
■　ご利用時間 ９：２０　～　１５：４０

■　ご利用日 月～土曜日、祝日

■　定休日 日曜日､ゴールデンウイーク（5/3～5/5）

お盆（8/13～15）､年末年始（12/30～1/3）

■　対象者 要支援・要介護認定を受けている方

■　送迎範囲 宮崎市（高岡町近郊）・国富町・綾町

その他事業所より車で３０分程度までの距離

■　定員 ２０名

（体験利用希望の方も承ります）

■　個人情報保護に関する法令を遵守します。

お食事例

（行事食）

●　日常生活動作練習

●　リハビリテーション

●　作業療法

●　健康チェック

●　入浴サービス

見学・体験、心よりお待ちしております。 ●　レクリエーション

お気軽にご相談ください。
●　送迎サービス

●　給食サービス

おやつ例

（おやつ作り）

医療法人社団 にしぞの内科 デイケア　　　　　　　

〒880-2224宮崎市高岡町飯田4丁目1番地８

☎（0985）82-5522　　 　　　　　　　
デイケア携帯（090）9724-7495

お問い合わせ

当事業所について

サービス内容

ご案内

にしぞの内科 デイケア

にしぞの内科
デイケア

一日のながれ

　8：15　　　送　迎　

　9：20 　 　デイケアに到着
　　　　　　　

　　　　健康チェック（血圧測定、検温など）

　　　　 入浴・リハビリ・作業療法　

11：35　　　口腔体操

11：45　　　昼　食　　　

13：50 　 　レクリエーション

　　　　　　    集団体操

　　　　　　    外出行事等

15：20　　　おやつ　　　

15：40　　　送　迎　　　　　

12：30　　　休　憩　　　



規則正しい生活リズムを身につけ、活動を通して ◆介護予防通所リハビリテーション ◆通所リハビリテーション
①基本料金 ①基本料金（6～７時間）

基礎体力をつけること、人とのコミュニケーション 要介護度 料金 要介護度 料金

要支援1 2,053円／月 要介護1 710円／日

を通して生活に広がりをもち、症状に対する不安 要支援2 3,999円／月 要介護2 844円／日

利用開始月から12月を
超える長期利用の場合の

減算

要支援１ 要支援２ 要介護3 974円／日

や生活上の問題を、スタッフや家族に相談できる
-20円/月 -40円/月

要介護4 1,129円／日

要介護5 1,281円／日

ようになること･････ひいては病気の再発を防ぎ、 ②予防通所リハ運動器機能向上加算 ②入浴介助加算

要介護度 料金
入浴介助加算（Ⅰ）

料金

健康的な明るい生活を取り戻すことを目的として 要支援1・2 225円／月 40円／回

③予防通所サービス提供体制強化加算 ③サービス提供体制強化加算

います。 要介護度 サービス提供体制強化加算 Ⅰ サービス提供体制
強化加算Ⅰ

料金

要支援1   88円／月 22円／回

要支援2 176円／月 ④リハビリテーション提供体制強化加算

④介護職員処遇改善加算Ⅰ リハビリテーション
提供体制強化加算４

料金

要介護度 料金 24円／回

要支援1・2 所定単位数の47/1,000 加算 ⑤中重度者ケア体制加算

⑤介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ
中重度者ケア体制加算

料金

要介護度 料金 20円／回

要支援1・2 所定単位数の20/1,000 加算 ⑥短期集中個別リハビリテーション実施加算

⑥昼食代（おやつ代込み）　　　　480円/日 短期集中
個別リハビリ加算

料金

110円／回

⑦介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算Ⅰ
料金

リハビリでは利用者様が安全・安心に日常生活 所定単位数の47/1,000 加算

が送れるよう身体機能の評価を行い、利用者様 ⑧特定処遇改善加算

ごとに合ったプログラムを実施しています。
介護職員処遇改善加算Ⅰ

料金

所定単位数の20/1,000 加算

⑨昼食代（おやつ代込み） 480円／日

※新型コロナウイルス感染症への対応として、令和３年９
月３０日まで所定単位数の１／1,000が加算されます。

　　季節の行事やボランティアの訪問もあり、利用者

　　様に楽しんでいただけるようなレクリエーション

