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（医療計画に記載されている医療機関名） 

 

 

 

 愛 知 県 

医療機関名は随時更新します。 

平成 26年 3月 28日作成 

平成 26年 5月 23日更新 

平成 26年 7月 18日更新 

平成 26年 9月 18日更新 

平成 27年 1月 16日更新 

平成 27年 3月 23日更新 

平成 27年 7月 17日更新 

平成 28年 1月 20日更新 

平成 28年 2月 16日更新 

平成 28年 3月 9日更新 

平成 28年 6月 17日更新 

平成 29年 2月 1日更新 

平成 29年 3月 31日更新 

平成 29年 10月 10日更新 

  平成 30年 1月 29日更新 
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  １　「がん」の体系図に記載されている医療機関名

胃 大腸 乳腺 肺 肝臓 子宮
県がんセンター中央病院 ☆ 県がんセンター中央病院 県がんセンター中央病院 県がんセンター中央病院 県がんセンター中央病院 県がんセンター中央病院 県がんセンター中央病院

第一赤十字病院※ 市立東部医療センター 市立東部医療センター 市立東部医療センター 市立東部医療センター 名鉄病院 市立西部医療センター

（国）名古屋医療センター※ 国共済東海病院 国共済東海病院 市立西部医療センター 市立西部医療センター 第一赤十字病院 第一赤十字病院
名大附属病院※ 市立西部医療センター 市立西部医療センター 総合上飯田第一病院 第一赤十字病院 （国）名古屋医療センター 名大附属病院
第二赤十字病院※ 総合上飯田第一病院 総合上飯田第一病院 第一赤十字病院 （国）名古屋医療センター 名大附属病院 第二赤十字病院
名市大病院※ 名鉄病院 名鉄病院 名古屋セントラル病院 名大附属病院 第二赤十字病院 名市大病院

中京病院※ 第一赤十字病院 第一赤十字病院 （国）名古屋医療センター 第二赤十字病院 名市大病院 中部労災病院

掖済会病院 名古屋セントラル病院 名古屋セントラル病院 名大附属病院 名市大病院 掖済会病院 中京病院
中部労災病院 （国）名古屋医療センター （国）名古屋医療センター 第二赤十字病院 掖済会病院 中部労災病院 名古屋記念病院

名古屋記念病院 国共済名城病院 国共済名城病院 名市大病院 中部労災病院 中京病院 大同病院
市立西部医療センター 名大附属病院 名大附属病院 協立総合病院 中京病院 大同病院 掖済会病院

第二赤十字病院 第二赤十字病院 掖済会病院 大同病院 市立東部医療センター 国共済名城病院
名市大病院 聖霊病院 中部労災病院 名古屋記念病院 名古屋セントラル病院

協立総合病院 名市大病院 中京病院 国共済名城病院
掖済会病院 協立総合病院 名南病院

名古屋共立病院 掖済会病院 大同病院
名古屋共立病院 総合病院南生協病院

名古屋記念病院

中部労災病院 （国）東名古屋病院
中京病院 中部労災病院

大同病院 中京病院
総合病院南生協病院 大同病院

名古屋記念病院 総合病院南生協病院
名古屋記念病院

市立緑市民病院

厚生連海南病院※ 津島市民病院 津島市民病院 津島市民病院 厚生連海南病院 厚生連海南病院
厚生連海南病院 厚生連海南病院 厚生連海南病院

あま市民病院
尾張中部 済衆館病院 済衆館病院

公立陶生病院※ 公立陶生病院 公立陶生病院 公立陶生病院 公立陶生病院 藤田保健衛生大病院 公立陶生病院
藤田保健衛生大病院※ 旭労災病院 旭労災病院 旭労災病院 旭労災病院 愛知医大病院 藤田保健衛生大病院
愛知医大病院 藤田保健衛生大病院 藤田保健衛生大病院 藤田保健衛生大病院 藤田保健衛生大病院 公立陶生病院 愛知医大病院

愛知医大病院 日進おりど病院 愛知医大病院 愛知医大病院
あいち肝胆膵ホスピタル 愛知医大病院

あいち肝胆膵ホスピタル

医療圏 がん診療連携拠点病院等
がん医療を提供する病院

名古屋

尾張東部

海部

藤田保健衛生大学坂
文種報徳會病院 藤田保健衛生大学坂文

種報徳會病院
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胃 大腸 乳腺 肺 肝臓 子宮
医療圏 がん診療連携拠点病院等

がん医療を提供する病院

一宮市民病院※ 一宮市民病院　 一宮市民病院　 一宮市民病院　 総合大雄会病院　 一宮市民病院 一宮市民病院　
総合大雄会病院　 総合大雄会病院　 総合大雄会病院　 一宮西病院 一宮西病院 一宮西病院
山下病院　 山下病院　 一宮西病院 一宮市民病院 山下病院
一宮西病院 一宮西病院 稲沢市民病院
稲沢市民病院 稲沢市民病院 厚生連稲沢厚生病院
厚生連稲沢厚生病院 厚生連稲沢厚生病院

春日井市民病院 春日井市民病院 春日井市民病院 春日井市民病院 名古屋徳洲会総合病院 春日井市民病院 春日井市民病院
小牧市民病院※ 名古屋徳洲会総合病院 名古屋徳洲会総合病院 小牧市民病院 小牧市民病院 小牧市民病院 小牧市民病院

小牧市民病院 小牧市民病院 厚生連江南厚生病院 厚生連江南厚生病院 厚生連江南厚生病院 厚生連江南厚生病院
総合犬山中央病院 総合犬山中央病院 名古屋徳洲会総合病院 春日井市民病院
厚生連江南厚生病院 厚生連江南厚生病院
さくら総合病院 さくら総合病院

