
私立稲美中央病院通所リハビリ
テーションでは、要支援１～２、要
介護１～５の認定の方のご利用が可
能です。利用者様には、理学療法
士・作業療法士による個別リハビリ
テーション、言語聴覚士よる嚥下機
能訓練、看護師による口腔ケア、管
理栄養士による栄養指導、介護士に
よる入浴やトイレ介助、食事介助・
心身機能の向上、・自立支援の援
助・社会的孤立感の解消を致します。
ご家族様へは、介護負担軽減のため
の介護相談や介助指導・栄養指導な
ど全て各専門職がサポート致します。

詳しい病院案内は中面でご紹介しています

特浴空き状況

・個別リハビリテーション（要介護者）

・介助入浴（特浴・一般浴）
・昼食（管理栄養士による献立）

・おやつ

・リハビリ体操（理学療法士立案）
・レクリエーション（作業療法士立案）

・肺炎予防体操（言語聴覚士案）

・口腔ケア（看護師によるケア）
・栄養指導（管理栄養士による指導）

・送迎

私立稲美中央病院

〒675-1114
加古郡稲美町国安1286－２３

通所リハビリテーション
ご案内

TEL 079-492-3812

FAX 079-492-3816

担当
通所リハビリテーション責任者

越田（こしだ）

専門職が利用者様とご家族

様をサポートします。

リハビリ 栄養

看護 介護

詳しい案内は中面でご紹介しています

月 火 水 木 金 土 日

△ △ △ △ △ △
休
み

私立稲美中央病院 連絡先

ご利用可能日

月 火 水 木 金 土 日

○ ○ 〇 ○ 〇 ○
休
み

祝日はお休みになります



私立稲美中央病院の特徴

リハビリテーション 医療

要介護者様
利用者様ごとに個別リハビリを実施

要支援者様

必ず月に１回は、理学療法士による
個別リハビリを実施
その他スタッフによるリハビリを実施

利用者様全員

午前、午後に１回ずつ理学療法士
や言語聴覚士立案の集団リハビリ
を実施

【肺炎予防体操】
【上肢の５秒間体操】
【下肢の５秒間体操】

肺炎予防の取り組みとして看護師に
よる口腔ケアを実施

低栄養の改善を目的とした栄養士
による栄養指導を実施

健康チェック、投薬チェック、
与薬（内服、外用）、血糖測定、
排尿・排便コントロール、
褥瘡などの処置
爪切りなどを実施

昼食の食形態を利用者様に合わせ
て変更致します

嚥下機能に不安のある方は言語聴
覚士が評価・リハビリします



【娯楽部分を充実させています！！】

娯楽 介護負担の軽減

喫茶日を拡大（月の半分の日）

個人レクリエーション内容の充実

写経、美文字、習字、靴下手芸など
新しいものを増やしました

外出機会を増やしました

買い物ツアー、季節の花の見学、近
隣施設の見学など

介護相談

相談内容に合わせて各専門職が相
談にお答えいたします

介助方法の指導

理学療法士が利用者様に合った介
助方法をお伝え致します

ご家族の方と相談し、困っている動
作を中心にリハビリ内容を変更し介
護負担を軽減していきます

ボランティアさんによる催し
マジックショー、演奏、歌、劇など



通所リハビリテーション１日の流れ

時間 内容

送迎 自宅までお迎え致します。

座席への誘導

おしぼり、消毒、お茶の提供

健康チェック（体温、血圧、脈拍）

挨拶 職員からの挨拶

トイレ トイレ誘導及び介助致します。

入浴 一般入浴

11:30 集団リハビリ 理学療法士立案の肺炎予防体操（１０分間）

11:45 昼食準備 お茶、おしぼり、消毒、エプロンの準備

12:00 昼食 管理栄養士監修による献立昼食

医師、理学療法士が利用者に合ったプログラムを立案
※要介護者には毎回個別にリハビリを実施

個別リハビリ

9:30

9:45

待ち時間には
作品作り、色塗り、歌唱、習字、写経等して頂きます。

個別
レクリエーション

利用者到着



通所リハビリテーション１日の流れ

時間 内容

口腔ケア 必要な方には介助致します。

トイレ トイレ誘導及び介助致します。

12:50 お昼寝 希望者のみお昼寝あります。

13:00 入浴 特浴（全介助入浴）

集団でのレクリエーション

集団で作る大きな作品作り

14:45 おやつ準備 お茶、おしぼり、消毒、エプロンの準備

14:55 おやつ お楽しみのおやつです。

15:10 集団リハビリ 理学療法士立案の上肢、下肢、肺炎予防体操（15分）

15:25 ゲーム 作業療法士立案のゲーム

トイレ トイレ誘導及び介助致します。

帰宅準備 お帰りの準備

16:00 挨拶 職員からの挨拶及び体調管理

送迎 ご自宅までお送り致します。

集団
レクリエーション

15:50

12:40

14:00



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

2 3 4 5 6 7 8

お誕生日会 喫茶 お誕生日会 休み

ひな祭り会

9 10 11 12 13 14 15

お誕生日会 お誕生日会 ホワイトデー 休み

