
 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 所 番 号 ： 2 1 7 0 1 1 3 3 2 4 
 

 

 

  営業日：月曜 ～ 土曜日 ／ 8：30 ～ 17：30（※祝祭日営業） 

休業日：日曜日、12月 31日 ～ 1月 3日 

 

 

【サービス提供時間】 

9：30 ～ 16：30 

 

【利 用 定 員】 

38名（通常規模）令和 03年 04月現在 

 

【送 迎 範 囲】 

 岐阜市一部（別紙参照） 

 

【事業所所在地】 

 岐阜県岐阜市此花町 3丁目 4番 

 TEL：058‐255‐1150 

 FAX：058‐255‐1151 



算定項目 サービス内容
9：30 ～15：30

利用料（単位） 種類 項目

通所型独自サービス 1 1,672単位／月 A6 1111

通所型独自サービス1回数 384単位／回 A6 1113

サービス提供体制強化加算Ⅱ1 72単位／月 A6 6107

通所型独自サービス 2 3,428単位／月 A6 1121

通所型独自サービス2回数 395単位／回 A6 1123

サービス提供体制強化加算Ⅱ2 144単位／月 A6 6108

225単位／月 A6 5002

所定単位数の59／1000加算 A6 6100

所定単位数の12／1000加算 A6 6118

算定項目 サービス内容
9：30 ～16：30

利用料（単位） 種類 項目

要介護 1 通所介護Ⅰ51 655単位／日 15 2441

要介護 2 通所介護Ⅰ52 773単位／日 15 2442

要介護 3 通所介護Ⅰ53 896単位／日 15 2443

要介護 4 通所介護Ⅰ54 1,018単位／日 15 2444

要介護 5 通所介護Ⅰ55 1,142単位／日 15 2445

40単位／日 15 5301

85単位／日 15 5053

45単位／日 15 5306

18単位／日 15 6100

所定単位数の59／1000加算 15 6108

所定単位数の12／1000加算 15 6111

料 金

750円／食

100円／杯

150円／個

120円／個

50円／個

30円 ・ 10円／枚

30円／枚

無 料

個別機能訓練加算Ⅰ2

事業対象者
要支援 1

事業対象者
要支援 2

運動器機能向上加算

特定処遇改善加算Ⅰ

入浴介助加算Ⅰ

中重度者ケア体制加算

サービス提供体制強化加算Ⅱ

特定処遇改善加算Ⅰ

※上記は負担割合が1割負担の金額になります。     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1単位＝10.27円

実 費 分 備 考

食　費 おやつ代込み

喫　茶（珈琲・紅茶） 希望者のみ

リハビリパンツ 後日持参可

ご不明な点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡を下さいますようお願い致します。  

TEL：058‐255‐1150／FAX：058‐255‐1151
生活相談員：後藤

令和03年04月現在

処遇改善加算Ⅰ

処遇改善加算Ⅰ

バスタオル・フェイスタオル 当日レンタル費

パット 後日持参可

おむつ 後日持参可

マスク 購入のみ

体 験 利 用 に 関 し て

送迎 ・ 入浴 ・ 食事 ・ 機能訓練　全て無料で体験頂けます。



デイサポートMAHALO岐阜

認知症予防 認知症相談

らくしゅう式脳機能訓練

らくしゅう式のコンセプトは
『楽しく頭を使って、体を動かして人と関わりあうこと』
集団での頭や体を使った運動、ここでの脳トレを提供して
いきます。

高濃度炭酸泉入浴

『高濃度人工炭酸泉』のお風呂
古くから『心臓の湯』として知られています。血流障害の
治療にも役立ち、認知症進行抑制につながります。また、
褥瘡予防にも効果的です。

３選択による食事

メインのお料理を、肉料理・魚料理・麺料理から選択する
ことができます。その日の体調や気分に合わせてメニュー
を選択して頂くことで、選ぶ楽しさや食事の楽しさ、
MAHALOでしか味わえない楽しさがあります。