市立半田病院※ 市立半田病院 市立半田病院 市立半田病院 市立半田病院 市立半田病院 市立半田病院
国立長寿医療研究センター 厚生連知多厚生病院 厚生連知多厚生病院
常滑市民病院 常滑市民病院 常滑市民病院
公立西知多総合病院 国立長寿医療研究センター 公立西知多総合病院
厚生連知多厚生病院 公立西知多総合病院

厚生連豊田厚生病院※ 厚生連豊田厚生病院 厚生連豊田厚生病院 厚生連豊田厚生病院 厚生連豊田厚生病院 厚生連豊田厚生病院 厚生連豊田厚生病院
トヨタ記念病院 中野胃腸病院 中野胃腸病院 トヨタ記念病院 トヨタ記念病院 トヨタ記念病院 トヨタ記念病院

トヨタ記念病院 トヨタ記念病院

県がんセンター愛知病院※ 県がんセンター愛知病院 県がんセンター愛知病院 県がんセンター愛知病院 県がんセンター愛知病院 岡崎市民病院 岡崎市民病院　
岡崎市民病院 岡崎市民病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡崎市民病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡崎市民病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県がんセンター愛知病院

刈谷豊田総合病院 碧南市民病院 碧南市民病院 碧南市民病院 刈谷豊田総合病院 刈谷豊田総合病院 刈谷豊田総合病院
厚生連安城更生病院※ 刈谷豊田総合病院 刈谷豊田総合病院 刈谷豊田総合病院 厚生連安城更生病院 厚生連安城更生病院 厚生連安城更生病院

厚生連安城更生病院 厚生連安城更生病院 厚生連安城更生病院
八千代病院 八千代病院 西尾市民病院
西尾市民病院 西尾市民病院 八千代病院

東三河北部 新城市民病院
豊橋市民病院※ （国）豊橋医療センター （国）豊橋医療センター （国）豊橋医療センター 豊橋市民病院 豊橋市民病院 豊橋市民病院

豊橋市民病院 豊橋市民病院 豊橋市民病院 豊川市民病院
成田記念病院 成田記念病院 成田記念病院
豊川市民病院 光生会病院 豊川市民病院
蒲郡市民病院 豊川市民病院 厚生連渥美病院
厚生連渥美病院 総合青山病院

厚生連渥美病院
蒲郡市民病院

注１：「がん診療連携拠点病院等」において、☆は「県がん診療連携拠点病院」、※は「地域がん診療連携拠点病院」、それ以外は「がん診療拠点病院」です。

注２：「がん医療を提供する病院」とは、愛知県医療機能情報公表システム（平成29年度調査）において部位別（５大がん＋子宮がん）に年間手術10件以上実施した病院です。

東三河南部

西三河南部西

西三河南部東

西三河北部

知多半島

尾張北部

尾張西部
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１－２東三河北部医療圏保健医療計画の「がん対策」の体系図に記載されている医療機関名

外来における
化学療法

がんに伴う精神症状
のケア

24時間体制にある
訪問看護ステーション

在宅療養支援病
院・診療所

新城市民病院 新城市民病院 のだクリニック 新城市民病院 新城市訪問看護ステーション 新城市作手診療所

東栄病院 星野病院 むらまつ内科 明峰指定訪問看護ステーション ひらい診療所

東栄病院 豊根村診療所

静巌堂医院 富山診療所

東海北陸厚生局作成届出受理医療機関名簿（平成30年1月1日現在）（在宅療養支援病院・診療所）

医療用麻薬によるがん疼痛治療

愛知県医療機能情報公表システム（平成29年度調査）

愛知県健康福祉部 国民健康保険課ホームページ（平成29年8月現在）（24時間訪問看護ステーション）
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２　「脳卒中」の体系図に記載されている医療機関名

回復期リハビリテーション病棟の届出病院

市立東部医療センター 総合上飯田第一病院 加藤病院 市立東部医療センター 名大附属病院 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院

第一赤十字病院 名古屋セントラル病院 上飯田ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 国共済東海病院 第二赤十字病院 中部労災病院

（国）名古屋医療センター 名古屋共立病院 県済生会ﾘﾊﾋﾞﾘ病院 ちくさ病院 かわな病院 臨港病院

名大附属病院 名古屋記念病院 鵜飼ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 吉田病院 聖霊病院 中京病院

第二赤十字病院 国共済名城病院 ＮＴＴ西日本東海病院 市立西部医療センター 名市大病院 笠寺病院

名市大病院 吉田病院 熱田リハビリテーション病院 大隈病院 市立総合リハビリセンター あいせい紀年病院

掖済会病院 第一なるみ病院 あずまﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 総合上飯田第一病院 西本病院 大同病院

名鉄病院 善常会ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 県青い鳥医療療育センター 松蔭病院 山口病院

市立緑市民病院 名南ふれあい病院 第一赤十字病院 協立総合病院 市立緑市民病院

中部労災病院 南医療生協かなめ病院 大菅病院 掖済会病院 平岩病院

中京病院 川島病院 増子記念病院 服部病院 相生山病院

大同病院 第一なるみ病院 鵜飼病院 水谷病院 総合病院南生協病院

大隈病院 （国）東名古屋病院 偕行会城西病院 名古屋西病院 市厚生院

木村病院 名古屋セントラル病院 まつかげシニアホスピタル いのこし病院

メイトウホスピタル （国）名古屋医療センター 名古屋共立病院 すぎやま病院

国共済名城病院 佐藤病院 八事病院

中日病院 ブラザー記念病院 名古屋記念病院

勝又病院 並木病院

名古屋逓信病院 名南病院

津島市民病院 津島市民病院 安藤病院

厚生連海南病院 津島ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 あま市民病院

偕行会ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 厚生連海南病院

尾張温泉かにえ病院

済衆館病院 済衆館病院 光寿会リハビリテーション病院

五条川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

公立陶生病院 あさい病院 公立陶生病院 水野病院 日進おりど病院

藤田保健衛生大病院 青山病院 旭労災病院 愛知医大病院

愛知医大病院 瀬戸みどりのまち病院 藤田保健衛生大病院

福友病院

愛知国際病院

一宮市民病院 稲沢市民病院 木曽川市民病院 一宮市民病院 厚生連稲沢厚生病院

総合大雄会病院 総合大雄会病院 泰玄会病院 稲沢市民病院

一宮西病院 千秋病院 泰玄会西病院 六輪病院

尾西記念病院 一宮西病院

上林記念病院

尾洲病院

春日井市民病院 総合犬山中央病院 東海記念病院 県コロニー中央病院 光寿会春日井病院 犬山駅西病院

小牧市民病院 さくら総合病院 白山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 春日井市民病院 小牧市民病院 厚生連江南厚生病院

