
医療法人 財団 博仁会 

キナシ大林病院 

高松市 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人 

失語症、運動障害性構音障害、摂食嚥下障害、高次脳機能障害 

ST訓練を受けるには 

各診療科を受診した際に 言語訓練を希望される旨を医師にお伝えください 
なお、紹介状がある場合は神経内科あてでお願いします。 

 病院の標榜科目 

内科、腎臓内科、人工透析内科、消化器内科、糖尿病内科、呼吸器内科、神経内科、 
心療内科、循環器内科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、消化器外科、

形成外科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科 

リハビリテーションスタッフ 

病院：ＳＴ ４名  ＰＴ １５名  ＯＴ ７名  マッサージ師 ２名  助手 １名 
訪問看護ステーションきなし：ＰＴ ３名  ＯＴ ２名 

その他の情報 

ベッド数 ２５４床（一般１５０床  地域包括ケア病棟４９床 療養病床５５床） 
リハビリセンターに隣接して屋上庭園があります 

乗合バス（200円）を運行しています／飯田町−郷東町−鬼無町 

所在地 

761-8023 高松市鬼無町藤井435-1 
（電話 087-881-3631／ファックス087-881-3682） 



高松市民病院 

高松市 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人 

失語症、高次脳機能障害、運動障害性構音障害、摂食嚥下障害 

ST訓練を受けるには 

当院に入院されている方を対象に訓練を行っております 

病院の標榜科目 

内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科、外科、呼吸器外科、整形外科 

脳神経外科、形成外科、泌尿器科、産婦人科、小児科、精神科、眼科 

耳鼻いんこう科、皮膚科、放射線科、麻酔科、病理診断科、臨床検査科 

リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ ３名  ＰＴ ９名  ＯＴ ４名  受付 １名 

その他の情報 

ベッド数 ４１７床 

平成３０年度に高松市仏生山町に『高松市立みんなの病院』として移転予定です。 

所在地 

760-8538 高松市宮脇町2-36-1 
 電話／FAX 087-834-2181（代表） 

 
ホームページ 
http://www.takamatsu-municipal-hospital.jp/ 

 



医療法人社団 

真鍋医院 

高松市 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／小児・成人 

聴覚障害、機能性構音障害 

ST訓練を受けるには 

訓練の前にまず検査を実施して、そのあと訓練となります 

検査については、診療時間内に受け付けております 

訓練については、事前の予約が必要となります 

病院の標榜科目 

耳鼻咽喉科、気管食道科 

リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ １名 

その他の情報 

補聴器外来(予約制) 
 

  詳しく聴覚検査を行い、補聴器の適応を判定します。補聴器の選択・調整・適合検査を行います。 

  DEMO器を貸し出しし、2週間ごとに再調整・適合検査を繰り返します。 

  再調整が必要なくなれば、補聴器専門店から販売をしてもらいます。 

  販売後も希望に応じて随時再調整を行います。 

 

所在地 

760-0017 高松市番町二丁目4-１5 
（電話 087-851-2678／ファックス087-851-2676） 



香川県立中央病院 

高松市 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人・小児 

失語症、運動障害性構音障害、摂食嚥下障害、音声障害、高次脳機能障害 

言語発達遅滞、機能性構音障害 

ST訓練を受けるには 

疾患に応じた診療科を受診の上、ＳＴ希望の旨をお伝えください 

病院の標榜科目 

総合診療科、呼吸器内科、腎臓・膠原病内科、血液内科、神経内科、呼吸器外科、 

心臓血管外科、整形外科、小児科、泌尿器科、眼科、リハビリテーション科 

麻酔科、消化器内科、肝臓内科、糖尿病内科、循環器内科、小児外科 

消化器・一般外科、乳腺・内分泌外科、脳神経外科、形成外科、皮膚科 

産婦人科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、放射線科、歯科・口腔外科、緩和ケア内科 

 
リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ 4名  ＰＴ １７名  ＯＴ ７名 

その他の情報 

ベッド数 ５３３床 

所在地 

760-8557 高松市朝日町1-2-1 
(電話 087-811-3333 ＦＡＸ 087-802-1188) 
 
