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笑顔

感謝

思いやり

●寛容の心・柔軟な対応
十人十色︕臨機応変︕

●素直な心
Yesマンになろう︕はい喜んでの精神︕But
を捨てよう︕でも、だって、しかしは禁句︕

●積極性・協調性
全員が主役であり仲間である︕不平・不満・
愚痴・文句から生まれるものは何もない︕

●勉強好き・努力
積極的に勉強しよう︕努力に勝る天才はない︕

●創造力
頭を使って考えよう︕型にはまらない事が
大切︕ 常に Up Date︕

法人理念
すべての人に笑顔を与えます。
辛いこと、いやな事があっても
All ways smile!!

すべての人に感謝する気持ちを大切に
します。
All ways thanks!!

すべての人を思いやる気持ちを大切に
します。
All ways thinking of you!!

アナタの豊かな人生を、くついの介護がサポートします。
　人は、たとえどんな状態になったとしても、「できることなら、自分でやりたい。他人さまの世話には
なりたくない。」と思うものです。私たちは、ご利用者様ができる限り住み慣れた自宅で主体性をもって
自分らしく生活が過ごせるよう入浴や食事の支援、機能訓練等による心身機能の維持を図ります。
　また、ご家族様の身体的・精神的負担軽減も図れるよう相手の気持ちを推し量り、理解し介護のプロ
として、あらゆるニーズにお応えします。

●感謝する心・人間の尊厳を大切にする心
ありがとうの気持ちと、その人らしさを大
切に︕人の良い所を見つけよう︕

●共感する心・笑顔を忘れない
あなたが楽しいと私は嬉しい︕
All Ways Smile︕

●思いやり・おもてなしの心
人を思いやる心を大切に︕相手に求める前
に、まずは自分から相手に与えよう︕あな
たは私にとって大切な人です︕

●チャレンジ精神・遊び心・プラス思考
まず、やってみよう︕成功も失敗もやって
みないと分からない︕



●運営主体

●事業内容 
●サービス提供日
●サービス提供時間
●ご利用対象者
●営業時間
●施設定員
●対応エリア 

医療法人ORALISS
揖斐郡池田町沓井25番地1（池田公園すぐ東）
通所介護、介護予防通所型サービス
年中無休（年末年始を除く）
9時10分～16時20分
事業対象者　要支援1、2　要介護1～5
8時30分～17時30分
66名
揖斐郡全域、大垣市、垂井町、本巣市、神戸町
※変更になる場合がありますので、ご了承下さい。

施設概要

※送迎範囲イメージ

デイサービスくつい



デイサービスくついの特徴
　その1
口の機能低下を予防し、QOLの維持・向上︕健康寿命を延ばす。
歯医者さんがプロデュース
食べることは命の源︕︕美味しく・楽しく食べるをサポート︕︕
　医療法人　ORALISS　くつい歯科クリニックがデイサービスくついを運営致しますので、専門的
口腔ケアや摂食・嚥下機能訓練など、歯科医院にしかできないことに積極的に取り組んでいきます。

お口の中の環境がよいと
誤嚥性肺炎の予防にもな
りますし、良く噛んで食べ
ることは、消化・吸収を促
し、脳を活性化し認知症
の予防になり、健康寿命
の延長につながることが、
近年、医学的にも証明さ
れてきております。



デイサービスくついの特徴
　そのためには、十分に噛める健康なお口の環境づくりが大切です。
　デイサービスくついでは、歯科医院と連携することにより、利用者様のお口の機能維持・改善につ
なげ、快適に美味しく食事を召し上がっていただけるようにサポートします。また、歯科治療が必要
な場合も、歯科医院にて、スムーズに治療を受けていただくことも可能となっておりますし、訪問診療・
無料送迎サービスも行っておりますので、通院が困難な方でも安心です。
　そして、食事にもこだわっておりますので、毎日美味しい食事を、眺望の良い広 と々した開放的な
空間で召し上がって頂き食べる楽しみ、嬉しさ、空間を味わってみませんか︕
　皆様のシニアライフをデイサービスくついがサポートします。

