
平成２７年度第１回 岡山県脳卒中連携体制検討会議
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〇 脳卒中の医療連携体制を担う医療機関等の一覧

〇 脳卒中の医療連携体制を担う医療機関等の医療機能の一覧

〇 脳卒中の医療連携体制を担う医療機関等届出実施要領





２０1４/１１/１現在

医療圏 所在地 施設種別 医療機関等の名称

県南東部 岡山市 病院 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター

県南東部 岡山市 病院 財団法人操風会　岡山旭東病院

県南東部 岡山市 病院 総合病院岡山市立市民病院

県南東部 岡山市 病院 総合病院岡山赤十字病院

県南東部 岡山市 病院 岡山大学病院

県南東部 岡山市 病院 川崎医科大学附属川崎病院

県南東部 岡山市 病院 恩賜財団岡山済生会総合病院

県南東部 岡山市 病院 独立行政法人　労働者健康福祉機構　岡山労災病院

県南東部 岡山市 診療所 岡山東部脳神経外科　岡山クリニック

県南西部 倉敷市 病院 川崎医科大学附属病院

県南西部 倉敷市 病院 財団法人　倉敷中央病院

県南西部 倉敷市 病院 社会医療法人全仁会倉敷 平成病院

真庭 真庭市 病院 金田病院

津山・英田 津山市 病院 津山中央病院

県南東部 岡山市 病院 総合病院　岡山協立病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人　社団新風会　玉島中央病院

県南西部 倉敷市 病院 総合病院　水島中央病院

県南西部 倉敷市 病院 総合病院水島協同病院

県南東部 岡山市 病院 社会医療法人岡村一心堂病院

県南東部 岡山市 病院 医療法人社団 光生病院

県南東部 岡山市 病院 社会医療法人鴻仁会　岡山中央病院

県南東部 岡山市 診療所 岡山東部脳神経外科　東備クリニック

県南東部 玉野市 病院 総合病院玉野市立玉野市民病院

県南東部 玉野市 病院 玉野三井病院

県南東部 赤磐市 病院 赤磐医師会病院

県南東部 和気町 病院 医療法人 紀典会 北川病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人 誠和会 倉敷紀念病院

県南西部 倉敷市 病院 財団法人仁厚医学研究所児島中央病院

県南西部 笠岡市 病院 医療法人社団清和会笠岡第一病院

高梁・新見 高梁市 病院 医療法人 清梁会 高梁中央病院

真庭 真庭市 病院 医療法人社団井口会　総合病院落合病院

岡山県保健医療計画（脳卒中の医療連携体制・医療機関等一覧）

Ａ

B

C

急
性
期

専門的な診療を提供する機能を担う医療機関
A 超急性期の専門的な診療が24時間可能
B 専門的な診療が24時間可能
C 専門的な診療が診療時間内に可能

疾病の経過

備考）この一覧は、医療圏順、市町村順、施設種別順、五十音順に並べています。
　　　 医療機関の詳細な情報は、おかやま医療情報ネット(http://www.qq.pref.okayama.jp/)で検索してください。
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２０1４/１１/１現在

医療圏 所在地 施設種別 医療機関等の名称

県南東部 岡山市 病院 社会医療法人岡村一心堂病院

県南東部 岡山市 病院 総合病院　岡山協立病院

県南東部 岡山市 病院 医療法人自由会岡山光南病院

県南東部 岡山市 病院 岡山西大寺病院

県南東部 岡山市 病院 特定医療法人鴻仁会　岡山中央奉還町病院

県南東部 岡山市 病院 財団法人　操風会　岡山リハビリテーション病院

県南東部 岡山市 病院 医療法人 社団 三樹会 梶木病院

県南東部 岡山市 病院 川崎医科大学附属川崎病院

県南東部 岡山市 病院 済生会吉備病院

県南東部 岡山市 病院 医療法人　明芳会　佐藤病院

県南東部 岡山市 病院 医療法人 創和会  重井医学研究所附属病院

県南東部 岡山市 病院 医療法人社団 藤田病院

県南東部 岡山市 病院 国立病院機構岡山市立金川病院

県南東部 玉野市 病院 総合病院玉野市立玉野市民病院

県南東部 玉野市 病院 医療法人松和会　松田病院

県南東部 玉野市 病院 総合病院 岡山赤十字病院玉野分院

県南東部 瀬戸内市 病院 瀬戸内市立瀬戸内市民病院

県南東部 赤磐市 病院 赤磐医師会病院

県南東部 吉備中央町 病院 独立行政法人労働者健康福祉機構吉備高原医療リハビリテーションセンター

県南西部 倉敷市 病院 川崎医科大学附属病院

県南西部 倉敷市 病院 倉敷成人病センター

県南西部 倉敷市 病院 医療法人水和会　倉敷リハビリテーション病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人 誠和会 倉敷紀念病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人和香会　倉敷スイートホスピタル

