
一般社団法人千葉県言語聴覚士会 会員が所属する県内施設一覧 2015年４月１日現在（会員名簿を元に作成）
小中学校のきこえ・ことばの教室、特別支援学校については、教育委員会にお問い合わせください

所属部署 郵便番号 住所 電話番号
【旭市】
総合病院　国保旭中央病院 小児科 289-2511 旭市イの1326 0479-63-8111 小児言語・認知　摂食・嚥下

【我孫子市】
我孫子市こども発達センター 270-1112 我孫子市新木1637 04-7188-0472 小児言語・認知　聴覚
我孫子市障害者福祉センター 健康福祉部障害福祉支援課 270-1112 我孫子市新木1637 04-7188-0141 成人言語・認知　摂食・嚥下
東葛飾障害者相談センター 判定課 270-1151 我孫子市本町3-1-2　けやきプラザ3階 04-7165-2422 聴覚　発声・発語
我孫子つくし野病院 270-1164 我孫子市つくし野131-1 04-7184-2211 成人言語・認知　摂食・嚥下
我孫子市役所　福祉総合相談室 福祉総合相談室 270-1112 我孫子市我孫子1858 04-7185-1111 小児言語・認知
医療法人社団葵会　介護老人保健施設　葵の園・我孫子 リハビリテーション科 270-1177 我孫子市柴崎137-1 04-7182-1165 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
医療法人財団明理会　介護老人保健施設　我孫子ロイヤルケアセンターリハビリテーション科 270-1121 我孫子市中峠2614 04-7181-5611 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
我孫子聖仁会病院 リハビリテーション科 270-1177 我孫子氏柴崎1300 04-7181-1100 成人言語・認知　摂食・嚥下
医療法人社団創造会 介護老人保健施設 クレオ リハビリテーション科 270-1166 我孫子市我孫子1855-4 04-7179-7700 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
医療法人社団創造会 メディカルプラザ平和台病院 リハビリテーション科 270-1101 我孫子市布佐834-28 04-7189-1111 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【市川市】
市川高次脳機能障害相談室 272-0023 市川市南八幡4-4-5　ウィンズ本八幡703 047-378-0781 成人言語・認知
市川市総合福祉センター ことばの相談室 272-0032 市川市大洲4-18-3 047-370-3561 小児言語・認知　聴覚
市川市リハビリテーション病院 リハビリテーション部 272-0802 市川市柏井町4-229-4 047-320-7111 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
医療法人社団嵐川　大野中央病院 リハビリテーション科 272-0821 市川市下貝塚3-20-3 047-374-0011 成人言語・認知　摂食・嚥下
市川東病院 リハビリテーション科 272-0001 市川市二俣２－１４－３ 047-327-3355 成人言語･認知　発声･発語　摂食･嚥下
介護老人保健施設グレースケア市川 リハビリテーション 272-0801 市川市大町43-3 047-303-8883 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
らいおんハート温泉言葉のデイサービス 272-0133 市川市行徳駅前4-2-6 047-358-5500 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
らいおんハートクリニック行徳駅前 リハビリテーション科 272-0133 市川市行徳駅前2-16-1ｰ2F 047-306-7778 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
国立国際医療研究センター　国府台病院 リハビリテーション部 272-8516 市川市国府台1-7-1 047-372-3501 成人言語・認知　発声・発語　
公益財団法人化学療法研究会　化学療法研究所附属病院 リハビリテーション 272-0827 市川市国府台６－１－１４ 047-375-1111 成人言語･認知　発声･発語　摂食･嚥下
筑波大学附属聴覚特別支援学校 272-8560 市川市国府台2-2-1 047-371-4135 聴覚
東京歯科大学市川総合病院 リハビリテーション科 272-8513 市川市菅野5-11-13 047-322-0151 成人言語・認知　摂食・嚥下
言語デイサービス　ミカタ市川 通所介護 272-0837 市川市堀之内3-18-25　グリーンマノリアル １階2号 047-710-2121 成人言語・認知　摂食・嚥下
吉野内科神経内科医院 リハビリテーション科 272-0827 市川市国府台3-3-16 047-374-0056 成人言語･認知　発声･発語　摂食･嚥下
医療法人社団哺育会介護老人保健施設ハートケア市川 リハビリテーション科 272-0803 市川市奉免町59-2 047-303-8222 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
(株)むさし介護 272-0815 市川市北方1-14-2 047-711-3011 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
医療法人財団明理会　行徳総合病院 リハビリテーション科 272-0133 千葉県市川市本行徳5525-2 047-395-1151 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【市原市】
白金整形外科病院 リハビリテーション部 290-0059 市原市白金町1-75-1 0436-22-2748 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
リハビリテーション病院さらしな 290-0050 市原市更級1-5-3 0436-25-2345 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
医療法人　鎗田病院 リハビリ科 290-0056 市原市五井899 0436-21-1655 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
のぞみサポートセンター市原 290-0225 市原市牛久956-3 0436-50-0150 小児言語・認知
千葉県循環器病センター 医療局診療部リハビリテーション科 290-0512 市原市鶴舞575 0436-88-3111 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
介護老人保健施設　ユー・アイ久楽部 リハビリテーション科 290-0022 市原市西広131 0436-20-0701 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
千葉労災病院 リハビリテーション科 290-0003 市原市辰巳台東2-16 0436-74-1111 成人言語・認知　摂食・嚥下
帝京大学ちば総合医療センター 耳鼻咽喉科 299-0111 市原市姉崎3426-3 0436-62-1211 成人言語・認知　発声・発語　摂食嚥下　小児言語・認知　聴覚
五井病院 リハビリテーション科 290-0056 市原市五井5155 0436-25-5151　成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

