
自己選択・自己決定
思いが形になる
デイサービス
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にのみやグループ理念
医療と介護の切れ目のない連携を第一に

考え、地域社会に安心を提供し続けます。

事業者
代表者氏名
事業所番号
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
事業所長

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
第3470104641号
にのみやデイサービスセンター・アネックス
広島市安佐北区亀山1丁目17-16
082-819-1155 （FAX 082-815-3011）
平成17年4月1日
45名
山﨑 謙悟

アネックススローガン
使えばなくなる お金の貯金
使えば貯まる 体の貯筋
老後に備えて 貯金と貯筋
貯めて安心 日常生活
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営業日 月曜日～土曜日

受付時間 月曜日～土曜日 8：30～17：30

サービス提供時間 10：00～15：30

年間の休日 年始 ※祝日は営業します

営業時間
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ピンクの建物2棟が目印
向かって右の建物の１階
入口が2ヵ所並んでいるので
向かって右が当事業所です



デイサービス1日の流れ
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時間 プログラム

① 8：30～ 送迎開始（順次バイタル測定）

② 10：00～ 朝の会＆体操（入浴・パワリハの方はそちらへ）

③ 11：30～ 昼食準備

④ 12：00～ 昼食

⑤ 13：00～ ティータイム

⑥ 14：00～ 選択プログラム

⑦ 15：30～ 帰り送迎開始

① 送迎＆バイタル測定
送迎車にて利用者様の玄関口までお迎えに伺います。
時間は8：30～9：30位です。
アネックスに到着後、お茶を飲んでゆっくりしてもらった後に
体温・血圧・脈拍（症状によって血中酸素濃度）を
測定します。体調に問題ないことを確認して、順次入浴や
パワーリハビリに取り組んでいきます。

② 朝の会＆体操
10：00から朝の会を開催します。
始まりの挨拶などをさせていただき
その後、体操を約1時間15分します。
水分補給の休憩も行います。
4種類のマシーンを使ったパワーリハビリもこの時間に
行ないます。体調や状況に合わせてメニューの設定を行い
無理のない運動ができます。



③④ 昼食準備＆昼食
敷地内で調理した昼食をご提供します。
現場に管理栄養士を常時配置しているので意見や要望が
すぐにメニューに反映され、より良い物が提供できます。

⑤ ティータイム
ドリップしたコーヒー・紅茶・お茶などからそれぞれ選んで頂き
お菓子も数種類ある中からおすきな物を選んでもらいます。
この時間にトランプ・オセロ・脳トレ・将棋・中にはこの時間にも
パワリハをされる方もおられます。ゆっくりされる方もおられますので
その日の体調に合わせてお過ごしください。

⑥ 選択プログラム
毎日4～6種類のプログラムの中から選んで参加できます。
カラオケやゲームはもちろん、珍しい所では吹き矢や大工もあり
地域での展示会にむけての作品も作っています。
希望があればどんどん新しいことにも取り組むので
あなたの趣味がアネックスのプログラムに！

⑦ 帰り送迎開始
順番にご自宅玄関先までお送りします。
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4種類のマシーン
（パワーリハビリ）
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選択プログラムの一部を紹介

手芸

大工

料理
吹き矢

卓球 上記以外では
足浴・脳トレ・園芸
集団レクなど

利用者様自身で
選んでいただけます。
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体験利用のお知らせ
アネックスでは、利用を検討される方々に体験利用をお願いしています。
体験利用は食事代もかかりませんのでお気軽に参加下さい。
通常のサービスと全く同じ体験をしていただきたいのですが、入浴サービス
のみ安全面への配慮から、契約後のサービスとさせていただきます。
ご了承ください。
それ以外はすべてに対応させていただきますので、なんなりと
ご要望ください。食事の形態や特別食（減塩食など）も大丈夫です。
ご連絡お待ちしています！
問い合わせ先
担当 山﨑 819-1155 まで

カラオケ

書道天風録

やりたいことが形に！
新しいプログラムを

どんどん追加しています！
要望があればお気軽に
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利用料金

予防通所介護 1割負担 2割負担

要支援１ 1,647単位 1,722円 3,443円

要支援２ 3,377単位 3,529円 7,058円

※ 1ヶ月の料金です。

通所介護 1割負担 2割負担

要介護１ 572単位 598円 1,196円

要介護２ 676単位 707円 1,413円

要介護３ 780単位 816円 1,631円

要介護４ 884単位 924円 1,848円

要介護５ 988単位 1,033円 2,065円

※ 5～7時間区分 1回の料金です。

食事代

一律一回 515円

保険外通所

いきいき支援 300円 送迎片道50円

※ １回の料金です。



-9-

予防通所介護 算定加算一覧

サービス提供体制加算Ⅰ-Ⅱ 24単位

サービス提供体制加算Ⅱ-Ⅱ 48単位

運動機能向上加算 225単位

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4％

通所介護 算定加算一覧

サービス提供体制加算Ⅱ 6単位

入浴介助加算 50単位

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4％

※1ヶ月の単位です。

※1回利用の単位です。
（処遇改善加算は除く）

職 員 配 置

相談員 3名（兼務含む） 機能訓練指導員 1名

看護職員 2名 管理栄養士 1名

介護職員 11名



管理者兼生活相談員
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アネックスのスタッフ

生活相談員

看護師兼機能訓練指導員

山﨑

澤津 明間

小笠原

管理栄養士

米田
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介護職

ドライバー

中川 正岡川口

尾茂弥 松田島田 小田

佐久間

山口 河野 宇田

和泉



-12-

アネックスでは日々の様子をブログに投稿しています。
1年間で約130回の投稿をしており、日本一だと自負していま
す。
毎回動画で紹介していますので興味を持った方は、ぜひ見て
ください。プログラムの内容や雰囲気が伝わると思います。

情報提供

恵正会

最新の記事はここから！

アネックスのページはここ！
図２へ

図1
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図2 図3

図2、図3とクリックしていくと
図4のアネックスのブログページへ

図4
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にのみやグループでは、各種講師派遣も行っています。

いきいきサロン・自主グループでのプログラム作りにご活用ください。
介護予防の運動教室や認知症について理解を深める講座など
専門職ならではのお話が出来ると思います。

平成26年度実績では、約50回の講座で延べ700人の方々に
参加いただきました。
上記以外にも大学・専門学校・高校でも講義しています。

講師料等もご相談にのらせていただきますのでお気軽にご連絡ください。

担当
地域連携支援室 大道 824-7211

にのみやデイサービスセンター・アネックス 山﨑 819-1155

だいどう


