医療法人社団和風会
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メディコポリス構想
１．私たちが取り組んでいるメディコポリス構想は、保険・医療・福祉が中心に地域
の皆様方と発展していく街づくりです。
２．メディコポリス観音寺は、地域の皆様方と共に保健・医療・福祉に囲まれた安心
できる街づくりを目指します。

デイサービスセンターはしもと
通所介護サービス

３．「地域を住みやすくするのは人の心です。」いつでも誰でも優しく声掛けを合言
葉に地域と共に福祉の街づくりを目指します。
４．福祉は、与えられるものではなく、参加してつくるものです。住んでみて良かっ
たと思える街づくりを地域の皆様方と共に目指します。
＊メディコ〔Medico〕：医療

＊ポリス〔Police〕：「まち」の集合体

「デイサービスセンターはしもと」の取り組み
１．心と身体の健康チェック
鶴亀ハウス
ケアハウスを隣接
（社会福祉法人 徳樹会）

２．個人にあったプログラム
・身体的リハビリテーション
・脳リハビリテーション
・レクリエーション
３．地域の資源を活用したプログラム
４．介護者教育（ご家族向け）
５．ボランティアの受け入れ

スタッフ
・看護師
・機能訓練指導員
・生活相談員
・介護福祉士
・介護職員

理念・基本方針 等
≪理念≫ 地域と共に笑顔いっぱいのセンターを
≪基本方針≫
１．毎日の生活が楽しく充実するように、生活リズムや生きがいを演出する場とな
るよう努めます
２．高齢者の生活上の様々な困難や精神的負担に対する相談相手としての役割を果
たします
３．介護者を解放し、家事・通院・休養等が安心して行えるようお手伝いします
≪個人情報保護≫
当事業所では、利用者様に安心してサービスを利用して頂くために、利用者様の
個人情報の取扱に万全の体制で取り組んでいます。
≪身体拘束等の排除≫
私たちは利用者様の尊厳を守るために身体拘束ゼロ運動を実施しています。
利用者様を中心としたケアを提供し、利用者様の尊厳を守るケアを提供するため
に、身体拘束は原則行わず安全なケアを実施しています。
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デイサービスプログラム（リハビリテーション）
デイサービスに参加している間、個々に合った時間を過ごしていただくために、
色々 なプログラムを提供しています。
１．身体的リハビリテーション
目的：病気や障害があっても、その人らしい在宅生活を維持できるよう、利
用者様の「生活」に視点をあてたアプローチを行います。
生活行為に勝るリハビリ無し！
「リハビリ」と言うと、多くの方が訓練室で実施される専門的な物をイメー
ジするのではないでしょうか。しかし、病院でのリハビリが終了し自宅で生
活をしている方は、生活の中で体を動かす事が大切です。私たちは、利用者
様の住宅環境や生活に必要な動作を知り、在宅生活を継続するためにはどの
ような問題を乗り越える必要があるのか？デイサービスでどのような過ごし
方をしてもらうことが有効か？その方に適した体の動かし方、生活の仕方を
考えケアを提供します。

リハビリテーションルーム
加齢や病気などによる身体
機能の低下、障害の克服や
進行防止、身体機能を維持
を目的に必要な機能訓練・
日常生活動作訓練を行いま
す。自主トレーニング等も
行っています。

集団体操
デイサービスでは一日を通して数回体操を行います。内容は、上半身のため
のもの、下半身のためのもの、飲み込みや呼吸のしやすくなるためのものと
様々です。また、自宅で座ったままできる体操のプログラムも用意していま
す。
外出行事
リハビリの一環として、施設周辺の散歩、毎月のスーパーへの買い物、お花
見、紅葉見学、初詣など季節に合わせて野外に行き、目的を持って楽しみな
がら歩行の機会を設けています。
個別機能訓練加算Ⅱの実施（要介護者の方のみ）
身体機能そのものの回復ではなく、生活機能の維持・改善を図り、自宅で可
能な限り自立して生活することを支援します。
・理学療法士または看護師の機能訓練員が実施します。
・１対１または５人以下の小グループにて実施しています。グループでも利
用者様１人ひとりに合わせたプログラムを作り実施します。
・歩行・洗濯など生活に直接結びついた動作の練習をします。畳の上での歩
行、玄関の上がり框の上がり降り、入浴動作などの生活場面での動作にお
いて、その都度改善ポイントなどを伝えます。
・訓練室だけでなく、デイサービスの設備を用いた実践的な練習を繰り返し
行います。

外出リハビリ
職員と一緒に施設周辺への
散歩、買物や花見、琴弾公
園散策など外出行事を毎月
行い、体を動かす機会を多
く持って頂いています。

２．脳リハビリテーション
目的：脳の活性化を図り認知症予防・進行防止に努めます。
知的刺激活動
指先の細かい運動や、脳トレプリント・クイズ等を行なうことは、脳の活性
化につながり、認知症の予防・進行防止などに効果的です。上記の個別機能
訓練の中でも行っていますが、当施設ではレクリエーションの中で、楽しみ
ながら行なっ ていただいています。
（詳しくはレクリエーションの欄にて）

生活リハビリ
ぜんざい作り
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デイサービスプログラム（レクリエーション）
デイサービスプログラム（レクリエーション）

