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• 専門の個別訓練（30分）を受け
たい 

• 送迎サービスを利用したい 

• 個別訓練（15分）にグループ
訓練（30分）を併用し会話の
力をつけたい、会話を楽しみ
たい 

• 送迎サービスを利用したい 
• お仲間と交流を図りたい 
• 言語障害があっても生き生き
と活動に取り組みたい 

• 身体機能的に外出が困難だ
が、言語訓練を受けたい 

• 近場に言語訓練機関がない 
• 自宅での嚥下指導が受けた
い 

• 40分～60分のリハビリ提供 

• 専門の個別訓練（20～60分）を
受けたい 

• 社会復帰を目指したい 
• 運動リハビリも併用して機能訓
練を受けたい 

訪問リハビリ P.7 

ことばのデイP.4,8～9 短時間デイケア 
ことば P.5 

外来リハビリ P.6 

 
 

他院歯科 
 

訪問では他院 
歯科さんとも 
連携して 

嚥下内視鏡検査
を実施。 

 

らいおんの言語部門は、各部門で連携を取りサービスを提供しています。 
外来リハビリで機能回復された方が、ことばのデイを併用して仲間とコミュニケーションを取れる
ようお手伝いしたり、デイに通所が難しくなった方の嚥下やコミュニケーションを、訪問でうか
がってサポートすることもできます。 
らいおんの言語部門は地域では珍しい大所帯14名。ぜひ安心してお任せください。 

市川市失語症 
自主グループ 
なないろ会 
もっと元気になっ
たら地域に出てい
きお仲間と社会参
加！ 
らいおんSTも講
師をしています。 

浦安市失語症 
自主グループ 
青空の会 

もっと元気になっ
たら地域に出てい
きお仲間と社会参
加！ 
らいおんSTも講師
をしています。 

市川市 
失語症友の会 
げんき会 

 
失語症の仲間、
失語症家族の 
仲間との出会い

の場！ 

らいおんハートグループ 

グループ外連携機関 
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介護 

介護 

介護 

医療 

 
 

