長野県 言語聴覚士会 会員所属先機関一覧 (2019年6月現在)

北信地区
所属先
飯山赤十字病院 リハビリテーション科
稲荷山医療福祉センター リハビリテーション部
介護老人保健施設 コスモスさいなみ
介護老人保健施設 コスモス長野
児童発達支援センターにじいろキッズらいふ
篠ノ井総合病院 リハビリテーション科
新生病院 リハビリテーション科
新町病院 リハビリテーション科
総合福祉施設 須坂やすらぎの園
竹重病院 リハビリテーション部
千曲中央病院 リハビリテーションセンター
医療法人 公仁会 轟病院 リハビリテーション科
長野県立信州医療センター

郵便番号
〒389-2295
〒387-0022
〒381-2212
〒381-2212
〒380-0928
〒388-8004
〒381-0295
〒381-2404
〒382-0011
〒380-0815
〒387-8512
〒382-000
〒382-0091

住所
飯山市飯山226-1
千曲市大字野高場1835-9
長野市小島田町449
長野市小島田町380
長野市若里6-6-14
長野市篠ノ井会666-1
上高井郡小布施町851
長野市信州新町上条137
須坂市日滝字窪2887-1
長野市大字鶴賀田町2099
千曲市大字杭瀬下58
須坂市大字須坂1239
須坂市大字須坂1332

