青森県言語聴覚士会
平成 28 年度 会員所属施設概要
米

必ず、事前にお問い合わせください。

会員所属施設 63 施設掲載
青森支部

18 施設

八戸支部

18 施設

弘前支部

27 施設

青森県言語聴覚士会 平成 28 年度 会員所属施設概要

平成 28 年 6 月 30 日 現在
施設数 63 施設（青 18 八 18 弘 27）

【青森地区 医療施設】
施設名
青森保健生活協同組合
〒030-0847
【成

郵便番号

住所

対象領域

その他

TEL

FAX E-mail

あおもり協立病院

青森県青森市東大野２－１－１０

人】 失語症 構音障害 音声障害

【外来訓練】

可（条件あり

高次脳機能障害 認知症

摂食･嚥下障害

017-762-5500
017-729-3260

問合せが必要）

【外来の摂食・嚥下機能評価】可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

青森県立中央病院
〒030-8553

青森県青森市東造道２－１－１
017-726-8188

【成

人】 失語症 構音障害 摂食･嚥下障害

017-726-8325
【外来訓練】

不可

kenbyoriha_aomori@med.pref.aomori.jp
【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

青森市民病院
〒030-0821
【成

青森県青森市勝田１－１４－２０

人】 失語症 構音障害 音声障害

【外来訓練】

高次脳機能障害 認知症

摂食･嚥下障害

017-734-7578

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】可（条件あり

017-734-2171

問合せが必要）

【言語聴覚士による訪問リハ】不可

北部上北広域事務組合
〒039-3141
【成

公立野辺地病院

青森県上北郡野辺地町字鳴沢９－１２
0175-64-3211

人】 失語症 構音障害 摂食･嚥下障害

【外来訓練】

0175-64-5571

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

医療法人雄心会
〒030-0813

近藤病院
青森県青森市松原３―１３－２１
017-734-3541

【成

人】失語症 構音障害 音声障害 高次脳機能障害 認知症

摂食･嚥下障害

017-774-3020
【外来訓練】

可

rihabiri-ko@yushinkai.jp
【外来の摂食・嚥下機能評価】可
【言語聴覚士による訪問リハ】可
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国立療養所

松丘保養園

〒038-0003
【成

平成 28 年 6 月 30 日 現在
施設数 63 施設（青 18 八 18 弘 27）

青森県青森市大字石江字平山１９

人】失語症 構音障害 音声障害 高次脳機能障害 認知症

【外来訓練】

摂食･嚥下障害

017-788-0145
017-788-0148

不可

【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

医療法人芙蓉会
〒030-0843

村上病院
青森県青森市浜田３－３－１４
017-729-8888

【成

人】 失語症 構音障害 音声障害

高次脳機能障害 認知症

摂食･嚥下障害

017-729-8887
【外来訓練】

可（条件あり

問合せが必要）

【外来の摂食・嚥下機能評価】可（条件あり

問合せが必要）

【言語聴覚士による訪問リハ】可（条件あり

問合せが必要）

murakami-hp@fuyoukai.or.jp

平内町国民健康保険
〒039-3321
【成

平内中央病院

青森県東津軽郡平内町大字小湊字外ノ沢１－１

人】 失語症 構音障害 高次脳機能障害

【外来訓練】

認知症 摂食･嚥下障害

017-755-2131
017-755-2233

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】可（条件あり

問合せが必要）

【言語聴覚士による訪問リハ】可（条件あり

問合せが必要）

青森県立あすなろ療育福祉センター
〒038-0003

青森県青森市大字石江字江渡１０１
017－781-0174

【小

児】 認知･言語発達障害

構音障害 吃音 高次脳機能障害

摂食･嚥下障害

017－766-4396
【外来訓練】

可（条件あり 問合せが必要）

yuka_kusumi@pref.aomori.lg.jp
【外来の摂食・嚥下機能評価】 可（条件あり 問合せが必要）
【言語聴覚士による訪問リハ】 不可

社団法人慈恵会
〒038-0021

青森慈恵会病院
青森県青森市大字安田字近野１４６－１
017-782-1201

【成

人】 失語症 構音障害 音声障害

高次脳機能障害 認知症

摂食･嚥下障害

017-766-7860
【外来訓練】

可

zikeriha＠actv.ne.jp
【外来の摂食・嚥下機能評価】可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

