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「言語障害」
「高次脳機能障害」

「摂食嚥下障害」

えんげ



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 

・加齢などで徐々に食べにくくなった方
・認知症で言葉が出にくくなった方　などもご相談ください。

対象者は？

症状は？

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 構音障害

言語聴覚士、ご存じですか？

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

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 摂食嚥下障害
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

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

嚥下訓練

言語聴覚士とは…

脳卒中

神経難病

言語療法 検査・訓練教材



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、訪問でサポートすることもできます。地域のインフォーマル資源との
連携も抜群です。らいおんの言語部門は地域では珍しい大所帯。
ぜひ安心してお任せください。

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。

らいおん言語療法部門の地域包括ネットワーク

一時間・短時間デイケア ことばのデイ

訪問看護 外来リハビリ

訪問・デイケアでは他院歯科さんとも連携して嚥
下内視鏡検査を実施しています。

他院歯科

意思疎通支援者と連携して社会に出ていくお手伝いをします！らいおんSTも部会員です。
千葉県意思疎通支援事業 オンライン失語症カフェ

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。
市川市失語症自主グループ なないろ会 浦安市失語症自主グループ 青空の会

グループ外 連携機関

らいおんハートグループ

介護 介護

介護医療 医療

さくら歯科口腔外科クリニック

①生活場面に密着した訓練
②ご家族指導
③外出が困難な方にも対応

①個別の言語訓練
②リハビリ会議で連携
③送迎の利用

①個別・グループでの言語訓練
②生きがいや交流の場の提供
③送迎の利用

①詳しい評価と訓練
②若年者から対応
③社会復帰や介護への移行



らいおんハート整形外科リハビリクリニック ことばのデイケア

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
視鏡検査のご案内が可能です。

１回の提供時間が65～125分と短時間で通いの言語
訓練を提供します。
言語聴覚士による20分の個別訓練があります。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との連携
が可能です。

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。

言語療法・摂食嚥下療法を、短時間の時間枠
でコンパクトに提供するデイケア。

らいおんハート整形外科リハビリクリニック 短時間・一時間 デイケア

市川市行徳駅前2-16-1-2F

通所リハビリテーション

予防通所リハビリテーション

9：45～16：00

1212715985

047-358-5500
047-329-2195

日下（ひのした）

市川市行徳駅前2-16-1-2F

通所リハビリテーション

予防通所リハビリテーション

1回125分（短時間デイケア・要介護者中心）

1回65分（一時間デイケア・要支援者中心）

1212715985

厚美（短時間） 及川（一時間）

言語訓練 グループ 理学療法士もフロア内に常駐

Dr. 言語個別リハ 摂食嚥下リハ グループリハ 食事

Dr. 言語個別リハ 摂食嚥下リハ グループリハ 食事

相
談
窓
口

相
談
窓
口

TEL
FAX

047-358-5500
047-329-2195

TEL
FAX

住所

サービス内容

提供時間

事業所番号

住所

サービス内容

提供時間

事業所番号

言語療法

送迎可能地域 市川市（北部除く）・浦安市・江戸川区南部

送迎可能地域 市川市（北部除く）
・浦安市・江戸川区の一部



らいおんハートクリニック デイケア緑友会

らいおんハート ことばとからだの温泉デイサービス南小岩

個別言語訓練 温泉・檜風呂（個浴）

一日コースでからだのリハビリ中心に食事・入浴も提供
しています。
脳の障害でことばの出にくい方に対してのリハビリも提
供でき、オンラインまたは直接にて言語聴覚士のリハビ
リを実施しています。一日コースが中心ですが、半日・一
時間もご相談に乗れます。

