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ごあいさつ

私たちは、中国・四国グループの国立病院機構、国立療養所
で働く言語聴覚士の団体です。

このたび、令和3年度の中国・四国グループ内の言語聴覚士が
勤務する２2施設の職場をご紹介するパンフレットを作成致しま
した。

国立病院機構の言語聴覚士は、実にさまざまな現場で仕事を
しています。脳血管障害、神経筋疾患、重症心身障害、呼吸器
疾患、発達障害‥等。この職場の多様性が、国立病院機構の大
きな特徴であり、言語聴覚士としての成長にきっと役立つもの
であると思っています。

就職活動をなさっている皆さん、このパンフレットを読んで、
少しでも国立病院機構に興味を持っていただけたらうれしいで
す。国立病院機構では、各施設にて施設見学に対応しています。
パンフレットで興味のある施設を見つけたら、ぜひ見学し、現
場の言語聴覚士と話をしてみてください。

また、会員の皆様には、パンフレット作成へのご協力ありが
とうございました。実習生への広報活動、自施設以外の情報提
供を通して人材確保に活用していただけるようお願いいたしま
す。そしてこのパンフレットをきっかけに、会員同士の情報交
換がより活発になり、中国四国グループの言語聴覚士のネット
ワークが広がっていけば、と思っております。

令和3年6月作成

国立病院言語聴覚士協議会
中国四国グループ協議会会長 有吉 希充恵
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鳥取医療センター

脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科 ハンセン

所在地： 鳥取県鳥取市三津876
言語聴覚士定員数：9名（ 理学療法士 18名・作業療法士 23名 ）

病院全景 言語聴覚療法室

当院のリハビリテーション科は、回復期、重症心身障害・小児、神経難病、精神の4

領域において各専門職種とのチーム医療を進めています。STの人数は中国四国グルー

プ内で最も多く、在宅復帰はもとより職場復帰、復学、運転再開など、患者様の生活

様式に応じた個々の目標設定及び実現に向けて取り組んでいます。2020年5月には院内

において嚥下支援チームが立ち上がり、多職種と連携しながら、より専門的に嚥下障

害のある方の治療に当たることとなりました。また、パーキンソン病短期集中リハビ

リや発達外来など、成人・小児問わず幅広い分野で専門的かつ地域に根差したリハビ

リがご提供できることを目指しています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：0857-59-1111

新人教育では、当科既定の新人教育プログラムに基づき、新採用者に対して指導係

とアドバイザーを配置して指導や助言を行い、円滑な業務遂行の支援を行っています。

また、個々のスタッフの臨床能力やディスカッション能力を高めていく取り組みも

行っています。勉強会は科内研修および対外的な研修会の開催など、院内だけでなく

地域への発信を目指した専門分野研修を行っています。

①
鳥
取
県

・学会発表：2018年度 1 件

・その他：近年では病院主催のパーキンソン病及び摂食嚥下関連の研修開催や、

地域のコミュニケーション支援、家族会の参加等の地域活動を行っています。

先輩から
一言

入職1年目から様々な患者様に携わらせて頂き、知識を深めることが

できています。また、当院では、産前休暇、育児休暇、勤務時間短

縮制度、看護休暇等、福利厚生が充実しているため、子育て中の方

でも安心して働くことが出来ます。 （入職5年目）



脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科 ハンセン

所在地： 松江市上乃木5-8-31
言語聴覚士定員数： 3名（ 理学療法士 10名・作業療法士4名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院では神経難病、呼吸器疾患、重症心身障害を中心に、乳幼児から超高齢者まで幅

広い疾患、年齢層の患者様へのリハビリを行っています。摂食嚥下障害、発声発語に

対するニードが多くあります。従来より長期療養の患者様が多く、一人一人の方に長

期間に渡りじっくりと向き合ってサポートすることが多かったですが、近年はそれに

加えてパーキンソン病を主に短期集中リハビリ入院が増加しており、短期間での在宅

復帰に向けた支援が必要とされることが多くなりました。

患者様の疾患、年齢層、入院期間などが多岐に渡るため、支援も臨機応変な対応が必

要となりますが、その分やりがいもあり多くの経験・知識を得ることができると思い

ます。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表） 0852-21-6131

業務の一般的な内容についてはPT・OTと共通の教育プログラムに沿って指導を行いま

す。STの専門的な内容については先輩STが随時指導・相談に乗ります。定員数が少な

いので、困りごとがあった時は指導というよりも「みんなで相談」という形になるこ

とが多いです。勉強会としては各種院内研修の他に、NHO機構内の重症心身障害児

（者）の摂食嚥下障害の研修や、がんリハビリテーション研修等の外部研修への参加

機会もあります。

当院に就職して３年目になります。呼吸器疾患・神経難病・重症
心身障害児医療といった幅広い分野のリハビリテーションを行っ
ています。患者様によって必要な支援やニードは異なっているた
め日々試行錯誤しながら業務に取り組んでいます。困りごとがあ
るときには先輩方に相談に乗って頂き、解決方法を一緒に考えて
います。また研修制度も充実しており、学習の場としても恵まれ
た環境です。私たちと一緒に働いてみませんか？