（厚生連江南厚生病院） 名古屋徳洲会総合病院 あさひ病院 名古屋徳洲会総合病院 小牧第一病院 さとう病院

岩倉病院 総合犬山中央病院 犬山病院

佐藤病院

岩倉病院

さくら総合病院

春日井リハビリテーション病院

回復期リハビリテーション機能を有する医療機関

脳血管疾患等リハビリテーション料を算定している病院（回復期リハビリテーション病棟の届出なし）
脳血管領域における治療病院高度救命救急医療機関医療圏

尾張中部

名古屋

海部

藤田保健衛生大学坂文種
報徳會病院

尾張東部

尾張西部

尾張北部
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回復期リハビリテーション病棟の届出病院

回復期リハビリテーション機能を有する医療機関

脳血管疾患等リハビリテーション料を算定している病院（回復期リハビリテーション病棟の届出なし）
脳血管領域における治療病院高度救命救急医療機関医療圏

市立半田病院 厚生連知多厚生病院 知多リハビリテーション病院 市立半田病院 共和病院

公立西知多総合病院 常滑市民病院 杉石病院 小嶋病院 県あいち小児医療センター

国立長寿医療研究センター 常滑市民病院 公立西知多総合病院

県あいち小児医療センター 国立長寿医療研究センター

厚生連知多厚生病院

渡辺病院

西知多リハビリテーション病院

トヨタ記念病院 豊田地域医療センター 厚生連豊田厚生病院 トヨタ記念病院 寿光会中央病院

厚生連豊田厚生病院 三九朗病院 厚生連足助病院 さくら病院

斉藤病院 みよし市民病院

岡崎市民病院 宇野病院 県がんセンター愛知病院

岡崎共立病院 岡崎市民病院

岡崎東病院 岡崎南病院

北斗病院 三嶋内科病院

冨田病院 県三河青い鳥医療療育センター  

刈谷豊田総合病院 碧南市民病院 小林記念病院 碧南市民病院 山尾病院

厚生連安城更生病院 西尾市民病院 刈谷豊田総合病院 刈谷整形外科病院 新川中央病院

八千代病院 辻村外科病院 刈谷豊田総合病院東分院 刈谷記念病院

一里山・今井病院 八千代病院 厚生連安城更生病院

秋田病院 刈谷豊田総合病院高浜分院

あいちリハビリテーション病院 西尾市民病院

高須病院 一里山・今井病院

西尾病院

新城市民病院 星野病院

今泉病院

東栄病院

豊橋市民病院 （国）豊橋医療センター 弥生病院 （国）豊橋医療センター 豊川市民病院 豊川青山病院

豊川市民病院 総合青山病院 赤岩病院 豊橋市民病院 後藤病院 蒲郡市民病院

蒲郡市民病院 第二成田記念病院 光生会病院 樋口病院 厚生連渥美病院

厚生連渥美病院 可知病院 成田記念病院 宮地病院 積善病院

豊川さくら病院 江﨑病院 第二積善病院

総合青山病院 二川病院

蒲郡厚生館病院 福祉村病院

東三河南部

西三河
南部西

注１：「高度救命救急医療機関」とは、救急対応専門医師数７名以上（７人未満の場合は時間外対応医師（病院全体・当直）が４名以上）かつ脳神経外科医師と神経内科医師の両方が在籍する病院で
す。（平成29年4月1日現在）脳神経外科、神経内科のどちらかしか在籍しない病院は括弧で表示。

東三河北部

知多半島

西三河
南部東

西三河北部

注２：「脳血管領域における治療病院」とは、愛知県医療機能情報公表システム（平成29年度調査）において頭蓋内血腫除去術、脳動脈瘤頚部クリッピング（脳動脈瘤被包術、脳動脈瘤流入血管クリッ
ピング（開頭）含む）または脳血管内手術を実施している病院です。

注３：「回復期リハビリテーション機能を有する医療機関」とは、回復期リハビリテーション病棟の届出を行っている病院（平成29年10月1日現在）、又は、愛知県医療機能情報公表システム（平成29年度
調査）において脳血管疾患等リハビリテーション料を算定している病院です。
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２－２東三河北部医療圏保健医療計画の「脳卒中対策」の体系図に記載されている医療機関名

24時間体制にある訪問看護ステーション 在宅療養支援病院・診療所

新城市訪問看護ステーション 新城市作手診療所

明峰指定訪問看護ステーション ひらい診療所

東海北陸厚生局作成届出受理医療機関名簿（平成30年1月1日現在）（在宅療養支援病院・診療所）

脳血管疾患等リハビリテーションを
実施している医療機関

新城市民病院

今泉病院

星野病院

東栄病院

静巌堂医院

とも整形外科リハビリクリニック

豊根村診療所

富山診療所

愛知県医療機能情報公表システム（平成29年度調査）

愛知県健康福祉部 国民健康保険課ホームページ（平成29年8月現在）（24時間訪問看護ステーション）
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３　「急性心筋梗塞」の体系図に記載されている医療機関名