　
【印西市】
印西市立子ども発達センター 270-1342 印西市高花2-1-5 0476-40-6551 小児言語・認知　聴覚　摂食・嚥下
日本医科大学千葉北総病院 リハビリテーション科 270-1694 印西市鎌苅1715 0476-99-1111 小児言語・認知　成人言語・認知　摂食・嚥下
千葉新都市ラーバンクリニック リハビリテーション科 270-1337 印西市草深138 0476-40-7711 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【浦安市】
浦安市こども発達センター 279-0042 浦安市東野1-7-1 047-355-1124 小児言語・認知　聴覚　発声・発語
順天堂大学医学部附属浦安病院 リハビリテーション科 279-0021 浦安市富岡2-1-1 047-353-3111 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
浦安市教育委員会　教育センター まなびサポート相談室 千葉県浦安市弁天3-1-1 047-390-5204 小児言語・認知・聴覚・発声、発語

【柏市】
医療法人社団葵会　千葉・柏リハビリテーション病院 リハビリ科 277-0902 柏市大井2651 04-7160-8300 小児言語・認知　成人言語・認知　摂食・嚥下
柏厚生総合病院 リハビリテーション科 277-0862 柏市篠籠田６１７ 04-7145-1111 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
名戸ヶ谷病院 リハビリテーション科 277-0032 柏市名戸ヶ谷687-4 04-7167-8336 成人・認知　発声・発語　摂食・嚥下
介護老人保健施設　さかき光陽 リハビリ 277-0053 柏市酒井根40-1 04-7174-7028 成人言語･認知 発声･発語 その他(痴呆･音楽療法)
こども発達センター ことばの相談室 277-0004 柏市柏下65-1 04-7128-2223 小児言語・認知、聴覚、発声・発語
東京慈恵会医科大学附属柏病院 リハビリテーション科 277-8567 柏市柏下163-1 04-7164-1111
医療法人社団葵会 千葉・柏たなか病院 リハビリテーション科 277-0871 柏市若柴110 04-7131-4131 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下



医療法人社団 柏水会 初石病院 リハビリテーション課 277-0885 柏市西原7-6-1 04-7152-2251 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【勝浦市】
医療法人SIODA  塩田病院 リハビリテーション科 299-5235 勝浦市出水1221 0470-73-1221 小児言語・認知　成人言語・認知　摂食・嚥下