さくら歯科口腔 
外科クリニック 
らいおんクリニッ
クと同じ建物にあ
るさくら歯科さん
は嚥下内視鏡検査
から口腔衛生指導
までSTの強い味方。 



デイケア 
らいおんハート整形外科リハビリクリニック 

言語障害の方を包括的に支援する日本でも数少ないことばのデイケア。 

【送迎可能地域】市川市（北部除く）・浦安市・江戸川区南部 P.4 

短時間デイケア ことば 
言語・嚥下の個別訓練をご提供できる短時間のデイケア。 

【送迎可能地域】市川市（北部除く）・浦安市・江戸川区の一部 P.5 

デイサービス 
ことばとからだの温泉デイサービス南小岩 
日本でも数少ないことばとからだのデイサービス。 

【送迎可能地域】江戸川区の北部 P.8 

ことばのデイサービス東陽町 
江東区で初の『ことばのデイサービス』です。 

【送迎可能地域】江東区・江戸川区の一部 P.9 

らいおんハート整形外科リハビリクリニック 
医療保険で専門的に言語・嚥下の個別訓練をご提供する外来言語リハビリ。 

【送迎可能地域】クリニックより車で20分程度 応相談 

P.7 【送迎可能地域】市川市・浦安市・江戸川区・江東区（一部）船橋(一部） 

訪問リハビリ 

P.6 
訪問 

言語聴覚士がご自宅に伺ってご提供する訪問リハビリ。 

クリニック 

グループリハ 言語個別リハ 食事 摂食嚥下リハ 

Dr. 言語個別リハ 摂食嚥下リハ 

グループリハ 言語個別リハ 食事 温泉 摂食嚥下リハ 

グループ会話 言語個別リハ 食事 温泉 摂食嚥下リハ 

ことばのデイケア 

らいおんハート整形外科リハビリクリニック 

Dr. 言語個別リハ 摂食嚥下リハ 

Dr. 言語個別リハ 摂食嚥下リハ 

らいおんハート整形外科リハビリクリニック 



コミュニケーション障害の方を訓練から活動、お仲間
づくりまで包括的に支援する１日タイプのデイケア。 

相談窓口 
日下 ・落合 

基本情報 

住所 市川市行徳駅前4-2-6-2F 

TEL 047-358-5500 

FAX 047-329-2195 

サービス内容 通所リハビリテーション 
予防通所リハビリテーション 

提供時間 9：45～16：00 

事業所番号 1212715985 

言語障害に理解のあるスタッフがリハビリから趣味活動、仲間づくり、心理面ま
できめこまやかにサポートする言語障害特化型のデイケアです。一対一の言語訓
練とグループ会話訓練をあわせて実施することで、言語機能の維持・向上のみで
なく、実際の「会話」への参加ができるよう支援します。嚥下障害の方へは訓練
の他、お食事場面での評価や 専門的な嚥下内視鏡検査が同建物内で可能です。 

言語個別リハ 食 事 

TEL:047-358-5500 
FAX:047-329-2195 

グループリハ 

個別訓練 

朝のプリント 

嚥下訓練 

言語訓練 グループ 

利用単位 
通所介護（1日につき） 要支援（１月につき） 

要介護1 726単位 要支援1 1,812単位 

要介護2 875単位 要支援2 3,715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 

加算 加算 

リハビリテーション 
マネジメント加算Ⅰ 230単位/月 運動機能向上加算 225単位 

リハビリテーション 
マネジメント加算Ⅱ 

1,020単位 
700単位 

口腔機能向上加算 
(必要者のみ) 150単位 

短期集中加算 110単位 事業所評価加算 
(算定のある年) 120単位/月 

口腔機能向上加算 150単位 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の
47/1,000加算 

介護職員処遇改善 
加算Ⅰ 

所定単位数の
47/1,000加算 

上記の利用単位に地域加算10.33をかけた金額の１割または２割が自己負担となります。 
※別途昼食代700円、おやつ代100円がかかります。 
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 ひのした ・おちあい 

摂食嚥下リハ 



言語療法・摂食嚥下療法を、医療保険と同等レベルで
短時間提供するデイケア。 

TEL:047-358-5500 
FAX:047-329-2195 

基本情報 
住所 市川市行徳駅前2-16-1-２F 

TEL 047-306-7778 

FAX 047-357-7730 

サービス内容 通所リハビリテーション・予防通所リハビリテーション 

提供時間 ① ９：００～１１：０５ ②１１：２０～１３：２５ 
③１３：４０～１５：４５  

事業所番号 1212715985 

Dr.指示 言語個別リハ 

１回の提供時間が１２５分とリハビリに特化したデイケアです。 
言語聴覚士による言語療法・摂食嚥下療法ができます。またフロアでは
STが調整した言語課題や、お仲間との交流をサポートします。 
嚥下障害の方は嚥下内視鏡検査の実施が同建物内で可能です。 

利用単位 
通所リハビリテーション（1日につき） 要支援（１月につき） 

要介護1 343単位 要支援1 1,812単位 

要介護2 398単位 要支援2 3,715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 加 算 

リハビリテーション 
マネジメント加算Ⅰ 230単位／月 運動機能向上加算 225単位／月 

リハビリテーション 
マネジメント加算Ⅱ 

1,020単位／月 
700単位／月 短期集中加算 110単位／月 

短期集中加算 110単位／月 口腔機能向上加算 150単位/回 

口腔機能向上加算 150単位/回 介護職員処遇改善加算Ⅰ 

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割が自己負担となります。 
単位制限があることがあります。詳しくはお問い合わせください。 

個別リハ 

自習プリント 

個別リハ 

5 

相談窓口 
ひのした 

日下 

摂食嚥下リハ 



らいおん言語療法の窓口。他機関からのご紹介の受け入
れや集中的訓練の必要な方に対応する、医療保険の外来。 

基本情報 
住所 市川市行徳駅前2-16-1-４F 

TEL 047-306-7778 

FAX 047-357-7730 

サービス内容 外来リハビリテーション 

提供時間 9：00～13：00 14：30～18：30 2部制（午前/午後） 

Dr.指示 言語個別リハ 

急性期・回復期病院でのリハビリ終了後も、たっぷりと個別訓練を提供し長
期的に関わっていきます。介護保険が利用できない若年者や復職希望の方へ
のアプローチにも力を入れています。 
また医療機関ならではの豊富な検査道具と訓練課題で専門的な言語個別リハ
を提供します。20分～60分の訓練で、予約制です。 

