
静岡県保健医療計画

(1) 救急医療

・記載区分 調査
・調査対象 全病院

○　脳卒中の「救急医療」を担う医療機関
２次保健医療圏 医療機関名

賀茂 ―

1 熱海伊東 国際医療福祉大学熱海病院

2 熱海伊東 医療法人社団熱海所記念病院

3 熱海伊東 伊東市民病院

1 駿東田方 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター

2 駿東田方 沼津市立病院

3 駿東田方 医療法人社団親和会西島病院

4 駿東田方 順天堂大学医学部附属静岡病院

1 富士 富士宮市立病院

2 富士 富士市立中央病院

3 富士 一般財団法人富士脳障害研究所附属病院

1 静岡 静岡県立総合病院

2 静岡 静岡市立静岡病院

3 静岡 静岡市立清水病院

4 静岡 静岡済生会総合病院

5 静岡 静岡赤十字病院

1 志太榛原 市立島田市民病院

2 志太榛原 焼津市立総合病院

3 志太榛原 藤枝市立総合病院

4 志太榛原 藤枝平成記念病院

5 志太榛原 社会医療法人駿甲会コミュニティーホスピタル甲賀病院

1 中東遠 磐田市立総合病院

2 中東遠 中東遠総合医療センター

1 西部 独立行政法人労働者健康福祉機構浜松労災病院

2 西部 浜松医科大学医学部附属病院

3 西部 浜松医療センター

4 西部 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院

5 西部 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院

6 西部 浜松赤十字病院

7 西部 ＪＡ静岡厚生連遠州病院

29機関

【２】　脳卒中



静岡県保健医療計画

(2) 身体機能を回復させるリハビリテーション

・記載区分 調査
・調査対象 全病院

診療所（脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)届出診療所に限る）

○　脳卒中の「身体機能を回復させるリハビリテーション」を担う医療機関
２次保健医療圏 医療機関名

1 賀茂 医療法人社団健育会熱川温泉病院

1 熱海伊東 医療法人社団熱海所記念病院

2 熱海伊東 国際医療福祉大学熱海病院

3 熱海伊東 伊東市民病院

1 駿東田方 ＪＡ静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院

2 駿東田方 公益財団法人復康会沼津リハビリテーション病院

3 駿東田方 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

4 駿東田方 ＮＴＴ東日本伊豆病院

5 駿東田方 瀬尾記念慶友病院

1 富士 富士宮市立病院

2 富士 共立蒲原病院

3 富士 一般財団法人富士脳障害研究所附属病院

4 富士 医療法人財団百葉の会湖山リハビリテ－ション病院

5 富士 医療法人社団喜生会新富士病院

6 富士 富士いきいき病院

7 富士 富士市立中央病院

8 富士 池辺クリニック

1 静岡 静岡県立総合病院

2 静岡 静岡市立静岡病院

3 静岡 静岡市立清水病院

4 静岡 静岡済生会総合病院

5 静岡 ＪＡ静岡厚生連静岡厚生病院

6 静岡 静岡赤十字病院

7 静岡 静清リハビリテーション病院

8 静岡 城西クリニック

1 志太榛原 市立島田市民病院

2 志太榛原 焼津市立総合病院

3 志太榛原 藤枝市立総合病院

4 志太榛原 医療法人社団聖稜会聖稜リハビリテーション病院

5 志太榛原 甲賀病院

6 志太榛原 藤枝平成記念病院

7 志太榛原 岡本石井病院

8 志太榛原 榛原総合病院

1 中東遠 磐田市立総合病院

2 中東遠 中東遠総合医療センター

3 中東遠 市立御前崎総合病院

4 中東遠 公立森町病院

5 中東遠 菊川市立総合病院

【２】　脳卒中



静岡県保健医療計画

○　脳卒中の「身体機能を回復させるリハビリテーション」を担う医療機関
２次保健医療圏 医療機関名

6 中東遠 豊田えいせい病院

7 中東遠 掛川東病院

8 中東遠 袋井市立聖隷袋井市民病院

9 中東遠 すずかけヘルスケアホスピタル

1 西部 独立行政法人労働者健康福祉機構浜松労災病院

2 西部 浜松医科大学医学部附属病院

3 西部 浜松市リハビリテーション病院

