
・フロア内の窓を極力開けて、換気をこまめにしています。
・フロア内の環境整備、消毒を行っています。(朝・夕など随時 )
・利用者様同士の距離を取る為、テーブルを広げて座って頂い
   ています。
・1日7回のテーブル拭きと消毒を行っています。
(朝・朝のティータイム後・食前・食後・おやつ前・おやつ後・帰り)

・フロア内の窓を極力開けて、換気をこまめにしています。
・フロア内の環境整備、消毒を行っています。(朝・夕など随時 )
・利用者様同士の距離を取る為、テーブルを広げて座って頂い
   ています。
・1日7回のテーブル拭きと消毒を行っています。
(朝・朝のティータイム後・食前・食後・おやつ前・おやつ後・帰り)

・利用者の皆さんには、マスクの着用をお願いしています。
・来所された時、リハビリの後、昼食前、おやつ前に手指の
   消毒をしています。
・リハビリや排泄後の石鹸手洗いの励行、アルコール消毒を
   実施しています。

・利用者の皆さんには、マスクの着用をお願いしています。
・来所された時、リハビリの後、昼食前、おやつ前に手指の
   消毒をしています。
・リハビリや排泄後の石鹸手洗いの励行、アルコール消毒を
   実施しています。

＊ 送迎日の朝、「お熱 (微熱も含めて) また 咳や喉の痛み ・ 倦怠感」など利用者様の体調が
　万全でない時は、その方にはお休み頂いて、ご自宅での療養をお願い致しております。
　大切な皆様をお守りするため、蔓延防止対策にご協力をお願い致します。

＊ 送迎日の朝、「お熱 (微熱も含めて) また 咳や喉の痛み ・ 倦怠感」など利用者様の体調が
　万全でない時は、その方にはお休み頂いて、ご自宅での療養をお願い致しております。
　大切な皆様をお守りするため、蔓延防止対策にご協力をお願い致します。

＊座席にパーテーション設置。＊座席にパーテーション設置。

《利用者の皆さんに行ってもらっていること》《利用者の皆さんに行ってもらっていること》

デイケアのコロナ対策 -⒉デイケアのコロナ対策 -⒉デイケアのコロナ対策 -⒉
《デイケア環境面対策》《デイケア環境面対策》

＊リハビリの実施場所を
　２階から１階に変更して、
　多くの方と関わらない
　ように対応しています。

＊リハビリの実施場所を
　２階から１階に変更して、
　多くの方と関わらない
　ように対応しています。

　＊ご利用日は、お迎えの前にご自宅にて
　　検温を行って頂いています。

　＊午前と午後の手洗い体操の実施。
　　( 手洗い時の参考に )

　＊ご利用日は、お迎えの前にご自宅にて
　　検温を行って頂いています。

　＊午前と午後の手洗い体操の実施。
　　( 手洗い時の参考に )

  ・リハビリの訓練で使用
　する設備や道具類も、
　随時消毒をしています。

  ・リハビリの訓練で使用
　する設備や道具類も、
　随時消毒をしています。

《リハビリの状況》《リハビリの状況》

編集後記　　世の中の困難はまだ先が見えない状況ですが、
この状況に負けないサービスをご提供する為、新しいサービス
を模索し日々試行錯誤しています。    ゆとりずむは面会自粛の
中でも、ご家族の皆様の不安を少しでも払拭出来ます様情報
を発信していきます。皆様の生活が安全安心で有ります様に。

＜アクセス＞　ＪＲ横須賀線・保土ヶ谷駅下車。　東口バスターミナルの
１番又は２番乗り場（神奈中バス「戸塚駅東口」「東戸塚駅」「芹が谷」
「不動坂」、市営バス「境木中学校」行き）から乗車し、バス停「権太坂
上」下車。徒歩３分。　国道 1号線沿い、育生会横浜病院の隣です。

〒240-0025　横浜市保土ヶ谷区狩場町 200-7
TEL：045-712-9931（代表）
FAX：045-712-9926

一般財団法人　育生会

介護老人保健施設　ユトリアム

ユトリアムホームページ
http://yutoriam.com/
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横浜市の
「感染症対策取組事業所」
に認定されました。
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に認定されました。
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LIFE  ( 科学的介護情報システム ) の導入 
将来的な介護に役立てる事を目的として、現在の利用者様の介護の情報を収集しています。

このような思いから「科学的に裏付けられた介護」の実現を目指して、その為のデータを
集める事が開始されます。蓄積された情報を解析して、「利用者様の自立度」が改善した
ケースがあったとして、「そこでどんな計画を立てていたか」などを導き出せる可能性が
あります。つまり、介護サービスによる「取り組み」と「結果」の関連をはっきりさせる
ことで、先の見えない試行錯誤に振り回されるという事が少なくなります。

