
平成25年5月現在

住所 〒424-8601　静岡市清水区桜が丘町13-23
電話・FAX TEL：054-353-5313　　FAX：054-353-5317
ST在籍状況 常勤　２名　　　

 

連絡先 〒420-0061　静岡市葵区新富町5-7-6　
電話・FAX TEL：054-273-7000　　　FAX：054-273-5600
ST在籍状況 常勤　２名　　　

連絡先 〒420-8527　静岡市葵区北安東4-27-1
電話・FAX TEL：054-247-6111　　　FAX：054-247-6141
ST在籍状況 常勤　２名　　　非常勤　１名

その他

その他

３．　静岡県立総合病院

サービスの種類等

対象　　成人：聴覚障害

　　　　　小児：聴覚障害

外来で行える嚥下機能評価　　嚥下造影検査(VF)　　　 ： できない
               　　　　　　　　　　    嚥下内視鏡検査（VE)　　： できない

その他 外来で嚥下内視鏡検査を希望する場合は「内科外来」に問い合わせてください

２．城西神経内科クリニック

サービスの種類等

対象　　成人：コミュニケーション障害(失語症、構音障害　等)
　　　　　　　　　嚥下障害
　
　
外来で行える嚥下機能評価　　 嚥下造影検査(VF)　　　 ：  なし
               　　　　　　　　　　     嚥下内視鏡検査（VE)　　：  なし

～外来リハビリテーションが可能な施設～

　中部

　  １．社会保険　桜ヶ丘総合病院

サービスの種類等

対象　　成人：コミュニケーション障害(失語症、構音障害　等)
　　　　　　　　　嚥下障害
　　　　　小児：コミュニケーション障害(発達障害、知的障害、構音障害　等)
　　　　　　　　　聴覚障害
外来で行える嚥下機能評価　　 嚥下造影検査(VF)　　　 ：なし
               　　　　　　　　　　     嚥下内視鏡検査（VE)　　：できる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(要問い合わせ）



連絡先 〒421-0304　榛原郡吉田町神戸2571-6
電話・FAX TEL：0548-32-9111　　　FAX：0548-32-9120
ST在籍状況 　非常勤　１名

連絡先 〒425-8505　焼津市道原1000
電話・FAX TEL：054-623-3111　　　FAX：054-624-9103
ST在籍状況 常勤　５名　　　

連絡先 〒425-0088　焼津市大覚寺655
電話・FAX TEL：054-628-5500　　　FAX：054-628-7279
ST在籍状況 常勤　５名　　　

その他

その他

６．　コミュニティーホスピタル　甲賀病院

サービスの種類等

対象　　成人：コミュニケーション障害(失語症、構音障害　等)
　　　　　　　　　嚥下障害

　
外来で行える嚥下機能評価　　嚥下造影検査(VF)　　　 ：  なし
               　　　　　　　　　　    嚥下内視鏡検査（VE)　　：  なし

その他

５．　焼津市立総合病院

サービスの種類等

対象　　成人：コミュニケーション障害(失語症、構音障害　等)
　　　　　　　　　嚥下障害
　　　　　　　　　聴覚障害
　　　　　小児：コミュニケーション障害(発達障害、知的障害、構音障害　等)
　　　　　　　　　嚥下障害
　　　　　　　　　聴覚障害
外来で行える嚥下機能評価　　嚥下造影検査(VF)　　　：できる
                                       嚥下内視鏡検査(VE)　　：できる

４．　はいなん吉田病院

サービスの種類等

対象　　成人：コミュニケーション障害(失語症、構音障害　等)

　
外来で行える嚥下機能評価　　嚥下造影検査(VF)　　　 ：  なし
               　　　　　　　　　　    嚥下内視鏡検査（VE)　　：  なし



連絡先 〒422-8527　静岡市駿河区小鹿1-1-1
電話・FAX TEL：054-285-6171　　　FAX：054-285-5179
ST在籍状況 常勤　４名　　　

連絡先 〒425-0031　焼津市小川新町5-2-3
電話・FAX TEL：054-627-5585　　　FAX：054-627-5586
ST在籍状況 常勤　１名　　　

連絡先 〒420-0823　静岡市葵区春日2-12-25
電話・FAX TEL：054-653-5858　　　FAX：054-653-5859
ST在籍状況 常勤　５名　　　

その他 当院に入院されていた患者様のみ、外来診療・嚥下機能評価可能

その他

９．　静清リハビリテーション病院

サービスの種類等

対象　　成人：嚥下障害

　
外来で行える嚥下機能評価　　嚥下造影検査(VF)　　　：できない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嚥下内視鏡検査(VE)　　：できない

その他 VF：各科受診し、医師の指示にて実施可能。　 VE： STは関わっておりません

８．　岡本石井病院

サービスの種類等

対象　　成人：コミュニケーション障害(失語症、構音障害　等)
　　　　　　　　　嚥下障害

　
外来で行える嚥下機能評価　　嚥下造影検査(VF)　　　 ：  できない
               　　　　　　　　　　    嚥下内視鏡検査（VE)　　：  できない

７．　静岡済生会総合病院

サービスの種類等

対象　　成人：コミュニケーション障害(失語症、構音障害　等)
　　　　　　　　　嚥下障害
　　　　　小児：コミュニケーション障害(発達障害、知的障害、構音障害　等)

