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  １　「・・」・体系図・記載・・・・・医療機関名

胃 大腸 乳腺 肺 肝臓 子宮
県・・センター中央病院 ☆県・・センター中央病院県・・センター中央病院県・・センター中央病院県・・センター中央病院県・・センター中央病院県・・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 市立東部医療センター

（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 市立西部医療センター

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第一赤十字病院
第二赤十字病院※ 総合上飯田第一病院大隈病院 名鉄病院 （国）名古屋医療センター国共済名城病院 名大附属病院
名市大病院※ 名鉄病院 総合上飯田第一病院第一赤十字病院 名大附属病院 名大附属病院 第二赤十字病院
社会保険中京病院※ 第一赤十字病院 名鉄病院 名古屋セントラル病院第二赤十字病院 第二赤十字病院 名市大病院

掖済会病院 名古屋セントラル病院第一赤十字病院 （国）名古屋医療センター名市大病院 名市大病院 掖済会病院
中部労災病院 （国）名古屋医療センター名古屋セントラル病院国共済名城病院 掖済会病院 中部労災病院 中部労災病院

名古屋記念病院 国共済名城病院 （国）名古屋医療センター名大附属病院 中部労災病院 坂文種報徳會病院社会保険中京病院
横山胃腸科病院 横山胃腸科病院 第二赤十字病院 社会保険中京病院社会保険中京病院名古屋記念病院

名大附属病院 ＮＴＴ西日本東海病院名市大病院 大同病院 大同病院
第二赤十字病院 国共済名城病院 協立総合病院 （国）東名古屋病院

名市大病院 名大附属病院 掖済会病院 名古屋記念病院

協立総合病院 第二赤十字病院 坂文種報徳會病院

掖済会病院 聖霊病院 中部労災病院
名古屋共立病院 名市大病院 社会保険中京病院
坂文種報徳會病院協立総合病院 大同病院

中部労災病院 掖済会病院 南生協病院

社会保険中京病院名古屋共立病院 緑市民病院

大同病院 坂文種報徳會病院 丸茂病院
南生協病院 中部労災病院

緑市民病院 社会保険中京病院

名古屋記念病院 名南病院
大同病院
南生協病院
緑市民病院
名古屋記念病院

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 ・・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
・・市民病院 ・・市民病院 ・・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 公立陶生病院 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 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
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愛知医大病院 愛知医大病院 愛知医大病院

愛知医大病院 日進・・・病院 愛知医大病院
愛知医大病院

医療圏・・診療連携拠点病院等
・・医療・提供・・病院

名古屋

尾張東部

海部
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胃 大腸 乳腺 肺 肝臓 子宮
医療圏・・診療連携拠点病院等

・・医療・提供・・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 山下病院 大雄会第一病院
山下病院　 山下病院　 一宮西病院
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
厚生連尾西病院 厚生連尾西病院

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 春日井市民病院 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 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 厚生連江南厚生病院小牧市民病院 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総合犬山中央病院 厚生連江南厚生病院
・・・総合病院 厚生連江南厚生病院

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
常滑市民病院 厚生連知多厚生病院厚生連知多厚生病院
東海市民病院 常滑市民病院 常滑市民病院
国立長寿医療研究センター東海市民病院 東海市民病院
知多市民病院 国立長寿医療研究センター国立長寿医療研究センター

知多市民病院 知多市民病院

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
・・・市民病院

県・・センター愛知病院県・・センター愛知病院県・・センター愛知病院県・・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　　

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 碧南市民病院 碧南市民病院 刈谷豊田総合病院
厚生連安城更生病院※刈谷豊田総合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 八千代病院 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 西尾市民病院

西尾病院
東三河北部 新城市民病院 新城市民病院 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（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 成田記念病院
光生会病院 光生会病院 豊川市民病院 豊川市民病院
豊川市民病院 豊川市民病院 蒲郡市民病院
蒲郡市民病院 総合青山病院 厚生連渥美病院
厚生連渥美病院 蒲郡市民病院

厚生連渥美病院

注１：「・・診療連携拠点病院等」・・・・、☆・「県・・診療連携拠点病院」、※・「地域・・診療連携拠点病院」、・・以外・「地域・・診療拠点病院」・・。

注２：「・・医療・提供・・病院」・・、愛知県医療機能情報公表システム（平成25年度調査）・・・・部位別（５大・・＋子宮・・）・年間手術10件以上実施・・病院・・。

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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