介護が「うまく行っていない原因」を見つけ出すのが困難な場合も、「うまく行っていない
原因はここにある」という客観的な分析が加われば、皆が「改善」に向けて同じ方向を
向く事が出来、より良い介護に向けて一歩先に進みやすくなるというものです。

　※ 『  LIFE  』は Long-term care Information system For Evidence を略したものです。  
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どの様な人にどの様な介護を行った場合に
《状態の改善が見られたか》または《効果が無かったか》の情報を

データとして収集し分析することにより、
試行錯誤を繰り返していた同じ様なケースについて、

今後早い段階で適切な介護を行うことが出来る様に改善して行きたい。

どの様な人にどの様な介護を行った場合に
《状態の改善が見られたか》または《効果が無かったか》の情報を

データとして収集し分析することにより、
試行錯誤を繰り返していた同じ様なケースについて、

今後早い段階で適切な介護を行うことが出来る様に改善して行きたい。

科学的介護情報システム『LIFE』の活用科学的介護情報システム『LIFE』の活用科学的介護情報システム『LIFE』の活用 ぷちゆと
ニュース
ぷちゆと
ニュース

・デイケアのコロナ対策‐２．・デイケアのコロナ対策‐２．・デイケアのコロナ対策‐２．
・ユトリアム の リハビリ をご紹介します！！・ユトリアム の リハビリ をご紹介します！！・ユトリアム の リハビリ をご紹介します！！



【内側　右】【内側　左】

言語聴覚士は【Speech-Language-Hearing Therapist】(ｽﾋﾟｰﾁ・ﾗﾝｸﾞｴｯｼﾞ・ﾋﾔﾘﾝｸﾞ・ｾﾗﾋﾟｽﾄ) 略して 『ST』とも呼ばれます。

＜失語症訓練の様子＞＜失語症訓練の様子＞＜失語症訓練の様子＞

言語聴覚療法（ST訓練）

＜食事介助・食事評価の様子＞＜食事介助・食事評価の様子＞＜食事介助・食事評価の様子＞

主に、発声・構音・言語に問題のあるコミュニケーション障害の方や、食べたり飲んだりすることが困難な
摂食嚥下障害の方に対し、評価・訓練を行っています。　昼食時には、各フロアを回り、食事場面から飲み
込みの状態を観察します。　また、必要な方には食事介助を行い食事内容や形態を検討します。

主に、発声・構音・言語に問題のあるコミュニケーション障害の方や、食べたり飲んだりすることが困難な
摂食嚥下障害の方に対し、評価・訓練を行っています。　昼食時には、各フロアを回り、食事場面から飲み
込みの状態を観察します。　また、必要な方には食事介助を行い食事内容や形態を検討します。