個別機能訓練
転倒、寝たきりを防ぐため、個々の問題や課題に合わせた
運動療法を行います。日常生活での楽しみ、目標を見つけ、
実行できるようサポート致します。

認知症相談

認知症って何だろう？
認知症でお悩みの方、不安に思うことなど、何でもお聞きします。
認知症ケア専門士が皆様の心の支えになります。なんなりとご相談下さい。



デイサポートMAHALO岐阜



足の着き方、杖の使い方を指
導し、スムーズな歩行が出来
るように訓練メニューを考え
ます。個々のペースに合わせ
て行っていきます

ニューステップ

有酸素運動

高齢者のリハビリに最適な、全身運動器
低負荷から高負荷まで自在に設定でき、有酸素トレーニング、筋力トレーニングが極めて
安全・効果的に行える、全身運動機器です。
回転式のバケットシートで容易に乗り降りでき、安定した楽な姿勢で運動できます。
また、低負荷・長時間の全身運動から、高負荷での短時間運動まで対応しており、循環器
系持続力強化と上下肢の筋力強化が可能な、パワロビクスクストレーニングとリハビリ
テーションに最適なマシンです。

上下肢の全身運動が可能なほか、下肢単独、上肢単独での運動も可能です。
また、フットステップとハンドルレバーは連動しますので、片麻痺者の運動、上下肢協調
性の運動も行えます。
上肢及び下肢の単独訓練の場合は、疲れると即訓練を中止してしまうケースが多いなか、
この機器は全身の主要な筋肉群を稼働させる上肢下肢協調運動なので、訓練が辛くなく、
長時間の運動が可能です。

全身の運動 上肢の運動 下肢の運動

デイサポートMAHALO岐阜



レジスタンスチェア

筋力トレーニング・ストレッチ・バランス運動

レジスタンスチェアは、椅子に座って付属のケーブルを引っ張ることで、多様な種類のエ
クササイズを行うことができます。持久力、筋力、柔軟性及び身体の各部のバランスの向
上など、様々な効果が得られます。
上肢の筋トレ・関節可動域訓練、下肢の筋トレ、体幹の筋トレ等様々な運動を、あらゆる
健康レベルの方が、安全・手軽に楽しく行えます。

デイサポートMAHALO岐阜

レジスタンスチェアはセットされたケーブルを使用して10種類以上のレジスタンス運動を
行うことが可能です。その他にもステップ運動やバランス能力の向上、柔軟性の向上を目
的としたトレーニングを行うための機構とオプションを備えていますので、飽きることな
く、運動を継続的に行うことが可能です。
レジスタンストレーニングの効果としては、神経系の改善、筋力の増加、筋肥大、筋線維
組成の変化、そして、運動機能の向上などが挙げられます



ローイング／チェストプレス

筋力トレーニング

【ローイング（曲げる）】
①広背筋
上背部にある筋肉
②菱形筋
僧帽筋に被われる薄い菱形の筋肉
③脊柱起立筋
背部の長い筋肉
【チェストプレス（伸ばす）】
④大胸筋
胸の上部全体をおおう筋肉
⑤三角筋（前部）
肩関節の前面をおおう筋肉
⑥上腕三頭筋
上腕の後ろ側にある筋肉

デイサポートMAHALO岐阜

レッグプレス

筋力トレーニング

①大腿四頭筋
大腿の前面にある筋肉
②大殿筋
臀部の表層にある筋肉
③ハムストリングス
大腿の後面にある筋肉
④下腿三頭筋
下腿の後面にある筋肉

膝を伸ばす運動により、下半身の筋力トレーニ
ングや可動域を広げるトレーニングが行えます。
座る、立ち上がる、歩行等の日常生活に必要な
起居移動動作の向上が期待できます。

肘を曲げる / 伸ばす運動により、上半身の筋力
トレーニングや肩甲骨、肩関節などの可動域を
広げるトレーニングが行えます。
姿勢や肩関節機能の向上が期待できます。



