「もっと良くなれ」を合言葉に利用者様の要望に
合わせたリハビリを全力で支援させて頂きます。

定員・利用曜日

1日のスケジュール

健康チェック

定員：１日３３名（運動とことば合わせて）

・個別リハビリ

利用曜日：月曜日から土曜日
（祝日、年末年始、8/13～15を除く）

・マシントレーニング
・自主トレ

サービス提供時間

お帰り準備

①９：００～１１：０５
②１１：２０～１３：２５
③１３：４０～１５：４５

個別リハビリ

• 骨折後や脳卒中後遺症により外来リハビリに通いたいが、
日数制限などにより継続できなくなった方。
• 入浴や食事、レクレーションは不必要でリハビリのみを
受けたい方。
• 運動不足解消や健康維持のために運動の習慣をつけたい方。
• 一日や長時間のデイケアを利用するほどの時間がない方。
• ひざ痛や腰痛などをお持ちで日常生活にお困りの方。
• 病院でのリハビリを終了して在宅へ復帰される方。
マシントレーニング

• エルゴメーター
• Hogrel
• レッグプレス

物理療法

• ウォーターベッド

スタッフ紹介
黒澤

圭佑

理学療法士

それぞれの生活目標に向けた個別リハビ
リを希望される方を対象としたリハビリ
に特化したデイケアです。介護保険でも
医療保険と同等のサービスが受けられま
す。スタッフ一同お待ちしております。

ことばの訓練は病院だけでは終わらない！！
長く、ゆっくりと着実に取り組んでこそ成果があがります。

定員・利用曜日

1日のスケジュール

健康チェック

定員：１日３３名（運動とことば合わせて）

今日のプリント

利用曜日：月曜日から金曜日
（祝日、年末年始、8/13～15を除く）

・個別訓練
・自主トレーニング
・会話・交流
お帰り準備
個別リハビリ

サービス提供時間
①９：００～１１：０５
②１１：２０～１３：２５
③１３：４０～１５：４５

書字訓練や話す
準備に。毎日書
きます。

言語聴覚士の評価に基づき個別訓練を行います。

●失語症の訓練

●構音障害の訓練

●嚥下障害の訓練

●高次脳機能障害・認知症の訓練

脳卒中や難病などで、構音障害がおあり
の方が対象です。発声を大きな声で長く
行う訓練、はっきりとした発音で話す訓
練、声が鼻漏れせずしっかり出るような
訓練、抑揚をつけてわかりやすく話す訓
練、ごにょごにょせずゆっくりと話す訓練などを行います。

脳卒中などの後遺症で、失語症がおあり
の方が対象です。
「聴く・話す・読む・書く」に対するリ
ハビリテーションを行います。言語の理
解・表出の訓練はもちろん、ことばでの
表出が難しい方にはジェスチャー表出や、書字訓練、コミュニ
ケーションノートを使用した表出手段確保の練習もします。

様々な原因で咀嚼や飲み込みが難しくな
るなど、嚥下障害のある方が対象です。
のどの筋力を鍛える訓練はもちろん、咀
嚼に使用する口腔器官の運動訓練・発 声
や歌唱も飲み込みの改善につながります。
必要に応じて院内のリハビリ医と連携して嚥下内視鏡検査を実
施し、客観的な評価に基づく訓練実施や、食事形態のアドバイ
ス等を致します。

自主トレーニング
個々の自主トレーニングをSTが組
ませていただきます。色々な題材
で声を出したり、書字訓練をした
り、仲間に話しかけに行ったり。
コミュニケーションの自主トレ、
会話相手となるサポート役を介助
員がつとめます。

認知機能をお調べして、注意・思考・
記憶など様々な高次脳機能に対するア
プローチを行います。

スタッフ紹介

ひのした

日下

智子

言語聴覚士

ことばのデイサービスが平成２２年に行徳の地に
誕生してから７年。ことばのデイはデイケアとし
て再出発します。コミュニケーション障害の方の
ためにすみずみまで考えられた「ことばのデイ」
は、もちろんコンセプトそのままに。「短時間こ
とば」では嚥下診療や認知症の訓練、また短時間
で効率よく訓練を受けたい方にも専門性を発揮し
ていきたいと思います。ことばのサービスを必要
とする方と、いつも、一緒に前進できるデイケア
を目指します！！

