
〔広島県保健医療計画〕 平成28年3月29日
広島県健康福祉局医療介護人材課

〔維持期〕
機能

目標

医療機関等に
求められる事項

病院 一ノ瀬病院

病院 医療法人三和会　おおうち病院

病院 医療法人　土本病院

病院 翠清会　梶川病院

診療所 医療法人社団　山下内科医院

診療所 藏本内科

診療所 国家公務員共済組合連合会広島記念病院老人保健施設記念寿

診療所 小川内科

診療所 医療法人　榎木内科・循環器科医院

病院 広島鉄道病院

病院 山﨑病院

病院 太田川病院

診療所 ぎおん牛田病院附属　牛田クリニック

診療所 医療法人社団輔仁会　太田川東クリニック

病院 医療法人和同会　広島シーサイド病院

病院 医療法人　慈徳会　真田病院

診療所 医療法人社団あやめ会　福原整形外科医院

診療所 おちうみ内科消化器クリニック

診療所 寛田クリニック

診療所 医療法人社団古川医院

診療所 医療法人社団　藤村医院

病院 福島生協病院

病院 医療法人厚生堂　長崎病院

病院 医療法人社団光仁会　梶川病院

病院 荒木脳神経外科病院

診療所 リハビリテーション脳神経外科井口クリニック

診療所 介護老人保健施設西広島幸楽苑

病院 日比野病院

病院 野村病院

病院 医療法人みずの会　さんよう水野病院

病院 医療法人社団聖愛会　ぎおん牛田病院

診療所 高橋内科小児科医院

診療所 砂川クリニック

診療所 かなはら医院

広島市中区

広島市東区

広島市南区

広島市西区

広島市
安佐南区

広島

　【脳卒中】

施　　設　　名
二次保健
医療圏

市町名 施設種別

〔脳卒中：関係医療機関等一覧〕（維持期）

日常生活への復帰及び維持のためのリハビリテーション

●　生活機能の維持・向上のためのリハビリテーションを実施し，在宅等への復帰及
び（日常生活の）継続を支援すること
●　再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理を実施すること

○　次に掲げる事項を含め，該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則した診療を実
施していることが求められる。
①　再発予防の治療，基礎疾患・危険因子の管理が可能であること
②　生活機能の維持及び向上のためのリハビリテーション（訪問及び通所リハビリテーションを
含む）が実施可能であること
③　抑うつ状態や認知症などの脳卒中後の様々な合併症への対応が可能であること
④　介護支援専門員が，自立生活又は在宅療養を支援するための居宅介護サービスを調整す
ること
⑤　回復期（あるいは急性期）の医療機関等と，診療情報や治療計画を共有するなどして連携
していること
⑥　一過性脳虚血発作を含む脳卒中再発について医療スタッフが理解し，発見と共に速やか
に救急搬送要請ができること