松江医療センター
②
島
根
県

・難病医療従事者研修 ・重度訪問介護従事者研修

・在宅で生活する重症心身障害児（者）の療育相談 ・離島への出張講座

これら院外向けの講義の講師を務め、地域の医療・介護支援を行っています。



浜田医療センターST2年目の広瀬です。1年目は働くことへの不安な
どがありました。しかし、多くの優しい先輩方から、様々な疾患に
対する知や臨床業務について、1年間沢山のことを学び経験するこ
とができました。識現在は、不安もありますが、相談しやすい環境
で言語聴覚士としての仕事にやりがいを感じています。ぜひ浜田医
療センターで一緒に働いてみませんか。

浜田医療センター

運動器 呼吸器 心臓 がん 脳血管

神経難病 重症心身 発達障害 精神 ハンセン

所在地： 島根県浜田市浅井町777-12
言語聴覚士： 4名（ 理学療法士 16名・作業療法士 12名 ）

病院全景 言語聴覚室

当院は、３次救急医療から在宅復帰まで、幅広くカバーしている県西部の中核病院

です。急性期から回復期・地域包括・緩和ケアにいたるまで継続して介入可能であり、

高次脳機能障害やコミュニケーション障害、嚥下障害など多くの疾患を対象にリハビ

リを行っています。

活動例としては、栄養サポートチーム(NST)に参加し、毎週多職種で回診を行ってい

ます。また、NST専従看護師と毎週患者様の嚥下機能、食事内容等についてカンファレ

ンスを行い、リハビリテーション医によるVF/VEも週３回は実施可能であり、より緻密

なアプローチを目指しています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から一言

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表） 0855-28-7098

新人教育については、リハビリテーション科全体で力を入れて取り組んでおり、プリ

セプター制度を取り入れ、年６回の科内新人研修を実施しています。その他にも、新人

症例報告会、急性期・地域包括・回復期の部門ごとに勉強会も実施しています。また、

ST部門内でも定期的に勉強会を行っています。院外で行われる勉強会にも参加しやすい

環境で各自自己研鑽に励んでいます。

②
島
根
県

◇がんのリハビリテーション研修修了者：2名
◇国立病院機構学会：1名(2019年)
◇その他：准看護学校の講師として講義を行っています。



脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科 ハンセン

所在地： 岡山県岡山市北区田益1711-1
言語聴覚士定員数： １名（ 理学療法士 16名・作業療法士 5名 ）

病院全景

当院では、入院患者さまを中心に言語聴覚療法および摂食機能療法を低居してい

ます。摂食機能療法については、全診療科からのご依頼を頂き、医師・看護師等

とともに嚥下造影検査・嚥下内視鏡検査を積極的に実施しています。近年、小児

科と連携し、発達障害（学習障害）のお子様を中心とした診療も展開しています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表） 086-294-9911

医療安全研修・感染管理研修など医療人として必要な知識の習得に関わる研修会

が開かれています。また、各診療科ごとにカンファレンスを実施し、他職種とと

もに情報共有に努めています。

発症直後の早期から評価・介入に携わることが魅力的です！

どうぞよろしくお願いいたします。

https://okayama.hosp.go.jp/04_bumon/04-01_shinryouka/04-01_23riha.html

岡山医療センター
③
岡
山
県

毎年看護師の方を中心とした循環器研修会を開催しています。嚥下評価および嚥

下ﾘﾊﾋﾞﾘの講義を行っています。



南岡山医療センター

脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科 ハンセン

所在地： 岡山県都窪郡早島町早島4066
言語聴覚士定員数： 4名（ 理学療法士 11名・作業療法士 10名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院のリハビリテーション科では、神経筋疾患、呼吸器疾患（結核、肺炎等） 、重

症心身障害、がん、小児の発達障害の領域において評価・訓練を実施しています。入

院患者においては摂食嚥下障害に対する訓練が中心となっていますが、外来小児患者

においては、言語発達、コミュニケーション促進を目標に訓練に取り組んでいます。

摂食嚥下障害については、在宅患者の誤嚥性肺炎予防を目的に、他職種とチームを組

んで嚥下外来、嚥下教育入院も実施しています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：086-482-1121

新人教育では、当科既定の新人教育プログラムに基づき、新採用者の指導を実施し

ています。定期的に開催している部門会では症例検討を行い、臨床業務における疑問、

評価の見方、訓練プログラム立案等に対する助言を行っています。院外の勉強会につ

いても情報提供を行い、自己研鑽の機会を提供しています。

③
岡
山
県

・学会発表：2019年度 1件、2016年度 2件

・その他：近隣の保健所が主催している在宅難病患者を対象とした相談会に毎年

参加しています。

先輩から
一言

37歳で入職しましたが気さくに話しかけてもらい、とても働き

やすい環境です。人間関係だけではなく嚥下検査から小児・成人

の外来から重度心身障害児（者）に至るまでSTとして幅広く活躍

できます。時に大変なこともありますが、やりがいもありSTとし

てレベルアップできる南岡山で一緒に働きませんか？(入職4年目)



脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科 ハンセン

所在地：岡山県瀬戸内市邑久町虫明6539

言語聴覚士定員数：１名（ 理学療法士 4名 ・作業療法士 ３名 ）

病院全景 リハビリテーション室

以前のリハビリテーションでは、ハンセン病・ハンセン病後遺症による末梢神

経障害や機能障害による二次的病変や後遺症を予防・軽減することが重要でし

た。しかし、現在は入所者が高齢化しているため、後遺症に留意しながらも、

他の病院・施設と同様な高齢者に対する治療・訓練を実施しています。

言語聴覚療法では特に、入所者の超高齢化に伴う摂食嚥下障害の評価・訓練な

どの必要性が増しており、耳鼻咽喉科医師をはじめとする他職種と協力して、

摂食嚥下の対応を行っています。

対象疾患

学会発表

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：理学・作業療法室まで
電話番号（代表）：0869‐25‐0321

園内外での勉強会や研修の参加のほか、研修会の講師や部署内での症例検討や

カンファレンスも随時おこなっており、プレゼンテーション能力を高める機会

もあります。また、摂食嚥下に関しては他職種の先輩方からも指導を受けるこ

とができ、知識・技術の向上をはかっております。

当園は入所者ファースト、職員ファーストを掲げており、職員はそれぞれ課題を

もって真剣に業務に取り組んでいます。また、言語聴覚士は当園に一人だけです

が、近隣の邑久光明園と交流があり、摂食嚥下のチーム医療についての研修も受

けさせていただいており、情報交換や相談もできる職場環境にあります。どうぞ

よろしくお願いします。

国立療養所 長島愛生園

学会発表：2019年度 2件、2018年度 2件

その他：園内での入所者対象の認知症予防講座、リハ科主催の研修会などを実

施しています。

③
岡
山
県



国立療養所 邑久光明園
病院全景 リハビリテーション室

高度急性期 急性期 回復期 慢性期

所在地： 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253
言語聴覚士定員数： 1名（ 理学療法士 4名・作業療法士1名・義肢装具士1名 ・鍼灸師1
名）

機能区分

対象疾患

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：摂食嚥下リハビリテーション室

電話番号（代表） 0869-25-0011

当園のリハビリテーションは、言語聴覚士・理学療法士・作業療法士・義肢装具士・鍼灸師

のチームで行っています。対象は当園の全入所者様です。入所者様はハンセン病の後遺症があ

りながらも、毎日を生き生きと過ごされています。

言語聴覚療法は、入所者様への機能回復訓練はもちろんですが、スタッフとの会話や入所者

様同士のふれあいも大切にし、入所者様が楽しく過ごせるように努めています。

また、当園ではリハビリテーション室とは別に摂食嚥下リハビリテーション室が設けられて

います。そこでは、上記のリハビリテーションのスタッフに加えて、医師・歯科医師・薬剤

師・看護師・診療放射線技師・歯科衛生士・栄養士といった多職種が連携して、入所者さまの

「食べること」についての問題について、日々取り組んでいます。

特徴

国立療養所邑久光明園は、全国に13ある国立ハンセン病療養所のうちの一つで、岡山市の東南35Kmの
瀬戸内海に浮かぶ、長島にあります。瀬戸内海の温暖な気候と四季折々の美しい自然に満ちた環境は、
療養に最適の地とされております。

ハンセン病はらい菌によって引き起こされる慢性の感染症です。この菌は神経組織との親和性 が高く、
末梢神経がおかされることによって生ずる神経障害がもっとも重要な症状です。現在では 抗生剤を中心と
した治療法が確立されており、障害を残さず完治する疾病です。

現在当園におられる入所者様は、確実な治療法がない時代に発症したため、末梢神経障害等の一次障害
や、それにともなった二次障害を持った方々がいらっしゃいます。また、入所者様の平均年齢は約86歳と
高齢化しています。そのため、リハビリテーションおよび介護予防が重要になっています。

脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科 ハンセン

③
岡
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県



呉医療センター
中国がんセンター

脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 外科 内部疾患 小児 ハンセン

所在地：広島県呉市青山町3番1号
言語聴覚士定員数： 6名（ 理学療法士 20名・作業療法士 13名）

病院全景 リハビリテーション室

当院は37診療科を有し、高度急性期病院として地域になくてはならない役割を果たし

ています。言語聴覚士は主に脳血管疾患、呼吸器疾患に対して言語聴覚療法、摂食機能

療法を実施しています。また地域がん診療連携拠点病院でもあり、がん患者に対するリ

ハビリテーションも実施しています。2019年度より摂食嚥下支援チームが立ち上がり摂

食嚥下障害患者に対して、呼吸器内科医師、耳鼻咽喉科医師、歯科医師、摂食嚥下認定

看護師、歯科衛生士と共に嚥下内視鏡検査の拡充、摂食機能療法の多職種連携を行って

います。また各種カンファレンスを通して多職種連携を行い患者の早期退院を目指して

います。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：0823-22-3111

新人教育では、年間新人教育スケジュールに基づきプリセプターによるサポートのも

と教育を受けるシステムを導入しています。幅広い疾患を学べるとともに急性期で必要

なリスク管理についても身につけれるように年間を通して医療安全・感染対策などの研

修会を行い、資質の向上に努めています。教育・学術部が中心となり卒後教育・文献抄

読会・科内勉強会の企画・運営、臨床研究のサポートを行う体制をとり、症例報告会を

などで知識や技術の習得の成果を発表する場を設けています。また学会や教育・学術講

演活動への参加、専門資格の取得なども積極的にバックアップしています。

④
広
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学会発表：2017年度 2件

その他：当院で行われているNST40時間研修、TCSA勉強会にて嚥下障害についての

講義を行っています。

先輩から
一言

言語聴覚士として2年目になります。当院の魅力は、高度急性期医療機関

であり、幅広い疾患を担当させていただくことで専門的知識が深められ

るところです。大変なこともありますが、親しみやすく経験豊富な先輩

が多いので、安心して相談することができます。最近では、嚥下内視鏡

検査の実施体制が整ったことで、他職種連携の大切さや嚥下障害に対す

る言語聴覚士のやりがいを強く感じることができます。興味のある方は

是非一緒に働いてみませんか。



当院では新生児から高齢者まで、あらゆる世代の幅広い疾患の患者様に携わるこ
とができます。言語聴覚部門は2011年に開設され、ニーズは年々増加しています。
日々、新たな発見がたくさんある職場です。私たちと一緒に成長しませんか？

脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科 ハンセン

所在地：広島県福山市沖野上町4-14-17
言語聴覚士定員数： 2名（理学療法士 13名・作業療法士 9名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院は350床（一般311床、ICU4床、HCU5床、MFICU6床、NICU12床、GCU12床）を

有し、地域の基幹病院としての役割を担っています。

言語聴覚士は主に周術期や疾患、加齢などによる摂食嚥下機能障害の患者様を

対象に嚥下機能評価や訓練を行っています。また新生児の哺乳評価や支援、小児

の摂食嚥下障害、構音障害などにも携わっています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：084-922-0001

新人教育では、当科既定の新人教育プログラムに基づき、新採用者に対して指

導係を配置して指導や助言を行い、漸増的な患者担当を遂行しています。

院内には摂食嚥下サポートーチームはじめ多くのチームがあり、多職種での活

動に参加し専門的な意見を聞くことができます。院内の勉強会や院外から講師の

先生を招き開催されるオープンカンファレンスも充実しており、幅広い分野の自

己研鑽ができる環境です。

④
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・学会発表：2018年度 1件

先輩から
一言

福山医療センター



広島西医療センター

脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科 ハンセン

所在地：広島県大竹市玖波4-1-1
言語聴覚士定数：4名（理学療法士 14名・作業療法士 8名）

病院全景 リハビリテーション室

当院では、神経筋疾患、重症心身障害、発達外来、がんの方を中心にリハビリ

テーションを実施しています。病棟で看護師と相談しながら、食形態や食事姿

勢についての検討や、嚥下訓練、構音訓練を行います。必要に応じて、嚥下造

影検査も行っています。発達外来では、未就学児を中心に言語発達や発音、コ

ミュニケーションに難しさを抱える子ども達に対して、遊びを通して発達を促

していけるよう個別訓練を行っています。また、PT・OT・STだけでなく、医師

や臨床心理士、保育士、音楽療法士と協力して集団療育も行っています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：0827-57-7151

就職後は、まず訓練の見学から始まり、その後少人数から担当していくように

なります。言語聴覚士だけでなく、理学療法士や作業療法士など職域をこえて、

報告・相談・指導の受けやすい環境です。科内での勉強会や症例検討会も行っ

ています。院内の委員会への参加や、多職種と協働しての研修やラウンド、カ

ンファレンス等にも参加する機会があります。地域のSTの集まりで発表する場

もあり、多くのSTと意見交換することができます。

私は福利厚生が整っていることを重視し入職を決めたのですが、実
際休日や保障もしっかりあり、とてもクリーンな職場だと感じてい
ます。また職場内の雰囲気もよく、分からないことがあると、すぐ
に質問することができます。定期的に開催される科内勉強会などの
自己研鑽の機会も整っています。一般の病院ではなかなか経験する
ことができないような様々な疾患リハを担当することができるのも
当院の魅力です。

・学会発表：2019年度 1件 2017年度 2件 2016年度 2件

・学術活動の他、院内研修の講師などを行っています。
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東広島医療センター