日本で数少ない「ことばのデイ」！！
同じ悩みを持った仲間がここにいます。
定員・利用曜日

1日のスケジュール
9：30 健康チェック
9：45 朝の会・体操・発声練習
9：40 個別訓練（２０分）

定員：１日３０名

朝のプリント

～

利用曜日：月曜日から土曜日
（祝日、年末年始、8/13～15を除く）
サービス提供時間

～

12：00
12：00 昼食・口腔ケア
13：15 グループ訓練（３０分）
おやつ
15：30
15：00 体操（月１カラオケ）
15：55 帰りの会

９：４５～１６：００

書字訓練や話す
準備に。毎日書
きます。

９：３０前後にデイに到着するようにお迎えにあがります

昼

個別訓練

食

言語聴覚士の評価に基づき個別訓練を行います。
短時間ことばのページをご参照ください。

栄養士がバランスを考えて
組んだ昼食メニューです。
健康状態や症状に合わせた
特別食（腎臓病・糖尿病・
減塩対応）もできます。

グループ訓練

コミュニケーションにおける目標別のグループ訓練を行います。
色々な方法で伝える

聴く

単語で伝える

言葉以外の手段で

相手の話を理解する

単語を思い出しながら

伝えるジェスチャー

やりとりができる

ゆっくりやりとりする

描画・指さし

話したくなる話題、伝
えたくなる仲間と「生
短文で伝える

ディスカッション

はっきり伝える

色々な単語を想起する

スピーチの練習

大きな声で

短い文で伝える

意見交換の練習

ゆっくりはっきり
伝える

きた会話の練習」を行
います。
同じ症状の仲間と一緒
に会話をすることで、
ピアカウンセリングの
効果があります。

MyチャレとWeチャレ
Myチャレ・・・1日の空いた時間に行います。 Weチャレ・・・午前中行い、毎日3種類あります。

Myチャレ

（1人のチャレンジ）

Weチャレ

言語聴覚士と相談の上、個々のチャレ
ンジメニューを設定します。書字・脳
トレのように１人で行うメニューもあ
れば、スタッフや仲間を相手にした音

（皆でのチャレンジ）

１人のチャレンジが
皆の勇気に

数人で行う、活動参加面に焦点をあて

皆でのチャレンジが
1人の目標に

読・会話などのメニューもあります。

らいおん十色

たチャレンジメニューです。介助員が
皆さんの興味・関心をうかがいながら
活動をサポートします。テーマはいろ
いろ！

口腔機能向上サービス

グループの仲間と目指す、年１回の
表現の場です。
• 各自が役割を持ち自主的に意思決定し企画
します。
• 皆様の前で表現することで、仲間との団結
が強まり、目標や自信をもつきっかけにも
なります。

毎月の食事評価と口腔グループを
行います。
• 食事評価
言語聴覚士が食事場面で食べ方、食事形態、ム
セの有無などを評価し、アドバイスを行います。
月１回程度実施します。

• 口腔グループ

皆で肺炎予防につながる体操をしたり、口腔器
官の運動機能評価や問診を行います。お互いに
食べることに対する工夫について情報交換をし
たり、STから肺炎予防に関するお話をします。
月１回程度実施します。

利用者様の声
●Yさん
心のどこかで誰かに想いを伝え、何かやってみたいと思っている私たち。ちょっとした

スタッフ紹介
越田智子
言語聴覚士

言動から想いを汲み取って、その実現のための切っ掛けやアドバイス、手助けをしてく
れる「ことばのデイ♡」バンザーイ！！

●Tさん
らいおんの優れている点です。言語聴覚士さんの方々は、よく相談に親身に乗ってくれ
る。みんな優しいし、どんなに長くなっても話をきいてくれる。ヘルパーさんは、それ
以上に話を聞いてくれる。一人一人の性格を把握しており、良く人の動き方を把握して
いる。いつも顔をあげるとヘルパーさんがそこに居る。らいおんは言葉のストレスを緩
やかに解消できる所だと思います。

●Hさん
僕と僕の仲間は脳出血や脳梗塞などになって失語症や構音障害になって、今までやって
きたことが出来なくなって、不安を感じたり、気持ちが塞いでしまう方が数多くいる。
相手が失語症の声を聞こうとしていない。自分らしく過ごすために、より良い生活を送
れるようにことばのデイがある。当たり前にことばのデイがあるべき。

言葉が不自由でも色々な方法で
やりとりをされています。上手
に伝えられない時もありますが、
皆さんとてもイキイキと過ごさ
れています。
それはその話を一生懸命に聞こ
うとしているお仲間やスタッフ
がいるからだと思います！言葉
が不自由でも冗談を言い合った
りと、いつも笑顔が絶えない場
所です。

利 用 単 位

要介護

要支援

通所リハビリテーション（１日につき）

予防通所リハビリテーション（1月につき）

ことばのデイケア 通所リハⅠ151～155

ことばのデイケア 短時間デイケア

要介護１

726単位

要介護２

875単位

要介護３

1,022単位

要介護４

1,173単位

要介護５

1,321単位

短時間デイケア 通所リハⅠ121～125
要介護１

343単位

要介護２

398単位

要介護３

455単位

要介護４

510単位

要介護５

566単位

加算

通所リハⅠ１～Ⅰ２
要支援１

1,812単位

要支援２

3,715単位

加算
●運動器機能向上加算
225単位/月
●口腔機能向上加算（必要者のみ）
150単位／月1回まで
●事業所評価加算（算定のある年）
120単位/月
●介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
所定単位数の47/1,000 加算

●リハビリテーションマネジメント加算ⅠまたはⅡ
(ケアマネ様・ご本人様・ご家族様と相談で決定)
（Ⅰ）230単位/月（Ⅱ1）1,020単位（Ⅱ2）700単位

●短期集中リハビリテーション加算（必要者のみ）
●口腔機能向上加算（必要者のみ）

110単位／回

150単位／月2回まで

●送迎減算（自走の方のみ）

－47単位（片道につき）

●介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

上記の利用単位に地域加算10.33をかけた
金額の１～２割が自己負担となります。
※別途、食事代：700円、おやつ代100円
（ことばのデイケアのみ）

所定単位数の47/1,000 加算

●送迎可能エリア

市川市、浦安市、江戸川区の一部。
車で片道20分圏内となります。

※送迎可能範囲外の方でもお気軽にお問い合わせください

相談窓口

ひのした

デイケア ことば：日下
デイケア 運

動：黒澤

らいおんハート整形外科リハビリクリニック
〒272-0133 市川市行徳駅前2-16-1 2階
短時間デイケア・ことばのデイケア

TEL 047‒358‒5500 FAX 047‒329‒2195