様々な目的を持って、レクリエーションを行なっています。
創作活動
色々な素材を使い、手芸・工作・塗り絵・ちぎり絵等様々なことに取り組
み、指先を使い、刺激することで脳の活性化を図ります。
クラブ活動
体を動かすもの、洗濯・アイロンがけ・雑巾がけなどの家事活動、歌を歌う
もの等々様々なクラブ活動があります。尐人数で活動に取り組み、気分転換や
無理の無い運動等を行ない、身体機能の維持を図ります。
ゲームレクリエーション
利用者様皆で、様々なゲームを行います。チーム対抗戦、個人戦いろいろな
内容のゲームがあります。毎回盛り上がって、頭も体もしっかり使って活性
化を図ります。
生活支援活動
月に一度、利用者様と職員でお菓子作りや料理を行い、出来上がりを皆で頂
きます。女性だけでなく、男性も大活躍されています。

創作活動
季節に合わせて毛糸を編ん
だり、ハサミで切ったりし
て指先を上手に使い、様々
な作品を作っています。

その他施設のご案内
その他施設のご案内

デイルーム

個別浴槽

普通浴槽

明るく広々とした部屋は、

右麻痺･左麻痺に合わせた浴

浴槽に沿って手すりをつけ

利用者様の憩いの場であ

槽を用意しています。自宅

ているので、歩行などに不

り、様々なプログラムを行

での入浴の練習としても使

安のある方も安心です。ス

う場となります。

用しています。

タッフの見守り・介助のも
と、広い浴槽で開放感をお

昼食もこの部屋で召し上

楽しみ下さい。

がって頂いています。食事
形態等、ご希望のある方は
いつでもお声掛け下さい。
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相談室

談話室

どのような事でも気軽にご

皆様の団らんの場となって

相談下さい。

います。
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営業日・提供時間
営 業 日

月～土曜日（祝日も営業しています）
※但し、年末年始の１２月３１日から１月３日は除く

提供時間

午前９時００分～午後４時１５分
デイサービスセンターはしもと

利用料金

通所介護サービス

（所要時間７時間以上９時間未満）

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額
を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。
（サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。）
≪介護給付≫
要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

１．ご契約者の要介護度と
サービス利用料金

６，５６０円

７，７５０円

８，９８０円

１０，２１０円

１１，４４０円

２．うち、介護保険から給
付される介護

５，９０４円

６，９７５円

８，０８２円

９，１８９円

１０，２９６円

６５６円

７７５円

８９８円

１，０２１円

１，１４４円

３．サービス利用に係る
自己負担額（１-２）

・中山間地域等にお住まいの方は、所定単位数の５％が加算されます。
・介護職員処遇改善加算として１月につき所定単位数の４．０％が加算されます。
・サービス提供体制強化加算Ⅰ（イ）（１回）１８円が加算されます。
・入浴・機能訓練指導を利用された場合下記料金が加算されます。
入浴加算（一般）５０円

個別機能訓練加算Ⅱ（１日）５６円

・ご利用者が自ら通う場合やご家族が送迎を行う場合には、片道ごとに４７円減算します。
≪介護予防≫
要支援１

要支援２

１．ご契約者の要介護度とサービス利用料金

１６，４７０円

３３，７７０円

２．うち、介護保険から給付される介護

１４，８２３円

３０，３９３円

１，６４７円

３，３７７円

３．サービス利用に係る自己負担額（１-２）

・中山間地域等にお住まいの方は、所定単位数の５％が加算されます。
・介護職員処遇改善加算として１月につき所定単位数の４．０％が加算されます。
・サービス提供体制強化加算Ⅰ（イ）として１月につき
要支援１

７２円

要支援２

１４４円

が加算されます。

※ 「サービス利用に係る自己負担額」は、例として自己負担１割で記載しています。
Page 5

メディコポリス観音寺 デイサービスセンターはしもと

利用料金（その他）
≪生きがい支援≫
○ 月２回までは“観音寺市生きがい支援活動”の補助が受けられます。
○ 月３回目からの利用については、“観音寺市生きがい支援活動”の補助が受けられ
ない為、利用者負担額が増えます。
観音寺市

補助なし

送迎費

昼食費

（基本２，８５０円）

（片道４４０円）

（６５０円）

利用者負担額

月１回利用の場合

１，１３０円

－

基本料金に含む

基本料金に含む

１，１３０円

月２回利用の場合

２，２６０円

－

基本料金に含む

基本料金に含む

２，２６０円

月３回利用の場合
月４回利用の場合
月５回利用の場合

２，２６０円
（２回分）

２，２６０円
（２回分）

２，２６０円
（２回分）

８８０円

２，８５０円

６５０円

６，６４０円

１，３００円

１１，０２０円

１，９５０円

１５，４００円

（往復料金）

１，７６０円

５，７００円

（往復料金）

２，６４０円

８，５５０円

（往復料金）

≪その他≫
○ はくパンツ代（１枚につき） Ｍ・Ｌ

１９５円

ＬＬ

２２０円

○ 尿とりパット代

１枚

３５円

○ 昼食費（おやつ代込み）

１食

６５０円

施設の概要
施設の名称(種類)

メディコポリス観音寺 デイサービスセンターはしもと
（単独型通所介護施設：平成１２年６月１日指定）
（香川県第３７７０５００１７５号）

施設の所在地

香川県観音寺市観音寺町甲２９７２番地１

交通の便

ＪＲ予算線観音寺駅下車、タクシーにて５分

電話番号

０８７５－２３－３３１１

しております。

ＦＡＸ番号

０８７５－２３－３５２７

介護保険、介護サービスに

Ｅ-ｍａｉｌ

ｍｅｄｉｃｏｐｏＩｉｃｅｋａｎｏｎｊｉ＠ａｄａｇｉｏ．ｏｃｎ．ｎｅ．Jｐ

事業実施地域

観音寺市（豊浜町箕浦を除く）

「橋本病院観音寺指定居宅
介護支援事業所」を併設致

ついてのご相談を承りま
す。

三豊市（高瀬町全域、詫間町全域を除く）
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メモ
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