【香取市】
佐原中央病院 リハビリテーション科 287-0001 香取市佐原口2121-1 0478-55-1113 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【鎌ケ谷市】
鎌ケ谷市こども発達センター 273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1 047-445-1141 小児言語・認知　成人言語・認知　聴覚　発声・発語　摂食・嚥下
第２北総病院 リハビリテーション科 273-0121 鎌ケ谷市初富803 047-445-5552 小児言語・認知　成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
鎌ケ谷総合病院 リハビリテーション科 273-0121 鎌ケ谷市初富929-6 047-498-8111 小児言語・認知　成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
医療法人社団一心会　初富保健病院 リハビリテーション部 273-0121 鎌ケ谷市初富114 047-442-0811 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【鴨川市】
亀田メディカルセンター リハビリテーション科 296-8602 鴨川市東町929番地 04-7092-2211 小児言語・認知　成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
亀田クリニック リハビリテーション室 296-0041 鴨川市東町1344番地 04-7099-2211 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
亀田リハビリテーション病院 リハビリテーション科 296-0041 鴨川市東町975番地 2 04-7093-1400 小児言語・認知　成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【木更津市】
ケアセンター きさらづ リハビリテーション科 292-0054 木更津市長須賀1239 0438-22-5544 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
高名清養病院 リハビリテーション科 292-0054 木更津市長須賀1239 0438-22-6262 成人言語・認知　摂食・嚥下
木更津市幼児言語教室 292-0834 木更津市木更津市潮見2-9　木更津市市民総合福祉会館内 0438-22-3811 小児言語・認知
国保直営総合病院　君津中央病院 リハビリテーション科 292-8535 木更津市桜井１０１０ 0438-36-1071 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
のぞみ牧場学園 292-0201 木更津市真里谷２３７４−１ 0438-53-5222 小児言語・認知

【君津市】
介護老人保健施設　メディケアー君津 リハビリテーション科 299-1134 君津市八幡前62-1 0439-50-3111 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
なのはなメイト君津 299-1151 君津市中野5-11-1 0439-55-7161 成人言語・認知　
はぐくみスピーチクリニック 299-1142 君津市坂田356-1 0439-55-1147 小児言語・認知　成人言語・認知

【九十九里町（山武郡）】
九十九里病院 言語療法科 283-0104 山武郡九十九里町片貝2700 0475-76-8282 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【佐倉市】
日産厚生会老人保健施設　佐倉ホワイエ リハビリテーション室 285-0025 佐倉市鏑木町336 043-484-4680 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
財団法人日産厚生会佐倉厚生園病院 診療部リハビリテーション室 285-0025 佐倉市鏑木町320 043-484-2161 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
佐倉市役所 福祉部健康増進課ことばと発達の相談室285-0825 佐倉市江原台2-27　佐倉市健康管理センター 043-485-6711 小児言語・認知
東邦大学医療センター佐倉病院 リハビリテーション室 285-8741 佐倉市下志津564-1 043-462-8811 成人言語・認知　聴覚　発声・発語　摂食・嚥下
東邦大学医療センター佐倉病院 耳鼻咽喉科 285-8741 佐倉市下志津564-1 043-462-8811 聴覚
介護老人保健施設ユーカリ優都苑 リハビリテーション課 285-0852 佐倉市青管1010-15 043-460-7117 成人言語・認知　摂食・嚥下

【山武市】
さんむ医療センター リハビリテーション科 289-1326 山武市成東167 0475-82-2521 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【山武郡】
髙根病院 リハビリテーション科 289-1608 山武郡芝山町岩山2308 0479-77-1133 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【白井市】
白井市こども発達センター 児童家庭課 270-1492 白井市復1123 047-497-3489 小児言語・認知  聴覚　摂食・嚥下
医療法人社団東光会　北総白井病院 リハビリテーション科 270-1431 白井市根325-2-1 047-492-1001 成人言語・認知　摂食・嚥下