ホームページ  

  http://www.chp-kagawa.jp/ 



財団法人 三宅医学研究所 

附属 三宅リハビリテーション病院 

高松市 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人 

失語症、運動障害性構音障害、高次脳機能障害、摂食嚥下障害 

ST訓練を受けるには 

地域連携室を通して言語訓練希望の旨をお伝え下さい 

 

病院の標榜科目 

整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、放射線科、脳神経外科 

リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ ５名  ＰＴ ４０名  ＯＴ １１名 

 

その他の情報 

一般病棟 25床  回復期病棟36床 

 
訪問看護ステーションみやけ、ケアプランセンターみやけ、セントラルパーククリニック、 

通所リハビリセンター、健康増進施設サラマンダー、天神前通所リハビリセンター、 

陽子レディースクリニック 

 
 

所在地 

760-0018 香川県高松市天神前5番5号 
（電話087-831-2101 ／ファックス087-835-1886） 

 
ホームページ 
http://www.miyake.or.jp/index_hospital.htm 



高松赤十字病院 

高松市 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人・小児 

失語症、高次脳機能障害、運動障害性構音障害、摂食嚥下障害、機能性構音障害 

ST訓練を受けるには 

当院の言語聴覚療法は入院されている方を対象に行っております。 

病院の標榜科目 

血液内科、腎臓内科、内分泌・代謝内科、神経内科、循環器内科、消化器内科 

呼吸器内科、小児科、消化器外科、胸部・乳腺外科、腎臓外科、小児外科、脳神経外科 

心臓血管外科、整形外科、リハビリテーション科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科 

耳鼻いんこう科、歯科口腔外科、放射線科、麻酔科、精神科、腎臓外科、病理診断科 

 
リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ ２名  ＰＴ １７名  ＯＴ ７名 

その他の情報 

ベッド数 ５７６床 

所在地 

760-0017 高松市番町４丁目1-3 
（電話 087-831-7101／ファックス087-834-7809） 

 
ホームページ 
http://www.takamatsu.jrc.or.jp/ 



医療法人社団 新進会 

おさか脳神経外科病院 

高松市 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人 

失語症、運動障害性構音障害、摂食嚥下障害、高次脳機能障害 

ST訓練を受けるには 

診察時に言語訓練を希望される旨を医師にお伝えください 

病院の標榜科目 

脳神経外科、神経内科、外科、整形外科、循環器科、内科 

リハビリテーション科、麻酔科、放射線画像診断科、もの忘れ外来 

リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ ４名  ＰＴ １５名  ＯＴ ８名 

その他の情報 

入院当日より専門スタッフによる適切なリハビリテーションを提供し、 
 

最大限の回復サポートを御家族の御協力のもと行います 
 

急性期病棟 50床  回復期病棟 19床 
 

また、2014年4月よりデイケアおさかで言語聴覚訓練を開始しました 

所在地 

急性期病棟 
 761－8083 高松市三名町378－1 
 （電話 087-886-3300 Fax087-885-3038） 
 
 回復期病棟 
 761-8083 高松市三名町378－1 
 （電話 087-886-6900 Fax087-886-2555） 
 
 デイケアおさか 
 761-8084 高松市一宮町861-4 
 （電話 087-886-5300 Fax087-886-7345） 
 

 ホームページ http://www.osaka-nhp.jp/ 



香川県立聾学校 

きこえとことばの相談支援センター 

高松市 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／小児 

聴覚障害、言語発達遅滞、構音障害、小児の聴覚言語障害全般 

ST訓練を受けるには 

電話・ファックス・メール等で相談予約を取ってください 
（きこえとことばの相談支援センターにて対応） 

リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ ３名 

その他の情報 

幼稚部・小学部・中学部・高等部（普通科・理容科）・高等部専攻科 
 