所在地：広島県東広島市西条町寺家513
言語聴覚士数：2名（理学療法士 9名・作業療法士 5名）

病院全景 言語療法室

当院では、入院患者の急性期（手術前後、発症直後）からリハビリテーショ

ンを実施しています。各科から処方される全ての疾患に対応しています。脳

神経外科と脳神経内科がありますので神経難病も含めた脳血管疾患の患者が

特に多く、失語症を含む高次脳機能障害や脳血管疾患後遺症の嚥下障害に対

する需要が高いです。嚥下では耳鼻科・病棟と連携し嚥下機能検査から訓練

プログラム案の作成、食形態の選定まで一貫してかかわっていきます。また

聴覚検査も担当しており、純音聴力検査、語音聴力検査、インピーダンス

オージオメトリーを行っています。

対象疾患

学会発表

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号 082-423-2176(内線6948)

科内で定期的な勉強会があり、先輩の発表を聞きつつ自身が発表することで

新しい知識の習得や担当患者の症状への理解を深めることができます。また、

有料文献のフリーアクセス可能な端末がありますので疑問点が生じたときに

論文を閲覧しやすい環境になっています。

嚥下分野では耳鼻科医や嚥下認定看護師等、関係職種とディスカッション、

を行うことで、障害に対して総合的な理解を深めていきます。

当院では急性期から様々な疾患と関われるため、より豊富
な経験と知識を得る事が出来ます。言語聴覚部門はスタッ
フ数が少ないため一人が受け持つ患者は多めですが、その
分様々な疾患、障害を経験することができます。
昨年より2名体制となり、疑問点など相談しやすくなりま
した。カンファレンスも定期的に開催されており多職種と
の連携も取りやすい環境が整っています。

なし
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脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症



日本言語聴覚士学会や県士会、関連学会が主催する講習会を受講することもでき、より質の高
いリハビリテーションを実施できることを目標に日々の臨床に励んでいます。特に、急性期病
院では摂食嚥下障害の患者様も多く、嚥下障害への関わり方、アプローチ方法が重要な役割を
果たしていると思います。今後は臨床経験をさらに積み“日本摂食嚥下リハビリテーション学
会”の認定士資格を取得したいと考えています。

当院は、このようなキャリア形成への取り組みも実施しやすい環境となっています。

(入職3年目)

関門医療センター

脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科 摂食嚥下障害

所在地： 山口県下関市長府外浦町1-1
言語聴覚士定員数： 3名（ 理学療法士 16名・作業療法士 11名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院のリハビリテーション科では、『超急性期』から『地域包括ケア』まで、地域

社会に貢献できるリハビリテーションサービスを目指し、365日体制で急性期リハビリ

テーション医療を進めています。摂食機能療法では、耳鼻科医によるVE検査を実施し

ており、他職種と連携しながら進めることができています。言語療法では、脳疾患、

神経難病など、比較的幅広い分野に関わることができます。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：083-241-1199

新新人教育では、新人スタッフ1名につき、指導者を1名配置しています。加えて、

新人教育グループを設立しており、リハビリスタッフ全体で情報の共有を行い、指

導・助言を行います。この体制は1年間継続し、この間はできるだけ1人の患者様を

ゆっくり診療できるよう配慮しています。

勉強会は毎月、リハ科内で開催しており、幅広い分野の勉強が行えます。

⑤
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各種関連学会での学術発表を行っており、がんリハビリ認定士などの、資格取得

に関する支援も行っています。

・学会発表：2019年度 1件

先輩から
一言



山口宇部医療センター

脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科 ハンセン

所在地： 山口県宇部市東岐波685
言語聴覚士定員数： ４名（ 理学療法士 8名・作業療法士 5名 ）

病院全景
リハビリテーション室

一般病棟では、肺がん、肺気腫、間質性肺炎や誤嚥性肺炎、非結核性抗酸菌症等、

様々な呼吸器疾患の患者様を対象としております。特に、がんに関しては周術期～回

復期～維持期～終末期と広く関わっており、嚥下障害、言語・高次脳機能障害に対し

リハビリテーションを行っております。

重症心身障害児（者）病棟では、摂食・嚥下機能療法に対して看護師と共に支援、

併せて口腔顔面器官の機能維持や意思表出のための言語訓練行っております。多職種

との連携として、医師、看護師、保育士や学校教諭との話し合いの場にも参加し、限

られた環境の中で「機能維持」と「QOL」を意識した介入を行っております。その他、

「B型通園施設マラウ」での外来リハビリも行っております。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：0836-58-2300

新人教育では、当科既定の新人教育プログラムに基づき、新採用者に対して指導係

とアドバイザーを配置して指導や助言を行い、自律した業務遂行の支援を行っていま

す。また、リハビリテーション科内で症例検討会を行い、理学療法士や作業療法士か

らの視点をアドバイスいただくことで、広い視野で患者様と向き合える言語聴覚士の

育成に努めております。
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地域連携研修、院内研修での講師。

先輩から
一言

呼吸器疾患、転移性脳腫瘍や抗がん剤治療により発症した脳血管疾

患、重症心身障害 等、学校ではなかなか深く学ぶことのなかった疾

患を対象としており、STとして何をすべきかを日々考えながら業務

にあたっております。職種間の枠を超えて相談しやすく明るい雰囲

気の職場です。また、育児等のサポートも充実しており、慌ただし

い毎日ですが、楽しく仕事をしています。（入職9年目）



脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科 ハンセン

所在地：山口県岩国市愛宕町1丁目1-1

言語聴覚士定員数：4名（ 理学療法士 18名・作業療法士 8名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院のSTは、急性期の脳血管・神経疾患を中心として、呼吸器疾患、がん、