【袖ケ浦市】
袖ケ浦福祉センター 299-0243 袖ケ浦市蔵波3108-1 0438-62-2721 小児言語・認知　聴覚　発声・発語
千葉県障害福祉事業団 福祉サポートちば 299-0298 袖ケ浦市蔵波3108-1 0438-62-2755 小児言語・認知
袖ケ浦さつき台病院 リハビリテーション部 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前5-21 0438-62-1113 成人言語・認知　摂食・嚥下

【館山市】
医療法人博道会　館山病院リハビリセンター 療法部 294-0037 館山市長須賀196 0470-22-1122 小児言語・認知　成人言語・認知　聴覚　発声・発語　摂食・嚥下
亀田ファミリークリニック館山 リハビリテーション室 294-0051 館山市正木4304-9 0470-20-5527 小児言語・認知　成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【千葉市稲毛区】
千葉脳神経外科病院 リハビリテーション科 263-0001 千葉市稲毛区長沼原町408 043-250-1228 小児言語・認知　成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
ステップアップことばの教室 ことばの教室 263-0023 千葉市稲毛区緑町2-14-4　逸見ビル3Ｆ 043-238-2886 小児言語・認知
山王病院 検査部 263-0002 千葉市稲毛区山王町166-2 043-421-2221 成人言語・認知　聴覚　発声・発語　摂食・嚥下
西千葉整形外科 訪問看護ステーション 263-0015 千葉市稲毛区作草部1-12-5 043-207-8885 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
さかいリハ訪問看護ステーション・千葉 263-0023 千葉市稲毛区緑町1-25-14レジデンス大友１Ｆ 043-241-1016 小児言語・認知　成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下



千葉ステップアップ教室 ことばの教室 263-0023 千葉市稲毛区緑町2-14-4　逸見ビル3Ｆ 043-238-2886 小児言語・認知
緑が丘訪問看護ステーション 263-0054 千葉市稲毛区宮野木町1752-15 043-298-9616 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【千葉市中央区】
独立行政法人国立病院機構千葉医療センター 260-8606 千葉市中央区椿森4-1-2 043-251-5311 成人言語・認知　聴覚　発声･発語　摂食・嚥下
千葉大学医学部附属病院 リハビリテーション部 260-8677 千葉市中央区亥鼻1-8-1 043-222-7171 小児言語・認知　成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
千葉大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 260-8677 千葉市中央区亥鼻1-8-1 043-222-7171 小児言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
千葉市障害者福祉センター 260-0844 千葉市中央区千葉寺町1208-2千葉市ハーモニープラザ内１階 043-209-8779 成人言語・認知　聴覚　発声・発語
千葉市立青葉病院 耳鼻咽喉科 260-0852 千葉市中央区青葉町1273-2 043-227-1131 聴覚
千葉メディカルセンター リハビリテーション科 260-0842 千葉市中央区南町1-7-1 043-261-5111 成人言語・認知　発声・発語
青葉の森　ことばの家 小児言語・認知　成人言語・認知
斎藤労災病院 リハビリテーション科 260-0005 千葉市中央区道場南1-12-7 043-227-7437 小児言語・認知　成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
一般社団法人巨樹の会　千葉みなとリハビリテーション病院 リハビリテーション科 260-0024 千葉市中央区中央港1-17-18 043-245-1555 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
独立行政法人国立病院機構 千葉東病院 リハビリテーション科 260-8712 千葉市中央区仁戸名町673 043-261-5171 小児言語・認知　成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【千葉市花見川区】
介護老人保健施設　ゆうあい苑 リハビリテーション科 262-8511 千葉市花見川区柏井町1132-1 047-480-2111 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
介護老人保健施設　まくはりの郷 機能訓練室 262-0032 千葉市花見川区幕張町5-405-2 043-272-2000 成人言語・認知　発声・発語　摂食･嚥下
千葉健生病院 リハビリテーション室 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町5-392-4 043-272-1211 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【千葉市緑区】
千葉県立千葉聾学校 266-0011 千葉市緑区鎌取町65－1 聴覚
介護老人保健施設ケアセンターけやき園 リハビリテーション課 266-0011 千葉市緑区鎌取町81－1 043-293-5181 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
医療法人社団紫雲会　千葉南病院 リハビリテーション科 266-0003 千葉市緑区高田町401-5 043-292-5111 成人言語・認知　摂食・嚥下
千葉県こども病院 耳鼻咽喉科 266-0007 千葉市緑区辺田町579-1 043-292-2111 小児言語・認知　聴覚　発声・発語
千葉県千葉リハビリテーションセンター リハビリテーション療法部言語聴覚科 266-0005 千葉市緑区誉田町1-45-2 043-291-1831 小児言語・認知　成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
おゆみの中央病院 リハビリテーション科 266-0033 千葉市緑区おゆみ野南6-49-9 043-300-3355 成人言語・認知　摂食・嚥下