長野県立総合リハビリテーションセンター
言語聴覚療法科

〒381-8577 長野市下駒沢618-1

026-296-3953 026-296-3943

中野市教育委員会
長野市民病院 診療技術部
長野赤十字病院 言語聴覚課
長野中央病院 リハビリテーション科
長野松代総合病院 リハビリテーション部

〒383-8614
〒381-0006
〒380-8582
〒380-0814
〒381-1231

0269-22-2111
026-295-1199
026-226-4131
026-234-3211
026-278-2031

長野松代総合病院付属若穂病院
リハビリテーション部

〒381-0101 長野市若穂綿内7615-1

026-282-7111 026-282-7117

長野ろう学校 支援部

〒380-0803 長野市三輪1丁目4番9号

026-241-5320 026-244-9217

独立行政法人 国立病院機構 東長野病院
リハビリテーション科

〒381-8567 長野市上野2-477

026-296-1111 026-295-5139

北信総合病院 リハビリテーション科

〒383-0021 中野市西1-5-63

0269-22-2151 0269-22-2426

所属先
浅間南麓こもろ医療センター リハビリテーション科

郵便番号
住所
〒384-8588 小諸市相生町3-3-21

上田市役所 保育課

〒386-0012

医療法人 健静会 上田病院

〒386-8510 上田市中央1-3-3

0268-22-3580 0268-25-5470

介護療養型老人保健施設 いずみの
介護老人保健施設 チェリーガーデン

〒386-8688 上田市小泉72-1
〒386-1312 上田市保野710

0268-26-6600 0268-26-6615
0268-39-1187 0268-38-2812

介護老人保健施設 ほのぼの

〒386-0002 上田市住吉322

0268-27-6755 0268-27-6768

鹿教湯三才山リハビリテーションセンター
鹿教湯病院

〒386-0396 上田市鹿教湯温泉1308

0268-44-2111 0268-44-2117

鹿教湯三才山リハビリテーションセンター
鹿教湯病院 訪問リハビリテーション科 豊殿診療所

〒386-0004 上田市殿城250-4

0268-29-6725 0268-29-6711

鹿教湯三才山リハビリテーションセンター
鹿教湯病院 訪問リハビリテーション科

〒386-0396 上田市鹿教湯温泉1308

0268-44-2111 0268-44-2117

鹿教湯三才山リハビリテーションセンター
三才山病院

〒386-0393 上田市鹿教湯温泉1777

0268-44-2321 0268-45-3709

社会医療法人 恵仁会 くろさわ病院
リハビリテーションセンター

〒385-0051 佐久市中込1-17-8

0267-64-1711 0267-64-1705

小林脳神経外科神経内科病院
リハビリテーション科

〒386-0018 上田市常田3-15-41

0268-22-6885 0268-27-1931

佐久市立浅間総合病院 リハビリテーション科
佐久総合病院 言語療法科
佐久総合病院 小海分院 言語療法科
佐久総合病院 佐久医療センター

〒385-8558
〒384-0301
〒384-0013
〒385-0051

0267-67-2295
0267-82-3131
0267-92-2077
0267-62-8181

独立行政法人 国立病院機構
信州上田医療センター リハビリテーション科

〒386-8610 上田市緑が丘1-27-21

0268-22-1890 0268-24-6603

東御市民病院 リハビリテーション科

〒389-0502 東御市鞍掛198

0268-62-0055 0268-62-0400

特定非営利活動法人四季 障害児通所支援事業所
にじいろポケット

〒389-0111 北佐久郡軽井沢町大字長倉2350-22

0267-41-6133 0267-41-6133

長野医療衛生専門学校 言語聴覚士学科
丸子中央病院 言語聴覚療法室
ひまわり園
らいおんハートリハビリ温泉デイサービス佐久

〒386-0012
〒386-0405
〒384-0043
〒385-0046

0268-23-3800
0268-42-1111
0267-23-3687
0267-63-5369

中野市三好町1-3-19
長野市冨竹1333-1
長野市若里5-22-1
長野市西鶴賀町1570
長野市松代町松代183

電話番号
0269-62-4195
026-272-1435
026-283-3173
026-285-2654
026-219-3780
026-292-2261
026-247-2033
026-262-3111
026-246-4600
026-234-1281
026-273-1212
026-245-0126
026-245-1650

FAX
0269-62-4449
026-273-5119
026-283-3175
026-285-2732
026-223-6011
026-293-0025
026-247-4727
026-262-3411
026-246-4771
026-235-1365
026-272-2991
026-245-5833
026-248-3240