医療圏 高度救命救急医療機関 循環器系領域における治療病院 心大血管疾患リハビリテーション実施病院

市立東部医療センター 大隈病院 市立東部医療センター

名古屋ハートセンター 名古屋セントラル病院 名古屋ハートセンター

(名鉄病院) 協立総合病院 第一赤十字病院

第一赤十字病院 名古屋共立病院 名大附属病院

（国）名古屋医療センター （国）東名古屋病院 第二赤十字病院

国共済名城病院 市立緑市民病院 市立総合リハビリセンター

名大附属病院 総合病院南生協病院 掖済会病院

第二赤十字病院 名古屋記念病院 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院

名市大病院 中京病院

掖済会病院 大同病院

(藤田保健衛生大学坂文種報德會病院) 総合病院南生協病院

(中部労災病院） 木村病院

中京病院 （国）名古屋医療センター

(大同病院) 中部労災病院

名市大病院

増子記念病院

名古屋共立病院

厚生連海南病院 津島市民病院 厚生連海南病院

公立陶生病院 旭労災病院 公立陶生病院

藤田保健衛生大病院 愛知医大病院

愛知医大病院 旭労災病院

一宮市民病院 泰玄会病院 一宮市民病院

総合大雄会病院 稲沢市民病院 総合大雄会病院

一宮西病院 厚生連稲沢厚生病院 一宮西病院

稲沢市民病院

春日井市民病院 総合犬山中央病院 春日井市民病院

名古屋徳洲会総合病院 さくら総合病院 名古屋徳洲会総合病院

小牧市民病院 小牧市民病院

(厚生連江南厚生病院) 総合犬山中央病院

厚生連江南厚生病院

さくら総合病院

東海記念病院

名古屋

海部

尾張北部

尾張西部

尾張東部
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医療圏 高度救命救急医療機関 循環器系領域における治療病院 心大血管疾患リハビリテーション実施病院

市立半田病院 杉石病院 国立長寿医療研究センター

（公立西知多総合病院） 常滑市民病院 公立西知多総合病院

国立長寿医療研究センター 市立半田病院

厚生連知多厚生病院

厚生連豊田厚生病院 みよし市民病院 厚生連豊田厚生病院

トヨタ記念病院 トヨタ記念病院

西三河南部東 岡崎市民病院 岡崎市民病院

刈谷豊田総合病院 碧南市民病院 刈谷豊田総合病院

厚生連安城更生病院 八千代病院 厚生連安城更生病院

西尾市民病院 八千代病院

豊橋市民病院 （国）豊橋医療センター （国）豊橋医療センター

豊橋ハートセンター 成田記念病院 豊橋市民病院

(豊川市民病院) 総合青山病院 豊橋ハートセンター

蒲郡市民病院 豊川市民病院

厚生連渥美病院 蒲郡市民病院

第二積善病院

西三河南部西

西三河北部

東三河南部

注１：「高度救命救急医療機関」とは、救急対応専門医師数７名以上（７人未満の場合は時間外対応医師（病院全体・当直）が４名以上）
かつ循環器科医師と心臓血管外科医師の両方が在籍する病院です。（平成29年4月1日現在）
循環器科、心臓血管外科どちらかしか在籍しない病院は括弧で表示。

注２：「循環器系領域における治療病院」とは、愛知県医療機能情報公表システム（平成29年度調査）において経皮的冠動脈ステント留
置術または経皮的冠動脈形成術（PTCA）を実施している病院です。

注３：「心大血管疾患リハビリテーション実施病院」とは、愛知県医療機能情報公表システム（平成29年度調査）において心大血管疾患リ
ハビリテーション料を算定している病院です。

知多半島
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４　「精神科救急」の体系図に記載されている医療機関名

ブロック名 医療機関名 ブロック名 医療機関名 ブロック名 医療機関名

当番病院（輪番制） 当番病院（輪番制） 当番病院（輪番制）

杉田病院 精治寮病院 衣ヶ原病院

楠メンタルホスピタル 松蔭病院 豊田西病院

北林病院 あいせい紀年病院 仁大病院

（国）東尾張病院 笠寺精治寮病院 南豊田病院

もりやま総合心療病院 八事病院 刈谷病院

紘仁病院 桶狭間病院藤田こころケアセンター 矢作川病院

七宝病院 豊明栄病院 三河病院

好生館病院 和合病院 羽栗病院

いまむら病院 一ノ草病院 京ヶ峰岡田病院

上林記念病院 大府病院 松崎病院豊橋こころのケアセンター

いまいせ心療センター みどりの風南知多病院 可知記念病院

北津島病院 共和病院 岩屋病院

東春病院 豊川市民病院

あさひが丘ホスピタル

犬山病院

布袋病院

後方支援基幹病院 後方支援基幹病院 後方支援基幹病院

紘仁病院 桶狭間病院藤田こころケアセンター 刈谷病院

（国）東尾張病院 松蔭病院 京ヶ峰岡田病院

もりやま総合心療病院 八事病院 松崎病院豊橋こころのケアセンター

共和病院

精神科救急医療体制は、県内を3つの地域に分け、各地域を単位として実施

ブロック名 構成市区町村名 ブロック名 構成市区町村名 ブロック名 構成市区町村名

豊橋市、岡崎市、豊川市、碧南市、刈
谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡
市、新城市、知立市、高浜市、田原
市、みよし市、幸田町、北設楽郡

尾張Ａ 尾張Ｂ 三河地域

尾張A 

名古屋市（千種区、東区、北区、西
区、中村区、中区、守山区、名東区）
一宮市、瀬戸市、春日井市、津島市、
犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾
張旭市、岩倉市、愛西市、清須市、北
名古屋市、弥富市、あま市、長久手
市、豊山町、丹羽郡、海部郡