＜呼吸発声訓練＞＜呼吸発声訓練＞＜呼吸発声訓練＞

物忘れなどの症状がありご自宅での生活が困難な方に
対し作業活動を通じて認知症状の改善・防止に努め生
活の動作手順が安全に行えるように介入しています。

物忘れなどの症状がありご自宅での生活が困難な方に
対し作業活動を通じて認知症状の改善・防止に努め生
活の動作手順が安全に行えるように介入しています。

作業療法士は【Occupational Therapist】(ｵｷｭﾍﾟｲｼｮﾅﾙ・ｾﾗﾋﾟｽﾄ) 略して『OT』とも呼ばれます。

作業療法（OT訓練）
＜認知症短期集中リハビリテーション＞＜認知症短期集中リハビリテーション＞＜認知症短期集中リハビリテーション＞

＜歩行訓練＞＜歩行訓練＞＜歩行訓練＞

利用者様の筋力低下部位また痛みの状態に合わせて行います。利用者様の筋力低下部位また痛みの状態に合わせて行います。

理学療法士は【Physical Therapist】(ﾌｨｼﾞｶﾙ・ｾﾗﾋﾟｽﾄ) 略して 『PT』 とも呼ばれます。

理学療法（PT訓練）

＜関節可動域訓練＞＜関節可動域訓練＞＜関節可動域訓練＞

①制限の出てる
　部位をほぐす。
①制限の出てる
　部位をほぐす。

②ご自身で動かす事が
　難しい場合はセラピ
　ストが補助しながら
　行う。

②ご自身で動かす事が
　難しい場合はセラピ
　ストが補助しながら
　行う。

③ご自身で可能な最大
　の可動域で行う。
③ご自身で可能な最大
　の可動域で行う。 ③何も持たないで行う。③何も持たないで行う。

①平行棒を持ちセラピス
　トが補助しながら練習
　する。

①平行棒を持ちセラピス
　トが補助しながら練習
　する。

②平行棒を持って練習
　する。
②平行棒を持って練習
　する。

③歩行器を使用し練習
　する。
③歩行器を使用し練習
　する。

④杖使用で練習する。④杖使用で練習する。 ⑤何も持たないで練習する。⑤何も持たないで練習する。

⑥荷物を持って練習する。⑥荷物を持って練習する。

⑦屋外で練習する。⑦屋外で練習する。

②支持物を持って行う。②支持物を持って行う。

＜階段訓練＞＜階段訓練＞＜階段訓練＞

①訓練用階段で練習する。①訓練用階段で練習する。

②屋外階段で練習する。②屋外階段で練習する。

①支持物を持ちセラピ
　ストが補助しながら
　行う。

①支持物を持ちセラピ
　ストが補助しながら
　行う。

＜立位訓練＞＜立位訓練＞＜立位訓練＞

病気、けが、高齢、障害などによって運動機能が低下した状態にある方に対し、運動・温熱・電気・水・光線などの物理的手段で運動機能の維持・改善を行っています。
理学療法の主な訓練として、筋力増強訓練・関節可動域訓練・立位訓練・歩行訓練・階段訓練 があります。
病気、けが、高齢、障害などによって運動機能が低下した状態にある方に対し、運動・温熱・電気・水・光線などの物理的手段で運動機能の維持・改善を行っています。
理学療法の主な訓練として、筋力増強訓練・関節可動域訓練・立位訓練・歩行訓練・階段訓練 があります。

＜筋力増強訓練＞＜筋力増強訓練＞＜筋力増強訓練＞

【ホットパック】
患部を温め痛みの緩和や
血行の改善に使用します。

【ホットパック】
患部を温め痛みの緩和や
血行の改善に使用します。

【ホットパック】
患部を温め痛みの緩和や
血行の改善に使用します。

【突っ張り型手すり】
移乗や立ち座り動作の
時に使用します。

【突っ張り型手すり】
移乗や立ち座り動作の
時に使用します。

【突っ張り型手すり】
移乗や立ち座り動作の
時に使用します。

【平行棒】
立位・歩行訓練時に
使用します。

【平行棒】
立位・歩行訓練時に
使用します。

【平行棒】
立位・歩行訓練時に
使用します。

【平行棒】
立位・歩行訓練時に
使用します。

【平行棒】
立位・歩行訓練時に
使用します。

【平行棒】
立位・歩行訓練時に
使用します。

【角型支持平行棒】
バーを強く握りしめてしまう悪影響を
防いで歩行訓練を行う時に使用します。

【角型支持平行棒】
バーを強く握りしめてしまう悪影響を
防いで歩行訓練を行う時に使用します。

【角型支持平行棒】
バーを強く握りしめてしまう悪影響を
防いで歩行訓練を行う時に使用します。

【訓練用階段】
階段の昇降訓練の
時に使用します。

【訓練用階段】
階段の昇降訓練の
時に使用します。

【訓練用階段】
階段の昇降訓練の
時に使用します。

【姿勢矯正用鏡】
姿勢や歩容の矯正に使用します。
【姿勢矯正用鏡】
姿勢や歩容の矯正に使用します。
【姿勢矯正用鏡】
姿勢や歩容の矯正に使用します。

【プラットフォーム】
起床・移乗・座位訓練の
時に使用します。

【プラットフォーム】
起床・移乗・座位訓練の
時に使用します。

【プラットフォーム】
起床・移乗・座位訓練の
時に使用します。

≪ 360 パノラマビュー ≫≪ 360 パノラマビュー ≫
【 機能訓練室-廊下側 】【 機能訓練室-廊下側 】 【 機能訓練室-窓側 】【 機能訓練室-窓側 】 【 機能訓練室-廊下側 】【 機能訓練室-廊下側 】

ユトリアム の リハビリ をご紹介します！！ユトリアム の リハビリ をご紹介します！！ユトリアム の リハビリ をご紹介します！！ユトリアム の リハビリ をご紹介します！！ ご自宅での生活の為に、ユトリアムではどの様なリハビリが受けられるのかご紹介致します。　リハビリの
大きな目的である、「元の生活に戻る」や「その方らしい生き方を生活の中に落とし込む」を実現する為
に、リハビリの三種の専門職 ( PT・OT・ST )が互いに連携し合い、皆様の様々な状態に対応しています。　

ご自宅での生活の為に、ユトリアムではどの様なリハビリが受けられるのかご紹介致します。　リハビリの
大きな目的である、「元の生活に戻る」や「その方らしい生き方を生活の中に落とし込む」を実現する為
に、リハビリの三種の専門職 ( PT・OT・ST )が互いに連携し合い、皆様の様々な状態に対応しています。　

理学療法士は運動機能、作業療法士は作業にかかわる機能、言語聴覚士は言語・音声・嚥下にかかわる機能をそれぞれ専門としています。理学療法士は運動機能、作業療法士は作業にかかわる機能、言語聴覚士は言語・音声・嚥下にかかわる機能をそれぞれ専門としています。