ドクターメドマー

血流改善・リラクゼーション

デイサポートMAHALO岐阜



平行棒

歩行機能低下のある方を、安
全かつある程度の歩くためや、
日常生活動作に必要な方向転
換動作を得るために使用しま
す。

デイサポートMAHALO岐阜

姿勢鏡

姿勢強制にてアライメントを
整え、筋活動の効率を上げ、
起立・座位・立位・歩行等基
本動作に必要な抗重力筋の活
動を促します。

プラットホーム

療法士が姿勢のアライメント
を整えたり、痛みの軽減やリ
ラクゼーション、関節可動域
等の改善を行い、動作に必要
な動きを得るために使用しま
す。



デイサポートMAHALO岐阜

♨マハロの湯 ♨

高濃度炭酸泉

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、うちみ、
くじき、関節のこわばり、糖尿病、高血圧、アトピー、
冷え性、切り傷、火傷などにおすすめです。

弱酸性の炭酸泉はアストリンジェント効果でお肌もすべすべに♪

是非一度お試し下さい。

座ったままで入れる機械浴は、歩行に不安がある方でも安心して入浴して頂けます。
バブル機能付きで、炭酸泉とはまた違った気持ちよさが楽しめます♪

一 般 浴

機 械 浴





炭酸泉 効果・効能 

天然炭酸泉の効能は？  

1.血流促進による効能  

血液の循環がよくなることにより、動脈硬化や心臓病など循環器系疾患の症状が緩和され

るほか、糖尿病、神経痛・リウマチの疼痛緩和、冷え性・高血圧・肩凝りや血行障害の改

善など、幅広い効能が報告されています。 

褥瘡（床ずれ）の治療に役立つことでも注目を集めています。 

褥瘡は血行不良などが原因ですから、血行促進により改善されるというのは理に適ったこ

と。炭酸泉の温泉に足を運ぶことができないという人にとって、人工炭酸泉製造装置の登

場はまたとない朗報です。 

2.皮膚への直接の効能 

炭酸泉に入浴すると、細かい泡が肌の表面に付着してきます。 

この泡は、気泡が溶けずに残った炭酸ガスです。 

この泡が皮膚から吸収されると、血管を拡張させ血流をよくします。 

その結果、末梢神経、毛細血管が刺激され、皮膚疾患の改善に役立つのです。 

血流悪化により皮膚の状態が悪くなった場合などは、炭酸泉入浴を 1回 30分、週 5回の

入浴を 4週間続けて、皮膚組織の酸素の圧力が上昇したという結果も出ているようです。 

※効果には個人差があります。  

さらに炭酸ガスは筋肉に吸収されるというデータも示されてきていて、トレーニング終了

後に炭酸泉入浴をするスポーツ選手も増加中です。 

筋肉疲労の緩和、ケガの予防に役立てることができるのではないかと研究が進められてい

ます。  

3.心臓に負担をかけない 

心臓に負担をかけずに血液の循環をよくすることができることから、ドイツでは炭酸泉は

「心臓の湯」とも呼ばれています。 

活躍の場を広げる炭酸泉 

もともと温泉療法が体によいということは広く知られていますが、サラ湯の場合は入浴直

後に血圧が急上昇し、やや下がるものの、入浴後も高めに推移します。そのため高血圧の



人には注意が必要です。 では、炭酸泉浴ならどうでしょう。 

炭酸泉はもともと低温（32～38度）であるため入浴直後に血圧が下がり、入浴後も低め

に推移するので、高血圧の人でも安心して入浴を楽しむことができます。 

認知症予防に効果的 

炭酸浴の医療の応用に認知症の治療の可能性がみられています。 

認知症は記憶をつかさどる脳の海馬の萎縮や血流低下が起きていることがわかっています。認

知症の治療に薬や運動療法にプラスして炭酸泉を活用することで認知症の発症が抑えられるの

ではないかという考え。 

認知症に用いられる薬には、脳の海馬の血行をよくする効果があるのが確認されています。運

動が高齢者の認知機能を高め、認知症の予防になるという研究結果も相次いで報告されていま

す。 

運動によって脳の認知機能が高まる理由は脳の血量が増え、酸素や栄養の供給が増え、老廃

物の代謝が高まり、神経細胞が元気になるから。 

運動が認知症の予防や進行抑制になるのであれば、人工炭酸泉にも同じ効果が期待できるは

ずです。 

褥瘡にも効果あり！ 

炭酸は、皮膚に触れるだけで血行を良くします。血が巡れば、傷は自然に治ります。そこ

から、褥瘡の治療に炭酸が役立つと思い立ち、今では炭酸パックの褥瘡予防がかなりの効

果を上げています。温かい炭酸泉でガーゼを湿らせ、それを傷に当てるだけですから、自

宅でも簡単にできます。 

 