社会福祉敬仁会
〒039-3502

青森敬仁会病院
青森県青森市大字久栗坂字山辺８９－１０
017-737-5566

【成

人】 失語症 構音障害 高次脳機能障害

摂食･嚥下障害

017-752-2151
【外来訓練】

可

reha＠hp-keizinkai.or.jp
【外来の摂食・嚥下機能評価】 不可
【言語聴覚士による訪問リハ】 不可
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平成 28 年 6 月 30 日 現在
施設数 63 施設（青 18 八 18 弘 27）

【青森地区 介護施設】
施設名
社団法人慈恵会

郵便番号

住所

対象領域

その他

ユニット型介護老人保健施設青照苑

〒038-0058

TEL

FAX E-mail

デイケアセンターさくら

青森県青森市羽白字野木和４５
017-788-3000

【成

人】 失語症 構音障害

017-788-3295
【通所訓練】

可

seisyouen3@cello.ocn.ne.jp
【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

社会福祉法人恵寿福祉会
〒030-0936
【成

介護老人保健施設

青森ナーシングライフ

青森県青森市大字矢田前字弥生田４７－２

人】 失語症 構音障害 音声障害

【通所訓練】

高次脳機能障害 認知症

摂食･嚥下障害

017-726-5211
017-726-9600

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】可

社会福祉法人諏訪ノ森会
〒030-0933
【成

介護老人保健施設

いちい荘

青森県青森市諏訪沢字丸山７２
017-726-3855

人】 認知症 摂食･嚥下障害

【通所訓練】

017-726-3859

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

医療法人星稜会

介護老人保健施設

〒038-1305
【成

人】

なみおか

青森県青森市浪岡大字杉沢字山元４５４ー２３８

失語症 構音障害 音声障害

【通所訓練】

高次脳機能障害 認知症

摂食･嚥下障害

0172-69-1120
0172-62-1210

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】可（条件あり

問合せが必要）

【言語聴覚士による訪問リハ】不可

【八戸地区 医療施設】
施設名

郵便番号

一部事務組合下北医療センター
〒035-8601
【小

住所

対象領域

その他

TEL

むつ総合病院

青森県むつ市小川町１－２－８

児】 認知･言語発達障害

構音障害 音声障害

吃音 高次脳機能障害

0175-22-2111

摂食・嚥下障害
【成

人】 失語症 構音障害 音声障害

吃音

高次脳機能障害

認知症

0175-22-4439
http://www.hospital-mutsu.or.jp/

摂食･嚥下障害
【外来訓練】

FAX E-mail

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可
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一部事務組合下北医療センター
〒035-0094

