性の順

12:00 昼食

13:00 余暇時間

14:00

15:00 おやつ

※リハビリテーションに関しては、10：00～16：00までの

16:10 帰りの送迎 時間帯でスタッフから個別にお声を掛けさせて頂いております。
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予防通所リハ介護職員特定処遇改善加算 ■Ⅰ　     □Ⅱ     　□なし

⑮施設の様子

レクリエーション

予防通所リハ複数サービス実施加算 □Ⅰ　　　 □Ⅱ　 　　■なし
予防通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　　□Ⅰロ　　　□Ⅱ　　□なし
予防通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

予防通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり　　　 　　■なし
予防通所リハ口腔機能向上加算 □あり　　 　　　■なし

予防通所リハ生活行為向上リハ加算 □１ 　　　　□２        ■なし
予防通所リハ若年性認知症受入加算 □あり　　　　 　■なし
予防通所リハ運動器機能向上加算 ■あり　　　　 　□なし

予防通所リハマネンジメント加算 ■あり　　　□なし

通所リハ送迎減算 ■あり           □なし
通所リハ社会参加支援加算 □あり           ■なし
通所リハサービス提供体制強化加算 ■Ⅰイ　　□Ⅰロ　　□Ⅱ　　□なし

予防通所リハ栄養改善加算 □あり　　　 　　■なし

通所リハ栄養改善加算 □あり 　　　　　■なし
通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり 　　　　　■なし

通所リハ処遇改善加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　□なし

通所リハ介護職員特定処遇改善加算 ■Ⅰ　　　　□Ⅱ　　　　□なし

《予防通所リハビリテーション》

通所リハ短期集中個別リハ加算 ■あり           □なし
通所リハ認知認知症短期集中リハ加算 ■Ⅰ　　　□Ⅱ　　　□なし
通所リハ生活行為向上リハ加算 □1　　　　□２　　　　■なし

⑭介護報酬加算

《通所リハビリテーション》
通所リハ理学療法士等体制強化加算 □あり           □なし
通所リハ提供体制加算 □1　 □２　 □３　 ■４　 □５　 □なし

通所リハ入浴介助加算 ■あり           □なし
通所リハマネジメント加算 ■Ⅰ　　■Ⅱ　　■Ⅲ　　□Ⅳ　　□なし

通所リハ口腔機能向上加算 □あり           ■なし
通所リハ重度療養管理加算 ■あり           □なし
通所リハ中重度者ケア体制加算 □あり           ■なし

通所リハ若年性認知症受入加算 □あり 　　　　　■なし



必要に応じて主治医へ依頼します。

・個別リハビリ（一人当たり約20分）

・自転車エルゴメーターを利用した持久力向上

・リハビリ機器を利用した筋力強化

・歩行練習（必要に応じて屋外歩行も実施）

・日常生活動作に対する練習及び指導

・物理療法を用いた疼痛緩和
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⑪リハビリテーション

⑫レクリエーション 短時間のご利用であり、基本的にはリハビリのみを行います。

⑬事業所の特色

当院は、短時間デイケアとして主にリハビリテーションに力を入れて

おり、全てのご利用者様に対し、理学療法士による個別リハビリ（約

20分）を行っております。

また、日常生活をスムーズに送っていただくために、日常生活の様子

を把握し、必要に応じた動作練習や指導にも力を入れております。ご

利用時間は65分と短いものの、短時間であることで集中して過ごして

いただくことが出来るかと思います。

⑩特別な医療
　□インスリン　□胃ろう　□在宅酸素　□褥瘡　□ストマ　□膀胱留置カテーテル

　□その他（　　　　　　　　　　　）　　■対応については応相談

⑤要支援の受付 　■可　　　□不可

⑥お試し利用
□あり　　■なし　　　　<利用料金　　　　円>

<送迎>　□あり　■なし　　<入浴>　□あり　　■なし

⑦診断書

⑧入浴 □個浴　□大浴槽　□特殊浴槽　□足浴　■なし

⑨食事
料金：

形態：　　※利用時間65分のため食事提供はありません

②休　　日 国民の休日及び12月29日～1月3日

③サービス提供区域 守山区・名東区・千種区・長久手市・尾張旭市・瀬戸市

④定員 1枠あたり10名　　【通常規模】

◇事業所番号：２３１１３００８６３

①サービス提供時間
AM9：00～12：25（3枠）

PM16：00～17：05（1枠）

延長

サービス

□あり（　　　時まで）

■なし

◇営業時間　：平日 ９：００～１９：００ ／土曜 ９：００～１２：３０

事業所名　　　　　　川島病院　通所リハビリテーション　

◇住　　　所：守山区白山三丁目501番地 ◇Ｆ　Ａ　Ｘ：052-773-1291

◇電　　　話：052-773-1155 ◇担　当　者：齋藤 雄太（理学療法士）
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⑮施設の様子

予防通所リハサービス提供体制強化加算 □Ⅰイ　　　□Ⅰロ　　　■Ⅱ　　　□なし
予防通所リハ処遇改善加算 □Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　■なし

