
９時００分～１２時１０分 ８時３０分　 ご自宅にお迎え

９時００分　 センター到着
　　　　●午後の部 健康チェック

口腔と身体のリハビリに本気で取り組む

地域密着型通所介護　介護予防・日常生活総合支援事業

　要介護・要支援・事業対象者の方々に、
日常生活の自立を目的として、自主訓練を
中心とした機能訓練を提供致します。
　また、機能訓練プログラムに加え、嚥下
（飲み込み）訓練や口腔機能向上のための
プログラムを加えることにより、全身の健康の
維持と身体機能の回復を支援しています。

　訓練プログラムは、専門職員が作成し、皆
様の訓練をサポート致します。
　また、目標を設定し、定期的に身体評価を
実施しています。

　　　　●午前の部 　　　例）午前のプログラム

１０時３０分　 口腔訓練

１１時００分　 フリータイム

 ・個別訓練

１３時４０分～１６時５０分 ９時２０分　 準備運動（全体）

９時３０分　 マシントレーニング

１０時００分　 スリングエクササイズ

１２時００分　 帰りの挨拶・帰宅準備

１２時１０分　 送迎開始

※適宜 休憩・水分補給をいたします。

 ・能力トレーニング

 ・ご歓談

１１時４０分　 嚥下体操（全体）

口腔×リハビリ

利用時間 プログラム



スリングエクササイズ

口腔訓練

口腔のスペシャリストである歯科衛生士が常駐し、

口腔ケアや口腔機能向上のためのリハビリを行います。

口腔ケアを行うことで、咀嚼や嚥下の機能が向上します。

口腔機能が向上することで、スムーズに食事をとることが

できます。 十分な栄養が摂取できることで、 運動できる

体力がついてきます。

歯や義歯の清掃はもちろん、粘膜清掃や飲み込み・発声

訓練を実施します。

また、定期的に「反復唾液嚥下テスト」、「オーラル

ディアトコキネシス評価」、「スプーン保持テスト」と

いった専門の検査を実施しています。

スリングエクササイズは、天井から懸垂されたロープの振り子運動

作用とスリングの自重免荷作用を利用してトレーニングを実施します。

個々の身体状態に合わせたストレッチングや筋力強化が可能です。

座位訓練 立位訓練 麻痺がある方でも可能

個別訓練

身体状況や目標に合わせて、数十種類あるプログラムから選別して、

個別の訓練を実施していただきます。また、3ヶ月に1度、体力評価を

実施して、訓練結果を確認することが可能です。



マシントレーニング

レッグプレス

両足を乗せて、交互または同時にパッドを押して

使用するマシンです。

立ったり歩いたりする時に使う筋肉や、階段等

の段差で踏ん張る力を鍛えることができます。

アダクション・アブダクション

両足を開閉して動かすマシンです。

股関節や骨盤の安定性を高め、歩行時の横への

ふらつきを防ぐ筋肉を鍛えることができます。

ツイストリハブ

腰を左右に捻る運動を行います。

体幹の筋肉を鍛えて、姿勢を綺麗に保つのに有

効です。寝返りや起き上がり等の動作に必要な筋

肉を鍛えます。

レッグエクステンション・レッグカール

足首に負荷をかけて、膝の曲げ伸ばしをするマシ

ンです。

膝周りの筋肉を集中的に鍛え、膝関節の安定性

を高めます。

トレッドミル

歩行の練習を行うフットネスマシンです。速さや

角度を自由に設定することができます。

連続して歩くことで、長距離歩行能力を養いま

す。

リカンベントバイク

固定式自転車型のフィットネスマシンです。ペダ

ルを回し続けることで、連続して動く力（持久

力・心肺機能等）を養います。リカンベントタイ

プなので、全ての方に適応します。



 介護職員処遇改善加算Ⅰ （１月ごと）

 地域密着型通所介護 （3時間以上4時間未満）対象者：要介護１～５の方

　要介護 ２ （1日ごと） ４９５円    ９８９円 １,４８３円

　要介護 ３ （1日ごと） ５５９円 １,１１８円 １,６７６円

1割負担 2割負担 3割負担

　要介護 １ （1日ごと） ４３１円    ８６２円 １,２９３円

　個別機能訓練加算Ⅰ （1日ごと）   ４９円      ９７円    １４６円

　個別機能訓練加算Ⅱ （1日ごと）   ５９円    １１８円    １７７円

　要介護 ４ （1日ごと） ６２１円 １,２４２円 １,８６３円

　要介護 ５ （1日ごと） ６８７円 １,３７３円 ２,０５９円

　栄養スクリーニング加算 （6月に2回まで）     ６円      １１円      １６円

　介護職員処遇鵜改善加算 （1月ごと） 所定単位に５.９％を乗じた単位数

　口腔機能向上加算 （1月に2回まで） １５９円    ３１７円    ４７５円

　栄養改善加算 （1月に2回まで） １５９円    ３１７円    ４７５円