県南西部 倉敷市 病院 倉敷市立児島市民病院

県南西部 倉敷市 病院 財団法人淳風会　倉敷第一病院

県南西部 倉敷市 病院 財団法人倉敷中央病院　倉敷リバーサイド病院

県南西部 倉敷市 病院 社会医療法人全仁会　倉敷平成病院

県南西部 倉敷市 病院 健寿協同病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人社団 五聖会 児島聖康病院

県南西部 倉敷市 病院 財団法人仁厚医学研究所児島中央病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人創和会　しげい病院

県南西部 倉敷市 病院 玉島協同病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人　社団新風会　玉島中央病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人　和葉会　まび記念病院

県南西部 倉敷市 病院 総合病院　水島中央病院

県南西部 笠岡市 病院 医療法人社団清和会笠岡第一病院

県南西部 笠岡市 病院 笠岡市立市民病院

県南西部 井原市 病院 井原市立井原市民病院

県南西部 総社市 診療所 泉クリニック

県南西部 早島町 病院 独立行政法人　国立病院機構　南岡山医療センター

県南西部 矢掛町 病院 矢掛町国民健康保険病院

高梁・新見 高梁市 病院 医療法人 清梁会 高梁中央病院

真庭 真庭市 病院 医療法人社団井口会　総合病院落合病院

真庭 真庭市 病院 金田病院

真庭 真庭市 病院 真庭市国民健康保険　湯原温泉病院

津山・英田 津山市 病院 医療法人平野同仁会　総合病院津山第一病院

津山・英田 津山市 病院 特定医療法人清風会　日本原病院

津山・英田 勝央町 病院 医療法人 さとう記念病院

回
復
期

疾病の経過

生活機能を回復させるリハビリテーションを実施する機能を担う医療機関

備考）この一覧は、医療圏順、市町村順、施設種別順、五十音順に並べています。
　　　 医療機関の詳細な情報は、おかやま医療情報ネット(http://www.qq.pref.okayama.jp/)で検索してください。
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２０1４/１１/１現在

医療圏 所在地 施設種別 医療機関等の名称

県南東部 岡山市 病院 財団法人 淳風会 旭ヶ丘病院

県南東部 岡山市 病院 岡山西大寺病院

県南東部 岡山市 病院 岡山第一病院

県南東部 岡山市 病院 岡山東中央病院

県南東部 岡山市 病院 医療法人 社団 三樹会 梶木病院

県南東部 岡山市 病院 医療法人　明芳会　佐藤病院

県南東部 岡山市 病院 医療法人 長光会 長島病院

県南東部 岡山市 病院 宮本整形外科病院

県南東部 岡山市 診療所 医療法人　徳寿会　池田医院

県南東部 岡山市 診療所 医療法人 知誠会 岩藤胃腸科・外科・歯科クリニック

県南東部 岡山市 診療所 医療法人社団 かとう内科並木通り診療所

県南東部 岡山市 診療所 医療法人 天成会　小林内科診療所

県南東部 岡山市 介護老人保健施設 医療法人 知誠会 介護老人保健施設 アルテピアせと

県南東部 岡山市 介護老人保健施設 介護老人保健施設 備中荘

県南東部 岡山市 介護老人保健施設 医療法人 明芳会 老人保健施設 やすらぎ

県南東部 岡山市 介護老人保健施設 社会福祉法人　淳風福祉会　若宮老人保健センター

県南東部 玉野市 病院 総合病院 岡山赤十字病院玉野分院

県南東部 玉野市 病院 玉野三井病院

県南東部 玉野市 病院 医療法人松和会　松田病院

県南東部 玉野市 病院 医療法人 愛善会 由良病院

県南東部 備前市 病院 草加病院

県南東部 赤磐市 病院 赤磐医師会病院

県南東部 赤磐市 介護老人保健施設 介護老人保健施設 ひかり苑

県南東部 和気町 病院 医療法人 紀典会 北川病院

県南東部 和気町 病院 医療法人平病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人 誠和会 倉敷紀念病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人 昭和会 倉敷北病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人和香会　倉敷スイートホスピタル

県南西部 倉敷市 病院 倉敷市立児島市民病院

県南西部 倉敷市 病院 健寿協同病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人社団 五聖会 児島聖康病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人創和会　しげい病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人 髙志会　柴田病院

県南西部 倉敷市 病院 玉島協同病院

県南西部 倉敷市 病院 財団法人 弘仁会 玉島病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人 水清会 水島第一病院

