
介護老人保健施設

千 手 苑

善通寺市

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

入所の方が対象になります

リハビリテーションスタッフ

ＳＴ １名 ＰＴ ４名 ＯＴ １名

その他の情報

入所定員 ７２名

通所定員 ２０名

ご高齢になられても、その人らしく心豊かに健やかに穏やかな生活を送って

いただけるよう支援させていただきたいと考えています

所在地

765-0032 善通寺市原田町1486-3
（電話 0877-63-1010／ファックス0877-63-0101）



医療法人社団純心会 介護老人保健施設

ハートフルねんりん荘

善通寺市

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
（そのほかパーキンソン病の言語訓練についても御相談ください）

ST訓練を受けるには

当施設は老人保健施設です
施設利用（入所・通所）の方のみを対象に訓練を行っています

リハビリテーションスタッフ

ＳＴ １名 ＰＴ ４名

その他の情報

ベッド数 ８０床

通所定員 ４０名

利用者の皆様に楽しんでいただけるよう

様々な行事にも積極的に取り組んでいます

所在地

765-0073 善通寺市中村町851-1
（電話 0877-63-3111／ファックス0877-63-3200）

ホームページ
http://www.junshinkai.com/facilitie

/heartfull_n.html



四国こどもとおとなの医療センター

善通寺市

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、器質性構音障害、自閉症スペクトラム

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

小児：外来（児童精神科、形成外科、耳鼻科、神経内科）を受診して
「ことばのリハビリを希望」とお伝えください。

成人：入院の方のみを対象に訓練をおこなっております。

病院の標榜科目

小児科、小児呼吸器内科、小児循環器内科、新生児科、小児アレルギー科、小児血液・

腫瘍内科、小児腎臓内科、児童心療内科、児童精神科、婦人科（思春期）、産科、周産

期内科、小児感染症内科、小児内分泌・代謝内科、小児外科、小児心臓血管外科、小

児脳神経外科、小児整形外科、小児形成外科、小児眼科、小児耳鼻咽喉科、小児歯科、

内科、心療内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、リウマチ科、外科、整形外科、

形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽

喉科、乳腺外科、婦人科、不妊治療婦人科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、

救急科、臨床検査科

リハビリテーションスタッフ

ＳＴ ５名、ＰＴ １７名、ＯＴ ６名

その他の情報

旧香川小児病院と旧善通寺病院が平成２５年５月に

統合し、現在の名称に変更しました。

所在地

765-8507 善通寺市仙遊町2丁目１番１号
（電話 0877-62-1000／ファックス0877-62-6311）

ホームページ
http://www.shikoku-med.jp/



医療法人圭良会

永生病院

仲多度郡

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、認知症

ST訓練を受けるには

外来受診時に訓練の希望をお伝えください。

リハビリテーションスタッフ

一般病棟40床 介護療養型90床 人工透析21床

通所介護 いこいの家、げんきの郷 居宅介護支援事業所 いこいの郷 森内科

認知症対応型共同生活介護 グループホームこんぴら

小規模多機能型居宅介護 サンライズこんぴら

その他の情報

所在地

769-0311 仲多度郡まんのう町買田221-3
（電話 0877-73-3300／ファックス0877-73-3202）

ホームページ
http://www.eisei-hp.or.jp/

病院の標榜科目

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病・代謝内科、

腎臓内科（人工透析）、放射線診断科、消化器外科（内視鏡）、呼吸器外科

整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、皮膚科、泌尿器科、脳神経外科
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瀬戸内リハビリセンター