尾張B 

名古屋市（昭和区、瑞穂区、熱田区、
中川区、港区、南区、緑区、天白区）
半田市、常滑市、東海市、大府市、知
多市、豊明市、日進市、東郷町、知多
郡

三河地域
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５　「救急医療」の体系図に記載されている医療機関名

病院群輪番制

参加病院 病　　院 有床診療所

名古屋A 名古屋市医師会 市立東部医療センター 第二赤十字病院
千種区 　千種区休日急病診療所 国共済東海病院
昭和区 　昭和区休日急病診療所 ちくさ病院 和田内科病院
守山区 吉田病院 名大附属病院
名東区 安井病院 川島病院

　名東区休日急病診療所 聖霊病院
（国）東名古屋病院
木村病院
メイトウホスピタル

名古屋B 名古屋市医師会 市立西部医療センター 名古屋逓信病院
東区 　急病センター 名春中央病院
北区 　北区休日急病診療所 大隈病院 桜井医院
西区 　西区休日急病診療所 総合上飯田第一病院
中区 愛知歯科医療センター 北病院

名古屋北歯科保健医療センター 名鉄病院
米田病院
名城病院
中日病院
成田病院
NTT西日本東海病院

名古屋

はちや整形外科
病院

　守山区休日急病診療所・
  東部平日夜間急病センター

（国）名古屋医療セ
ンター名古屋ハートセ

ンター

なごや内科整形
産婦人科

医療圏
広域2次救
急医療圏名

初期救急医療体制 第2次救急医療体制

第3次救急医療体制
休日夜間診療所 在宅当番制

搬送協力医療機関
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病院群輪番制

参加病院 病　　院 有床診療所

医療圏
広域2次救
急医療圏名

初期救急医療体制 第2次救急医療体制

第3次救急医療体制
休日夜間診療所 在宅当番制

搬送協力医療機関

名古屋C 名古屋市医師会 高木病院 中京病院
瑞穂区 　瑞穂区休日急病診療所 新生会第一病院 名市大病院
南区 大同病院
天白区 山口病院
緑区 　緑区休日急病診療所 南生協病院

　天白区休日急病診療所 笠寺病院
名古屋南歯科保健医療センター 名南病院

小松病院
北村病院
平岩病院
第一なるみ病院
相生山病院
名古屋記念病院
緑市民病院
西本病院

名古屋D 名古屋市医師会 名古屋セントラル病院 名古屋西病院 岡田整形外科内科 第一赤十字病院
中村区 　中村区休日急病診療所 鵜飼病院 佐藤病院 掖済会病院
熱田区 　熱田区休日急病診療所 大菅病院 南陽病院
中川区 増子記念病院 東洋病院
港区 服部病院

　港区休日急病診療所

水谷病院
三菱名古屋病院
協立総合病院

名古屋共立病院
臨港病院
中部労災病院

名古屋

陽明寺本クリ
ニック

　南区休日急病診療所･
  南部平日夜間急病センター

　中川区休日急病診療所・
  西部平日夜間急病センター

熱田リハビリテーション
病院

おにたけ整形外
科

藤田保健衛生大学坂文種
報徳會病院
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病院群輪番制

参加病院 病　　院 有床診療所

医療圏
広域2次救
急医療圏名

初期救急医療体制 第2次救急医療体制

第3次救急医療体制
休日夜間診療所 在宅当番制

搬送協力医療機関

海部津島E 津島地区休日急病診療所 津島市医師会 津島市民病院 あま市民病院 厚生連海南病院
津島市 海部地区急病診療所 海部医師会
愛西市 海部地区急病診療所（歯科）
弥富市
あま市
海部郡
尾張東部I 瀬戸市立休日急病診療所 瀬戸歯科医師会 旭労災病院 青山病院 杉上クリニック 藤田保健衛生大病院
瀬戸市 日進市休日急病診療所 愛豊歯科医師会 日進おりど病院 あさい病院 愛知医大病院
尾張旭市 豊明市休日診療所 愛知国際病院 (高度救命救急センター)

豊明市 東名病院 公立陶生病院
日進市
長久手市
愛知郡
尾張西北部F 西部休日急病診療所 西名古屋医師会 木曽川市民病院 一宮市民病院
清須市 東部休日急病診療所 一宮西病院 総合大雄会病院
北名古屋市 稲沢市民病院

厚生連稲沢厚生病院
泰玄会病院 山下病院

西春日井郡 済衆館病院 千秋病院
一宮市 一宮市休日・夜間急病診療所 稲沢市医師会 尾西記念病院 六輪病院
稲沢市 稲沢市医師会休日急病診療所

一宮市口腔衛生センター
尾張西部

海部

尾張温泉かにえ
病院津島市歯科医

師会

尾張東部

尾張中部

はるひ呼吸器病
院西春日井歯科

医師会 五条川リハビリ
テーション病院
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病院群輪番制

参加病院 病　　院 有床診療所

医療圏
広域2次救
急医療圏名

初期救急医療体制 第2次救急医療体制

第3次救急医療体制
休日夜間診療所 在宅当番制

搬送協力医療機関

尾張北部G 犬山市休日急病診療所 尾北医師会 総合犬山中央病院 岩倉病院 山田外科・内科 小牧市民病院
犬山市 江南市休日急病診療所 さくら総合病院 ハートクリニックさわだ 厚生連江南厚生病院
江南市 岩倉市休日急病診療所 春日井市民病院
岩倉市 江南市休日急病診療所(歯科)
丹羽郡
春日井小牧H 小牧第一病院
春日井市

東海記念病院

小牧市 小牧市休日急病診療所
小牧市休日急病診療所（歯科）

知多J 知多市休日診療所 半田市医師会 常滑市民病院 中野整形外科 市立半田病院
半田市 半田歯科医療センター 東海市医師会 厚生連知多厚生病院
常滑市 知多郡医師会 小嶋病院
東海市 杉石病院 (小児救命救急センター)