喫茶

16 17 18 19 20 21 22

喫茶 お誕生日会 休み 休み

23 24 25 26 27 28 29

サンドイッチ試食会 サンドイッチ試食会 サンドイッチ試食会 サンドイッチ試食会 サンドイッチ試食会 サンドイッチ試食会 休み

30 31

2020年 ３月









自宅までお迎えに行きます

車椅子でも安心に
乗り降りできます

食形態は変える
ことができます

３階：部屋からの景色

爪切りもします 利用者様と作成

特浴も新しくなりました
アットホームな部屋でゆったり

過ごしていただきます

リハビリは
病院１階の

リハビリ室で
実施します

通所リハビリの様子



通所リハビリテーション利用料一覧表（要支援）
事業所番号：2812800403

利用料金
介護予防給付費＋昼食・おやつ費＋娯楽費＋その他の加算が加わります。

R1年10月１日改訂

介護予防
給付費
本人負担

要支援１ 要支援２

1721単位 3634単位

昼食
おやつ

600円 600円

娯楽費 必要に応じて１作品につき105円徴収いたします。



その他の加算（要支援）

費用 加算単位数 加算内容

リハビリ
マネジメント加算

330単位 月

通所リハビリ計画の進捗を評価・見直しを行い、リハビリ職員が居宅 サー
ビス事業所に情報を伝達し、またリハビリ職員がサービス開始から 1月以
内に居宅を訪問し検査等を行った場合

※運動機能向上加算 225単位 月

運動器の機能向上を目的とし、個別的に実施されるリハビリを多職種が
協同し運動器機能向上計画を作成、定期的に評価した場合加算

※栄養改善加算 150単位 回

低栄養状態にある又はそのおそれのある者に低栄養状態の改善を目的
と して個別的に実施し、心身の状態の維持・向上に資する時に加算

※口腔機能向上加算 150単位 回

口腔機能低下又はおそれのある者に看護師等が口腔機能改善計画を
作成し定期的な評価と見直しをした場合加算

選択的サービス
複数実施加算（Ⅰ）

480単位 月 ※マークがついてある中から２種類を選択し、実施した場合に加算

選択的サービス
複数実施加算（Ⅱ）

700単位 月 ※マーク全て３種類を選択し、実施した場合に加算



通所リハビリテーション利用料一覧表（要介護）
事業所番号：2812800403

利用料金
介護給付費＋昼食・おやつ費＋娯楽費＋その他の加算が加わります。

【利用時間】６時間 R1年10月１日改訂

介護給付費
本人負担

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

670単位 801単位 929単位 1081単位 1231単位

昼食
おやつ

600円 600円 600円 600円 600円

娯楽費 必要に応じて１作品につき105円徴収いたします。



その他の加算（要介護）
費 用 加算単位数 加 算 内 容

入 浴 加 算 50単位 回 入浴利用時に加算

リハビリ提供体制加算４ 24単位 日
リハビリテーションマネジメント加算を算定し、常時、理学療法士が利用者数の25又は
その端数を増すごとに１以上配置された場合

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ

加算

Ⅰ 330単位 月

通所リハビリ計画の進捗を評価・見直しを行い、リハビリ職員が居宅サービス事業所に
情報を伝達し、またリハビリ職員がサービス開始から1月以内に居宅を訪問し検査等を
行った場合

Ⅲ(1) 
6月内

1120単位 月 通所リハビリ計画について医師から説明・同意を得て、6月以内は1回/ 月、6月超は1回
/3月リハビリ会議を開催し、会議録を作成及び見直しを行い、居宅サービス事業所の
担当者等と情報共有すること。またリハビリ職員がケアマネに支援方法等を情報提供
し、且つ居宅に訪問し家族に助言・指導を行い記録した場合

Ⅲ(2)
6月超

800単位 月

短期集中
リハビリテーション加算

110単位 日 退院・退所又は認定日より3ヶ月以内の期間に行った場合

口腔機能向上加算
150単位
(月2回)

回
口腔機能低下又はおそれのある者に対し、歯科衛生士等が口腔機能改善計画を作
成し、定期的な評価と見直しを行った場合

栄養改善加算
150単位
(月2回)

回
低栄養状態又はおそれのある者に対し、管理栄養士等が協同し栄養ケア計画を作成
し、適切に実施評価と見直しを行った場合

サービス提供
体制強化加算Ⅰ２

12単位 日 介護職員の総数のうち介護福祉士40％以上の場合

介護職員処遇改善加算Ⅱ ３．４％ 日 平成31年4月1日より介護処遇改善加算Ⅱを算定することになりました

送迎減算 ｰ47単位 回 送迎を行わない場合(減算）



新しい機械を導入しました！！

ヘルシオお茶プレッソ バリスタ ｉ [アイ]

エスプレッソ

ブラック

カプチーノ

カフェラテどちらとも無料で提供させていただきます