　　を行っています。 普段とは違う光景を楽しんで頂き気分転換を図ります。

ご利用料金表

介護装置付きバスルーム

外出行事（お花見、外食の様子）

　身体機能の維持向上を図る為に、リハビリの
　他に作業療法やレクリエーション、季節の行事

　を通して体を楽しく動かす機会を提供できる
　ように取り組んでいます。

デイケアの目的

リハビリ風景

レクリエーションの様子



■　ご利用時間
①  9：00  ～ 10；20

②14：00  ～ 15：20

■　ご利用日 ①月～土曜日　②月～金曜日

■　定休日 日曜日､祝日、ゴールデンウイーク（5/3～5/5）

お盆（8/13～15）､年末年始（12/30～1/3）

■　対象者 要支援・要介護認定を受けている方

■　送迎範囲 宮崎市（高岡町近郊）・国富町・綾町

その他事業所より車で片道１５ｋｍ以内の距離

■　定員 　　10名

（体験利用希望の方も承ります）

■　個人情報保護に関する法令を遵守します。

　

　

●　健康チェック

●　物理療法

●　個別リハビリ

●　認知機能トレーニング

●　マシントレーニング

見学・体験、心よりお待ちしております。

お気軽にご相談ください。

　

　

医療法人社団 にしぞの内科 デイケア　　　　　　　

〒880-2224宮崎市高岡町飯田4丁目１番地８

☎（0985）82-5522　
（外来リハビリ室まで)　 　　　　　　　

お問い合わせ

当事業所について

サービス内容

ご案内

にしぞの内科 デイケア
一日のながれ

　　　　送　迎　

　　 　デイケアに到着
　　　　　　　

　　　健康チェック（血圧測定、検温など）

   　　　送　迎　　　　　

短時間通所リハビリテーション

　　 リハビリ（マシントレーニング等）



規則正しい生活リズムを身につけ、活動を通して ◆介護予防通所リハビリテーション ◆通所リハビリテーション
①基本料金 ①基本料金（1～2時間）

基礎体力をつけること、人とのコミュニケーション 要介護度 料金 要介護度 料金

要支援1 2,053円／月 要介護1 366円／日

を通して生活に広がりをもち、症状に対する不安 要支援2 3,999円／月 要介護2 395円／日

利用開始月から12月を
超える長期利用の場合の

減算

要支援１ 要支援２ 要介護3 426円／日

や生活上の問題を、スタッフや家族に相談できる
-20円/月 -40円/月

要介護4 455円／日

要介護5 487円／日

ようになること･････ひいては病気の再発を防ぎ、 ②運動器機能向上加算 ②サービス提供体制強化加算Ⅰ

要介護度 料金 要介護度 料金

健康的な明るい生活を取り戻すことを目的として 要支援1・2 225円／月 要介護1～5 22円／日

③サービス提供体制強化加算Ⅰ ③リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ

います。 要介護度 料金 要介護度 料金

要支援1 88円／月 要介護1～5 ０円／月

要支援2 176円／月 ④短期集中個別リハビリテーション実施加算

④介護職員処遇改善加算Ⅰ 要介護度 料金

要介護度 料金 要介護1～5 3ヶ月以内 110円/日

要支援1・2 （①+②+③+④）×4.7% ⑤介護職員処遇改善加算Ⅰ

⑤介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 要介護度 料金

要介護度 料金 要介護1～5 （①+②+③+④）×4.7%

要支援1・2 （①+②+③+④）×2.0% ⑥介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

要介護度 料金

要介護1～5 （①+②+③+④）×2.0%

⑦理学療法士等体制強化加算

1時間以上2時間未満の場合 30円／日

リハビリでは利用者様が安全・安心に日常生活

が送れるよう身体機能の評価を行い、利用者様

ごとに合ったプログラムを実施しています。 ※ 新型コロナウイルス感染症への対応として、令和３
年９月３０日まで所定単位数の１／1,000が加算されま
す。

　身体機能の維持向上を図るために、リハビリテー
ションを通して体を楽しく動かし、イキイキした生
活が送れるようにサービスを提供していきます。

　

　

　

　

ご利用料金表デイケアの目的

リハビリ室風景