県南西部 倉敷市 診療所 医療法人　王慈会　王子脳神経外科医院

県南西部 倉敷市 介護老人保健施設 老健あかね

県南西部 倉敷市 介護老人保健施設 介護老人保健施設 倉敷あいあいえん

県南西部 倉敷市 介護老人保健施設 介護老人保健施設　倉敷老健

県南西部 倉敷市 介護老人保健施設 介護老人保健施設 福寿荘

県南西部 倉敷市 介護老人保健施設 医療法人 和香会 老人保健施設 和光園

県南西部 笠岡市 病院 医療法人　緑十字会　笠岡中央病院

県南西部 笠岡市 介護老人保健施設 老人保健施設 くじば苑

県南西部 笠岡市 病院 笠岡市立市民病院

県南西部 井原市 病院 井原市立井原市民病院

県南西部 総社市 病院 医療法人　薬師寺慈恵会　薬師寺慈恵病院

県南西部 総社市 介護老人保健施設 医療法人 弘友会 泉リハビリセンター

疾病の経過

＜療養病床を有する施設＞　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を実施する機能を担う医療機関
＜在宅医療＞　生活の場での在宅療養支援を実施する機能を担う医療機関

維
持
期

療
養
病
床
を
有
す
る
施
設

備考）この一覧は、医療圏順、市町村順、施設種別順、五十音順に並べています。
　　　 医療機関の詳細な情報は、おかやま医療情報ネット(http://www.qq.pref.okayama.jp/)で検索してください。
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２０1４/１１/１現在

医療圏 所在地 施設種別 医療機関等の名称

県南西部 浅口市 病院 医療法人社団 同仁会 金光病院

県南西部 浅口市 診療所 医療法人社団よりしま中西医院

県南西部 浅口市 介護老人保健施設 医療法人 福嶋医院 介護老人保健施設 いるかの家リハビリテーションセンター

県南西部 里庄町 病院 医療法人 萌生会 国定病院

県南西部 矢掛町 病院 矢掛町国民健康保険病院

高梁・新見 高梁市 病院 医療法人 慶真会 大杉病院

高梁・新見 高梁市 病院 医療法人 清梁会 高梁中央病院

高梁・新見 高梁市 病院 高梁市国民健康保険成羽病院

高梁・新見 高梁市 介護老人保健施設 医療法人 清梁会 老人保健施設ゆうゆう村

高梁・新見 新見市 病院 長谷川紀念病院

高梁・新見 新見市 病院 渡辺病院

真庭 真庭市 病院 医療法人社団井口会　総合病院落合病院

真庭 真庭市 病院 医療法人 美甘会 勝山病院

真庭 真庭市 病院 金田病院

真庭 真庭市 病院 医療法人 敬和会　近藤病院

真庭 真庭市 病院 真庭市国民健康保険　湯原温泉病院

真庭 真庭市 介護老人保健施設 老人保健施設 信愛苑

津山・英田 津山市 病院 医療法人 東浩会 石川病院

津山・英田 津山市 病院 医療法人 和風会 中島病院

津山・英田 津山市 病院 特定医療法人清風会　日本原病院

津山・英田 津山市 病院 医療法人 慈恵会 平井病院

津山・英田 津山市 介護老人保健施設 老人保健施設 加茂松寿園

津山・英田 津山市 介護老人保健施設 老人保健施設 のぞみ苑

津山・英田 津山市 介護老人保健施設 医療法人清風会 老人保健施設 おとなの学校岡山校

津山・英田 美作市 病院 美作市立大原病院

津山・英田 美作市 病院 医療法人三水会 田尻病院

津山・英田 美作市 病院 医療法人 美風会 美作中央病院

津山・英田 美作市 診療所 医療法人豊医会　原医院

津山・英田 鏡野町 病院 鏡野町国民健康保険病院

津山・英田 鏡野町 病院 財団法人 共愛会 芳野病院

津山・英田 勝央町 病院 医療法人 さとう記念病院

疾病の経過
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備考）この一覧は、医療圏順、市町村順、施設種別順、五十音順に並べています。
　　　 医療機関の詳細な情報は、おかやま医療情報ネット(http://www.qq.pref.okayama.jp/)で検索してください。
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２０1４/１１/１現在