江戸川区・江東区・墨田区・葛飾区エリアで数
少ない、言語療法が実施できるデイ。入浴・食
事もご提供。

江戸川区小松川2-8-1

通所リハビリテーション

予防通所リハビリテーション

9：30～16：30（7～9時間）

1312328334

Dr. 言語個別リハ 摂食嚥下リハ 入浴食事

「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。

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。 江戸川区南小岩3-26-11

スエヒロビル1F

通所介護・予防通所介護

9：00～16：15（7～8時間）

1372306678

言語個別リハ 摂食嚥下リハ グループリハ 温泉 食事

03-5858-6916
03-5858-6917

加藤（かとう） 三谷（みたに）相
談
窓
口

TEL
FAX

牛山（うしやま） 肥後（ひご）相
談
窓
口

03-5876-7834
03-5876-7854

TEL
FAX

住所

サービス内容

提供時間

事業所番号

住所

サービス内容

提供時間

事業所番号

リモートでの言語訓練

送迎可能地域
クリニックより車で20分程度
応相談

送迎可能地域
江戸川区の北部、
市川市（市川駅周辺）



らいおんハート訪問看護リハビリステーション行徳

訪問ではご自宅にうかがい実際の生活場面でご本人・ご家族
へリハビリやアドバイスを行っています。
・身体が動きにくく外に出られない方・外出する自信のない方
・少しでも反応を引き出したい方・少しでも何かを食べたい方
・近場で言語聴覚士のリハビリが受けられない方・生活場面で
のリハビリやアドバイスが必要な方
どんな方でもご相談ください。

＊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）

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。

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。

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。

らいおんハート整形外科リハビリクリニック 外来言語・摂食嚥下リハビリ

住所

サービス内容

提供時間

事業所番号

外来リハビリ開始までの流れ

市川市行徳駅前1-5-1
メゾンドサンク101

訪問看護

予防訪問看護

9：00～18：00　40分か60分

1262790392

090-9803-6833
047-704-9697

山﨑（やまざき）

住所

サービス内容

提供時間

市川市行徳駅前2-16-1-４F

外来リハビリテーション

9：00～13：00  （午前の部）

14：30～18：30 （午後の部）

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

相
談
窓
口

TEL
FAX

047-306-7778
047-357-7730

中村（なかむら）相
談
窓
口

TEL
FAX

ご本人様・ご家族様 相談

同意の下、利用決定
ご本人様・ご家族様より主治医へ　指示書の依頼

指示書が到着
訪問での言語療法開始

お問い合わせ
相談受付票担当ケアマネージャー様 訪問看護

＊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。＊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。

外来リハビリ開始までの流れ

新規
お問い合わせ リハビリの予約 リハビリ

開始
診療情報提供書を持参し来院
らいおんハートクリニック受診

訪問可能地域 市川市・浦安市・江戸川区
・江東区（一部）船橋(一部）



言語療法・摂食嚥下療法Q＆A
言語療法のどんなサービスを選んだらいいかわかりません。
イメージがわきません。

ぜひ言語療法総合窓口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。対象の方がいらっしゃらなくてもご見学も可能です

Q

A

ことばは、良くなるのでしょうか？

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

A

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？

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

A

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？

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

A

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？

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

A

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？

医療保険の外来リハビリ・デイケア、ご状況に合わせてどちらの部門でも復職支援をします。言語・高次脳
機能評価や訓練を実施し、必要に応じてご職場や関連機関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。お若い方から60代の方まで復職を目指してリハビリにいらしています。

Q

A

高次脳機能障害はリハビリの対象になりますか？

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。

Q
A



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。

言語療法部門長
日下 智子

080-9654-2446

（ひのした　ともこ）

http://lion-heart.co/kotoba/
lion_st_honbu@yahoo.co.jp

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。

言語療法主任
山﨑 勇太

090-9803-6833

（やまざき　ゆうた）

TEL TEL

言語相談総合e-mail

ことばのデイサービスホームページ

〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前2-16-１-2F 
らいおんハート整形外科リハビリクリニックことばのデイケア

千葉銀行 ●千葉銀行 ●

らいおんハートクリニック
ことばのデイケア
（アルファボックスビル2F）

●西友●西友

●三菱UFJ銀行●三菱UFJ銀行

ドン・キホーテ●ドン・キホーテ●

地下
鉄東
西線
 行
徳駅

市川
浦安
線

047-329-2195047-358-5500