026-295-1148
026-228-8439
026-234-5627
026-279-9167

東信地区

上田市中央6-5-39
ひとまちげんきプラザうえだ

佐久市岩村田1862-1
佐久市臼田197
南佐久郡小海町大字豊里78
佐久市中込3400-28

上田市中央2-13-27
上田市中丸子1771-1
小諸市大字諸682-4
佐久市前山321-3

電話番号
FAX
0267-22-1070 0267-23-9127

0265-23-5132

0267-67-5923
0267-82-9638
0267-92-2441
0261-88-7354

0268-25-5719
0268-42-5437
0264-23-3687
0267-63-5389

中信地区
所属先

相澤東病院
相澤病院

郵便番号
住所
〒390-8514 松本市本庄2-11-16
〒390-8510 松本市本庄2-5-1

電話番号
FAX
0263-33-2500 0263-37-5051
0263-33-8600 0263-32-6763

相澤病院 訪問リハビリテーションセンター
梓川診療所

〒390-0814 松本市本庄2-10-21
〒390-1702 松本市梓川梓2344-１

0263-39-1086 0263-38-7121
0263-78-2058

安曇野赤十字病院 リハビリテーション科

〒399-8292 安曇野市豊科5685

0263-72-3170 0263-72-2314

北アルプス医療センター
あづみ病院 リハビリテーション科

〒399-8695 北安曇郡池田町3207-1

0261-62-3166 0261-62-2711

医療法人 青樹会 一之瀬脳神経外科病院
リハビリテーション技術科

〒390-0852 松本市島立2093

0263-48-3300 0263-48-2121

NPO法人未来の風 療育センターらいふ

〒390-0827 松本市出川２－２４－１４

0263-25-8690

大久保クリニック
市立大町総合病院 リハビリテーション室

〒390-0851 松本市島内3533
〒398-0002 大町市大町3130

0263-47-4341 0263-48-0073
0261-22-0415 0261-22-7948

介護老人保健施設 ローズガーデン

〒390-0823 松本市大字中山7494-8

0263-57-8002 0263-57-8825

鹿教湯三才山リハビリテーションセンター
鹿教湯病院 訪問リハビリテーション科 三才山出張所

〒390-0302 松本市三才山1103-2

0263-46-0607 0263-46-0355

桔梗ヶ原病院 リハビリテーション部
城西病院 リハビリテーション科 言語療法部
信州大学医学部附属病院 リハビリテーション部

〒399-6461 塩尻市宗賀1295
〒390-8648 松本市城西1-5-16
〒390-8621 松本市旭3-1-1

0263-54-0012 0263-52-9315
0263-33-6400 0263-33-9920
0263-37-2836 0263-36-2835

長野県立木曽病院 リハビリテーション科
長野県立こども病院 リハビリテーション技術部
医療法人藤森医療財団 藤森病院

〒397-8555 木曽郡木曽福島町6613-4
〒399-8288 安曇野市豊科3100
〒390-0811 松本市中央2-9-8

0264-22-2703 0264-22-2538
0263-73-6700 0263-73-5432
0263-33-3627 0263-33-9988

医療法人 仁雄会 穂高病院 リハビリテーション科

〒399-8303 安曇野市穂高4634

0263-82-2474 0263-82-7514

松本市立病院 リハビリテーション科

〒390-1401 松本市波田4417-180

0263-92-3027

国立病院機構 まつもと医療センター

〒399-0032 松本市芳川村井町南2-20-30

0263-58-4567 0263-86-3183

松本協立病院 リハビリテーション科

〒390-8505 松本市巾上9-26

0263-35-5300 0263-35-0370

医療法人 抱生会 丸の内病院 リハビリテーション課

〒390-8601 松本市渚1-7-45

0263-28-3003

所属先
岡谷市民病院 リハビリテーション科
介護老人保健施設 かりんの里
この街きっず学園
信濃医療福祉センター
諏訪共立病院 リハビリテーション科
諏訪湖ハイツ
諏訪湖畔病院 リハビリテーション科
諏訪赤十字病院 リハビリテーション科
諏訪中央病院 リハビリテーション科
特定非営利活動法人 ともそだちプラネット
富士見高原医療福祉センター 富士見高原病院

郵便番号
〒394-8512
〒392-0027
〒392-0012
〒393-0093
〒393-0077
〒394-0081
〒394-8515
〒392-8510
〒391-0011
〒394-0035
〒399-0214

所属先
伊那中央病院 リハビリテーション技術科
伊那北小学校
介護老人保健施設 フラワーハイツ
上伊那生協病院 リハビリテーション科
しなのさわやか福祉会 プラムの里
しなのさわやか福祉会 みぶの里
昭和伊南総合病院 リハビリテーション技術科
滝小児科医院
町立辰野病院 リハビリテーション科
特定非営利活動法人 CoCo

郵便番号
〒396-8555
〒396-0005
〒399-4117
〒399-4601
〒399-4301
〒396-0111
〒399-4191
〒396-0026
〒399-0496
〒394-0004

諏訪地区
住所
岡谷市本町4-11-33
諏訪市湖岸通り5-11-5
諏訪市大字四賀388-7
諏訪郡下諏訪町社字花田6525-1
諏訪郡下諏訪町矢木町214
岡谷市長地権現町4-11-50
岡谷市長地小萩1-11-30
諏訪市湖岸通り5-11-50
茅野市玉川4300
岡谷市天竜町2-1-2
諏訪郡富士見町落合11100

電話番号
0266-23-8000
0266-57-5755
0266-58-2343
0266-27-8414
0266-28-3071
0266-24-2290
0266-27-5500
0266-52-6111
0266-72-1000
0266-78-7642
0266-62-3030

FAX
0266-23-0818
0266-57-5766

電話番号
0265-72-3121
0265-72-2264
0265-81-4070
0265-79-1731
0265-84-1311
0265-96-7184
0265-82-2121
0265-71-5250
0266-41-0238
0266-43-2855

FAX
0265-78-2248
0265-72-6029
0265-81-4080
0265-79-1741
0265-84-1312
0265-96-7164
0265-82-2118
0265-71-5251
0266-41-5320
0266-43-2856

0266-27-5953
0266-28-5241
0266-28-7012
0266-57-6036
0266-72-4120
0266-78-7642
0266-62-5188

上伊那地区
住所
伊那市小四郎久保1313-1
伊那市野底8380-3
駒ヶ根市赤穂3249-4
上伊那郡箕輪町大字中箕輪11324
上伊那郡宮田村4804-1
伊那市美篶5324-1
駒ヶ根市赤穂3230
伊那市西町5753-3
上伊那郡辰野町大字辰野1445-5
上伊那郡辰野町赤羽265-1

飯伊地区
所属先

長野県立 阿南病院
飯田市立病院 リハビリテーション科
飯田市役所 こども家庭応援センター
飯田病院 診療技術部 リハビリテーション科

郵便番号
〒399-1501
〒395-8502
〒395-0044
〒395-8505

住所
下伊那郡阿南町北條2009-1
飯田市八幡町438
飯田市本町1-15
飯田市大通1-15

電話番号
0260-22-2121
0265-21-1255
0265-22-4511
0265-22-5150

FAX
0260-31-1014
0265-21-1266
0265-53-8867
0265-22-3167

介護老人保健施設 円会センテナリアン
輝山会記念病院 総合リハビリテーショセンター
健和会病院 リハビリテーション科
JA長野厚生連 下伊那厚生病院 リハビリテーション科
瀬口脳神経外科病院 リハビリテーション科

〒399-3105
〒395-8558
〒395-8522
〒399-3102
〒395-0004

下伊那郡高森町牛牧2468-4
飯田市毛賀1707
飯田市鼎中平1936
下伊那郡高森町吉田481-13
飯田市上郷黒田218-2

0265-34-2525
0265-26-8111
0265-23-3115
0265-35-7511
0265-24-6655

0265-34-2527
0265-26-9690
0265-23-3129
0265-35-1182
0265-24-1745