香川県内の聴覚や言語に障害がある乳幼児から高校生を対象に 

聴覚管理・発音・言語指導を行っています 

所在地 

761-9074 高松市太田上町513-1 
（電話 087-865-4492／ファックス087-868-1480） 
 

メール 
ｒogaku01＠kagawa-edu.jp 
 
ホームページ 

http://www.kagawa-edu.jp/rogaku01/ 



独立行政法人 地域医療機能推進機構 

 りつりん病院 

高松市 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人 

失語症、運動障害性構音障害、音声障害、摂食嚥下障害、高次脳機能障害 

ST訓練を受けるには 

各診療科を受診した際に 言語訓練希望の旨を主治医にお伝えください 

各科の診療日や時間は お電話でお問い合わせください 

病院の標榜科目 

内科、循環器科、呼吸器科、小児科、外科、整形外科、リハビリテーション科 

脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、 

放射線科、麻酔科、歯科 

リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ ３名  ＰＴ １０名  ＯＴ ６名  助手 １名 

その他の情報 

ベッド数 ２７１床 
コトデン栗林駅よりすぐです。患者様に優しい総合病院を目指しています。 

急性期から回復期まで、チームアプローチによる一貫したリハビリを行っています。 

所在地 

760-0073 高松市栗林町3-5-9 
（電話 087-862-3171／ファックス087-837-1427） 

 
ホームページ 
http://www.ritsurinhp.jp/ 



高松平和病院 

高松市 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人・小児 

失語症、運動障害性構音障害、摂食嚥下障害、高次脳機能障害 

言語発達遅滞、機能性構音障害 

ST訓練を受けるには 

病院の標榜科目 

内科、消化器科、循環器科、呼吸器科、乳腺外来、整形外科 

リハビリテーション科、病理科、小児科(へいわこどもクリニック) 

リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ ２名  ＰＴ １５名  ＯＴ ８名 

その他の情報 

ベッド数 １２３床 （うち８床が地域包括ケア病床） 

所在地 

760-8530 高松市栗林町1-4-1 
（電話 087-833-8113／ファックス087-831-1254） 

香川医療生活協同組合 

 成人は、各診療科を受診した際に言語訓練希望の旨をお伝えください。 
 小児は、併設されているへいわこどもクリニックを受診し、訓練希望の旨を 
   お伝えください。 



デイサービス夕凪 

高松市 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人 

失語症、運動障害性構音障害、摂食嚥下障害、高次脳機能障害 

ST訓練を受けるには 

デイサービスを利用されている方のみの御利用となります 

リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ ４名  ＰＴ ３名  ＯＴ ３名  歯科衛生士 ５名 音楽療法士１名 

その他の情報 

 デイサービス夕凪（要介護者対象デイサービス）定員６５名   夕凪ヒルズ（高齢者賃貸住宅）１０室 

 プチ夕凪（認知症対応デイサービス）１２名   夕凪倶楽部（要支援者対象デイサービス）３５名 

 ヤング夕凪（若年者対象デイサービス）１０名  夕凪Japan(居宅介護支援事業所) 

 ナース夕凪（訪問看護）  アジア夕凪(カラオケ等音楽活動中心のデイサービス)１５名 

 ステップ夕凪（車椅子の方対象デイサービス）１２名  

 ボーン夕凪（短時間・接骨院風デイサービス）１０名  

 バーン夕凪（短時間・麻雀囲碁将棋デイサービス）１０名 

所在地 

761-0301 高松市林町1986-1 
（電話 087-866-7626／ファックス087-866-7616） 



香川こだま学園 

高松市 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／小児 

聴覚障害、人工内耳、発達障害、知的障害、言語発達遅滞、機能性構音障害、口蓋裂 

ST訓練を受けるには 

電話でお問い合わせください 
（電話受付  平日  午前９時～午後５時  土曜日  午前９時−午後１２時） 

リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ ６名  児童指導員 ６名  臨床心理士 ２名  
保育士 ２名  発達障害者サポート事業コーディネーター １名（兼） 