小児分野など、多岐にわたる患者様を対象として評価・訓練を実施しています。

他職種と連携しながら、言語機能や摂食嚥下機能の早期再獲得を目指していま

す。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：0827-34-1000

基本的には新人１人に対して、主たる指導者を１人配置します。仕事につい

て困っていること・悩んでいることがあれば、その都度しっかり相談でき、ア

ドバイスが貰える環境であるように努めています。また、興味のある分野を中

心として診療できる体制をとっています。

科内の勉強会はPT・OTと合同で開催し、幅広いスキルを習得することができ

ます。

当院は幅広い疾患・分野に携わる急性期病院であるため、STと

しての専門性を高めることができます。また、先輩・後輩関係な

く、悩みごとを相談しやすい環境が整っています。ぜひ、私たち

と一緒に働きましょう。

岩国医療センター

科内での症例発表、院内勉強会での講師活動などを行っています。

⑤
山
口
県



柳井医療センター

脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科 ハンセン

所在地： 山口県柳井市伊保庄95
言語聴覚士：3名（ 理学療法士 7名・作業療法士 5名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院ではパーキンソン病・筋萎縮性側索硬化症・脊髄小脳変性症などの神経
難病の患者様のリハビリを主として行っており、言語聴覚療法では構音訓練、
嚥下評価等を行っております。近年は脳卒中急性期など、急性期から慢性期ま
で幅広い疾患のリハビリを行っており、さらには外科手術後、重症心身障害児
（者）、人工透析の患者様のリハビリにも介入しています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特 徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：0820-27-0211

毎朝、ST内で情報共有を行い、互いにアドバイスを交換しています。

各自、興味のある分野において積極的に勉強会や学会へ参加しています。

令和2年4月から柳井医療センターに移動してきました。

当院は国立病院機構内でも特に風光明媚な場所で患者様と

景色を見ながら訓練を行うなどしています。多職種と連携

を取りながら、自分自身も神経難病について勉強していま

す。

※写真は当院マスコットの【やなぎょ】です。

（入職3年目）

無し

⑤
山
口
県



脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神
ハンセン病
後遺症

所在地：徳島県板野郡板野町1-1
言語聴覚士数： １名（ 理学療法士５名 作業療法士 ３名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院は結核病棟20床、重心病棟156床、一般病棟100床のうち地域包括ケア病

棟が60床あり、「やさしい笑顔と よりそう医療」を病院の理念とし、地域に

貢献する医療を実践しています。特に在宅復帰を目指して、多職種のみなさん

と協力しながら行うチーム医療の実践を経験することができます。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）： 088-672-1171

毎朝リハミーティングを実施し、業務や患者さまについて、報告・相談する

機会が設けられています。また、リハ科内勉強会を月1回実施しております。

実務では、リハ医・PT・OTへも相談・連携しながら進めることができるような

環境です。院内の勉強会、グループ内施設への研修制度やブロック主催の研修

参加も奨励されています。さらに、臨床研究などの学術活動にも精力的に取り

組んでいます。

東徳島医療センター

学会発表実績：実績なし

院内研修や地域への各種研修会への参加を検討しています

今年度より言語聴覚士が新設となりました。東徳島医療センターでは、主に摂食嚥下

分野への期待が大きく、VE／VFなど標準嚥下機能検査が軌道に乗るよう努めていきま

す。今後は高次脳機能障害や失語症などの患者さまの受け入れも検討していく予定で

す。試行錯誤の状態ではありますが、リハ医・PT・OTやNSTのチームメンバーたちに支

えられ、充実した日々を送っています。

⑥
徳
島
県



徳島病院

脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科 ハンセン

所在地：徳島県吉野川市鴨島町
言語聴覚士定員数： 3名（ 理学療法士 10名・作業療法士4名 ）

病院全景 リハビリテーション室

本院は筋ジストロフィー医療の四国で唯一の専門病院です。言語聴覚療法では、

筋ジストロフィー、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症等の神経筋疾患が、主

な対象となっています。摂食嚥下に関しては、摂食嚥下認定看護師を始めとし多

職種で構成されたSNST（摂食嚥下栄養サポート専門チーム）で、進行する疾患患

者さまの食べたい思いを支援しています。

当院リハ科では、ロボットスーツHALを用いたロボットリハビリテーションや、

ボトックス治療を併用してのリハビリテーションなど、先進的なリハビリテー

ションの展開と開発も進めています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：0883-24-2161