医療圏 所在地 施設種別 医療機関等の名称

県南東部 岡山市 病院 財団法人　操風会　岡山リハビリテーション病院

県南東部 岡山市 病院 医療法人　明芳会　佐藤病院

県南東部 岡山市 病院 岡山市久米南町組合立国民健康保険福渡病院

県南東部 岡山市 病院 宮本整形外科病院

県南東部 岡山市 診療所 医療法人　青木内科小児科医院　あいの里クリニック

県南東部 岡山市 診療所 医療法人　徳寿会　池田医院

県南東部 岡山市 診療所 医療法人 知誠会 岩藤胃腸科・外科・歯科クリニック

県南東部 岡山市 診療所 医療法人社団 かとう内科並木通り診療所

県南東部 岡山市 診療所 医療法人 天成会　小林内科診療所

県南東部 岡山市 診療所 脳神経外科・内科　眞壁クリニック

県南東部 岡山市 診療所 医療法人　よしおか医院

県南東部 岡山市 介護老人保健施設 老人保健施設 ゆめの里

県南東部 玉野市 病院 玉野三井病院

県南東部 玉野市 病院 医療法人松和会　松田病院

県南東部 備前市 病院 草加病院

県南東部 赤磐市 病院 赤磐市国民健康保険熊山診療所

県南東部 和気町 病院 医療法人平病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人 誠和会 倉敷紀念病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人和香会　倉敷スイートホスピタル

県南西部 倉敷市 病院 財団法人淳風会　倉敷第一病院

県南西部 倉敷市 病院 社会医療法人全仁会 倉敷平成病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人創和会　しげい病院

県南西部 倉敷市 病院 医療法人 髙志会　柴田病院

県南西部 倉敷市 病院 武田病院

県南西部 倉敷市 病院 玉島協同病院

県南西部 倉敷市 病院 財団法人 弘仁会 玉島病院

県南西部 倉敷市 診療所 医療法人えんさこ医院

県南西部 倉敷市 診療所 医療法人　王慈会　王子脳神経外科医院

県南西部 倉敷市 診療所 医療法人　祥風会　山本整形外科医院

県南西部 倉敷市 介護老人保健施設 介護老人保健施設　倉敷老健

県南西部 倉敷市 介護老人保健施設 医療法人 和香会 老人保健施設 和光園

県南西部 笠岡市 病院 医療法人　緑十字会　笠岡中央病院

県南西部 総社市 診療所 医療法人雄栄会　角田医院

県南西部 総社市 介護老人保健施設 医療法人 弘友会 泉リハビリセンター

県南西部 浅口市 病院 医療法人社団 同仁会 金光病院

県南西部 浅口市 診療所 福嶋医院

県南西部 浅口市 診療所 医療法人社団よりしま中西医院

県南西部 里庄町 病院 医療法人 萌生会 国定病院

県南西部 里庄町 診療所 医療法人社団 宇根本会 にいつクリニック

高梁・新見 新見市 診療所 社会医療法人哲西会　哲西町診療所

真庭 真庭市 病院 医療法人社団井口会　総合病院落合病院

真庭 真庭市 病院 医療法人 美甘会 勝山病院

真庭 真庭市 病院 医療法人 敬和会　近藤病院

真庭 真庭市 病院 真庭市国民健康保険　湯原温泉病院

真庭 真庭市 介護老人保健施設 老人保健施設 信愛苑

津山・英田 津山市 病院 特定医療法人清風会　日本原病院

津山・英田 津山市 診療所 医療法人 清風会 津山ファミリークリニック

津山・英田 津山市 診療所 わたなべ内科医院

津山・英田 津山市 介護老人保健施設 医療法人清風会 老人保健施設 おとなの学校岡山校
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疾病の経過

備考）この一覧は、医療圏順、市町村順、施設種別順、五十音順に並べています。
　　　 医療機関の詳細な情報は、おかやま医療情報ネット(http://www.qq.pref.okayama.jp/)で検索してください。
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２０1４/１１/１現在

医療圏 所在地 施設種別 医療機関等の名称

津山・英田 津山市 介護老人保健施設 老人保健施設 のぞみ苑

津山・英田 美作市 病院 医療法人 美風会 美作中央病院

津山・英田 美作市 診療所 医療法人豊医会　原医院

津山・英田 美作市 診療所 松野内科医院

津山・英田 美作市 診療所 医療法人清風会　湯郷ファミリークリニック

津山・英田 鏡野町 病院 財団法人 共愛会 芳野病院

津山・英田 勝央町 病院 医療法人 さとう記念病院

津山・英田 奈義町 診療所 医療法人清風会奈義ファミリークリニック

維
持
期

在
宅
医
療

疾病の経過

備考）この一覧は、医療圏順、市町村順、施設種別順、五十音順に並べています。
　　　 医療機関の詳細な情報は、おかやま医療情報ネット(http://www.qq.pref.okayama.jp/)で検索してください。
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脳卒中の医療連携体制＿届出一覧 2015/9/18現在