その他の情報 

難聴幼児通園施設：  通園部定員３０名 
                 （香川県より受給者証を発行してもらい、契約） 

                 ひびき（聴覚障害）コース、つばさ（知的・発達障害）コース 

                 ０歳から就学まで 

障害児等療育支援事業：外来・巡回・施設一般指導事業（予約制） 
                   （※新生児聴覚スクリーニング後の乳児の相談実施） 

発達障害者サポート事業 

障害者相談支援事業（地域生活支援センターこだま） 

所在地 

760-0080 高松市木太町３区1997番地３ 
（電話 087-861-7621／ファックス 087-861-7368） 

 
ホームページ 
http://wwwb.pikara.ne.jp/kodama-ryoiku53/ 

児童発達支援センター 



独立行政法人 国立病院機構 

高松医療センター 

高松市 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人 

失語症、運動障害性構音障害、摂食嚥下障害 

ST訓練を受けるには 

各診療科からリハビリテーション科に紹介・受診となります 
（受付時間 ８：３０−１１：３０） 

病院の標榜科目 

内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、外科 

アレルギー科、整形外科、リハビリテーション科、麻酔科、歯科 

リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ １名  ＰＴ ３名  ＯＴ ２名 

その他の情報 

ベッド数 ２４０床 

所在地 

761-0193 高松市新田町乙-8 
（電話 087-841-2146／ファックス087-843-5545） 
 

ホームページ
http://www.hosp.go.jp/~takamath/ 



屋島総合病院 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人・小児 

失語症、運動障害性構音障害、摂食嚥下障害、高次脳機能障害 

末梢性顔面神経麻痺など 

ST訓練を受けるには 

言語訓練を希望の場合は脳神経外科を、摂食嚥下訓練と末梢性顔面神経麻痺 
に対するリハビリを希望の場合は耳鼻咽喉科を受診してST希望をお伝え下さい。 

 
病院の標榜科目 

内科、呼吸器内科、消化器内科、糖尿病内科、循環器内科、小児科 

小児アレルギー科、外科、消化器外科、乳腺外科、肛門外科、整形外科 

脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、透析科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科 

リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科 

リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ ２名  ＰＴ １０名  ＯＴ ５名 

その他の情報 

平成28年11月1日に移転しました 

所在地 

761-0186 高松市屋島西町2105-17 
(電話 087-841-9141 ／ ファックス087-841-7392) 

高松市 



かがわ総合リハビリテーションセンター 

高松市 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／小児・成人 

言語発達遅滞、機能性構音障害、広汎性発達障害 
失語症、運動障害性構音障害、摂食嚥下障害、高次脳機能障害 

（そのほか吃音・難聴・発達障害全般についても御相談ください 補聴器外来も開設しております） 

ST訓練を受けるには 

小児科（予約制）、耳鼻咽喉科、整形外科、脳神経外科のいずれかを受診してください 
（各科の診療日や時間をあらかじめ電話等でお問い合わせの上ご来院ください） 

病院の標榜科目 

内科、小児科、整形外科、脳神経外科、リハビリテーション科 

眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、泌尿器科、歯科 

リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ ２１名  ＰＴ ４５名  ＯＴ ４３名  ＯＲＴ ２名  ＭＳＷ ３名 

その他の情報 

リハビリテーション病院 入院 ７２床（回復期リハビリテーション３８床） 

子ども支援施設   入所 ２５名   通園 ３５名      

療養介護施設    入所 ２０名 

成人支援施設    機能訓練     定員 ３６名     生活訓練      定員 ２０名 

                             就労移行支援  定員  ２４名     施設入所支援   定員  ４０名 

所在地 

761-8057 高松市田村町1114 
（電話 087-867-6008／ファックス087-865-3915） 

 
ホームページ 
http://www.kagawa-reha.net/ 



香川県発達障害者支援センター 

アルプスかがわ 

高松市 

支援を行っている主な疾患や障害／小児・成人 

自閉症スペクトラム障害・注意欠陥多動性障害・学習障害など 

発達障害全般について、以下のような支援活動を行っています 

支援を希望される場合は 

『アルプスかがわ』に直接お電話でお問い合わせください 

支援スタッフ（常勤） 

ＳＴ 1名  社会福祉士 1名  心理士 2名  ＯＴ １名 

所在地 

761-8057 高松市田村町1114 
（電話 087-866-6001／ファックス 087-867-0420） 

 
ホームページ 
http://www.kagawa-reha.net/alps.html 

○発達障害をお持ちの御本人や御家族との相談 

○発達障害をお持ちの御本人のアセスメントや医療相談 

○発達障害支援を実施している学校など地域の機関の相談 

○発達障害とその支援に関する研修 



個別学習指導教室 Libre study 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人・小児 

幼稚園年長から中学生程度の学習障害などの発達障碍児、軽度知的障害児 
(ただし、中学までの内容であれば年齢は問いません) 