【千葉市美浜区】
千葉県救急医療センター 看護部 261-0012 千葉市美浜区磯辺3-32-1 043-279-2211 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下　高次脳機能
千葉市立海浜病院  臨床検査科(耳鼻科) 261-0012 千葉市美浜区磯辺3-31-1 043-277-7711 聴覚　発声・発語　構音　補聴器装用
自動車事故対策機構　千葉療護センター 診療部 261-0012 千葉市美浜区磯辺3-30-1 043-277-0061 成人言語・認知　発声・発声　摂食・嚥下
千葉市児童相談所 診断指導係 261-0003 千葉市美浜区高浜3-2-3 043-277-8880 小児言語・認知
千葉市養護教育センター 相談部 261-0003 千葉市美浜区高浜3-2-3 043-277-0101 小児言語・認知　発声・発語　特別支援教育
千葉市療育センター  ふれあいの家 261-0003 千葉市美浜区高浜4-8-3 043-279-1141 成人言語・認知
千葉市療育センター 療育相談所 261-0003 千葉市美浜区高浜4-8-3 043-279-1141 小児言語・認知　聴覚
千葉市療育センター やまびこルーム 261-0003 千葉市美浜区高浜4-8-3 043-279-1141 小児言語・認知

【千葉市若葉区】
みつわ台総合病院 リハビリテーション科 264-0021 千葉市若葉区若松町531-486 043-251-3030 成人言語・認知　聴覚　発声・発語　摂食・嚥下
千葉中央メディカルセンター リハビリテーション科 264-0017 千葉市若葉区加曽利町1835-1 043-232-3691 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
医療法人社団誠馨会　総泉病院 リハビリテーション科 265-0073 千葉市若葉区更科町2592 043-237-5001 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
千葉市大宮学園 ひまわりルーム 264-0016 千葉市若葉区大宮町3816－1 043-263-1560 小児言語・認知　聴覚

【東金市】
老人ケアセンター浅井 リハビリ部 283-8650 東金市家徳157-1 0475-58-6781 成人言語・認知　摂食・嚥下
医療法人静和会　浅井病院 リハビリテーション科 283-8650 東金市家徳38-1 0475-58-5000 成人言語・認知　摂食・嚥下

【富里市】
簡易マザーズホーム 286-0221 富里市七栄653-2 0476-92-2302 小児言語・認知

【長柄町（長生郡）】
医療法人SHIODA 塩田記念病院 リハビリテーション科 297-0203 長生郡長柄町国府里550-1 0475-35-0099 小児言語・認知　成人言語・認知　聴覚　発声・発語　摂食・嚥下