　
外来で行える嚥下機能評価　　嚥下造影検査(VF)　　　：できる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嚥下内視鏡検査(VE)　 ：耳鼻科にて実施可
能



連絡先 〒426-0133　藤枝市宮原676-1
電話・FAX TEL：054-639-0112　　　FAX：054-639-0789
ST在籍状況 常勤　3名　　　

住所 〒422-8006　静岡市駿河区曲金5-3-30
電話・FAX TEL：054-285-0753　　FAX：054-287-7982
ST在籍状況 常勤　7名　　　　　

住所 〒420-8630　静岡市葵区追手町10-93
電話・FAX TEL：054-253-3125　　FAX：054-252-0010
ST在籍状況 常勤　1名　　　　　

その他 外来で嚥下機能評価を希望される方は事前に電話にてお問い合わせ下さい

１０．　聖稜リハビリテーション病院　

サービスの種類等

対象　　成人：コミュニケーション障害(失語症、構音障害　等)
　　　　　　　　　嚥下障害
　　　　　小児：コミュニケーション障害(発達障害、知的障害、構音障害　等)
　　　　　　　　　嚥下障害

外来で行える嚥下機能評価　　嚥下造影検査(VF)　　　：できる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嚥下内視鏡検査(VE)　　：なし

サービスの種類等

対象　　成人：コミュニケーション障害(失語症、構音障害　等)
　　　　　　　　　嚥下障害
　　　　　小児：コミュニケーション障害(発達障害、知的障害、構音障害　等)

外来で行える嚥下機能評価　　嚥下造影検査(VF)　　　：できない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嚥下内視鏡検査(VE)　　：できる

その他 ＶＥは耳鼻科にて行っている。問い合わせ先はＳＴ岩崎

１２．静岡市立静岡病院

１１．静岡医療福祉センター

サービスの種類等

対象　　成人：嚥下障害
　
　　　　　小児：コミュニケーション障害(発達障害、知的障害、構音障害　等)
　　　　　　　　　嚥下障害
　　　　　　　　　聴覚障害

外来で行える嚥下機能評価　　嚥下造影検査(VF)　　　：できる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嚥下内視鏡検査(VE)　　：できない

その他 VFは成人になられたCPのみ。ＶＦはＰＴＯＴＳＴを外来でやっている方のみ。



住所 〒427-8502　島田市野田1200-5
電話・FAX TEL：054-735-2111　　FAX：054-736-9155
ST在籍状況 常勤　4名　　　　　

住所 〒427-0056　島田市大津通15-2
電話・FAX TEL：054-737-3155　　FAX：054-737-7676
ST在籍状況 常勤　1名　　　　　

住所 〒420-8688　静岡市葵区漆山886
電話・FAX TEL：054-245-5446　　FAX：054-247-9781
ST在籍状況 常勤　1名　　　　

１５．静岡てんかん神経医療センター

サービスの種類等

対象　　成人：コミュニケーション障害(失語症、構音障害　等)
　　　　　　　　　嚥下障害
　

外来で行える嚥下機能評価　　嚥下造影検査(VF)　　　：できない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嚥下内視鏡検査(VE)　　：なし

その他 神経難病の方が対象　機材はあるが現在ＶＦやっていない

その他

　　１３．島田市立島田市民病院

サービスの種類等

対象　　成人：コミュニケーション障害(失語症、構音障害　等)
　　　　　　　　　嚥下障害

　　　　　小児：コミュニケーション障害(発達障害、知的障害、構音障害　等)
　
外来で行える嚥下機能評価　　嚥下造影検査(VF)　　　：できない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嚥下内視鏡検査(VE)　　：できない

その他 入院からの継続のみ

１４．生駒脳神経クリニック

サービスの種類等

対象　　成人：コミュニケーション障害(失語症、構音障害　等)
　　　　　　　　　嚥下障害

外来で行える嚥下機能評価　　嚥下造影検査(VF)　　　 ：なし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嚥下内視鏡検査(VE)　　：なし



住所 〒424-0104　静岡市清水区草ヶ谷651-7
電話・FAX TEL：054-363-1023　　FAX：054-363-1011
ST在籍状況 常勤　4名　　　　　

住所 〒421-1311　静岡市葵区富沢1405
電話・FAX TEL：054-270-1221　　FAX：054-270-1229
ST在籍状況 常勤　5名　　　　　　

住所 〒420-0853　静岡市葵区追手町9-28　興産ビル5階
電話・FAX TEL：054-275-0057　　FAX：054-275-2021
ST在籍状況 常勤　1名　　　　　

その他

１８．駿府の杜クリニック

サービスの種類等

対象　　成人：コミュニケーション障害(失語症、構音障害　等)
　

外来で行える嚥下機能評価　　嚥下造影検査(VF)　　　：なし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嚥下内視鏡検査(VE)　　：なし

その他 外来リハビリは月曜日のみ

サービスの種類等

対象　　成人：コミュニケーション障害(失語症、構音障害　等)

　

外来で行える嚥下機能評価　　嚥下造影検査(VF)　　　：できない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嚥下内視鏡検査(VE)　　：できない

１６．山の上病院

サービスの種類等

対象　　成人：コミュニケーション障害(失語症、構音障害　等)
　　　　　　　　　嚥下障害

外来で行える嚥下機能評価　　嚥下造影検査(VF)　　　：できない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嚥下内視鏡検査(VE)　　：なし

その他

１７．静岡リハビリテーション病院


