
生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内
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※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７
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医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀
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フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
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社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀



生活行為を中心としたリハビリを行い
生活の再建をお手伝いする施設



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
理事⾧
事業所名
所在地
電話番号
開設年月
利用定員
所⾧

医療法人社団 恵正会
二宮 正則
中岡内科 デイケアそよかぜ
広島市安佐北区可部南2丁目14－14－2Ｆ
082-819-3702 （FAX 082-819-3705）
平成27年6月1日
４0名
三宅 喜秀

そよかぜスローガン
一瞬も、一日も、一生も
あなたという人間を大切にします。

１、自尊心を大切にし、ひとりの人間として承認したケアを
行います。

２、プライバシーと安全を守り、居心地のよい快適な空間を
作ります。

１



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 9:45～16:00

利用定員 40名

年間の休日 日曜日・年始 ※祝日は営業します

ＪＲ可部線:中島駅下車 徒歩10分
バス: 文教女子大前下車 徒歩10分

職 員 配 置
医師 １名 管理者 １名

看護師 ３名 理学療法士 ２名

介護福祉士 ６名 言語聴覚士 １名

介護職員 ４名

そよかぜ概要

２



リハビリ内容

午後からは自分のスタイルで!

デイケアそよかぜでは、利用者さまに目的を持って過ごしていただくために
午後からは自分で選べるリハビリプログラムメニューを実施。自分の目的
に合わせて参加していただくことができます。在宅生活を意識したプログ
ラム内容になっております。

利用者さまの状態に合わせて、

作業療法
利用者さまの状態に合わせて、
手作業や特定の作業を通し
て心身機能と共に認知機能
にアプローチし、行動心理症
状の緩和を目指します。

理学療法
物理、運動療法を行い、基
本的な身体機能や移動動作
などの日常生活動作を安全
に行えるようにサポートいたし
ます。

言語療法
コミュニケーション面（声が出しにくい、言葉が理解しづらい）嚥
下機能面（食べ物が飲み込みにくい、むせやすい）等のアプ
ローチを行い、自分らしい生活が続けられるようサポートいたしま
す。

３



フロア
社会参加、集団活動を目的とし
たメインフロアです。在宅生活を意
識したリハビリ、プログラムを提供し
ていきます。ご利用者が目的を
持って過ごしていただけるような環
境を作ります。

浴室
広々した大浴場と個別浴槽を
設置しておりますので、利用者
さまのお身体の状態に合わせて
入浴していただくことが可能です。
浴室暖房もあり、冬でも寒さを
感じず入れます。

リハビリルーム
専門職による個別リハビリを実施
させていただきます。お身体の状
態、目的に合わせて、身体機能
訓練、日常生活動作訓練、作
業療法を受けていただくことができ
ます。

そよかぜ館内

４



※ ６～７時間区分 1回の料金です。

通所リハ 算定加算一覧

短期集中リハビリテーション実施加算
（３月以内）＊１ 110単位/日

重度療養管理加算（要介護度３以上） 100単位/日

入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日

科学的介護推進体制加算 40単位/月

中重度者ケア体制加算 20単位/日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位/日

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

利用料金
要介護度 基本単位 1割負担 2割負担

要介護１ 694単位 732円 1,464円

要介護２ 824単位 869円 1,738円

要介護３ 953単位 1,005円 2,011円

要介護４ 1,102単位 1,162円 2,325円

要介護５ 1,252単位 1,320円 2,641円

５



食事代

一回 600円

予防通所リハ 算定加算一覧

運動器機能向上加算 225単位/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援1 88単位/月
要支援2 176単位/月

処遇改善加算Ⅰ 利用単位数の4.7％

特定処遇改善加算I 利用単位数の2.0％

科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金（予防）

要支援、要介護共に被爆者健康手帳、重度障害者医療費
受給者証、生活保護の対象となる方は、利用料が公費負
担となりますので、食事代のみのご負担となります。

介護度 基本単位/月 １割負担 ２割負担

要支援１ 2,053単位 2,166円 4,332円

要支援２ 3,999単位 4,219円 8,438円

６



ご利用者の心身の状態に合わせた
恵正会通所サービス

にのみやグループ通所サービス

７



８



医療法人社団恵正会
中岡内科 デイケアそよかぜ

事業所番号 3410221323
お問い合わせ
〒７３１－０２２３
広島市安佐北区可部南２丁目１４番１４号
ＴＥＬ（０８２）８１９－３７０２
ＦＡＸ（０８２）８１９－３７０５
担当:三宅 喜秀