平成 28 年 6 月 30 日 現在
施設数 63 施設（青 18 八 18 弘 27）

むつリハビリテーション病院

青森県むつ市桜木町１３―１
0175-24-1211

【成

人】 失語症 構音障害 音声障害

高次脳機能障害 認知症

摂食･嚥下障害

0175-24-4820
【外来訓練】

可

pt＠rihabiri-mutsu.jp
【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

医療法人謙昌会

総合リハビリ美保野病院

〒031-0833
【小

青森県八戸市大久保字大山３１－２

児】 認知･言語発達障害

構音障害 音声障害

吃音 高次脳機能障害

0178-25-0111

聴覚障害
【成

人】 失語症 構音障害 音声障害

吃音

高次脳機能障害

認知症

mihono-riha-st@mihono.jp

聴覚障害 摂食･嚥下障害
【外来訓練】

0178-25-0115

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

医療法人泰仁会
〒034-0031

十和田第一病院
十和田市東三番町 10-70
0176-22-5511

【小

児】 認知･言語発達障害

【成

人】 失語症 構音障害 音声障害

【外来訓練】

可（条件あり

高次脳機能障害 認知症

摂食･嚥下障害

問合せが必要）

0176-22-7766
reha-towadadaiichi@yahoo.co.jp

【外来の摂食・嚥下機能評価】可
【言語聴覚士による訪問リハ】可

八戸市立市民病院
〒031-8555

青森県八戸市大字田向字毘沙門平１

【小

児】 構音障害

【成

人】 失語症 構音障害 音声障害

【外来訓練】

0178-72-5111

摂食･嚥下障害
高次脳機能障害 認知症 摂食･嚥下障害

可（条件あり

問合せが必要）

【外来の摂食・嚥下機能評価】可（条件あり

問合せが必要）

0178-72-5115
reha＠hachinohe.aomori.jp

【言語聴覚士による訪問リハ】不可

青森県立はまなす医療療育センター
〒031-0833
【小

青森県八戸市大久保字大塚１７－７２９

児】 認知･言語発達障害

【外来訓練】

構音障害 摂食･嚥下障害

0178-31-4144

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】可（条件あり

0178-31-5005

問合せが必要）

【言語聴覚士による訪問リハ】不可
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平成 28 年 6 月 30 日 現在
施設数 63 施設（青 18 八 18 弘 27）

十和田市立中央病院
〒034-0093
【成

青森県十和田市西十二番町１４－８

0176-23-5121
0176-23-2999

人】 失語症 構音障害 摂食･嚥下障害

【外来訓練】

rihabiri@hp-chuou-towada.towada

不可

.aomori.jp

【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

国民健康保険

おいらせ病院

〒039－2225
【成

青森県上北郡おいらせ町上明堂１－１

人】 失語症 構音障害 音声障害

吃音

高次脳機能障害

認知症

0178-52-3110

摂食･嚥下障害
【外来訓練】

0178-52-3111

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

医療法人平成会

八戸平和病院

〒031-8545

青森県八戸市湊高台２－４－６
0178-31-2222

【成

人】 失語症 構音障害 音声障害

高次脳機能障害 認知症

摂食･嚥下障害

0178-31-2230
【外来訓練】

可

rh@heiwa-hp.or.jp
【外来の摂食・嚥下機能評価】可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

三戸町国民健康保険
〒039-0141
【成

三戸中央病院

青森県三戸郡三戸町大字川守田字沖中 9－1

人】 失語症 構音障害 音声障害

高次脳機能障害 認知症

0179－20－1131
0179－20－1320

摂食･嚥下障害
【外来訓練】

聴覚障害

sanbyo＠sannohe-hp.jp

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

独立行政法人

国立病院機構

〒031-0003

八戸病院

青森県八戸市吹上３－１３－１

【小

児】 認知･言語発達障害

【成

人】 失語症 構音障害 高次脳機能障害

【外来訓練】

可

構音障害 摂食･嚥下障害
摂食･嚥下障害

0178-45-6111
0178-43-7814
rihabiri@hachinohe-hp.jp

【外来の摂食・嚥下機能評価】可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可
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国民健康保険

平成 28 年 6 月 30 日 現在
施設数 63 施設（青 18 八 18 弘 27）

南部町医療センター

〒039-0502

青森県三戸郡南部町大字下名久井字白山８７－１

【小

児】 認知･言語発達障害

構音障害

【成

人】 失語症 構音障害 摂食･嚥下障害

0178-76-2001
0178-76-2917
【外来訓練】

可（条件あり

問合せが必要）

【外来の摂食・嚥下機能評価】可（条件あり

問合せが必要）

【言語聴覚士による訪問リハ】可（条件あり

問合せが必要）

【八戸地区 介護施設】
施設名

社会福祉法人みやぎ会
〒034-0107

郵便番号

住所

介護老人保健施設

対象領域

その他

TEL

FAX E-mail

とわだ

青森県十和田市洞内字長田 60-6
0176-27-3131

【成

人】 失語症 構音障害 摂食･嚥下障害

0176-27-3139
【通所訓練】

可

jimu-towada＠sg-miyagikai.or.jp
【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

医療法人平成会
〒031-8545

介護老人保健施設

ナーシングホーム・オリーブ

青森県八戸市湊高台２－４－６
0178-31-5500

【成

人】 失語症 構音障害 音声障害

高次脳機能障害 認知症

摂食･嚥下障害

0178-31-5502
【通所訓練】

可

olvrh@heiwa-hp.or.jp
【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

社会福祉法人信和会
〒031-0111
【成

特別養護老人ホーム

クローバーズ ピア

青森県八戸市南郷大字市野沢字山陣屋３６－５０

人】 失語症 構音障害 高次脳機能障害

【通所訓練】

認知症 摂食･嚥下障害

0178-82-3870
0178-82-3872

不可

【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

医療法人仁泉会
〒034-0041

介護老人保健施設

ハートランド

青森県十和田市大字相坂字高清水 78－450
0176－25－0122

【成

人】 失語症 構音障害 摂食･嚥下障害

0176－25－0033
【通所訓練】

可

http://sg-heart.or.jp
【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可
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青森県言語聴覚士会 平成 28 年度 会員所属施設概要

