
２　脳卒中の医療に関する機能別医療機関（令和元（2019）年8月現在）

予防医療 回復期医療 維持期医療

いわゆるかかりつけ医機能を持つ
医療機関

脳卒中地域拠点医療機関
（地域単位における脳卒中診療

の中心的医療機関）
脳卒中救急医療機関

回復期リハビリテーション病棟を有
する病院、またはこれに準ずる医
療機関(*)

　(*)脳血管リハビリテーション料
　Ⅰ・Ⅱ・及び相当する医療機関

診療所（内科、リハビリテーション
科等）、歯科医療機関、いわゆるか
かりつけ医機能を持つ医療機関
介護老人保健施設
介護保険によるリハビリテーション
を行う医療機関

那須赤十字病院（大田原市） 那須赤十字病院（大田原市） 国際医療福祉大学病院
（那須塩原市）Ⅰ

那須脳神経外科病院（那須塩原
市）
国際医療福祉大学塩谷病院（矢板
市）

那須中央病院（大田原市）Ⅱ

那須南病院（那須烏山市） 菅間記念病院（那須塩原市）Ⅰ

国際医療福祉大学病院
（那須塩原市）

栃木県医師会塩原温泉病院(那須
塩原市）Ⅰ☆
那須脳神経外科病院（那須塩原
市）Ⅰ☆
国際医療福祉大学塩谷病院（矢板
市）Ⅰ☆
黒須病院（さくら市）Ⅰ
那須南病院（那須烏山市）Ⅱ

尾形クリニック（矢板市）Ⅱ

上都賀総合病院（鹿沼市） 上都賀総合病院（鹿沼市） 上都賀総合病院（鹿沼市）Ⅰ
鹿沼脳神経外科（鹿沼市） 日光野口病院（日光市）Ⅰ☆
獨協医科大学日光医療センター
（日光市）

今市病院（日光市）Ⅱ

国立病院機構栃木医療センター
（宇都宮市）

国立病院機構栃木医療センター
（宇都宮市）

飯田病院（宇都宮市）Ⅱ

済生会宇都宮病院（宇都宮市） 済生会宇都宮病院（宇都宮市） 済生会宇都宮病院（宇都宮市）Ⅰ

藤井脳神経外科病院（宇都宮市） 藤井脳神経外科病院（宇都宮市） 宇都宮リハビリテーション病院(宇
都宮市)Ⅰ☆

宇都宮記念病院（宇都宮市） 鷲谷病院（宇都宮市）Ⅱ

宇都宮脳脊髄センター（宇都宮市）
白澤病院（宇都宮市）Ⅰ

栃木県立リハビリテーションセン
ター（宇都宮市）Ⅰ☆
藤井脳神経外科病院（宇都宮市）
Ⅰ☆

芳賀赤十字病院（真岡市） 芳賀赤十字病院（真岡市） 芳賀赤十字病院（真岡市）Ⅰ☆

真岡中央クリニック（真岡市）Ⅰ

とちぎメディカルセンターしもつが
（栃木市）

とちぎメディカルセンターしもつが
（栃木市）Ⅰ

とちぎメディカルセンターとちのき
（栃木市）Ⅰ☆

整形外科メディカルパパス（栃木
市）Ⅱ

西方病院（栃木市）Ⅱ

小山整形外科内科クリニック（小山
市）Ⅱ

獨協医科大学病院（壬生町） 獨協医科大学病院（壬生町） 石橋総合病院（下野市）Ⅰ☆
新小山市民病院（小山市） 新小山市民病院（小山市） 新小山市民病院（小山市）Ⅰ
自治医科大学附属病院（下野市） 自治医科大学附属病院（下野市） 自治医科大学附属病院（下野市）

Ⅰ
小金井中央病院（下野市）Ⅱ
新上三川病院（上三川町）Ⅰ☆
野木病院（野木町）Ⅱ
リハビリテーション花の舎病院（野
木町）Ⅰ☆

足利赤十字病院(足利市） 足利赤十字病院(足利市） 足利赤十字病院（足利市)Ⅰ☆
佐野厚生総合病院（佐野市） 佐野厚生総合病院（佐野市） 佐野厚生総合病院（佐野市）Ⅰ

今井病院（足利市）Ⅱ
佐野市民病院（佐野市）Ⅱ

※回復期に掲載された医療機関名の意味は下表のとおり　（地方厚生局による区分）。

○診療所又は病院
○介護老人保健施設
○介護保険によるリハビリ
　 テーションを行う医療機関

※歯科医療機関については別表
参照
　　県北　　 11機関
　　県西　　 10機関
　　宇都宮　39機関
　　県東　　   6機関
　　県南　　 35機関
　　両毛　　 22機関
　　　 （計　123機関）

　　　　　　医療機能

　構成市町
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足利市
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急性期医療

理学療法士 作業療法士 （言語聴覚士）

☆ 回復期リハビリテーション病棟 １名以上 ２名以上 １名以上

Ⅰ 脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料Ⅰ ２名以上 10名以上 ５名以上 ３名以上 １名以上

Ⅱ 脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料Ⅱ １名以上 ４名以上 １名以上 １名以上 １名以上

Ⅲ 脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料Ⅲ １名以上 １名以上

記号
人員に関する基準（参考）

専任常勤
医師

合計
区　　分
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http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090006050
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http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090002000
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090002000
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090014051
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090014051
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090014051
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090100684
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090014052