A B C 回復 維時（療） 維持（在） 計
14 4 13 49 79 57 216

市町村 施設種別 名称 A B C 回復 維時（療） 維持（在）

岡山市 病院 川崎医科大学附属川崎病院 ○ ○ 1
岡山市 病院 総合病院岡山市立市民病院 ○ 2
岡山市 病院 総合病院岡山赤十字病院 ○ 3
岡山市 病院 医療法人 社団 三樹会 梶木病院 ○ ○ 4
岡山市 病院 医療法人 創和会  重井医学研究所附属病院 ○ 5
岡山市 病院 医療法人自由会岡山光南病院 ○ 6
岡山市 病院 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター ○ 7
岡山市 病院 済生会吉備病院 ○ 8
岡山市 病院 岡山第一病院 ○ 9
岡山市 病院 宮本整形外科病院 ○ ○ 10
岡山市 病院 岡山東中央病院 ○ 11
岡山市 病院 財団法人操風会　岡山旭東病院 ○ 12
岡山市 病院 財団法人　操風会　岡山リハビリテーション病院 ○ ○ 13
岡山市 病院 医療法人社団 藤田病院 ○ 14
岡山市 病院 社会医療法人岡村一心堂病院 ○ ○ 15
岡山市 病院 恩賜財団岡山済生会総合病院 ○ 16
岡山市 病院 岡山市久米南町組合立国民健康保険福渡病院 ○ 17
岡山市 病院 医療法人社団 光生病院 ○ 18
岡山市 病院 岡山大学病院 ○ 19
岡山市 病院 医療法人 長光会 長島病院 ○ 20
岡山市 病院 総合病院　岡山協立病院 ○ ○ 21
岡山市 病院 医療法人　明芳会　佐藤病院 ○ ○ ○ 22
岡山市 病院 独立行政法人　労働者健康福祉機構　岡山労災病院 ○ 23
岡山市 病院 特定医療法人鴻仁会　岡山中央奉還町病院 ○ 24
岡山市 病院 財団法人 淳風会 旭ヶ丘病院 ○ 25

吉備中央町 病院 独立行政法人労働者健康福祉機構吉備高原医療リハビリテーションセンター ○ 26
笠岡市 病院 医療法人社団清和会笠岡第一病院 ○ ○ 27
笠岡市 病院 医療法人　緑十字会　笠岡中央病院 ○ ○ 28
玉野市 病院 総合病院 岡山赤十字病院玉野分院 ○ ○ 29
玉野市 病院 総合病院玉野市立玉野市民病院 ○ ○ 30
玉野市 病院 玉野三井病院 ○ ○ ○ 31
玉野市 病院 医療法人松和会　松田病院 ○ ○ ○ 32
玉野市 病院 医療法人 愛善会 由良病院 ○ 33
高梁市 病院 医療法人 慶真会 大杉病院 ○ 34
高梁市 病院 高梁市国民健康保険成羽病院 ○ 35
高梁市 病院 医療法人 清梁会 高梁中央病院 ○ ○ ○ 36
勝央町 病院 医療法人 さとう記念病院 ○ ○ ○ 37
矢掛町 病院 矢掛町国民健康保険病院 ○ ○ 38
新見市 病院 長谷川紀念病院 ○ 39
新見市 病院 渡辺病院 ○ 40
真庭市 病院 医療法人 美甘会 勝山病院 ○ ○ 41
真庭市 病院 医療法人 敬和会　近藤病院 ○ ○ 42
真庭市 病院 真庭市国民健康保険　湯原温泉病院 ○ ○ ○ 43
真庭市 病院 金田病院 ○ ○ ○ 44
真庭市 病院 医療法人浄風会　河本病院 45
真庭市 病院 医療法人社団井口会　総合病院落合病院 ○ ○ ○ ○ 46
赤磐市 診療所 赤磐市国民健康保険熊山診療所 ○ 47
赤磐市 病院 赤磐医師会病院 ○ ○ ○ 48
里庄町 病院 医療法人 萌生会 国定病院 ○ ○ 49
浅口市 病院 医療法人社団 同仁会 金光病院 ○ ○ 50
倉敷市 病院 川崎医科大学附属病院 ○ ○ 51
倉敷市 病院 財団法人　倉敷中央病院 ○ 52
倉敷市 病院 医療法人 昭和会 倉敷北病院 ○ 53
倉敷市 病院 医療法人 誠和会 倉敷紀念病院 ○ ○ ○ ○ 54
倉敷市 病院 医療法人水和会　倉敷リハビリテーション病院 ○ 55
倉敷市 病院 財団法人倉敷中央病院　倉敷リバーサイド病院 ○ 56
倉敷市 病院 医療法人 和香会 倉敷スイートホスピタル ○ ○ ○ 57
倉敷市 病院 財団法人 弘仁会 玉島病院 ○ ○ 58
倉敷市 病院 医療法人 髙志会　柴田病院 ○ ○ 59
倉敷市 病院 玉島協同病院 ○ ○ ○ 60
倉敷市 病院 医療法人　社団新風会　玉島中央病院 ○ ○ 61
倉敷市 病院 医療法人創和会　しげい病院 ○ ○ ○ 62
倉敷市 病院 医療法人社団 五聖会 児島聖康病院 ○ ○ 63
倉敷市 病院 財団法人仁厚医学研究所児島中央病院 ○ ○ 64
倉敷市 病院 医療法人 水清会 水島第一病院 ○ 65
倉敷市 病院 総合病院　水島中央病院 ○ ○ 66
倉敷市 病院 総合病院水島協同病院 ○ 67
倉敷市 病院 健寿協同病院 ○ ○ 68
倉敷市 病院 倉敷成人病センター ○ 69
倉敷市 病院 武田病院 ○ 70
倉敷市 病院 社会医療法人全仁会倉敷平成病院 ○ ○ ○ 71
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脳卒中の医療連携体制＿届出一覧 2015/9/18現在