【流山市】
医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院 リハビリテーション科 270-0174 流山市下花輪409 04-7159-1011 小児言語・認知　成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
千葉愛友会記念病院 リハビリテーション科 270-0161 流山市鰭ヶ崎１－１ 04-7159-1611 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
柏の葉北総病院 リハビリテーション科 270-0113 流山市駒木台233-4 04-7155-5551 成人言語・認知　発生・発語　摂食・嚥下
流山市幼児ことばの相談室 流山市役所障害者支援課 270-0157 流山市平和台2-1-2 流山市ｹｱｾﾝﾀｰ内 0471-59-0707 小児言語・認知　聴覚　発声・発語
流山中央病院 リハビリテーション科 270-0114 流山市東初石2-132-2 04-7154-5741 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
介護老人保健施設ナーシングプラザ流山 リハビリテーション科 270-0144 流山市前ヶ崎248－1 04-7145-0111 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
介護老人保健施設ハートケア流山 リハビリテーション科 270-0118 流山市小屋146-1 04-7178-2200 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【習志野市】
津田沼中央総合病院 リハビリテーション科 275-0026 習志野市谷津1-9-17 047-476-5111 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
谷津保健病院 リハビリテーション科 275-0026 習志野市谷津4-6-16 047-451-6000 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
東京湾岸リハビリテーション病院 リハビリテーション科 275-0026 習志野市谷津4-1-1 047-453-9000 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下



東京湾岸リハビリテーション病院併設　谷津居宅サービスセンター 地域言語聴覚科 275-0026 習志野市谷津2-23-11 047-451-1700 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
ひまわり発達相談センター 習志野市役所保健福祉部 275-0025 習志野市秋津3-5-1 047-451-2922 小児言語・認知
介護老人保健施設ケアセンター習志野 リハビリテーション科 275-0025 習志野市秋津3-5-2 047-453-5111 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【成田市】
成田市役所保健福祉館 健康増進課 286-0017 成田市赤坂1-3-1 0476-27-1111 小児言語・認知　聴覚　発声・発語
総合医療センター 成田病院 総合リハビリテーションセンター 286-0845 成田市押畑896 0476-22-1500 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【野田市】
小張総合病院 診療協力部(小児難聴言語外来) 278-8501 野田市横内29番1 04-7124-6666 小児言語・認知　聴覚　発声・発語
小張総合病院 リハビリテーション科 278-8501 野田市横内29-1 04-7124-6666 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
野田病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 270-0237 野田市中里1554-1 04-7129-8155 小児言語・認知　成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【船橋市】
医療法人社団東明会　下総病院 274-0075 船橋市滝台町94-22 047-464-8111 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
はさまレインボークリニック 通所リハビリテーション 274-0822 船橋市飯山満町3‐1345‐1 047-496-3883 成人言語・認知　発声・発語
船橋市立リハビリテーション病院 訪問・外来 273-0866 船橋市夏見台4-26-1 047-439-1200 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
船橋市立リハビリテーション病院 リハケア部 273-0866 船橋市夏見台4-26-1 047-439-1200 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
医療法人沖縄徳洲会　介護老人保健施設　千葉徳洲苑 294-0068 船橋市大穴北7－22－1 047-457-8411 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
特定医療法人社団　千葉県勤労者医療協会　船橋二和病院 リハビリテーション科 274-8506 船橋市二和東5-1-1 047-448-7111 成人言語・認知　摂食・嚥下
船橋市立医療センター  リハビリテーション科 273-8588 船橋市金杉1-21-1 047-438-3321 小児言語・認知　成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
医療法人社団協友会船橋総合病院 リハビリテーション科 273-0005 船橋市北本町1-13-1 047-425-1151 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
船橋市こども発達相談センター　船橋市ことばの相談室 273-0005 船橋市本町6-7-18 047-424-7012
千葉徳洲会病院 リハビリテーション科 274-8503 船橋市高野台2-11-1 047-466-7111 小児言語・認知　成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
介護老人保健施設　船橋ケアセンター リハビリテーション科 274-0801 船橋市高野台5-741-6 047-449-7007 成人言語・認知　摂食・嚥下
老人保健施設フェルマータ船橋 介護理学診療部リハビリテーション科 274-0822 船橋市飯山満町1-822 047-425-5581 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
船橋市リハビリセンター 274-0822 船橋市飯山満町2-519-3 047-468-2001 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
ＳＫ　Ｒｏｏｍ 274-0812 船橋市三咲7-20-1 047-778-0592 聴覚　発声・発語
言語リハビリ ミカタ船橋 274-0813 船橋市南三咲3-23-2-102 047-401-2500 成人言語・認知　発声・発語
さかいリハ訪問看護ステーション西船橋 273-0026 船橋市山野町128-5三須コーポ102号室 047-404-5276 小児言語・認知　成人言語・認知　摂食・嚥下