炭酸泉に入った後は皮膚が赤くなりやすい！！ 

炭酸泉に入ると皮膚が真っ赤になりますが、これは炭酸によって触れた部分の血流が促進

されるからです。体温よりも低い炭酸泉に浸かっても同様に皮膚は赤くなりますが、赤く

なったからと言って必ずしも温まっているわけではありません。 

お湯の温度が体温よりも低ければ、体の熱が奪われますから、逆に冷えてしまう場合もあ

ります。 

普通のお湯に比べて、炭酸泉は短時間で温まります。ですから長湯が好きな人は、温まり

過ぎに注意してください。 

血管が拡張している分、湯冷めもしやすいですので、冬の寒い季節は、炭酸泉に入った

後、しっかり服を着て保温した方が良いです。 

 



デイサポートMAHALO岐阜

マハロに到着後、その日の気分に合わせてお選び頂けます♪

お食事代＝ 750円（おやつ代込み）

肉料理

魚料理

麺料理

毎日日替わりのおやつをお楽しみください♪

刻み食・ミキサー食・各種治療食等もお気軽にご相談下さい



デイサポートMAHALO岐阜

金芽米は食物繊維、ビタミン、オリゴ糖など、玄米の栄養がたっぷり❢

自然免疫力を高めてくれるLPSは

なんと普通の白米の約6倍❢
LPSは、最近の研究では認知症や
骨粗鬆症、心臓血管疾患などへの
予防も確認されている期待の成分
です。

金芽米は普通の白米に比べ、ビタミンB1が約7倍、食物繊維が約1.8倍、
腸内環境を整えるオリゴ糖は約12倍もあります。
さらにいつもと同じご飯の量でも
カロリー17％カット❢
糖質14％カット❢



 

 

こだわりのコーヒー 

豆から１杯１杯 

挽きたてを・・・ 

 

紅茶も 

厳選された茶葉を使用 

 

素敵な 

おやつのひとときを・・・ 

ＭＡＨＡＬＯ ＣＡＦＥ 

コーヒー/紅茶   １杯 ￥１００ 



 

 

 

 

 

 

 

病 名 受入れ 備 考 

MRSA ご相談 排菌状態でなく、主治医の許可があれば可能です。 

経管栄養 

（鼻注・胃ろう・腸ろう） 
可 

チューブ交換は医療機関にてお願いします。自己抜去が

ある場合や鼻注の方など、誤嚥の危険が高い方はご相談

下さい。栄養剤はご持参ください。 

ポート 可 器具等はご持参ください。 

肝炎 可 
現在活動期でない方。B、C、D型については、外傷を確

認の上、ご相談させていただく場合がございます。 

結核 可 主治医の許可のもと、排菌状態でない方。 

インスリン注射の必要な方 可 器具等はご持参ください 

バルンの入っている方 可 バルンカテーテルの交換は医療機関にてお願いします。 

吸引の必要な方 可 吸引カテーテルはご持参ください。 

在宅酸素の必要な方 可 酸素ボンベはご持参ください。 

ＡＬＳ 可 今の本人の状態をご相談ください。 

ストマの方 可  

褥瘡 可 処置に必要な薬剤等はご持参ください。 

認知障害 可 
他ご利用者様への身体への危険がある場合は、不可にな

る場合がございます。 

嚥下障害 可  

疥癬 不可  

※上記はあくまで目安となりますので、詳しくは相談員までご相談下さい。 

 

デイサポートMAHALO岐阜 

当施設は AEDを設置しております。 