ST訓練を受けるには 

 
 

病院の標榜科目 

リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ １名  ＰＴ １名  ＯＴ １名 

その他の情報 

所在地 

高松市 

お電話にてお問い合わせください。 
087-837-3535(Ｌｉｂｒｅ Ｂｏｄｙ) 

機能訓練型デイサービス さんごのおうち、 
フィットネス施設 Ｌｉｂｒｅ Ｂｏｄｙ を併設いたしております。 

当施設は、言語聴覚士が指導する個別学習指導教室です。 
指導日は月曜日か木曜日を選択していただきます。 

個別指導40分／回、少人数制指導(3名まで)は60分／回です。 

〒760-0062 
香川県高松市塩上町10-5 
池商はせ川ビル2階 
 
観光通ＮＴＴより西へ50ｍ 
1Ｆがヤマサキデイリーストアのビルです。 

 
ホームページ 
http://libre-body.com/ 



赤井外科クリニック 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人 

失語症、運動障害性構音障害、摂食嚥下障害、音声障害、高次脳機能障害 

ST訓練を受けるには 

 
 

病院の標榜科目 

リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ １名（非常勤）  ＰＴ ２名  ＯＴ ２名 

所在地 

高松市 

通所リハご利用の上、ご希望に応じてスタッフにご相談ください。 

外科、消化器科、リハビリテーション科 

〒761-8013 香川県高松市香西東町315-2 
（電話 087-881-2776／ファックス087-881-5831） 

 
 



介護老人保険施設 サンライズ屋島 

高松市 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人 

失語症、運動障害性構音障害、摂食嚥下障害、高次脳機能障害、認知症 

ST訓練を受けるには 

入所またはデイケアを利用されている方が対象になります。 
ご利用にあたってはケアマネージャーに訓練希望の旨をお伝えください 

リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ ２名  ＰＴ ３名  ＯＴ ３名 

その他の情報 

所在地 

〒761-0102 高松市新田町甲2723番地2 
（電話 087-841-8090／ファックス087-841-8077） 

入所定員 ８０名  デイケア ４０名 



いしかわ訪問看護ステーション 

高松市 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人 

成人脳血管疾患、神経系疾患など 

ST訓練を受けるには 

事業所への電話連絡など（050-1508-2060） 

リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ  ＰＴ  ＯＴ  

その他の情報 

所在地 

769-0103 高松市国分寺町甲3158番地13
（電話 050-1508-2060／ファックス087-874-2215） 

在宅サービス 



香川医療生活協同組合 

高松協同病院 

高松市 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人 

失語症、運動障害性構音障害、摂食嚥下障害、高次脳機能障害 

 

 ST訓練を受けるには 

事前に電話予約をし、外来受診してください。 

電話予約時に言語療法希望の旨をお伝えください。 

 
 

 病院の標榜科目 

内科、整形外科、リハビリテーション科 

リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ １５名  ＰＴ ４７名  ＯＴ ３８名  ＭＳＷ ６名 

その他の情報 

回復期リハ病棟 ８５床 
 

通所リハビリテーション・デイサービス・訪問リハビリ（PT・OT・ST）を行っています 

所在地 

760-0080 高松市木太町4664番地 
（電話 087-833-2330／ファックス087-833-2880） 
 
ホームページ 
http://www.kagawa.coop/ 



小豆島中央病院 

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人・小児 

失語症、運動障害性構音障害、摂食嚥下障害、言語発達遅滞、機能性構音障害など 

ST訓練を受けるには 

リハビリテーション科または地域連携室に、電話でご相談ください 

病院の標榜科目 

内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、 

眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、人工透析内科、放射線科、リハビリテーション科 

リハビリテーションスタッフ 

ＳＴ ２名  ＰＴ ６名  ＯＴ ４名 

その他の情報 

旧内海病院と旧土庄中央病院が平成２８年４月１日に統合し、 

小豆島中央病院となりました。 

所在地 

761-4301 小豆郡小豆島町池田2060番地1 
(電話 0879-75-1121／FAX0879-75‐1131) 
 
ホームページ 
https://scha.jp 
 

小豆島町 