個別リハ 

外来リハビリ開始までの流れ 

ご本人様・ご家族様 
ソーシャルワーカー様 
ケアマネージャー様 

新規問い合わせ 
（ST窓口：中村） 

①当院やご自宅にてカンファレンス 
 もしくはアセスメント 
②当院でのアセスメント 

らいおんハート 
クリニック受診 リハビリ開始 

＊完全予約制です。来院される際には下記にお電話の上、必ず情報提供書もしくは紹介状をご持参ください。 
＊他の医療機関での言語療法との併用はできません。 

利用料金 

時間 料金（１回あたり 医療保険） 

月～土 
9：00～18：00 

 
頻度：週1～５日 

20～60分 

2割負担の方：640～1,620円（単位数による） 
3割負担の方：950～2,420円（単位数による） 
＊月2回の診察料（225点）、月1回の評価料（300点）が加算されます。 
＊必要に応じて処方箋料金がかかることもあります。 
＊難病、労災・生活保護を受けられている方などは料金が異なりますのでご
相談ください。 

TEL:047-306-7778 
FAX:047-357-7730 

検査 
訓練教材 

＊身体障害者手帳の等級により、医療費の助成があります。 
＊疾患により単位制限がある場合があります。 
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 相談窓口 
  なかむら 
  中村 

摂食嚥下リハ 



基本情報 

住所 千葉県市川市行徳駅前2-16-1-６F 

TEL 047-374-3141（直通） 

FAX 047-357-7730 

サービス内容 訪問リハビリテーション・予防訪問リハビリテーション 

提供時間 9：00～18：00 40分か60分 

Dr.指示 言語個別リハ 

サービス利用料金 
訪問リハビリⅠ 302単位（20分） 

サービス提供体制加算  6単位（20分） 

訪問リハ訪問介護連携加算（実施した場合／3ヶ月に１回を限度）  300単位／回 

らいおん言語療法部門の最後の砦として、どんな方で
もご相談をお受けする、言語・嚥下の訪問リハビリ。 

訪問では嚥下障害の方に対する訓練にも力を入れています！ 
・体が動きにくくて外に出られない。 
・まだ外に出て言葉のリハビリを受ける自信がない。 
・少しでも反応を引き出したい。 
・少しでも何かを食べたい。 
・近場で言語・嚥下訓練を受けられない。 

 
ご本人様・ご家族様 担当ケアマネージャー様 

同意の下、利用決定 契約 
ご本人様・ご家族様より主治医へ 
情報提供書の依頼 
（以後3ヶ月に1回以上の受診か往診が必要） 

訪問リハビリ（窓口：山﨑） 
FAX:047-357-7730 

お問い合わせ 
相談受付票 相談 

情報提供書が到着 

リハビリ開始 

TEL:090-9803-6833 
FAX:047-323-6342 

訪問リハビリ開始までの流れ 

＊特定疾患受給者証の限度額の 
対象になります（一部例外あり） 

個別リハ 

嚥下検査 

※サービス提供地域外（当院より10km圏外）にお住まいの方には1回のご訪問にて220円／日
の交通費をご負担いただきます。 
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  相談窓口 
  やまざき 

  山﨑 

摂食嚥下リハ 



江戸川区で唯一のことばのデイサービス(１日タイプ）。
言語障害の方の包括的ケアに加え 入浴・食事もご提供。 

相談窓口 
       うねざわ 

山本・采澤 

基本情報 

住所 江戸川区南小岩3-26-11スエヒロビル1F 

TEL 03-5876-7834 

FAX 03-5876-7854 

サービス内容 通所介護・予防通所介護 

提供時間 9：00～16：15（7～9時間） 

事業所番号 1372306678 

「ことば館」は20名定員でゆっくりアットホームな雰囲気で言語個別訓練
とグループ訓練。江戸川区エリアの言語訓練はおまかせください！同一事業
所の別館「からだ館」では身体のリハビリを受けることができます。 
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言語個別リハ 食事 入浴 