大府市 石川病院
知多市 渡辺病院
知多郡 公立西知多総合病院

豊田加茂M 厚生連足助病院 菊池病院 厚生連豊田厚生病院
豊田市 豊田地域医療センター トヨタ記念病院
みよし市 みよし市民病院

斉藤病院
寿光会中央病院

西三河
北部

豊田加茂医師会立休日救急内
科診療所

豊田加茂医師
会

小早川整形外
科・内科吉田整形外科病

院豊田地域医療センター(歯科)

知多半島

国立長寿医療研
究センター 竹内整形外科・

内科ｸﾘﾆｯｸ
県あいち小児医療セ
ンター

知多郡歯科医
師会

前原整形外科ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｸﾘﾆｯｸ

尾張北部

犬山扶桑歯科
医師会

春日井市休日・平日夜間急病
診療所

名古屋徳洲会総
合病院

春日井市休日・平日夜間急病
診療所(歯科）
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病院群輪番制

参加病院 病　　院 有床診療所

医療圏
広域2次救
急医療圏名

初期救急医療体制 第2次救急医療体制

第3次救急医療体制
休日夜間診療所 在宅当番制

搬送協力医療機関

岡崎額田L 岡崎市医師会 県がんセンター愛知病院 岡崎市民病院
宇野病院

岡崎歯科総合センター 岡崎南病院
北斗病院

衣浦西尾K 碧南市休日診療所 碧南市医師会 碧南市民病院 小林記念病院 刈谷豊田総合病院
碧南市 刈谷医師会休日診療所 刈谷医師会 八千代病院 新川中央病院 厚生連安城更生病院
刈谷市 安城市休日夜間急病診療所 西尾市医師会 西尾市民病院 加藤病院
安城市 西尾市休日診療所 西尾病院 辻村外科病院
西尾市 富士病院
知立市 秋田病院
高浜市 山尾病院

高須病院
西尾市休日診療所（歯科）

東三河山間O 新城休日診療所 新城市医師会 新城市民病院
新城市 新城市夜間診療所 東栄病院
北設楽郡 新城休日診療所（歯科）
東三河平坦N 豊橋市休日夜間急病診療所 豊橋市医師会 （国）豊橋医療センター 江﨑病院 豊橋市民病院
豊橋市 豊川市休日夜間急病診療所 豊川市医師会 成田記念病院 二川病院
豊川市 蒲郡市休日急病診療所 蒲郡市医師会 光生会病院 長屋病院 権田脳神経外科
蒲郡市 田原市医師会 豊橋ハートセンター 弥生病院
田原市 豊川市民病院 樋口病院

豊川市歯科医療センター 総合青山病院 宮地病院
蒲郡市民病院 豊川さくら病院
厚生連渥美病院 蒲郡厚生館病院

平成29年10月1日現在

東三河
北部

東三河
南部

大島整形外科ク
リニック

豊橋市休日夜間・障害者歯科
診療所 田原市歯科医

師会
蒲郡市休日歯科・障がい者歯
科診療所

西三河
南部東

岡崎市医師会夜間急病診療所

西三河
南部西

碧南市歯科医
師会碧南市休日歯科診療所　碧南

市障害者歯科診療所 刈谷市歯科医
師会安城市休日夜間急病診療所

（歯科） 知立市歯科医
師会
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６　「災害医療」の体系図に記載されている医療機関名

医療圏 災害拠点病院 医療圏 災害拠点病院

第二赤十字病院 市立半田病院

名大附属病院 厚生連知多厚生病院

市立東部医療センター 公立西知多総合病院

（国）名古屋医療センター 厚生連豊田厚生病院

市立西部医療センター トヨタ記念病院

中京病院 西三河南部東 岡崎市民病院

名市大病院 西尾市民病院

名古屋記念病院 厚生連安城更生病院

第一赤十字病院 刈谷豊田総合病院

掖済会病院 東三河北部 新城市民病院

中部労災病院 豊橋市民病院

厚生連海南病院 （国）豊橋医療センター

津島市民病院 豊川市民病院

公立陶生病院

藤田保健衛生大病院

愛知医大病院

一宮市民病院

総合大雄会病院

厚生連稲沢厚生病院

春日井市民病院

小牧市民病院

厚生連江南厚生病院

尾張東部

尾張西部

尾張北部

名古屋

知多半島

西三河北部

西三河南部西

東三河南部
海部
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７　「周産期医療」の体系図に記載されている医療機関名

病院 診療所 病院 診療所
市立東部医療センター 上野産婦人科 大平病院 きくざかクリニック

星ヶ丘マタニティ病院 なごや内科整形産婦人科 協立総合病院 咲江レディスクリニック

名古屋逓信病院 産科婦人科上野レディスクリニック 青木産婦人科クリニック

市立西部医療センター 平竹クリニック さわだウィメンズクリニック

総合上飯田第一病院 川合産婦人科 レディースクリニック山原

第一赤十字病院 キャッスルベルクリニック※ おくむらレディスクリニック

岩田病院 山田産婦人科 平田レディースクリニック

（国）名古屋医療センター 産婦人科柴田クリニック 山田医院

成田病院 あさもとクリニック産婦人科 こざき女性クリニック

可世木病院 加藤外科産婦人科・乳腺クリニック 庄内通レディースクリニック

名大附属病院 藤村レディスこどもクリニック セントソフィアクリニック

第二赤十字病院 産婦人科　水野クリニック 堀産婦人科

聖霊病院　 野崎クリニック かなくらレディスクリニック

名市大病院 千音寺産婦人科 レディースクリニックミュウ

掖済会病院 まのレディースクリニック かとうのりこレディースクリニック

藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 アイ レディスクリニック あさひレディースクリニック