市町村 施設種別 名称 A B C 回復 維時（療） 維持（在）

倉敷市 病院 財団法人淳風会　倉敷第一病院 ○ ○ 72
津山市 病院 津山中央病院 ○ 73
津山市 病院 医療法人 東浩会 石川病院 ○ 74
津山市 病院 医療法人平野同仁会　総合病院津山第一病院 ○ 75
津山市 病院 特定医療法人清風会　日本原病院 ○ ○ ○ 76
津山市 病院 医療法人 慈恵会 平井病院 ○ 77
津山市 病院 医療法人 和風会 中島病院 ○ 78
早島町 病院 独立行政法人　国立病院機構　南岡山医療センター ○ 79
鏡野町 病院 財団法人 共愛会 芳野病院 ○ ○ 80
備前市 病院 草加病院 ○ ○ 81
美作市 病院 医療法人 美風会 美作中央病院 ○ ○ 82
美作市 病院 医療法人三水会 田尻病院 ○ 83
美作市 病院 美作市立大原病院 ○ 84
和気町 病院 医療法人平病院 ○ ○ 85
和気町 病院 医療法人 紀典会 北川病院 ○ ○ 86
岡山市 診療所 医療法人 天成会　小林内科診療所 ○ ○ 87
岡山市 診療所 脳神経外科・内科　眞壁クリニック ○ 88
岡山市 診療所 医療法人　青木内科小児科医院　あいの里クリニック ○ 89
岡山市 診療所 岡山東部脳神経外科　岡山クリニック ○ 90
岡山市 診療所 医療法人 知誠会 岩藤胃腸科・外科・歯科クリニック ○ ○ 91
岡山市 診療所 岡山東部脳神経外科　東備クリニック ○ 92
岡山市 診療所 医療法人　徳寿会　池田医院 ○ ○ 93
岡山市 診療所 医療法人社団 かとう内科並木通り診療所 ○ ○ 94
奈義町 診療所 医療法人清風会奈義ファミリークリニック ○ 95
里庄町 診療所 医療法人社団 宇根本会 にいつクリニック ○ 96
浅口市 診療所 福嶋医院 ○ 97
倉敷市 診療所 医療法人えんさこ医院 ○ 98
倉敷市 診療所 医療法人　王慈会　王子脳神経外科医院 ○ ○ 99
総社市 診療所 医療法人雄栄会　角田医院 ○ 100
総社市 診療所 泉クリニック ○ 101
津山市 診療所 医療法人 清風会 津山ファミリークリニック ○ 102
美作市 診療所 松野内科医院 ○ 103
岡山市 介護老人保健施設 社会福祉法人 淳風福祉会 若宮老人保健センター ○ 104
岡山市 介護老人保健施設 医療法人 知誠会 介護老人保健施設 アルテピアせと ○ 105
岡山市 介護老人保健施設 医療法人 明芳会 老人保健施設 やすらぎ ○ 106
岡山市 介護老人保健施設 老人保健施設 ゆめの里 ○ 107
笠岡市 介護老人保健施設 老人保健施設 くじば苑 ○ 108
高梁市 介護老人保健施設 医療法人 清梁会 老人保健施設ゆうゆう村 ○ 109
真庭市 介護老人保健施設 老人保健施設 信愛苑 ○ ○ 110
赤磐市 介護老人保健施設 介護老人保健施設 ひかり苑 ○ 111
浅口市 介護老人保健施設 医療法人 福嶋医院 介護老人保健施設 いるかの家リハビリテーションセンター ○ 112
倉敷市 介護老人保健施設 介護老人保健施設 倉敷あいあいえん ○ 113
倉敷市 介護老人保健施設 介護老人保健施設 福寿荘 ○ 114
倉敷市 介護老人保健施設 医療法人 和香会 老人保健施設 和光園 ○ ○ 115
倉敷市 介護老人保健施設 老健あかね ○ 116
総社市 介護老人保健施設 医療法人 弘友会 泉リハビリセンター ○ ○ 117
津山市 介護老人保健施設 老人保健施設 のぞみ苑 ○ ○ 118
津山市 介護老人保健施設 介護老人保健施設 ケアガーデン津山 119
津山市 介護老人保健施設 医療法人 清風会 老人保健施設 おとなの学校岡山校 ○ ○ 120
津山市 介護老人保健施設 老人保健施設 加茂松寿園 ○ 121
浅口市 診療所 医療法人社団よりしま中西医院 ○ ○ 122
総社市 病院 医療法人　薬師寺慈恵会　薬師寺慈恵病院 ○ 123
井原市 病院 井原市立井原市民病院 ○ ○ 124
岡山市 病院 岡山西大寺病院 ○ ○ 125
鏡野町 病院 鏡野町国民健康保険病院 ○ 126
津山市 診療所 わたなべ内科医院 ○ 127
倉敷市 診療所 医療法人　祥風会　山本整形外科医院 ○ 128
倉敷市 介護老人保健施設 介護老人保健施設　倉敷老健 ○ ○ 129
岡山市 診療所 医療法人　よしおか医院 ○ 130
新見市 診療所 社会医療法人哲西会　哲西町診療所 ○ 131