TEL:03-5876-7834 
FAX:03-5876-7854 

グループリハ 

言語訓練 個別 

言語訓練 グループ 

温泉・檜風呂（個浴） 

言語訓練 個別 
利用単位 

通所介護（1日につき） 要支援（１月につき） 

要介護1 628単位 要支援1 1,647単位 

要介護2 742単位 要支援2 3,377単位 

要介護3 859単位 

要介護4 977単位 

要介護5 1,095単位 

加算 加算 

入浴介助加算 50単位 運動機能向上加算 225単位 

個別機能訓練加算Ⅰ 46単位 サービス複数実施加算 480単位 

個別機能訓練加算Ⅱ 56単位 介護職員処遇改善加算Ⅰ 

口腔機能向上加算 150単位 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 

上記の利用単位に地域加算10.81 をかけた金額の１割が自己負担となります。 
※別途昼食代800円、おやつ代100円がかかります。 

摂食嚥下リハ 



相談窓口 
たから 

宝 

基本情報 

住所 江東区南砂2-2-11 
ライオンズマンション東陽町第3 

TEL 03-6666-6400 

FAX 03-6666-6477 

サービス内容 通所介護・予防通所介護 

提供時間 9：00～16：15（7～9時間） 

事業所番号 1370805531 

言語障害があっても、安心して会話を楽しんでいただけるようにサポートいた
します。 
言語障害になって「人と話すことが苦手」と感じている方々のお力になりた
い！そんな思いで下町らしい明るく暖かなデイサービスを目指しています。 

言語個別リハ 食事 入浴 

TEL:03-6666-6400 
FAX:03-6666-6477 

グループ会話 

個別訓練 

グループ会話 

グループ会話 

利用単位 
通所介護（1日につき） 要支援（１月につき） 

要介護1 656単位 要支援1 1,647単位 

要介護2 775単位 要支援2 3,377単位 

要介護3 898単位 

要介護4 1,021単位 

要介護5 1,144単位 

加算 加算 

入浴介助加算 50単位 運動機能向上加算 225単位 

個別機能訓練加算Ⅱ 56単位 サービス複数実施加算 480単位 

口腔機能向上加算 150単位 介護職員処遇改善加算Ⅰ 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 

上記の利用単位に地域加算10.81をかけた金額の１割が自己負担となります。 
※別途昼食代700円、おやつ代100円がかかります。 
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店舗外観 

江東区で唯一のことばのデイサービス(１日タイプ）。
言語障害の方の包括的ケアに加え 入浴・食事もご提供。 

摂食嚥下リハ 



言語聴覚士、ご存じですか？ 
言語聴覚士とは… 
 コミュニケーションや食べる事に対する訓練を実施する専門のリハビ
リ職です。医療機関、保健施設など様々な所で理学療法士、作業療法士
と共に働いている職種です。 
 
 
 
○脳卒中 
 脳梗塞 脳出血 くも膜下出血 脳幹梗塞  
  脳幹出血 硬膜下血腫など 
○神経難病 
パーキンソン病、脊髄小脳変成症、筋萎縮性側索硬化症、 
進行性核上性麻痺、多発性硬化症、ギランバレー症候群など 

 
 
      
○失語症 
ことばが出にくく話せなかったり、相手の話が理解できない、 
文字が読めない、書けないなどの症状 

○構音障害 
呂律がうまく回らない、声が嗄れる、声が長く続かない、声が小さい
などの症状 

○高次脳機能障害 
集中できない、覚えられない、返答が遅い、物体の半分を見逃してし
まう、道具が正しく使えないなどの症状 

○摂食嚥下障害 
食事中によくむせる、噛む力が弱い、食事の後にガラガラ声になる、 
口に食物が残る、発熱を繰り返す（誤嚥性肺炎の疑い）などの症状 

 
 