中部労災病院 やまだレディスクリニック 名駅前診療所保健医療センター

中京病院 フォレストベルクリニック※ ダイヤビルレディースクリニック

大同病院 中根産婦人科 栄産婦人科

総合病院南生協病院 徳重ウイメンズケアクリニック 飯田レディースクリニック

名古屋記念病院 ロイヤルベルクリニック※ いくたウィメンズクリニック

産婦人科野村クリニック※ おかだウィメンズクリニック

奈倉レディースクリニック パークサイド栄クリニック

イルマーレレディースクリニック まさはしレディスクリニック

山田シティクリニック
かとうせんとよレディスクリニック

ごとうせつこレディスクリニック

ごきそレディスクリニック

ピュアー女性クリニック

渋谷医院

金山レディースクリニック
桑山産婦人科・眼科

山口レディスクリニック
伊藤しあわせクリニック

だいどうクリニック

なるかわレディースクリニック

若葉台クリニック

あいこ女性クリニック

八事レディースクリニック

産科婦人科　種村ウィメンズクリニック

おばた産婦人科クリニック

中谷レディスクリニック

藤ヶ丘レディスクリニック

清水産婦人科

加納産婦人科
たてレディースクリニック

稲垣婦人科

むしかレディースクリニック

○地域周産期医療施設（正常分娩等軽度な場合）

医療圏
分娩を実施している医療機関 健診のみを実施している医療機関

名古屋
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病院 診療所 病院 診療所
医療圏

分娩を実施している医療機関 健診のみを実施している医療機関

津島市民病院 真野産婦人科 あま市民病院 産婦人科佐屋クリニック

厚生連海南病院 貴子ウィメンズクリニック 富田レディースクリニック

大橋産婦人科クリニック 久保田内科産科婦人科クリニック

山本ウィメンズクリニック※ 中川医院

小林産婦人科

公立陶生病院 中原クリニック 旭労災病院 青山クリニック

藤田保健衛生大病院 クリニックベル 徹來レディスクリニック

愛知医大病院 浅野産婦人科 ともまつレディスクリニック

いしかわレディースクリニック 寺島レディスクリニック

伊藤ウィメンズクリニック

図書館通おかもとマタニティ-クリニック

レディースクリニックアンジュ

平針北クリニック※

ブライトベルクリニック※

一宮市民病院 つかはらレディースクリニック 金子産婦人科

大雄会第一病院 足立産婦人科 田中クリニック

厚生連稲沢厚生病院 産婦人科はっとりクリニック てしがわらレディスクリニック

一宮西病院 三輪産婦人科小児科※ 可世木レディスクリニック

セブンベルクリニック※ 後藤マタニティクリニック

加藤レディスクリニック

春日井市民病院 森永産婦人科 福井産婦人科医院

小牧市民病院 神領マタニティ 桃花台レディスクリニック

厚生連江南厚生病院 かすがいマタニティクリニック※ ミナミ産婦人科

みわレディースクリニック 松川マタニティクリニック

エンゼルレディースクリニック おおわきレディスクリニック

産科･婦人科ミナミクリニック

マザークリニックハピネス

やまだ産婦人科

大野レディスクリニック

まのウィメンズクリニック※

市立半田病院 ふたばクリニック 森川医院

藤田病院 広渡レディスクリニック

厚生連知多厚生病院 広川レディスクリニック

あいち小児医療総合センター 産院いしがせの森※

友田クリニック

原田レディースクリニック

厚生連豊田厚生病院 あかね医院 ウェルスプリングウィメンズクリニック

トヨタ記念病院 内田クリニック

鈴木病院 鈴村産婦人科

グリーンベルクリニック

たなかマタニティクリニック

花レディースクリニック

尾張中部

尾張東部

尾張西部

尾張北部

知多半島

西三河北部

海部
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病院 診療所 病院 診療所
医療圏

分娩を実施している医療機関 健診のみを実施している医療機関

岡崎市民病院 田那村産婦人科 加藤産婦人科

エンジェルベルホスピタル 吉村医院 せきやクリニック

たかレディースクリニック 山中産婦人科

おおはらマタニティクリニック 幸田産婦人科

フェアリーベルクリニック

碧南市民病院 岡村産科婦人科 高浜愛レディースクリニック

刈谷豊田総合病院 ジュンレデｨースクリニック刈谷 篠原産婦人科医院

厚生連安城更生病院 Ｇ＆Ｏレディスクリニック 稲垣レディスクリニック

堀尾安城病院 セントレディースクリニック

八千代病院 山田産婦人科

ジュンレデｨースクリニック安城

新城市民病院 荻野医院

豊橋市民病院 今泉産婦人科医院 産科・婦人科ひらでかおるクリニック

豊川市民病院 中岡レディスクリニック 竹内産婦人科

蒲郡市民病院 ジュンレディースクリニック豊橋 井嶋産婦人科医院

厚生連渥美病院 マミーローズクリニック 端山産婦人科

小石マタニティクリニック 豊橋医療センター診療所

パークベルクリニック マイファミリークリニック蒲郡

渡辺マタニティクリニック

オレンジベルクリニック

リバーベルクリニック※

　　注：※は医療法施行規則第１条の１４第７項第３号（周産期）に該当する有床診療所

西三河南部東

西三河南部西

東三河北部

東三河南部

平成２９年７月１日現在
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○地域周産期母子医療センター（ハイリスク分娩等重篤な場合）

名古屋医療圏 市立西部医療センター 市立半田病院

尾張中部医療圏 聖霊病院

厚生連海南病院 トヨタ記念病院

公立陶生病院 岡崎市民病院

藤田保健衛生大病院

愛知医大病院

一宮市民病院 刈谷豊田総合病院

小牧市民病院 東三河北部医療圏

厚生連江南厚生病院 東三河南部医療圏

○総合周産期母子医療センター（最重篤な場合）

・第一赤十字病院

・第二赤十字病院

・厚生連安城更生病院

・名大附属病院

・豊橋市民病院

・名市大病院

知多半島医療圏

西三河北部医療圏

西三河南部東医療圏

尾張北部医療圏

尾張西部医療圏

尾張東部医療圏

海部医療圏

西三河南部西医療圏
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８　「小児救急医療」の体系図に記載されている医療機関名