リハビリテーション部門全体での勉強会を定期的に実施し、機構主催の研修会

はもちろん、院内や各種学会の参加・発表にも積極的です。また認定言語聴覚士

や関連資格の取得にむけても個々に自己研鑽しています

当院では神経筋疾患を中心とした患者さまを長期的に治療しています。そのた

め、患者さまとの関係性が深まり、より親身に寄り添ったリハビリテーションが

提供できることも魅力の一つです。加えて院内における研修会も多岐にわたり実

施されているため、自己研鑽の場も多く確保されています。ご興味のある皆さま

と一緒に働けることを楽しみにしております。

・学会発表：過去3年は無し。過去には、県学会、四国学会から摂食嚥下リハ

ビリテーション学会などで発表しています。

・市民公開講座など院内外に向けて、講義等を実施しています

⑥
徳
島
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脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科 ハンセン

所在地：香川県高松市新田町乙8番地
言語聴覚士定員数： 1名（ 理学療法士3名・作業療法士 2名）

病院全景 機能訓練室

主に神経・筋難病、呼吸器疾患への言語・嚥下訓練を行っており、脳血管疾

患急性期の患者さんも少数ですが入院されます。現在、パーキンソン病患者さ

んの短期集中リハビリテーション入院を立ち上げるために取り組んでいます。

また、香川県難病対策連絡協議会神経筋難病領域別の拠点病院として専門的な

リハビリや情報提供を行なっています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）： 087-841-2146

科内では週に１度の症例検討会を開催、また主治医も含めた多職種カンファ

レンスも活発で、多方面から充実した意見を得ながら現場経験を積んでいけま

す。県士会やその他勉強会への参加も支援していきます。

神経筋難病の患者さんの発声・嚥下評価、そして在宅生活に
向けてトータルサポートができるように取り組んでいるのが
当院の特徴です。

リハビリテーション科は少人数ですが患者さん相手には熱く、
困りごとがあると直ぐに頭を突き合わせて話し合える明るい
職場です。

高松医療センター

・学会発表：2018年1件（日本ディサースリア学術集会）

・日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士

・ＡＬＳ香川県支部研修会講師、難病支援事業活動参加。

・香川県摂食嚥下障害研究会事務局。四国摂食嚥下研究会事務局。

⑦
香
川
県



脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科 ハンセン

所在地： 香川県善通寺市仙遊町２丁目１－１
言語聴覚士定員数： ５名（ 理学療法士１６名、作業療法士６名 ）

病院全景 言語療法室

当院は，２０１３年に主として成人医療を提供していた善通寺病院と、小児・成育医

療を提供していた香川小児病院を統合し、新たに発足した病院です。ライフステージ

の全てに寄り添える地域に根差した病院です。リハビリの対象疾患としては、成人医

療部門では急性期脳血管疾患、頭部外傷およびその他の脳損傷、誤嚥性肺炎などで入

院される摂食機能療法対象患者のリハビリテーションを中心に行っております。小児

、生育医療部門では自閉症、ADHD、機能性構音障害、口蓋裂、吃音などの疾患リハビ

リテーションを中心に行っています。また、小児聴力検査、乳幼児健診などの業務も

行っています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

言語聴覚士の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表） ０８７７－６２－１０００

新人教育は、１年間の年間スケジュールを作成し、計画的に指導及び、メンタルサポ

ートを行っています。分からない疾患や業務内容で困ったときなど、いつでも相談で

きるよう風通しのいい職場づくりに取り組んでいます。また、症例検討や学会発表な

どの学術活動を推進しています。リハビリテーション科内での症例検討会，勉強会も

随時行っており、院外発表する場合もサポート体制は充実しております。成人医療部

門では週１回SCUカンファレンスを行っており、医師、看護師、MSW、栄養士など医療

スタッフと活発なコミュニケーションが行えます。小児、生育医療部門では月１回児

童精神科カンファレンスを行い、医師より小児言語リハビリへのアドバイスをいただ

く機会を設けております。

当院は成人医療部門と小児生育医療部門があり、幅広い疾患を経験

することができます。スタッフ間の関係もとてもよく、なんでも相

談しあえる職場です。興味のある方はぜひお問い合わせください。

スタッフ一同、あなたと一緒に働ける日をお待ちしております。

四国こどもとおとなの医療センター

・学会発表：２０１９年度2件 ２０１８年度0件 ２０１７年度１件

・その他：地域医療研修会として定期的に学習会を開催しています。

⑦
香
川
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脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科 ハンセン

所在地： 愛媛県松山市南梅本町甲160
言語聴覚士定員数： 2名（ 理学療法士 5名 作業療法士1名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院は都道府県がん診療連携拠点病院であり、2019年にはがんゲノム医療拠点病院に