 要支援 ２ （月定額） ３,５７７円 ７,１５３円 １０,７２９円

 運動器機能向上加算 （１月ごと）    ２３８円    ４７５円      ７１２円

 通所型サービス（３時間以上4時間未満）対象者：要支援１・２/事業対象者の方

1割負担 2割負担 3割負担

 要支援 １ （月定額） １,７４５円 ３,４８９円   ５,２３３円

 複数サービス実施加算Ⅰ （１月ごと）    ５０９円 １,０１２円   １,５１８円

 複数サービス実施加算Ⅱ （１月ごと）    ７３８円 １,４７６円   ２,２１４円

 口腔機能向上加算 （１月ごと）    １５９円    ３１７円      ４７５円

 栄養改善加算 （１月ごと）    １５９円    ３１７円      ４７５円

日常生活費 リハビリグッズ・口腔グッズ・栄養食品等

※上記料金表の加算には、年度によって算定していないものも含まれます。

※その他（自費）の商品に関しては、希望された方のみへの販売になります。

 事業所評価加算 （１月ごと）    １２７円    ２５３円      ３８０円

所定単位に５.９％を乗じた単位数

 その他（自費） 対象者：全利用者（ご家族分も可能）

ご利用料金



※上記の情報は2019年11月時点でのものになります

よくあるお問い合わせ

☆どのくらいの介護度の方が利用していますか？

当施設では要支援2・要介護1・要介護2の方が多くいらっしゃいますが、介護度の制約は

一切設けておりません。要支援・要介護・事業対象者のいずれの方でもご利用になれます。

☆運動できる人じゃないと利用できないですか？

運動の内容や量は個別で設定していますので、身体能力に関わらずご利用が可能です。

また、強制もしておりませんので、ご自身のペースで運動することができます。外出や

会話を目的に来所される方もいます。

☆車椅子の方の対応も可能ですか？

車椅子でのご利用は可能です。ですが、送迎車両が車椅子に対応しておりませんので、

移乗できる方が対象となります。

☆どのような疾患の方がいますか？

脳血管疾患や心疾患、循環器疾患、神経系疾患と、さまざまな疾患・障害の方がいます。

どの方にも安全に配慮したサービスを提供させていただきますが、場合によっては主治医の

意見書をいただく可能性もあります。

☆年齢層や男女比はどうなっていますか？

平均年齢は76.8才で50～90代と、年齢層の幅は広いです。男女比はほぼ5：5の割合で

やや男性の方が多いです。曜日によって若い方が多かったり、男性が少なく女性が多かった

りと、さまざまです。

☆口腔ケアは必ず実施しないといけませんか？

介護保険上、必ずとは言えません。お口の状態をみさせていただき、歯科衛生士が実施し

たほうがいいと判断した場合に限り、ご本人やご家族、担当ケアマネージャーさんと相談し

たうえで実施させていただいております。

☆理学療法士や作業療法士は毎日いますか？

現状、トータルリハセンター成田で登録している理学療法士や作業療法士はいません。系

列事業所と協力し、月に数回配置しています。評価に関しては介護職員等の他の職種が実施

していますが、運動計画に関しては専門職と相談したうえで作成しています。また、個別機

能訓練加算や運動機能向上加算に関しては、機能訓練指導員として配置している看護師で算

定する場合があります。



０ ４ ７ ６ － ２ ３ － ７ ４ ７ ２

営業は月から土曜日（祝日も営業）8時30分から17時30分まで

　　※見学は送迎付きで常時受け付けております。

ＤＳセルリア株式会社　トータルリハセンター成田

〒286-0035　千葉県成田市囲護台3-1-19　小林ビル1階

０ ４ ７ ６ － ２ ３ － ７ ４ ７ １

基本エリア 応相談エリア

　　　東町・吾妻・飯田町・飯仲・囲護台
　　　江弁須・大袋・押畑・上町・加良部
　　　公津の杜・郷部・幸町・新町・玉造
　　　土屋・寺台・中台・仲町・並木町
　　　成田・南平台・橋賀台・花崎町
　　　はなのき台・不動ヶ岡・本町・馬橋
　　　松崎・美郷台・山口・米野

　　赤萩・芦田・大清水・大竹・大室・大山
　　上福田・川栗・北須賀・久米・小泉・小菅
　　駒井野・御所の内・三里塚・三里塚御料
　　三里塚光が丘・下方・下金山・下福田
　　新駒井野・関戸・宗吾・宝田・台方・土室
　　東和田・成毛・西三里塚・新妻・野毛平
　　畑ヶ田・船形・本三里塚・本城・八代
　　山之作・吉倉・和田

　　※送迎エリアは原則半径3km以内となります。

　　※エリア内であっても、送迎ルートの兼ね合いで回れない地域もございます。

http://www.selrea.co.jp

送迎エリア

お問い合わせ

ＴＥＬ ：

ＦＡＸ ：

ＨＰ ：