　その2
農業と介護をリンク
　デイサービスくついは、農福連携事業に取り組む農福連携施設として農林水産省
より認可をうけております。農福連携事業とは、高齢者や障がい者の方が農業の担
い手となり、農業を就労先や機能訓練の場とすることにより、農業の発展と、高齢
者や障がい者の方の、生きがいづくりに繋げていくという新たな国の取り組みです。
　まだ始まったばかりの事業ですので、試行錯誤しながらにはなりますが、デイサービスくついでは
地域の特色を生かし、リハビリの中に積極的に農業を取り入れていく予定です。
　池田山の麓に広がり広大な農地がある池田町という地域ゆえに、若い頃から、何らかの形で農業
に携わってきた高齢者の方は多いと思います。

そんな方にとって、畑や田んぼは大切な財産。生きがいです。
一人で畑や田んぼに行くのは危ないからと家族に止められている
最近、体が思うように動かないから一人で畑や田んぼのお世話をするのは大変
けど、やっぱり畑や田んぼをやりたい︕︕
そんな、お悩みの方は多いと思います。
生きがいを失って欲しくない︕︕

　そんな思いから、デイサービスくついでは、施設の管理の下、安全・安心な福祉農園を作ります。
福祉農園はバリヤフリーになっておりますし、鍬、鎌、スコップ等の農具も設置しております。また、
皆様よりご使用になられたい農具等の相談がありましたら今後取り揃え耕運機などの農業用機械も
充実していく予定です。また、農作業用の倉庫や屋外の休憩所などもありますし、サポートスタッフ
もおりますので、安心して安全に農作業に励んでいただけると思います。そして、よりやりがいを持っ
て農作業に励んでいただくために、福祉農園で栽培した作物を販売する、直売所も設けます。



デイサービスくついの特徴

　その3
充実した設備とできる限りのもおもてなし
　最新の設備とできる限りのおもてなし介護で利用者様・ご家族の皆様・ケアマネ様も安心です。
おしゃれでモダンな外観と内装

最新式の機械浴

　デイサービスくついの機械浴室と一般浴室は、明るく庭園が見えて眺望のよい浴室となっており、
開放的な気分でご入浴いただけます。
プライバシーに配慮した設計
　デイサービスくついのお風呂は、一般浴２ヶ所、機械浴１台で脱衣場は各１ヶ所ずつとなっておりま
すので、利用者様のプライバシーに配慮した設計となっており、安心してご入浴いただけます。
カラオケ専用ルーム
　カラオケ専用の個室をご用意しておりますので、周りの目を気にせず、思いっきりカラオケを堪能
いただけます。また、最新の通信カラオケを導入予定です。
充実した娯楽コーナー
　自動麻雀台、パチンコ、将棋、囲碁、オセロなどもありますので、レクリエーションが苦手な方でも、
楽しんでいただけると思います。また、読書コーナーもありますので、ゆっくり読書を楽しんでいた
だけます。