 
 

対象者は？ 

症状は？ 
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Q.言語療法・摂食嚥下療法の、どんなサービスを選んだら良いかわかりません。 
ぜひ言語療法総合窓口(P.11)までご相談ください。経験豊富なSTが、その方の将来まで考えた
提案をさせていただきます。 
 
Q.言語療法等を見たことがないので、イメージがわかない。どんな感じでやっているんですか？ 
A.対象患者様がいらっしゃらなくても、ぜひご見学にいらしてください！私達は地域のSTとして、
開かれた雰囲気のST室を目指しています。個別訓練や集団訓練をご見学いただけます。言語療法
総合窓口（P.11)までご連絡ください。内覧会も行っています。 
 
Q.ことばは、良くなるのでしょうか？ 
A.原因疾患や年齢等にもよりますが、失語症については一般にいわれる「維持期」が「回復期」
にあたるといわれるほど、機能回復が長い病気です。また、機能的に改善が難しくても、コミュ
ニケーションを取りやすい方法を探したりするアプローチもあります。 
 
Q.病院で言語療法を拒否していたので、もう言語療法は無理ですか？ 
A.ぜひご相談ください。例えば、ことばのデイケア・デイサービスは全員が言語障害の仲間です。
言葉がうまく話せないことが当たり前の空間では、安心してゆっくりコミュニケーションができ
ます。はじめ言語療法を拒んでいらした方もお仲間ができ、徐々にコミュニケーションの輪に入
ることができるようになります。また訪問リハビリでは、慣れたご自宅の環境でやりとりの練習
を行うことで徐々に言語療法に慣れていくこともできます。 
 
Q.もう食べられないと言われたが、そういう場合でも摂食嚥下訓練は適応になりますか？ 
A.一度ご相談ください。今、召し上がっていない方でも嚥下の検査を地域の先生方と連携して実
施し、嚥下できる機能があるかどうか客観的に確認をしながら嚥下リハビリをすすめていくこと
もできます。 
 
Q.神経難病（パーキンソン病など）でまだ言語、嚥下障害はないけどリハビリは必要ですか？ 
A.身体のリハビリと同様に言葉や飲込みも予防リハビリが効果的です。発病後も、話す・食べる
等の機能を維持するために、早期からのリハビリが大切です。 
 
Q.身体リハビリを重視している利用者様に、言語療法は必要でしょうか？ 
A.高次脳機能障害などにより歩行や日常の生活動作が不安定になる方もいます。高次脳機能障害
への訓練でこれらが安定する方もいます。 
 
Ｑ.言語障害が残存していますが、復職を目指しています。どのようなリハビリが受けられます
か？ 
A.医療保険の外来リハビリでは、症状に合わせた言語評価・高次脳機能評価や訓練を実施し、必
要に応じてご職場とも連携を取りながら復職へ向けてのアプローチを実施しています。20代、
30代のお若い方も多くリハビリにいらしています。 
 
Ｑ．高次脳機能障害はリハビリの対象になりますか？ 
A.失行・失認・半側空間無視・前頭葉症状などの高次脳機能障害について、詳しい評価を実施し、
必要なアドバイスや訓練をさせていただきます。 
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言語療法総合窓口  

地域に開かれたST部門をめざしています。 
ことばと飲み込み、高次脳機能障害のことは 
何でもどうぞ！ 

らいおんの言語部門は、言語療法・摂食嚥下療法を必要とする、
全ての方に届くようなサービス提供をモットーにしています。 

lion_st_honbu@yahoo.co.jp 

https://kotoba.lion-heart.co/ 

言語療法部門長 
日下 智子（ひのした ともこ）ST16年目 

TEL:080-9654-2446 

らいおんの言語部門は各部署が連携しています。 
皆で協力して地域のご利用者様に幸せを提供していきます。 

言語療法部門主任 
山﨑 勇太（やまざき ゆうた）ST10年目 

TEL:090-9803-6833 

言語相談総合メール 

「ことばのデイ」公式ホームページ 

QRコードからアクセス出来ます⇒ 
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