4 西部 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院

5 西部 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院

6 西部 十全記念病院

7 西部 浜松北病院

8 西部 医療法人社団三誠会北斗わかば病院

9 西部 ＪＡ静岡厚生連遠州病院

10 西部 常葉大学リハビリテーション病院

11 西部 すずかけセントラル病院

12 西部 浜松医療センター

54機関



静岡県保健医療計画

(3) 在宅療養の支援

・記載区分 調査
・調査対象 診療所（在宅療養支援診療所、在宅がん総合診療料届出診療所に限る）

○　脳卒中の「在宅療養の支援」を担う医療機関
２次保健医療圏 医療機関名

1 賀茂 安良里診療所
2 賀茂 田子診療所
3 賀茂 のぞみ記念下田循環器腎臓クリニック
4 賀茂 白津医院
5 賀茂 上河津診療所
6 賀茂 はらクリニック
1 熱海伊東 服部医院
2 熱海伊東 河西クリニック
3 熱海伊東 梅園ヘルスケアクリニック
4 熱海伊東 伊豆高原クリニック
5 熱海伊東 医療法人社団栄友会熱海ゆずクリニック
6 熱海伊東 メディカルはば伊豆高原
7 熱海伊東 横山医院
8 熱海伊東 なでしこクリニックあたみ
9 熱海伊東 ライフケア診療所
10 熱海伊東 さくら医院
11 熱海伊東 鈴木医院
1 駿東田方 田京診療所
2 駿東田方 金木内科消化器科クリニック
3 駿東田方 松原医院
4 駿東田方 白石医院
5 駿東田方 さわだ・メディカル・クリニック
6 駿東田方 遠藤クリニック
7 駿東田方 杉山医院（裾野市）
8 駿東田方 遠藤医院
9 駿東田方 高桑医院岩波診療所
10 駿東田方 田中クリニック
11 駿東田方 青木医院
12 駿東田方 岡クリニック
13 駿東田方 清水館医院
14 駿東田方 羽切医院
15 駿東田方 富井医院
16 駿東田方 東山クリニック
17 駿東田方 五十嵐クリニック
18 駿東田方 医療法人社団真養会田沢医院
19 駿東田方 萩野クリニック
20 駿東田方 なつニューロクリニック
21 駿東田方 やぐち内科・循環器科クリニック
22 駿東田方 薬袋内科クリニック
23 駿東田方 北伊豆往診クリニック
24 駿東田方 田内内科医院
25 駿東田方 芝本町クリニック
26 駿東田方 辻林内科
27 駿東田方 宮内まこと記念クリニック
28 駿東田方 花メディカルクリニック

【２】　脳卒中



静岡県保健医療計画

○　脳卒中の「在宅療養の支援」を担う医療機関
２次保健医療圏 医療機関名

29 駿東田方 たけなか三島東町クリニック
30 駿東田方 稲玉内科クリニック
31 駿東田方 手塚クリニック
32 駿東田方 みしま岡クリニック
33 駿東田方 医療法人社団秀博会　大岡マサキクリニック
34 駿東田方 今野医院
35 駿東田方 するがホームＥクリニック
36 駿東田方 さなだ消化器・乳腺クリニック
37 駿東田方 米山町クリニック
38 駿東田方 斉藤医院
39 駿東田方 山口医院
40 駿東田方 鈴木医院
1 富士 東静脳神経センター　
2 富士 原内科クリニック
3 富士 小松クリニック
4 富士 木村内科医院
5 富士 池辺クリニック
6 富士 宮沢内科医院
7 富士 大塚クリニック
8 富士 トータルファミリーケア北西医院
9 富士 ふじの町クリニック・健診センター
10 富士 岳南医院
11 富士 朝霧高原診療所
12 富士 安どうクリニック
13 富士 山城メデイカルクリニック
14 富士 鈴木医院
15 富士 石原クリニック
16 富士 医療法人社団勝優会 するがホームクリニック
17 富士 久保田内科クリニック
18 富士 富士在宅診療所
1 静岡 磯貝医院
2 静岡 有原医院
3 静岡 渡辺内科医院
4 静岡 吉永医院
5 静岡 眞内科クリニック
6 静岡 杉山医院（泉町）
7 静岡 袴田外科医院
8 静岡 松浦内科
9 静岡 近藤医院
10 静岡 杉山医院（登呂）
11 静岡 小児科内科　杉山医院
12 静岡 内科 杉山医院
13 静岡 山本内科医院
14 静岡 横山内科循環器科医院
15 静岡 杉浦内科
16 静岡 松成内科クリニック
17 静岡 城西クリニック
18 静岡 医療法人福恵会東新田福地診療院
19 静岡 きくち内科医院
20 静岡 まつとみクリニック
21 静岡 宮田医院
22 静岡 森田クリニック