デイサービスくついの特徴

こだわりのリハビリルーム
　スポーツジムを意識した本格的なリハビ
リルームとなっております。リハビリスペー
スと食堂スペースは別 と々なっており、集中
してリハビリに取り組んでいただけます。ま
た最新式の筋力トレーニングマシンと専門
職による本格的なリハビリや歩行訓練等も
行います。
　「ベッドの上ではなく食卓で家族と食事が
したい」「トイレには一人でいけるようにな
りたい」「一人で買い物に行けるようになりたい」「電車やバスに乗って遠出をしてみたい」「習い事を
始めたい」「車椅子を使わずに生活したい」などなど、たくさんの想いを受け止め、「生活」に密着し
たリハビリプログラムを提案させていただきます。 
音楽療法
　デイサービスくついには、ピアノが設置しており、皆様が「音楽」を感じ
て頂けるよう専門職による音楽療法にも力を入れております。普段は、個室
カラオケで練習、リフレッシュして頂き皆様との交流も楽しんでいただける
と思います。
明るく開放的な食堂・オープンキッチン
　食堂は天井高を限界まで高く設計し、前面も大きなガラス窓になっており、池田山の素晴らしい景
色を眺めながら、美味しいお料理を召し上がっていただけます。
　また、キッチンはオープンキッチンになっており、調理風景もご覧いただけますし、食欲をそそる
匂いも感じられれます。
ゆっくりとした静養室
　静養室は食事スペースから離れたところに配置し、各静養室にはテレビを設置しており、お疲れの
際やご気分が悪い際にはゆっくり休んでいただけます。緊急時にはベッドサイドのボタンを押してい
ただければ、職員が駆け付けますので安心です。
アクアリウムセラピー
　食堂スペースに大型水槽を設置しておりますので優雅に泳ぐ熱
帯魚、水の揺らぎ、音、色をお楽しみ下さい。デイサービスくつい
ではアクアリウムセラピーにも力を入れております。
ドリンクサーバー
　食堂にドリンクサーバーを設置いたしますので、ご自由にお飲みいただけます。
ＡＥＤ設置



施設で過ごす１日の流れ
ご自宅までお迎えにま
いります。リフト付の
車でラクラク乗り降り、
安心です。

お迎え 専門スタッフによる
健康管理であなたの健康
のお手伝いをします。

健康
チェック

筋トレ・機能訓練
高齢者に合わせて設計さ
れた筋力向上トレーニン
グマシンを使い、皆様の
元気をサポートします。

入浴
お風呂でリフレッシュ。
一般浴と特殊浴を用いて
の入浴が行なえます。

個別活動
個室カラオケ、園芸、脳
トレなどの趣味活動をご
提案いたします。お気軽
にご要望ください。

筋トレ・機能訓練
高齢者に合わせて設計さ
れた筋力向上トレーニン
グマシンを使い、皆様の
元気をサポートします。

体操・レク
機能訓練を兼ねているの
で、無理な運動はしませ
ん。大きな声で笑ったり、
話したり、楽しく過ごし
ましょう。

個別活動
個室カラオケ、園芸、脳
トレなどの趣味活動をご
提案いたします。お気軽
にご要望ください。

栄養のバランスを考えた手づくりの美味しいお食事をご用意いたします。
池田山の素晴らしい景色を眺めながら、楽しいお食事タイムです。
オープンキッチンで、調理風景もご覧いただけます。

昼食 

コーヒー・お茶など、お好きな飲み物と一緒に、
手作りおやつをお楽しみください。

おやつ 

１日ご利用ありがとうございました。
もちろん帰りもご自宅までお送りします。

ご自宅に戻られたら、今日の出来事をご家族の方にお話ください。デイ
サービスはあなたの身体だけでなく心のケアにも努めます。あなたの幸
せを是非ここでみつけていただけますよう職員一同頑張ってまいります。

お送り 



チューブ交換は通院中の医療機関でお願いします
現在活動期でない方
主治医の許可のもの、排菌状態でない方
インスリン注射の必要な方も可
通院中の医療機関にて送迎が可能な方