〔広島県保健医療計画〕 平成28年3月29日
広島県健康福祉局医療介護人材課

施　　設　　名
二次保健
医療圏

市町名 施設種別

〔脳卒中：関係医療機関等一覧〕（維持期）

病院 医療法人　長久堂野村病院

病院 高陽ニュータウン病院

病院 高陽中央病院

診療所 医療法人ないとう内科・循環器科

診療所 二宮内科

診療所 鈴張外科・内科クリニック

診療所 医療法人社団恵正会　中岡内科

診療所 医療法人おきた内科クリニック

診療所 医療法人社団緑雨会　高陽第一診療所

診療所 吉山クリニック

診療所 医療法人ひまわり会桐陽台医院

診療所 窪医院

診療所 介護老人保健施設ふかわ・くにくさ

診療所 三田クリニック

診療所 医療法人仁医会　井口医院

病院 瀬野白川病院

診療所 クリニック福本リハビリ整形外科

診療所 あおぞら診療所

診療所 はたのリハビリ整形外科

病院 医療法人社団朋和会　西広島リハビリテーション病院

病院 五日市記念病院

病院 広島グリーンヒル病院

病院 生協さえき病院

診療所 福原リハビリテーション・整形外科・内科医院

診療所 訪問看護ステーションすみれ

診療所 老人保健施設まいえ

診療所 こどい内科クリニック

介護老人保健施設 医療法人社団　朋和会　介護老人保健施設　花の丘

病院 山本整形外科病院

診療所 介護老人保健施設さくら

熊野町 介護老人保健施設 介護老人保健施設熊野ゆうあいホーム

安芸太田町 病院 安芸太田病院

病院 北広島病院

病院 医療法人社団慶寿会　千代田中央病院

病院 医療法人社団もみの木会　大朝ふるさと病院

病院 医療法人社団せがわ会　千代田病院

診療所 北広島町雄鹿原診療所

病院 廿日市野村病院

病院 佐伯中央病院

病院 大野浦病院

病院 廿日市記念病院

診療所 斉藤脳外科クリニック

診療所 大野東クリニック

診療所 なかごう内科

病院 メープルヒル病院

病院 医療法人社団　親和会　やまと病院

病院 青山病院

病院 呉芸南病院

病院 社会福祉法人恩賜財団広島県済生会　済生会呉病院

病院 医療法人社団永楽会　前田病院

病院 一般財団法人広島結核予防協会　住吉浜病院

病院 医療法人社団有信会　呉記念病院

病院 公立下蒲刈病院

病院 マッターホルン　リハビリテーション病院

病院 医療法人社団薫風会　横山病院

診療所 医療法人社団豊和会　豊田内科胃腸科

診療所 医療法人社団たつき会　菅田医院

診療所 呉記念クリニック

診療所 医療法人社団　住吉医院

病院 大谷リハビリテーション病院

病院 医療法人社団仁風会　青木病院

廿日市市

呉市

大竹市

江田島市

北広島町

広島市佐伯区

広島市
安佐北区

広島市安芸区

海田町

広島

広島西

呉



〔広島県保健医療計画〕 平成28年3月29日
広島県健康福祉局医療介護人材課

施　　設　　名
二次保健
医療圏

市町名 施設種別

〔脳卒中：関係医療機関等一覧〕（維持期）

病院 西条中央病院

病院 医療法人社団樹章会　本永病院

病院 広島県立障害者リハビリテーションセンター医療センター

病院 康成病院

病院 井野口病院

病院 医療法人真慈会　真愛病院

病院 東広島記念病院

病院 木阪病院

病院 県立安芸津病院

病院 医療法人社団葵会　八本松病院

診療所 アソカの園　武島医院

診療所 木阪クリニック

診療所 医療法人社団伯栄会　のぞみ整形外科クリニック

診療所 友安クリニック

診療所 医療法人瑠璃光会　山田脳神経外科

診療所 藤井脳神経外科

診療所 医療法人　野村脳神経外科クリニック

介護老人保健施設 介護老人保健施設きさか

病院 医療法人楽生会　馬場病院

病院 医療法人社団仁慈会　安田病院

診療所 医療法人社団　大貫内科医院

大崎上島町 診療所 医療法人社団　妙好会　ときや内科

病院 総合病院三原赤十字病院

病院 医療法人清幸会　三原城町病院

病院 三原市医師会病院

病院 社会医療法人里仁会　興生総合病院

病院 医療法人杏仁会　松尾内科病院

病院 医療法人　宗斉会　須波宗斉会病院

病院 医療法人仁康会　本郷中央病院

病院 社会医療法人里仁会　仁生病院

病院 社会医療法人　里仁会　白龍湖病院

診療所 医療法人社団　宮本クリニック

診療所 公立大学法人　県立広島大学保健福祉学部附属診療所

診療所 医療法人杏仁会　かもめ診療所

介護老人保健施設 介護老人保健施設里仁苑

介護老人保健施設 介護老人保健施設三恵苑

病院 医療法人社団杏佑会　笠井病院

病院 山本病院

病院 公立みつぎ総合病院

病院 日立造船健康保険組合　因島総合病院

病院 医療法人社団神田会　木曽病院

診療所 田辺クリニック

診療所 医療法人社団　住幸会　弓場医院

診療所 公立みつぎ総合病院　保健福祉総合施設附属リハビリテーションセンター

診療所 医療法人社団永楽会　おかはし内科医院

診療所 土本ファミリークリニック

介護老人保健施設 公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」

世羅町 病院 公立世羅中央病院

病院 医療法人社団健生会　いそだ病院

病院 神原病院

病院 医療法人社団玄同会　小畠病院

病院 医療法人村上会　福山回生病院

病院 寺岡記念病院

病院 藤井病院

病院 医療法人　慈生会　前原病院

病院 社会医療法人祥和会　脳神経センター大田記念病院

病院 医療法人慈彗会　亀川病院

病院 医療法人辰川会　山陽病院

病院 医療法人社団健照会　セオ病院

病院 西福山病院

病院 楠本病院

病院 社会医療法人社団　沼南会　沼隈病院 

東広島市

三原市

福山市

尾道市

竹原市

広島中央

福山・府中

尾三



〔広島県保健医療計画〕 平成28年3月29日
広島県健康福祉局医療介護人材課

施　　設　　名
二次保健
医療圏

市町名 施設種別

〔脳卒中：関係医療機関等一覧〕（維持期）

病院 医療法人社団　島谷病院

病院 福山泌尿器病院

診療所 医療法人社団黎明会　さくらの丘クリニック

診療所 かわもとクリニック

診療所 村上内科循環器科医院

診療所 いしおか医院

診療所 三島医院

診療所 医療法人まこと会　クリニック和田

診療所 奥坊クリニック

診療所 医療法人社団涼風会 佐藤脳神経外科

診療所 松永脳外科クリニック

診療所 石藤クリニック

診療所 医療法人Ｆ．Ｋ．会　青葉台クリニック

診療所 社会医療法人　祥和会　明神館脳神経外科

診療所 医療法人辰川会　山陽腎クリニック

介護老人保健施設 老人保健施設ハイトピア・カイセイ

介護老人保健施設 老人保健施設かなえ

介護老人保健施設 駅家リハビリテーションSAKURA

介護老人保健施設 介護老人保健施設ビーブルかんなべ

介護老人保健施設 老人保健施設ぬまくま

介護老人保健施設 老人保健施設せんだの里

病院 府中市民病院

病院 府中北市民病院

神石高原町 病院 神石高原町立病院

診療所 医療法人社団　岡崎医院

診療所 内科・外科鳴戸医院

診療所 医療法人微風会　三次神経内科クリニック花の里

介護老人保健施設 介護老人保健施設　リカバリーセンター章仁苑

介護老人保健施設 ナーシングホーム沙羅

介護老人保健施設 三次地区医師会介護老人保健施設あさぎり

病院 庄原市立西城市民病院

病院 医療法人ながえ会　庄原同仁病院

病院 こぶしの里病院

病院 総合病院庄原赤十字病院

病院 医療法人社団　増原会　東城病院

三次市

庄原市

福山市

府中市

備北

福山・府中