静岡県保健医療計画

○　脳卒中の「在宅療養の支援」を担う医療機関
２次保健医療圏 医療機関名

23 静岡 浦島メディカルクリニック
24 静岡 さそう内科・呼吸器科クリニック
25 静岡 医療法人社団孝寿会　ふれあいクリニック
26 静岡 堀田内科医院
27 静岡 しらいわ医院
28 静岡 たんぽぽ診療所
29 静岡 三神医院
30 静岡 渡辺内科医院
31 静岡 美和クリニック
32 静岡 あきやま呼吸器クリニック
33 静岡 三上医院
34 静岡 宗内科医院
35 静岡 ないとう内科・循環器内科
36 静岡 鈴木内科医院
37 静岡 内科胃腸科　八木医院
38 静岡 ゆずの木町内科・循環器科
39 静岡 白鳥内科医院
40 静岡 岡本外科クリニック
41 静岡 原田医院
42 静岡 飯山内科クリニック
43 静岡 草薙すこやかクリニック
44 静岡 福地外科循環器科医院
45 静岡 清水両河内診療所
46 静岡 青木内科クリニック
47 静岡 岩はし内科医院
48 静岡 小澤内科胃腸科
49 静岡 柴山クリニック
50 静岡 田野医院
51 静岡 医療法人社団広域白報会　しずおか在宅診療所
52 静岡 かどまクリニック
53 静岡 長谷通りクリニック
54 静岡 望月内科消化器内科クリニック
55 静岡 静岡サニーメディカルクリニック
56 静岡 秋田内科・呼吸器内科
57 静岡 清水城西クリニック
58 静岡 中之郷クリニック
59 静岡 青山医院
60 静岡 つどいのおかクリニック
61 静岡 服部クリニック
62 静岡 八木循環器内科
63 静岡 大川診療所
64 静岡 ひびのクリニック
65 静岡 坂井クリニック
66 静岡 医療法人財団はるたか会　あおぞら診療所しずおか
67 静岡 静岡曲金クリニック
68 静岡 とやまクリニック
69 静岡 水谷脳神経外科クリニック
70 静岡 五十嵐医院
71 静岡 医療法人社団　兼寿会松下医院
72 静岡 浦島クリニック新院
1 志太榛原 篠原医院
2 志太榛原 志太三輪医院