平成 28 年 6 月 30 日 現在
施設数 63 施設（青 18 八 18 弘 27）

【八戸地区 福祉施設・行政機関・教育機関等】
施設名

社会福祉法人合歓の会
〒039-1103
【小

郵便番号

住所

対象領域

保育所型認定こども園

その他

TEL

下長保育園

青森県八戸市大字長苗代字島ノ後２４－１

児】 認知･言語発達障害

FAX E-mail

0178-28-1924
0178-28-1905

構音障害 摂食・嚥下障害

sskh.4381@fork.ocn.ne.jp

【利用条件】 通常の園児として入園した児に対し、
適宜訓練、相談・指導等実施（問合せが必要）

【弘前地区 医療施設】
施設名

一般財団法人黎明郷
〒036-8104
【成

郵便番号

住所

対象領域・利用条件等

TEL

FAX E-mail

弘前脳卒中・リハビリテーションセンター

青森県弘前市大字扇町１－２－１

人】 失語症 構音障害 高次脳機能障害

【外来訓練】

0172-28-8220

摂食･嚥下障害

0172-28-7780

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

津軽保健生活協同組合
〒036-8511

健生病院

青森県弘前市大字野田２－２－１
0172-32-1171

【成

人】 失語症 構音障害 音声障害

高次脳機能障害 認知症

摂食･嚥下障害

0172-35-1678
【外来訓練】

不可

stkensei＠yahoo.co.jp
【外来の摂食・嚥下機能評価】可
【言語聴覚士による訪問リハ】可

津軽保健生活協同組合
〒036-8045

健生クリニック ／ 通所リハビリテーション すこやか 併設

青森県弘前市大字野田２－２－１

【小

児】 認知･言語発達障害

【成

人】 失語症 構音障害 音声障害
摂食･嚥下障害

構音障害 吃音 高次脳機能障害
吃音

高次脳機能障害

その他（顔面神経麻痺）

【外来訓練】

可

【通所訓練】

可

摂食･嚥下障害
認知症

0172-33-2021
0172-33-3644
stkenseic＠yahoo.co.jp

【外来の摂食・嚥下機能評価】可
【言語聴覚士による訪問リハ】可
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青森県言語聴覚士会 平成 28 年度 会員所属施設概要
医療法人弘愛会

平成 28 年 6 月 30 日 現在
施設数 63 施設（青 18 八 18 弘 27）

弘愛会病院

〒036-8051

青森県弘前市大字宮川３－１－４
0172-33-2871

【成

人】 摂食･嚥下障害

0172-33-8610
【外来訓練】

不可

reha＠kouaikai.com
【外来の摂食・嚥下機能評価】可（条件あり

問合せが必要）

【言語聴覚士による訪問リハ】不可

つがる西北五広域連合
〒037-0074

つがる総合病院

青森県五所川原市字岩木町１２－３

【小

児】 認知･言語発達障害

構音障害 吃音 摂食･嚥下障害

【成

人】 失語症 構音障害 音声障害

0173-35-3111
高次脳機能障害 摂食･嚥下障害

0173-35-0009
【外来訓練】

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

独立行政法人

国立病院機構

〒036-8545
【小

弘前病院

青森県弘前市大字富野町１

児】 認知･言語発達障害

構音障害 吃音 高次脳機能障害

聴覚障害

0172-32-4311
摂食･嚥下障害

0172-33-8614
【成

人】 失語症 構音障害 音声障害

認知症 聴覚障害 摂食･嚥下障害

styamada＠hirosaki-hosp.jp
【外来訓練】

可（条件あり

問合せが必要）

【外来の摂食・嚥下機能評価】可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

医療法人誠仁会
〒038-3151
【成

尾野病院
青森県つがる市木造若竹５

人】 失語症 構音障害 認知症 摂食･嚥下障害

【外来訓練】

可（条件あり

問合せが必要）

0173-26-0035
0173-26-0035

【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

青森県立さわらび療育福祉センター
〒036-8385

青森県弘前市中別所字平山１６８

【成

人】その他（重症心身障害）

【小

児】その他（重症心身障害）

0172-96-2121
0172-96-2121
【外来訓練】

可（条件あり

問合せが必要）

【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可
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青森県言語聴覚士会 平成 28 年度 会員所属施設概要
医療法人サンメディコ
〒036‐８０９３