【富津市】
介護老人保健施設わかくさ リハビリテーション科 293-0041 富津市上335－1 0439-80-5678 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【松戸市】
社会福祉法人松里福祉会知的障害者通所更生施設わかば園 地域生活支援 270-2251 松戸市金ヶ作276-25 047-384-0165 小児言語・認知
介護老人保健施設　東京おりーぶ苑 通所リハビリ 270-2251 松戸市金ヶ作276-28 047-311-0777 成人言語・認知　摂食・嚥下
言語デイサービスミカタ松戸 通所介護 270-0021 松戸市小金原6-2-4 047-342-0005 成人言語・認知　摂食・嚥下
松戸神経内科訪問看護ステーション 訪問看護ステーション 271-0043 松戸市旭町1-160 047-349-5520 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
松戸神経内科ふれあい広場 通所リハビリテーション 271-0043 松戸市旭町1-160 047-344-3311 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
旭神経内科リハビリテーション病院 リハビリテーション科 270-0022 松戸市栗ヶ沢789-1 047-385-5566 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
松戸市立病院 リハビリテーション科 271-8511 松戸市上本郷4005 047-363-2171 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
社会福祉法人竹友会 子すずめ保育園 ことばの教室 270-2253 松戸市日暮1-8-4 047-387-9874 小児言語・認知　聴覚
医療法人社団木下会　千葉西総合病院 リハビリテーション科 270-2251 松戸市金ケ作107-1 047-384-8111 小児言語･認知　成人言語･認知　発声･発語　摂食･嚥下
医療法人社団誠馨会　新東京病院 リハビリテーション室 270-2232 松戸市和名ケ谷1271 047-711-8700 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
松戸リハビリテーション病院 リハビリテーション科 270-2232 松戸市和名ケ谷1009-1 047-703-1555 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
医療法人社団鼎会　三和病院 リハビリテーション課 270-2253 千葉県松戸市日暮7-379 047-712-0202 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【茂原市】
茂原中央病院 リハビリテーション室 297-0035 茂原市下永吉796 0475-24-1191 成人言語・認知　聴覚　発声・発語　摂食・嚥下
上総会　山之内病院 リハビリテーション課 297-0022 茂原市町保3 0475-25-1131 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【八街市】
医療法人社団誠和会　長谷川病院 リハビリテーション科 289-1103 八街市八街に85 043-444-0137 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【八千代市】
東京女子医科大学八千代医療センター リハビリテーション室 276-0046 八千代市大和田新田477-96 047-450-6000 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
医療法人心和会　新八千代病院 リハビリテーション科 276-0015 八千代市米本2167 047-488-3251 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
セントマーガレット病院 リハビリテーション科 276-0022 八千代市上高野450 047-485-5111 成人言語・認知　聴覚　発声・発語　摂食・嚥下
八千代ことばと発達の相談室 八千代市役所保健福祉部児童支援課 276-0043 八千代市萱田2277 047-486-9887 小児言語・認知　聴覚
株式会社シダー　あおぞらの里　八千代訪問看護ステーション 訪問看護ステーション 276-0036 八千代市高津699-1 047-458-3733 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下
医療法人巨樹の会八千代リハビリテーション病院 リハビリテーション部 276-0015 八千代市米本1808 047-488-1555 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下

【四街道市】
四街道市役所 健康増進課(ことばの相談室) 284-8555 四街道市鹿渡無番地 043-421-2111 小児言語・認知
四街道徳洲会病院 リハビリテーション科 284-0032 四街道市吉岡1830-1 043-214-0111 成人言語・認知　発声・発語　摂食・嚥下