瀬戸内市 病院 瀬戸内市立瀬戸内市民病院 ○ 132
美作市 診療所 医療法人豊医会　原医院 ○ ○ 133
倉敷市 病院 倉敷市立児島市民病院 ○ ○ 134
美作市 診療所 医療法人清風会　湯郷ファミリークリニック ○ 135
岡山市 病院 国立病院機構岡山市立金川病院 ○ 136
岡山市 介護老人保健施設 介護老人保健施設備中荘 ○ 137
笠岡市 病院 笠岡市立市民病院 ○ ○ 138
倉敷市 病院 まび記念病院 ○ 139
岡山市 病院 社会医療法人鴻仁会　岡山中央病院 ○ 140
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岡山県脳卒中の医療連携体制を担う医療機関等届出実施要領

１ 目 的
この要領は、平成20年６月に策定した岡山県保健医療計画（脳卒中の医療連携体制）

に基づき、脳卒中の医療に関して、県民の適切な医療機関の選択や医療機関等が自主的
・主体的に行う連携に向けた取組の促進に資するよう、県が急性期、回復期、維持期等
の経過に応じて求められる医療機能を担っている医療機関等の情報を把握し公表するた
め、医療機関等が県に対して行う届出の内容、方法その他必要な事項を定めることを目
的とする。

２ 医療機関等による届出
(1) この要領に基づき届出を行う医療機関等は、病院、診療所、介護老人保健施設、訪

問看護ステーション、通所リハビリテーション事業所及び訪問リハビリテーション事
業所（この要領において「医療機関等」という ）とする。。

(2) 医療機関等は、自らの責任において、脳卒中に係る医療機能について、県に対し３
に定める様式により届出を行うこととする。この場合において、県は、必要と認める
ときは、医療機関等の管理者に対し届出の内容を確認し、又は訂正を依頼する。

(3) 医療機関等の管理者は、毎年10月末日までに前年度に提供した治療実績等について
報告するものとする。

３ 届出の様式
(1) 新規の届出

、 、 、 。医療機関等は 新たに届出を行うときは 次の様式により 届出を行うものとする
ア 岡山県脳卒中医療連携体制を担う医療機関届
イ 添付書類： 医療機能調査票１ （別紙様式１）「 」
ウ 添付書類： 医療機能調査票２ （別紙様式２）「 」

(2) 変更の届出
医療機関等は、届け出た内容に変更が生じたときは、速やかに、次の様式により、

変更の届出を行うものとする。
ア 岡山県脳卒中医療連携体制を担う医療機関変更届
イ 添付書類： 医療機能調査票１ （別紙様式１）「 」
ウ 添付書類： 医療機能調査票２ （別紙様式２）「 」

(3) 辞退の届出
医療機関等は、辞退するときは、速やかに、次の様式により、辞退の届出を行うも

のとする。
岡山県脳卒中医療連携体制を担う医療機関辞退届

４ 公 表
県は、２により届出のあった医療機関等の名称等を、保健福祉部医療推進課のホーム

ページに登載して公表する。この場合において、新規の届出については、原則として、
届出のあった月の翌月の５日までに公表し、変更の届出及び辞退の届出については、速
やかに、変更又は削除する。

５ その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則
１ この要領は、平成２０年６月９日から施行する。
２ 平成２０年６月に行われた届出については、４の後段の規定にかかわらず、６月２４