静岡県保健医療計画

○　脳卒中の「在宅療養の支援」を担う医療機関
２次保健医療圏 医療機関名

3 志太榛原 ほしのクリニック
4 志太榛原 錦野クリニック
5 志太榛原 吉田クリニック
6 志太榛原 生駒脳神経クリニック
7 志太榛原 藤井医院
8 志太榛原 田﨑クリニック
9 志太榛原 すみや脳神経クリニック
10 志太榛原 片岡医院
11 志太榛原 レシャード医院
12 志太榛原 三倉医院
13 志太榛原 西井胃腸科外科
14 志太榛原 山崎クリニック
15 志太榛原 ゆみ内科クリニック
16 志太榛原 サニーメディカルクリニック
17 志太榛原 いたやクリニック
18 志太榛原 島田サニーメディカルクリニック
19 志太榛原 中山クリニック
20 志太榛原 本川根診療所
21 志太榛原 ゆきはな診療所
22 志太榛原 青島北クリニック
23 志太榛原 高木内科医院
1 中東遠 かげやまクリニック
2 中東遠 いしざかクリニック
3 中東遠 山崎医院
4 中東遠 おおわら内科
5 中東遠 木佐森医院
6 中東遠 みつけ内科クリニック
7 中東遠 大須賀医院
8 中東遠 木下クリニック
9 中東遠 加藤医院
10 中東遠 伊達医院
11 中東遠 山名診療所
12 中東遠 浅羽医院
13 中東遠 徳永医院
14 中東遠 とりい痛みのクリニック
15 中東遠 永尾内科・循環器科医院
16 中東遠 北島クリニック
17 中東遠 吉田内科医院
18 中東遠 おおつ内科・小児科
19 中東遠 医療法人社団千寿会鈴木内科
20 中東遠 ひぐち呼吸器内科医院
21 中東遠 うちやま呼吸器アレルギークリニック
22 中東遠 菊川市家庭医療センター
23 中東遠 森町家庭医療クリニック
24 中東遠 溝口ファミリークリニック
25 中東遠 川口医院
26 中東遠 磐田在宅医療クリニック
27 中東遠 まさふみクリニック
28 中東遠 御前崎市家庭医療センターしろわクリニック
29 中東遠 からし種診療所
30 中東遠 内山循環器内科
31 中東遠 吉岡クリニック



静岡県保健医療計画

○　脳卒中の「在宅療養の支援」を担う医療機関
２次保健医療圏 医療機関名

32 中東遠 たなか循環器内科クリニック
33 中東遠 あかばね腎・泌尿器クリニック
1 西部 相羽内科クリニック
2 西部 相羽内科消化器科医院
3 西部 浅井外科・消化器科医院
4 西部 あたご診療所
5 西部 あつみ神経内科クリニック
6 西部 大石内科痛みのクリニック
7 西部 大竹内科医院
8 西部 柿沢医院
9 西部 加藤医院
10 西部 きくち内科クリニック
11 西部 栗田内科医院
12 西部 小助川ファミリークリニック
13 西部 坂の上ファミリークリニック
14 西部 桜町クリニック
15 西部 佐野外科胃腸科医院
16 西部 清水クリニック
17 西部 すずき医院
18 西部 西遠クリニック
19 西部 社会福祉法人天竜厚生会診療所
20 西部 とみた内科
21 西部 なかむらクリニック
22 西部 ねもと内科クリニック
23 西部 林クリニック
24 西部 藤島クリニック
25 西部 舞阪クリニック
26 西部 山下ハートクリニック
27 西部 長尾クリニック
28 西部 尾藤クリニック
29 西部 牧原医院
30 西部 前嶋内科
31 西部 安田クリニック
32 西部 松井クリニック
33 西部 ひろせクリニック
34 西部 いで内科・呼吸器内科クリニック
35 西部 天竜吉田病院
36 西部 やまうち整形外科
37 西部 三和診療所
38 西部 縣医院
39 西部 医療法人社団健勝会鈴木診療院
40 西部 もがみ内科クリニック
41 西部 小松診療所
42 西部 仁成堂　小澤医院
43 西部 中島内科消化器科医院
44 西部 小島医院
45 西部 医療法人社団長羽会ながさかハートクリニック
46 西部 竹内内科眼科クリニック
47 西部 滝浪ハートクリニック
48 西部 たつた内科医院
49 西部 石垣内科医院
50 西部 金子内科・循環器科クリニック



静岡県保健医療計画

○　脳卒中の「在宅療養の支援」を担う医療機関
２次保健医療圏 医療機関名

51 西部 まつけんクリニック
52 西部 しんぼ泌尿器科クリニック
53 西部 たかはし内科クリニック
54 西部 内科リウマチ科福間クリニック
55 西部 ひかり在宅クリニック
56 西部 正田医院
57 西部 中川クリニック
58 西部 吉田クリニック
59 西部 生協きたはま診療所
60 西部 坂の上在宅医療支援医院
61 西部 初生クリニック
62 西部 けいクリニック
63 西部 たなか内科クリニック
64 西部 岸本内科クリニック
65 西部 塩見内科医院
66 西部 小林クリニック
67 西部 中込クリニック
68 西部 浜松あおぞらクリニック

271機関