平成 28 年 6 月 30 日 現在
施設数 63 施設（青 18 八 18 弘 27）

下田クリニック
青森県弘前市城東中央４－１－３
0172-27-2002

【小

児】 認知･言語発達障害

構音障害 音声障害

吃音 高次脳機能障害

0172-28-0056
聴覚障害 摂食･嚥下障害

shimoda_gengo145112
【外来訓練】

可（条件あり

問合せが必要）

＠yahoo.com.jp
【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

一般財団法人

医療と育成のための研究所 清明会

〒036-8188
【成

弘前中央病院

青森県弘前市吉野町 3－1

人】 失語症 構音障害 音声障害

吃音

高次脳機能障害

認知症

0172-36-7111
摂食･嚥下障害

0172-34-8789
【外来訓練】

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

黒石市国民健康保険
〒036-0541
【成

黒石病院

青森県黒石市北美町１－７０

人】 失語症 構音障害 高次脳機能障害

【外来訓練】

摂食･嚥下障害

可（条件あり

問合せが必要）

【外来の摂食・嚥下機能評価】可（条件あり

問合せが必要）

0172-52-2121
0172-52-5682

【言語聴覚士による訪問リハ】不可

一般財団法人双仁会
〒036-0351

黒石厚生病院

青森県黒石市大字黒石字建石９－１
0172-52-4121

【成

人】 失語症 構音障害 高次脳機能障害

認知症 摂食･嚥下障害

0172-52-4124
【外来訓練】

不可

gengo@kousei-hp.com
【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

医療法人ときわ会
〒038-1216

ときわ会病院
青森県南津軽郡藤崎町大字榊字亀田２－１
0172-65-3771

【成

人】 失語症 構音障害 高次脳機能障害

認知症 摂食･嚥下障害

0172-65-3773
【外来訓練】

可

tkhp-reha＠tokiwakai.or.jp
【外来の摂食・嚥下機能評価】可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可
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青森県言語聴覚士会 平成 28 年度 会員所属施設概要