予防通所リハ介護職員特定処遇改善加算 □Ⅰ　     □Ⅱ     　■なし

⑭介護報酬加算

《通所リハビリテーション》
通所リハ理学療法士等体制強化加算 □あり           ■なし
通所リハ提供体制加算 □1　 □２　 □３　 □４　 □５　 ■なし

通所リハ入浴介助加算 □あり           ■なし

予防通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり　　　 　　■なし
予防通所リハ口腔機能向上加算 □あり　　 　　　■なし
予防通所リハ複数サービス実施加算 □Ⅰ　　　 □Ⅱ　 　　■なし

予防通所リハ若年性認知症受入加算 □あり　　　　 　■なし
予防通所リハ運動器機能向上加算 ■あり　　　　 　□なし
予防通所リハ栄養改善加算 □あり　　　 　　■なし

通所リハ送迎減算 ■あり           □なし

予防通所リハ生活行為向上リハ加算 □１ 　　　　□２        ■なし

通所リハ社会参加支援加算 □あり           ■なし
通所リハサービス提供体制強化加算 □Ⅰイ　　□Ⅰロ　　■Ⅱ　　□なし
通所リハ処遇改善加算 □Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　■なし

通所リハ介護職員特定処遇改善加算 □Ⅰ　　　　□Ⅱ　　　　■なし

《予防通所リハビリテーション》
予防通所リハマネンジメント加算 ■あり　　　□なし

通所リハ口腔機能向上加算 □あり           ■なし
通所リハ重度療養管理加算 □あり           ■なし
通所リハ中重度者ケア体制加算 □あり           ■なし

通所リハ若年性認知症受入加算 □あり 　　　　　■なし
通所リハ栄養改善加算 □あり 　　　　　■なし
通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり 　　　　　■なし

■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□なし

通所リハ認知認知症短期集中リハ加算 □Ⅰ　　　□Ⅱ　　　■なし
通所リハ生活行為向上リハ加算 □1　　　　□２　　　　■なし

通所リハ短期集中個別リハ加算 ■あり           □なし

通所リハマネジメント加算
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⑪リハビリテーション

・理学療法士対応による個別運動療法

・ロコモーショントレーニング指導

・日常生活動作指導

・温熱機器、低周波治療器を使用した物理療法

⑫レクリエーション

⑬事業所の特色
・ロコモアドバイスドクター監修のロコトレ指導

・整形外科クリニック内だからできる医療と介護のスムーズな連携

・骨密度や筋肉量を計測し、身体状況に応じたリハビリプログラム

⑧入浴 □個浴　□大浴槽　□特殊浴槽　□足浴　■なし

⑨食事
料金：

形態：

⑩特別な医療
　□インスリン　□胃ろう　□在宅酸素　□褥瘡　□ストマ　□膀胱留置カテーテル

　□その他（　　　　　　　　　　　）　　■対応については応相談

⑤要支援の受付 　■可　　　□不可

⑥お試し利用
□あり　　■なし　　　　<利用料金　　　　円>

<送迎>　□あり　■なし　　<入浴>　□あり　　■なし

⑦診断書 診療情報提供書要

②休　　日 水曜・日曜・祝日・盆休み・年末年始

③サービス提供区域 守山区 その他の地域は応相談

④定員 10名　　【通常規模】

◇事業所番号：２３１１３０２０８３

①サービス提供時間 ９：００～１０：２０
延長

サービス

□あり（　　　時まで）

■なし

事業所名　　　　　　はせがわ整形外科　通所リハビリテーション

◇住　　　所：守山区下志段味字作り道1588-1 ◇Ｆ　Ａ　Ｘ：052-739-0701

◇電　　　話：052-739-0700 ◇担　当　者：足立　光

◇営業時間　：９：００～１２：００　／　１６：００～１９：００
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予防通所リハ介護職員特定処遇改善加算 □Ⅰ　     □Ⅱ     　■なし

⑮施設の様子

予防通所リハ複数サービス実施加算 □Ⅰ　　　 □Ⅱ　 　　■なし
予防通所リハサービス提供体制強化加算 □Ⅰイ　　　□Ⅰロ　　　□Ⅱ　　　■なし
予防通所リハ処遇改善加算 □Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　■なし

予防通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり　　　 　　■なし
予防通所リハ口腔機能向上加算 □あり　　 　　　■なし

予防通所リハ生活行為向上リハ加算 □１ 　　　　□２        ■なし
予防通所リハ若年性認知症受入加算 □あり　　　　 　■なし
予防通所リハ運動器機能向上加算 ■あり　　　　 　□なし

予防通所リハマネンジメント加算 ■あり　　　□なし

通所リハ送迎減算 ■あり           □なし
通所リハ社会参加支援加算 □あり           ■なし
通所リハサービス提供体制強化加算 □Ⅰイ　　□Ⅰロ　　□Ⅱ　　■なし

予防通所リハ栄養改善加算 □あり　　　 　　■なし

通所リハ栄養改善加算 □あり 　　　　　■なし
通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり 　　　　　■なし