指定されました。また緩和ケア病棟や地域包括ケア病棟も併設されており、がん患者の

急性期から看取りまでケアする体制が整備されています。リハビリ内容は、頭頚科領域

を中心に消化器や呼吸器疾患等幅広い疾患を対象とした周術期リハビリや化学療法・放

射線治療患者に対する有害事象に配慮しながらの維持的リハビリ、緩和期のリハビリな

ど多岐にわたっています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表） 089-999-1111

当院のセラピストは「がんリハビリテーション料」を算定できることが必須であるため、

赴任後は全員、可及的早期に「がんリハビリーション研修会」を受講しています。新人

教育では、当科既定の新人教育プログラムに基づき、新採用者に対して指導係とアドバ

イザーを配置して指導や助言を行いながら、診療が遂行できるようにサポートしていま

す。また週1回、リハ医・セラピストによる文献抄読会を行っており、輪番制でがんに関

する和英文献をもとに最新の知見を共有する勉強会を実施しています。その他にも毎年、

整形外科と共同で四国で唯一上記の「がんリハビリテーション研修会」を主催しており、

講師やファシリテーターなどを務めています。

四国がんセンター
⑧
愛
媛
県

・学会・研修会発表：2019年度 4件 2017年度 5件 2018年度 5件

・学術論文：2019年度 6本 2017年度 6本 2018年度 1本

・その他：院内のリハビリ・肝臓病・リンパ浮腫教室における講義等を行っています。

がんのリハビリテーションを中心に、頭頚部がんや食道がんの
周術期リハビリや、脳転移等の高次脳機能障害、誤嚥性肺炎を対
象とした呼吸器リハビリなど幅広く対応しています。治療を行う
際の副作用や合併症を考慮しながら総合的にアプローチし、より
良いリハビリを提供できるよう精勤しています。PT・OT・STの距
離も近く、雰囲気よく勤務しています。勉強する環境も十分整っ
ています。一緒にがんリハのエキスパートを目指して、知識を深
めていきましょう。



脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科 ハンセン

所在地： 愛媛県東温市横河原366
言語聴覚士定員数： 3名（ 理学療法士8名・作業療法士4名）

病院全景 リハビリテーション室

当院は政策医療と地域医療を2本柱とし、政策医療では神経難病、重症心身障害、結

核の専門医療施設の役割、またポストNICU病床を設け小児医療にも力を入れ、地域医

療では地域の一般急性期病院として機能しています。

言語聴覚療法では、一般病棟の神経難病、脳血管障害、呼吸器疾患、心疾患、整形

外科の患者様に対するコミュニケーション訓練や呼吸訓練、摂食嚥下訓練に関わって

います。また重心病棟でもコミュニケーション訓練や摂食嚥下訓練に関わっています。

神経難病や重症心身障害の患者様のPCやipadなどを利用したコミュニケーションツー

ルの習得にも取り組み、患者様の希望に応えられるようアプローチしています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表） 089-964-2411

新人教育プログラムをマニュアル化し新人の育成、また症例検討や院内勉強会など

の学術活動を推進しています。“気づき・考え方”の幅の広がりに着目し、さまざま

な方面から患者像を捉える事ができるよう、各スタッフ間で密にコミュニケーション

を取る事で、指導・助言を行っています。また、呼吸、栄養、糖尿病などのさまざま

なサポートチームにリハスタッフが所属し、チーム医療の一員となれるよう知識・技

術の習得に励んでいます。

パソコンやipadに特殊スイッチを接続したコミュニケー

ションエイドの導入など患者様の先をみすえたコミュニ

ケーションの方法を考えたり、日々リハビリの難しさも感

じながら、他職種や他施設のスタッフと協同で在宅生活へ

のアプローチを行っている点にやりがいを感じたりしてい

ます。

愛媛医療センター
⑧
愛
媛
県

学会発表や保健所での神経難病に関する講演会、東温市で開催される健康フォー

ラムや親子の医療体験学習など、院内外での学術・講演活動を行っています。



高知病院

脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科 ハンセン

所在地：高知県高知市朝倉西町1丁目2-25
言語聴覚士定員数： 2名（ 理学療法士 8名・作業療法士 3名 ）

病院全景 言語療法室での言語訓練

当院では、主に呼吸器疾患、がん、重症心身の患者様に対して言語療法を行

なっております。呼吸器に関しては、平成23年8月に呼吸器センターを設立し、医

師、看護師と協力して包括的に診療することができるようになっております。ま

た、重症心身障害児(者)の小児から成人に対する摂食嚥下機能の悪化予防に対し

て積極的に取り組んでおります。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

言語聴覚療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：088−844−3111

言語聴覚士はもちろん、理学療法士や作業療法士やなどの職域を超えて指導・

助言を受けることができる環境になっております。また、がんのリハビリテー

ションでの資格なども有し、臨床業務に対する研鑚活動や学会発表などの学術に

対するサポートも行っています。また、当科で国立病院総合医学会での優秀演題

賞・優秀ポスター賞、院内で設立された『谷淳吉賞』を複数回の受賞歴があり、

日々の臨床研究を能動的に取り組んでおります。

学会発表：2019年度 3件

学術活動の他、院内研修の講師などを行なっております。

⑨
高
知
県

患者様の退院後の生活を見据え、医師や看護師と良質なコミュ
ニケーションを取りながらチーム医療を構築しております。
当院で、言語聴覚士としての役割を果たすため、日々の業務を

積極的に実践できるに伴い成長できる環境にあります。
是非、私たちと一緒に働きましょう！