平成 28 年 6 月 30 日 現在
施設数 63 施設（青 18 八 18 弘 27）

【弘前地区 介護施設】
施設名
福祉法人西寿会

郵便番号

住所

特別養護老人ホーム

〒038‐2412

対象領域・利用条件等

TEL

FAX E-mail

はまなす荘

青森県西津軽郡深浦町大字驫木字津山 118-44

【小

児】 認知･言語発達障害 構音障害

音声障害 吃音 高次脳機能障害 摂食・嚥下障害

【成

人】 失語症 構音障害 音声障害

吃音

高次脳機能障害

認知症

聴覚障害

0173-74-4381
0173-74-3555

摂食･嚥下障害
【通所訓練

小児】

可（法人の公益活動事業の一環として実施中。問い合わせが必要）

【通所訓練

成人】

可

hamanasu@bz01.plala.or.jp

【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

社会福祉法人桜友会
〒036-8374
【成

介護老人保健施設

ふじ苑

青森県弘前市土堂長瀬３８５－１

人】 失語症 構音障害

認知症

摂食･嚥下障害

0172-38-5550
【通所訓練】

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

社会福祉法人音羽会
〒038-2712

介護老人保健施設

ながだい荘

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町長平町甲音羽山６５－４１２
0173-72-1122

【成

人】 失語症 構音障害 高次脳機能障害

認知症 摂食･嚥下障害

0173-72-1118
【通所訓練】

可

nagadaiso@otowakai.or.jp
【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

医療法人済寿会

介護老人保健施設

〒038-0521
【成

あしたばの里・黒石

青森県黒石市末広６－１

人】 失語症 構音障害 音声障害

【通所訓練】

高次脳機能障害 認知症

摂食･嚥下障害

0172-53-1213
0172-53-1214

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

社会福祉法人博陽会
〒036-8243
【成

介護老人保健施設

希望ヶ丘ホーム

青森県弘前市小沢山崎４４－９

人】 失語症 構音障害 音声障害

吃音

高次脳機能障害

認知症

聴覚障害

0172-87-6655
摂食･嚥下障害

0172-87-6658
【通所訓練】

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】可（条件あり

問合せが必要）
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青森県言語聴覚士会 平成 28 年度 会員所属施設概要
医療法人サンメディコ
〒036-8093
【成

下田クリニック

平成 28 年 6 月 30 日 現在
施設数 63 施設（青 18 八 18 弘 27）

通所リハビリテーション事業所

青森県弘前市城東中央４－１－３

人】 失語症 構音障害 音声障害

【通所訓練】

可（条件あり

聴覚障害 摂食･嚥下障害

0172-27-0057

問合せが必要）

0172-27-0067

【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

医療法人サンメディコ
〒036-8073
【成

介護老人保健施設

ヴィラ弘前

青森県弘前市岩賀２－１２－１１

人】 失語症 構音障害 高次脳機能障害

【通所訓練】

0172-37-7300

認知症 摂食･嚥下障害

0172-37-7303

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

社会福祉法人豊徳会
〒036-8311
【成

介護老人保健施設

サンタハウス弘前

青森県弘前市大字大川字中桜川１８－１０

人】 失語症 構音障害 音声障害

高次脳機能障害 認知症

聴覚障害

0172-99-1133

摂食･嚥下障害
【通所訓練】

不可

【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

【弘前地区 福祉施設・行政機関・教育機関等】
施設名
学校法人城東学園
〒036-8102
【小

郵便番号

住所

対象領域・利用条件等

TEL

弘前医療福祉大学
青森県弘前市小比内３－１８－１

児】 認知･言語発達障害

構音障害 音声障害

吃音 高次脳機能障害 聴覚障害

人】 失語症 構音障害 音声障害

0172-27-1001
0172-27-1023

摂食・嚥下障害、その他
【成

FAX E-mail

吃音

高次脳機能障害

認知症

聴覚障害

st@jyoto-gakuen.ac.jp

摂食･嚥下障害 、その他
【利用条件】 相談への対応は可（条件あり

特定非営利活動法人銀河
〒036-8255

問合せが必要）

発達サポートステーション

訓練等は不可

大空

青森県弘前市若葉２－７－１
0172-55-9642

【小

児】 認知･言語発達障害

構音障害 音声障害

吃音 高次脳機能障害 聴覚障害

0172-55-9643
摂食・嚥下障害

galaxy-oozora.h.0714
【通所訓練】

可

@orion.ocn.ne.jp
【外来の摂食・嚥下機能評価】可（条件あり

問合せが必要）

【言語聴覚士による訪問リハ】不可
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青森県言語聴覚士会 平成 28 年度 会員所属施設概要
株式会社ツクイ
〒036-8004
【成

平成 28 年 6 月 30 日 現在
施設数 63 施設（青 18 八 18 弘 27）

ツクイ弘前大町
青森県弘前市大町１－１７－２０

人】 失語症 構音障害 高次脳機能障害

【通所訓練】

認知症 摂食･嚥下障害

0172-31-2150
0172-31-2151

可

【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

社会福祉法人内潟療護園
〒037-0017
【成

身体障がい者支援施設

第二うちがた

青森県五所川原市漆川字浅井１２４－１

人】 失語症 構音障害

【通所訓練】

高次脳機能障害 認知症 摂食･嚥下障害

0173-38-3491
0173-38-3498

不可

【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可

社会福祉法人千年会
〒036-8144

障害者支援施設

千年園

青森県弘前市大字原ヶ平字山中３９－１
0172-87-4888

【成

人】 構音障害

高次脳機能障害 認知症

摂食･嚥下障害

0172-87-4885
【通所訓練】

可

info@chitose-kai.or.jp
【外来の摂食・嚥下機能評価】不可
【言語聴覚士による訪問リハ】不可
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