通所リハ処遇改善加算 □Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　■なし

通所リハ介護職員特定処遇改善加算 □Ⅰ　　　　□Ⅱ　　　　■なし

《予防通所リハビリテーション》

通所リハ短期集中個別リハ加算 ■あり           □なし
通所リハ認知認知症短期集中リハ加算 □Ⅰ　　　□Ⅱ　　　■なし
通所リハ生活行為向上リハ加算 □1　　　　□２　　　　■なし

⑭介護報酬加算

《通所リハビリテーション》
通所リハ理学療法士等体制強化加算 □あり           ■なし
通所リハ提供体制加算 □1　 □２　 □３　 □４　 □５　 ■なし

通所リハ入浴介助加算 □あり           ■なし
通所リハマネジメント加算 ■Ⅰ　　■Ⅱ　　■Ⅲ　　□Ⅳ　　□なし

通所リハ口腔機能向上加算 □あり           ■なし
通所リハ重度療養管理加算 □あり           ■なし
通所リハ中重度者ケア体制加算 □あり           ■なし

通所リハ若年性認知症受入加算 □あり 　　　　　■なし
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⑪リハビリテーション

実用性のある動作獲得のために、

機能面への治療アプローチを重視しています。

身体に痛みがある。関節に制限がある。筋力が低下している

麻痺で動きが悪いなどなど、実際は動作以前に機能面の問題が多く、

機能改善が実用性のある動作改善でえあると考えています。

利用者さんの希望に繋がるデイケアの実現を目指します。

⑫レクリエーション

⑬事業所の特色
リハビリ特化型

小規模で個別対応が可能

短時間デイケア

⑧入浴 □個浴　□大浴槽　□特殊浴槽　□足浴　■なし

⑨食事
料金：なし

形態：なし

⑩特別な医療
　□インスリン　□胃ろう　□在宅酸素　□褥瘡　□ストマ　□膀胱留置カテーテル

　■その他（　　　　無し　　　　　）　　□対応については応相談

⑤要支援の受付 　■可　　　□不可

⑥お試し利用
■あり　　□なし　　　　<利用料金　　0　　円>

<送迎>　■あり　□なし　　<入浴>　□あり　　■なし

⑦診断書 診療情報提供書要

②休　　日 土曜・日曜・12月30日～1月3日

③サービス提供区域 志段味地区

④定員 6名　　【通常規模】

◇事業所番号：２３１１３０２４３０

①サービス提供時間 １４：１０～１５：２０
延長

サービス

□あり（　　　時まで）

■なし

事業所名　　　　　　ゆりクリニック名古屋東

◇住　　　所：守山区上志段味川原156番地 ◇Ｆ　Ａ　Ｘ：052-736-5003

◇電　　　話：052-736-5000 ◇担　当　者：坂谷　祐

◇営業時間　：１４：１０～１５：２０
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予防通所リハ介護職員特定処遇改善加算 □Ⅰ　     □Ⅱ     　■なし

⑮施設の様子

予防通所リハ複数サービス実施加算 □Ⅰ　　　 □Ⅱ　 　　■なし
予防通所リハサービス提供体制強化加算 □Ⅰイ　　　□Ⅰロ　　　□Ⅱ　　　■なし
予防通所リハ処遇改善加算 □Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　■なし

予防通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり　　　 　　■なし
予防通所リハ口腔機能向上加算 □あり　　 　　　■なし

予防通所リハ生活行為向上リハ加算 □１ 　　　　□２        ■なし
予防通所リハ若年性認知症受入加算 □あり　　　　 　■なし
予防通所リハ運動器機能向上加算 □あり　　　　 　■なし

予防通所リハマネンジメント加算 □あり　　　■なし

通所リハ送迎減算 ■あり           □なし
通所リハ社会参加支援加算 □あり           ■なし
通所リハサービス提供体制強化加算 □Ⅰイ　　□Ⅰロ　　□Ⅱ　　■なし

予防通所リハ栄養改善加算 □あり　　　 　　■なし

通所リハ栄養改善加算 □あり 　　　　　■なし
通所リハ栄養スクリーニング加算 □あり 　　　　　■なし

通所リハ処遇改善加算 □Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□Ⅴ　　■なし

通所リハ介護職員特定処遇改善加算 □Ⅰ　　　　□Ⅱ　　　　■なし

《予防通所リハビリテーション》

通所リハ短期集中個別リハ加算 ■あり           □なし
通所リハ認知認知症短期集中リハ加算 □Ⅰ　　　□Ⅱ　　　■なし
通所リハ生活行為向上リハ加算 □1　　　　□２　　　　■なし

⑭介護報酬加算

《通所リハビリテーション》
通所リハ理学療法士等体制強化加算 ■あり           □なし
通所リハ提供体制加算 □1　 □２　 □３　 □４　 □５　 ■なし

通所リハ入浴介助加算 □あり           ■なし
通所リハマネジメント加算 ■Ⅰ　　□Ⅱ　　□Ⅲ　　□Ⅳ　　□なし

通所リハ口腔機能向上加算 □あり           ■なし
通所リハ重度療養管理加算 □あり           ■なし
通所リハ中重度者ケア体制加算 □あり           ■なし

通所リハ若年性認知症受入加算 □あり 　　　　　■なし