酸素濃縮器はご利用者様持込み
交換必要な場合はパウチ持参下さい

施設ご利用までの流れ

医療的ケアの必要なご利用者様受け入れ目安表
病　名
MRSA
胃ろう
肝炎
結核
糖尿病

人工透析の必要な方
バルンの入っている方
吸引の必要な方

在宅酸素の必要な方
ストマの方
じょくそう
認知障害
嚥下障害
疥癬

受入可否
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
可
不可

病名受入可否備考

要支援
要介護認定を受ける 

見学・体験 

ケアプラン作成 

契約・利用開始 

●保険者（市町村役場）に介護認定の申請を行い、
　事業対象者・要支援・要介護の認定を受けます。

●ご家族様と一緒にご見学いただいたり、無料体験も
　行っております。是非一度お気軽にお問い合わせください。

●ケアマネジャー（介護支援専門員）、地域包括支援センターに
　ケアプラン作成を依頼し、ご利用日・内容を決めて頂きます。

●事業所と契約等の諸手続きを行ない、ご利用の開始となります。

※在宅で生活を維持されてみえる以上、受入はすべて前向きに検討させていただきます。
※上記以外の状態の方についても、ご遠慮なくお問い合わせください。



デイサービスくつい　利用料金表

介護度
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

利用料金
645円
761円
895円

1,003円
1,124円

合計料金
1,401円
1,517円
1,639円
1,759円
1,880円

食　事

650円

入 浴

50円

訓 練

56円

単　位　数  
645単位／日
761単位／日
883単位／日

1,003単位／日
1,124単位／日

※１日あたりの自己負担イメージ（１割負担）

※その他実費になるものについては別途必要となります。

昼食代（おやつ代含む）
紙パンツ代
オムツ代
パット代

延長利用代
　※ご家族様、利用者様の都合により８時間を超えて利用される場合は要相談

650円（税込）／食
150円／枚
150円／枚
50円／枚

そ　の　他

※使用時のみ実費負担
　ご持参して頂くと費用は
　かかりません。

入浴介助加算
個別機能訓練加算
口腔機能向上加算
介護職員処遇改善加算Ⅰ

通所介護加算
50単位／日
56単位／日

150単位／回
総単位数×5.9％

通所型独自サービス１（要支援１）
通所型独自サービス２（要支援２）

介護予防通所サービス
1,647単位／月
3,377単位／月

通運動器機能向上加算
口腔機能向上加算
介護職員処遇改善加算Ⅰ

介護予防通所サービス加算
225単位／月
150単位／月

総単位数×5.9％

通所介護（通常規模）７時間以上８時間未満
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よくあるご質問

デイサービスについて教えて下さい。
基本的なサービスとしては、食事・入浴・機能訓練を行っております。その他、
レクリエーションとして、農作業・体操・音楽・手作業・ゲーム等を行って
います。各月毎に皆様が楽しめるものを企画していきます。

送迎の時間について教えて下さい。
送迎の時間帯ですが朝８︓３０（施設出発）最終便夕方１７︓００（施設出発）
となります。それ以外の時間帯希望につきましても、臨機応変に対応しま
す。一度ご相談下さい。

利用中に具合が悪くなった場合の対応について教えて下さい。
ご利用者様の状態を経過観察し、受診が必要と判断した場合には、家族
様にご連絡させていただきます。具合が悪くなった場合以外にも、静養室
で休むことも可能です。

利用料金の支払い方法について教えて下さい。
原則、金融機関の口座引落しでお願いしております。その他の方法をご希
望の場合は、ご相談下さいませ。
※手続き時間の関係上、初回ご利用料は現金にてお支払いいただく場合もございます。

体験することは出来ますか︖
無料１日体験デイサービスがあります。お電話等でご予約の上、どんな雰
囲気で過ごされるのかを体験することができます。もちろんお食事も無料
で召し上がっていただけます。

予約をキャンセルすることは可能ですか︖
当日、急な用事、体調不良でお休みされる場合には、朝８︓３０までにご連
絡をお願い致します。

その他、ご不明な点がございましたら
お気軽にお問い合わせください︕



ファミリーマート●

医療法人 ORALISS

デイサービス くつい
〒503-2401　岐阜県揖斐郡池田町沓井25番地1

TEL 0585-35-7000 FAX 0585-35-7171
営業時間／月～日曜日　08︓30～17︓30

KUTSUI
DENTAL
CLINIC

お問い合わせ先




