
 

 

 

◇浜松北病院に隣接したデイサービス。連携したサービス提供を行います。 

 同法人内に入院・外来・訪問看護・訪問リハビリ・デイサービス（おおせ第二デイサービス・きたぞうウォ

ーク）・居宅介護支援（ケアマネージャー）があり、連携もきちんと行っていきます。これらのサービスを組み

合わせることで、より幅広いニーズに対応することが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

療養機能とレクリエーションが充実した、7~8時間型のデイサービスで

す 

入浴あり、機能訓練あり、お楽しみあり。 

家族の介護負担軽減、中重症度の方も。 

さまざまなニーズに対応いたします。 

安心だぞう 



◇ボランティアによる教室、慰問によるお楽しみ 

  ＜書道＞    ＜フラワーアレンジ＞     ＜絵手紙＞    ＜ハーモニカ演奏＞ 

 

 

 

 

 

 

 その他に、生け花教室、大正琴・笑いヨガ・大道芸・日本舞踊などのボランティアもあります。 

◇機能訓練にも対応（個別機能訓練加算） 

  リハビリ職員（作業療法士）により、その方の生活に沿ったメニューを設定。 

  日常生活動作の低下を防ぎ、活力ある生活を過ごして頂けるよう、支援致します。 

 

 

 

 

 

◇３タイプの入浴に対応（入浴加算） 

 

 

  

◇口腔機能訓練（口腔機能向上加算） 

言語聴覚士・歯科衛生士により、飲み込み具合のチェック・飲み込みを良くする体操・口の中の清潔を 

保つアドバイスなどを致します。安全に美味しく食事ができるための支援を致します。 

 

 

 

 

◇認知症への取り組み（認知症加算） 

認知症介護実践者研修を修了した職員を中心に、 

ご本人・ご家族の想いや希望を踏まえ、個々の利用者様の 

趣味や特技を活かした活動に対応するなど、個別に手厚い関わりを持ち、 

認知症の進行予防に取り組んで参ります。 

ストレッチャー浴 チェアー浴 一般浴 



■通所介護（通常規模型通所介護） サービス提供時間 9:00 ～ 16:05（7 時間以上 8 時間未満） 

 

◇お食事について 

  その方の飲み込みなどの状態により、普通食からペースト食まで対応致します。 

＜普通食＞ ＜きざみ食＞ ＜ペースト食＞ 

   

◇一日の流れ 

～9：00   デイサービスに到着（当センターの車両による送迎） 

健康チェック 入浴 能訓練 脳リハビリ（歌、音読、計算、漢字、囲碁、将棋など） 

12：00～ 口腔体操 昼食 歯磨き 昼休み 

14：00～ 活動（クラブ活動 健康体操 ボランティア慰問 季節行事など） 

15：00～ おやつ 

16：05～ ご帰宅（当センターの車両による送迎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ここの１階です！ 
浜松市東区（大瀬町、大島町、笠井新田町、 

笠井町、笠井上町、豊町、貴平町、恒武町、 

豊西町、上石田町、下石田町、市野町、天王町、中田

町、小池町、有玉台、有玉南町、有玉北町、有玉西町、

半田町、半田山、西ケ崎町、積志町、中郡町） 

および浜北区（寺島、中条、内野、小松、横須賀） 

【通常の事業の実施地域】 

ホームページはこちら 

（QR コードからアクセスできます） 

https://www.hamamatsu-kb.or.jp/zaitaku/dayservice-oose/ 

電話：053-434-8311  FAX： 053-434-3070 

医療法人社団 盛翔会（浜松北病院） 

おおせデイサービスセンター 

〒431-3113 浜松市東区大瀬町１５５８ 

いつでも見学にいらしてください。お試し利用も可能です。 

（食事・おやつ代として 730円頂きます） 

（入浴希望の方はタオル・全身シャンプー代として 140円頂きます） 



 

項目 単位数 サービス 

コード 

通所介護Ⅰ 51（要介護 1） 648 単位／日 152441 

通所介護Ⅰ 52（要介護 2） 765 単位／日 152442 

通所介護Ⅰ 53（要介護 3） 887 単位／日 152443 

通所介護Ⅰ 54（要介護 4） 1,008 単位／日 152444 

通所介護Ⅰ 55（要介護 5） 1,130 単位／日 152445 

加算項目 単位数 サービス 

コード 

入浴介助加算 50 単位／回 155301 

個別機能訓練加算Ⅰ 46 単位／回 155051 

個別機能訓練加算Ⅱ 56 単位／回 155052 

サービス提供体制加算Ⅰ 1 18 単位／回 156100 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 合計単位×0.059 156108 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 合計単位×0.012 156111 

口腔機能向上加算 150 単位/月 2 回まで 155606 

認知症加算 60 単位／回 155305 

生活機能向上連携加算 2 100 単位／月 154003 
 

■ 介護予防・日常生活支援総合事業 第一号通所事業（予防通所介護相当） サービス提供時間 9:00 ～ 16:05 

項目 単位数 サービスコー

ド 通所型独自サービス費 基本単位（事業対象者・要支援 1） 1,655 単位／月 A6 1111 

通所型独自サービス費 基本単位（要支援２ 週１回程度） 1,655 単位／月 A6 1221 

通所型独自サービス費 基本単位（要支援２ 週１回を超える程度） 3,393 単位／月 A6 1121 

 

加算項目 単位数 サービスコー

ド 運動器機能向上加算（事業対象者・要支援 1・要支援 2 で週 1 回を超える程度） 225 単位/月 A6 5002 

運動器機能向上加算/２（要支援 2 で週 1 回程度） 225 単位/月 A6 5012 

口腔機能向上加算（事業対象者・要支援 1・要支援 2 で週 1 回を超える程度） 150 単位/月 A6 5004 

口腔機能向上加算/2 （要支援 2 で週 1 回程度） 150 単位/月 A6 5014 

選択的サービス複数実施加算Ⅰ2（事業対象者・要支援１・要支援２ 週１回を超える

程度） 

480 単位／月 A6 5007 

選択的サービス複数実施加算Ⅰ22（要支援２ 週１回程度） 480 単位／月 A6 5017 

生活機能向上連携加算 2（事業対象者・要支援１・要支援２ 週１回を超える程

度） 

100 単位／月 

 

A6 4003 

生活機能向上連携加算 2/22（要支援２ 週１回程度） 100 単位／月 A6 4013 

サービス提供体制加算Ⅰイ（事業対象者・要支援１） 72 単位／月 A6 6107 

サービス提供体制加算Ⅰイ（要支援２ 週１回程度） 72 単位／月 A6 6128 

サービス提供体制加算Ⅰイ（要支援２ 週１回を超える程度） 144 単位／月 A6 6108 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 合計単位×0.059 A6 6100 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 

 

合計単位×0.012 A6 6118 

おおせデイサービスセンター 

〒431-3113 浜松市東区大瀬町 1558 番地 

 

サービス提供日：月～土(12/30～1/3 を除く) 

        ※ 祝日は営業します 

地域区分   ：7 級地（1 単位＝10.14 円） 

事業所番号  ：2277101925 

 

Tel：053-434-8311 

Fax：053-434-3070 

 



◆介護保険外の料金（一部抜粋・詳しくはおたずね下さい） 

・昼食代（おやつ込み）：730 円 

＜各教室＞ ※別途消費税がかかります 

・書道（第２・４金）：500 円/回  ・生け花（第１金）：800 円（花代）  ・フラワーアレンジメント（第３

火）：1000 円/回（花代） 

・絵手紙（第４水）：20 円/枚（葉書代） 