丸亀市

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、言語発達遅滞

ST訓練を受けるには

受診時に訓練の希望をお伝えください。小児のことばの相談も受け付けております。

病院の標榜科目

内科、循環器科、小児科、リハビリテーション科

リハビリテーションスタッフ

ＳＴ １名 ＰＴ １名 ＯＴ ２名

その他の情報

デイケア定員 ４０名

通所リハビリテーション（リハビリセンター）を併設しています

所在地

763-0091 丸亀市川西町北188-1
（電話 0877-28-1513／ファックス0877-28-1514）



まるがめ医療センター

丸亀市

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

言語発達遅滞、機能性構音障害、脳性麻痺、発達障害

ST訓練を受けるには

外来（内科、脳神経外科、小児科）を受診して リハビリ希望とお伝えください

病院の標榜科目

内科、消化器科、外科、婦人科、神経内科、整形外科、眼科、形成外科

耳鼻咽喉科、呼吸器科、小児科、脳神経外科、放射線科、皮膚科

麻酔科、泌尿器科、乳腺外科、リハビリテーション科、人間ドック

リハビリテーションスタッフ

ＳＴ ５名 ＰＴ ４３名 ＯＴ ２０名
心理士 １名 物療 １名 事務 １名

その他の情報

ベッド数 ２３０床
小児リハビリテーションセンター併設、耳鼻科では嚥下機能検査（VE・VF）も行っています。

所在地

763-8507 丸亀市津森町219番地
（電話 0877-23-5555／ファックス0877-23-6200）

ホームページ
http://www.jyujin-mmc.jp



独立行政法人 労働者健康安全機構

香川労災病院

丸亀市

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

ST訓練を受けるには

原因疾患の担当科を受診して リハ科への紹介となります

病院の標榜科目

内科、循環器科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、泌尿器科

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、歯科口腔外科

リハビリテーションスタッフ

ＳＴ ２名 ＰＴ １１名 ＯＴ ７名

その他の情報

ベッド数 ４０４床

所在地

763-0013 丸亀市城東町３−３−１
（電話 0877-23-3111／ファックス0877-24-1147）

ホームページ
http://www.kagawah.rofuku.go.jp



田村クリニック

丸亀市

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人

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

所在地

失語症、運動障害性構音障害、摂食嚥下障害

原因疾患の担当科を受診して医師に御相談ください

外科・整形外科・胃腸科・内科・肛門科・リハビリテーション科

ＳＴ ３名 ＰＴ ５名 ＯＴ ５名

763－0048 香川県丸亀市幸町1－5－5
（電話 0877-22-8391／ファックス0877-22-8392）

その他の情報

外来でのリハビリに加え、訪問リハビリも対応可能です。
平成28年4月より短時間デイケアを運営しており、STの対応も可能です。



香川県厚生農業協同組合連合会

滝宮総合病院

綾歌郡

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

当院に入院されている方を対象に訓練を行っています。

病院の標榜科目

内科、消化器内科、消化器外科、 循環器内科、呼吸器内科、呼吸器外科、心臓血管外科、

外科、形成外科、 乳腺外科、心療内科、リウマチ科、 小児科、整形外科、脳神経外科、

産婦人科、皮膚科、眼科、歯科、 泌尿器科、耳鼻咽喉科、アレルギー科、放射線診断科、

放射線治療科、麻酔科、精神科、リハビリテーション科

リハビリテーションスタッフ

ＳＴ ３名 ＰＴ １４名 ＯＴ ９名

その他の情報

ベッド数 １９１床

所在地

761-2393 綾歌郡綾川町滝宮486番地
（電話 087-876-1145／ファックス087-876-1302）

ホームページ
http://www10.ocn.ne.jp/~tghpweb/



坂出市立病院

坂出市

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人・小児

摂食嚥下障害、失語症、高次脳機能障害、運動障害性構音障害、

言語発達遅滞、機能性構音障害

ST訓練を受けるには

成人：当院に入院されている方を対象に訓練を行っています。
小児：未就学児を対象に訓練を行っています。訓練希望の場合は、

小児科外来にお問い合わせください。

リハビリテーションスタッフ

ＳＴ １名 ＰＴ ６名 ＯＴ ４名

その他の情報

ベッド数 194床

所在地

762-8550 香川県坂出市寿町三丁目1番2号
（電話 0877-46-5131／ファックス0877-46-2377）

ホームページ
http://www. city.sakaide.lg.jp/site/sakaide-
hospital/

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科、腎臓内科、血液内科、
漢方内科、小児科、外科、消化器外科、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科、泌尿
器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、リウマチ科、放射線科、臨床検査科、
リハビリテーション科

病院の標榜科目

坂出市立病院

森田歯科医院

西園寺

香風園

N

県道３３号線

坂出駅



社会医療法人財団 大樹会

総合病院 回生病院

坂出市

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

各診療科の医師に御相談ください
診療時間 午前 9:00−12:00 午後13:00 − 17:00

病院の標榜科目

内科、呼吸器内科、循環器科、小児科、心療内科、精神科、神経科、神経内科

リウマチ科、外科、呼吸器外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、産婦人科、

眼科、耳鼻咽喉科、気管食道科、泌尿器科、性病科、肛門科、麻酔科

リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、救急科、ペインクリニック内科、消化器科、

血液内科、臨床検査科
リハビリテーションスタッフ

ＳＴ １１名 ＰＴ ４１名 ＯＴ ２２名 DH １名

その他の情報

ベッド数 ３９７床

介護保険での通所リハビリも行っています。

所在地

762-0007 坂出市室町三丁目5番28号
（電話 0877-46-1011／ファックス0877-45-6410）

ホームページ
http://www.kaisei.or.jp



善通寺養護学校

こころとからだの相談センター

善通寺市

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／小児

言語発達遅滞、発達障害等

ST訓練を受けるには

個別の訓練は現在実施しておりません。
言語聴覚障害がある小児全般の教育相談・就学、進路相談となります。

（特にSTの相談を希望する際には、希望を伝えてください。）

リハビリテーションスタッフ

ＳＴ １名教育相談担当教諭
（特別支援教育コーディネーター、養護教諭、自立活動専任教諭、進路指導主事等）

その他の情報

所在地

765-0001 善通寺市仙遊町二丁目１番2号
（電話 0877-62-7631／ファックス0877-62-3984）

ホームページ

https://www.kagawa-edu.jp/zenyo02/htdocs/

善通寺養護学校では、心と体に不安をかかえたお子さんや保護者の方々、また、
関わっている先生方からの相談をお受けし、支援や情報提供を行っています。
お気軽にご連絡ください。

相談内容については秘密を厳守します。学校見学等も可能です。詳しくはホーム
ページをご覧ください。



介護老人保健施設

松 寿 荘

坂出市

言語聴覚訓練を行っている主な疾患や障害／成人

摂食嚥下障害、運動障害性構音障害、失語症

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
訪問リハビリテーションも行っております。

リハビリテーションスタッフ

ＳＴ １名 ＰＴ １０名 ＯＴ ３名

その他の情報

入所定員 ８０名

所在地

762-0015 坂出市大屋冨町3100番地13
（電話 0877-47-4611／ファックス0877-47-3119）