　【地域の小児基幹病院】 　【県の小児救急中核病院】

救命救急
センター

小児救急医
療支援事業
参加病院

小児医療を24
時間体制で提
供する病院（小
児入院医療管
理料①又は②）

小児救命救
急センター

ＰＩＣＵ設置
病院

千種区 市立東部医療センター ○ 第二赤十字病院 ○
北区 市立西部医療センター ○ ○ 名市大病院 ○
西区 名鉄病院 ○ 県あいち小児医療センター ○

中村区 第一赤十字病院 ○ ○ ○
（国）名古屋医療センター ○ ○
国共済名城病院 ○
名大附属病院 ○
第二赤十字病院 ○ ○ ○

瑞穂区 名市大病院 ○ ○
名古屋掖済会病院 ○ ○ ○
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 ○
中京病院 ○ ○
大同病院 ○ ○

天白区 名古屋記念病院 ○
海部 弥富市 厚生連海南病院 ○

尾張中部
瀬戸市 公立陶生病院 ○ ○
豊明市 藤田保健衛生大病院 ○ ○

長久手市 愛知医大病院 ○ ○
一宮市民病院 ○ ○
総合大雄会病院 ○
コロニー中央病院 ○
春日井市民病院 ○

小牧市 小牧市民病院 ○
江南市 厚生連江南厚生病院 ○ ○
半田市 市立半田病院 ○
大府市 県あいち小児医療センター ○

厚生連豊田厚生病院 ○ ○
トヨタ記念病院 ○ ○ ○

西三河南部東 岡崎市 岡崎市民病院 ○ ○
刈谷市 刈谷豊田総合病院 ○ ○
安城市 厚生連安城更生病院 ○ ○

東三河北部
東三河南部 豊橋市 豊橋市民病院 ○ ○

二次医療圏
市区町

村
病院名

地域の小児基幹病院

名古屋

中区

西三河南部西

県の小児救急中核病院

尾張西部 一宮市

病院名

春日井市
尾張北部

知多半島

西三河北部 豊田市

昭和区

中川区

南区

尾張東部
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８－２東三河北部医療圏保健医療計画の「小児医療対策」の体系図に記載されている医療機関名

2次（救急）医療機関
（小児科標榜あり）

星野病院 富岡診療所 しんしろフィットクリニック 新城市民病院

東栄病院 ちさと医院 静巌堂医院

むらまつ内科 新城市作手診療所 伊藤内科

萩野医院 くまがい医院 東栄病院附属下川診療所

織田医院 ながしのクリニック のだクリニック

ほうらいクリニック 緑が丘診療所 新城休日診療所

おさだファミリークリニック 新城市夜間診療所

設楽町つぐ診療所

保健所調査（平成30年1月1日現在）

1次医療機関（小児科標榜）
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９　「へき地医療」の体系図に記載されている医療機関名

医療圏 へき地診療所 へき地医療拠点病院

知多半島 知多厚生病院附属篠島診療所 厚生連知多厚生病院

西三河北部 豊田市立乙ケ林診療所 厚生連足助病院

岡崎市額田北部診療所 県がんセンター愛知病院

岡崎市額田宮崎診療所

西三河南部西 西尾市佐久島診療所

新城市作手診療所 新城市民病院

設楽町立つぐ診療所 東栄病院

豊根村診療所

富山診療所

豊橋市民病院

豊川市民病院

10　医療法施行規則第1条の14第7項第1号（在宅）に該当する医療機関

医療圏

キリン診療所

尾張西部 愛北ハートクリニック

尾張北部

名古屋

としわ会診療センターレクリニック

訪問クリニック大高亀原

クリニックサンセール清里

西三河南部東

平松内科呼吸器内科　小牧ぜんそく睡眠リハビリクリニック

東三河北部

東三河南部

医療機関名
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１１　地域医療支援病院として承認された医療機関名

医療圏 医療機関の名称 所在地 承認年月日

第二赤十字病院 名古屋市昭和区 平成17年9月30日

第一赤十字病院 名古屋市中村区 平成18年9月29日

中京病院 名古屋市南区 平成18年9月29日

（国）名古屋医療センター 名古屋市中区 平成19年9月26日

掖済会病院 名古屋市中川区 平成19年9月26日

名古屋記念病院 名古屋市天白区 平成21年3月25日

中部労災病院 名古屋市港区 平成23年9月14日

市立東部医療センター 名古屋市千種区 平成25年3月27日

市立西部医療センター 名古屋市北区 平成25年9月17日

国共済名城病院 名古屋市中区 平成27年9月25日

藤田保健衛生大学坂文種報德會病院 名古屋市中川区 平成29年9月22日

海部 厚生連海南病院 弥富市 平成29年9月22日

尾張東部 公立陶生病院 瀬戸市 平成23年9月14日

総合大雄会病院 一宮市 平成23年3月22日

一宮市民病院 一宮市 平成24年9月24日

春日井市民病院 春日井市 平成24年9月24日

小牧市民病院 小牧市 平成27年9月25日

知多半島 市立半田病院 半田市 平成24年9月24日

厚生連豊田厚生病院 豊田市 平成29年9月22日

トヨタ記念病院 豊田市 平成29年9月22日

西三河南部東 岡崎市民病院 岡崎市 平成21年9月11日

西三河南部西 厚生連安城更生病院 安城市 平成22年9月27日

刈谷豊田総合病院 刈谷市 平成28年9月26日

東三河南部 豊橋市民病院 豊橋市 平成26年9月26日

名古屋

尾張西部

尾張北部

西三河北部
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