日までに届出のあったものに限り７月４日までに公表する。
３ この要領は、平成２２年４月１日から施行する。
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岡山県脳卒中医療連携体制を担う医療機関届

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

名 称
代表者氏名 印
所 在 地
電 話 番 号
記載者氏名

脳卒中医療連携体制を担う医療機関として、次の要件を満たすので、以下の書類と
ともに届け出ます。
受理された後、届出の内容を、ホームページ上に掲載されることを承諾します。
また、脳卒中患者の受け入れ状況等については、適宜報告します。

記

１ 医療機能 (該当に○をして下さい）

急性期（ A ・ B ・ C ）

回復期

維持期 (療養病床を有する施設等）

維持期（在宅医療）

２ 添付書類

医療機能調査票１ （別紙様式１）

医療機能調査票２ (別紙様式２）
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(別紙様式１） 医療機能調査票１

チェック欄

1 血液検査
注１）
が２４時間実施可能であること

2 画像検査（CT又はMRI検査）が24時間可能であること

3 脳卒中（疑）患者に対する専門的診療
注２）
が２４時間実施可能であ

ること

4
発症後3時間以内にｔ－ＰＡの静脈内投与による血栓溶解療法が実
施可能であること

5
外科的治療が必要と判断した場合にはその後２時間以内の治療開
始が可能であること

6
全身管理（呼吸管理、循環管理、栄養管理等）及び合併症に対する
診療が可能であること

7
早期リハビリテーション（早期座位・立位、摂食・嚥下訓練、早期歩
行訓練等）が実施可能であること

8
回復期、維持期等を担う他の医療機関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

1 血液検査注１）が２４時間実施可能であること

2 画像検査（CT又はMRI検査）が24時間可能であること

3 脳卒中（疑）患者に対する専門的診療注２）が２４時間実施可能であ
ること

4
t-PAの静脈内投与の適応の判定や外科的治療の適応の判定及び
これらが可能な医療機関への転院等が迅速に行える体制が確保さ
れていること

5
全身管理（呼吸管理、循環管理、栄養管理等）及び合併症に対する
診療が可能であること

6
早期リハビリテーション（早期座位・立位、摂食・嚥下訓練、早期歩
行訓練等）が実施可能であること

7
回復期、維持期等を担う他の医療機関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

1 血液検査注１）が直ちに実施可能であること

2 画像検査（CT又はMRI検査）が直ちに可能であること

3 脳卒中（疑）患者に対する専門的診療注3）が直ちに実施可能である
こと

4
t-PAの静脈内投与の適応の判定や外科的治療の適応の判定及び
これらが可能な医療機関への転院等が迅速に行える体制が確保さ
れていること

5
全身管理（呼吸管理、循環管理、栄養管理等）及び合併症に対する
診療が可能であること

6
早期リハビリテーション（早期座位・立位、摂食・嚥下訓練、早期歩
行訓練等）が実施可能であること

7
回復期、維持期等を担う他の医療機関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

急性期
A

(超急性期
の専門的
診療が２４
時間可能）

求められる機能の区分と内容

急性期
B

（専門的診
療が２４時
間可能）

急性期
C

（専門的な
診療が診
療時間内
に可能）
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(別紙様式１） 医療機能調査票１

チェック欄

1
再発予防の治療（抗血小板療法、抗凝固療法等）が可能であるこ
と

2 基礎疾患・危険因子注4)に対する管理が可能であること

3 抑うつ状態への対応注5)が可能であること

4
専門医療スタッフによるリハビリテーションが集中的に実施可能で
あること

5
急性期や維持期を担う医療機関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

1 再発予防治療、基礎疾患・危険因子注4)の管理が可能であること

2 抑うつ状態への対応注5）が可能であること

3
生活機能の維持・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

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
急性期や回復期を担う医療機関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 口腔ケア・摂食機能の維持・向上を行っていること

1 再発予防治療、基礎疾患・危険因子注4）の管理が可能であること

2 抑うつ状態への対応注5）が可能であること

3
生活機能の維持・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

4 介護支援専門員等と連携し居宅介護サービスを調整すること

5
急性期や回復期あるいは診療所等の維持期を担う医療機関と診
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 口腔ケア・摂食機能の維持・向上を行っていること

7
通院が困難な患者に対して、訪問看護ステーション、薬局等と連
携して在宅医療を実施すること

8
認知症高齢者グループホーム、有料老人ホーム、ケアハウス等
自宅以外の居宅において、希望する患者にはこれらの居宅で看
取りまでを行うこと

求められる機能の区分と内容

維持期
（療養病床
を有する施
設等）

維持期
(在宅医療）

回復期
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