
２　「脳卒中」・体系図・記載・・・・・医療機関名

回復期リハ・リテーション病棟・届出病院

市立東部医療センター 吉田病院 加藤病院 市立東部医療センター 名大附属病院 中部労災病院

第一赤十字病院 市立西部医療センター 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 臨港病院

（国）名古屋医療センター大隈病院 県済生会ﾘﾊﾋ゙ﾘ病院 ・・・病院 ・・・病院 東洋病院

名大附属病院 総合上飯田第一病院 鵜飼ﾘﾊﾋ゙ﾘﾃーｼｮﾝ病院 吉田病院 ・・・・・病院 社会保険中京病院

第二赤十字病院 名鉄病院 ＮＴＴ西日本東海病院 ・・・整形外科病院 聖霊病院 笠寺病院

名市大病院 名古屋セントラル病院 熱田リハ・リテーション病院和田内科病院 名市大病院 ・・・・紀年病院

掖済会病院 名古屋共立病院 ・・・ﾘﾊﾋ゙ﾘﾃーｼｮﾝ病院 市立西部医療センター 市立総合リハ・リセンター名南病院

中部労災病院 坂文種報徳會病院 善常会ﾘﾊﾋ゙ﾘﾃーｼｮﾝ病院 名春中央病院 ・ラ・ー記念病院 大同病院

社会保険中京病院 南生協病院 名南・・・・病院 大隈病院 新生会第一病院 山口病院

緑市民病院 ・・・病院 総合上飯田第一病院 髙木病院 ヤトウ病院

名古屋記念病院 川島病院 県青・鳥医療福祉センター西本病院 守山・・・病院

第一・・・病院 名鉄病院 稲熊病院 緑市民病院

（国）東名古屋病院 第一赤十字病院 三菱名古屋病院 平岩病院

木村病院 大菅病院 協立総合病院 相生山病院

メイトウホス・タル 増子記念病院 掖済会病院 南生協病院

鵜飼病院 水谷病院 市厚生院

八田・・・病院 名古屋西病院 ・・・・病院

偕行会城西病院 ・・・・シニアホス・タル・・・・病院

名古屋セントラル病院 富田病院 八事病院

（国）名古屋医療センター名古屋共立病院 名古屋記念病院

国共済名城病院 佐藤病院 並木病院

中日病院 庄内病院

橋本内科 坂文種報德會病院

勝又病院 共愛病院

厚生連海南病院 津島市民病院 津島市民病院 津島中央病院

津島ﾘﾊﾋ゙ﾘﾃーｼｮﾝ病院 安藤病院

偕行会ﾘﾊﾋ゙ﾘﾃーｼｮﾝ病院 ・・市民病院

尾張温泉リハ・リ・・・病院厚生連海南病院

済衆館病院 済衆館病院 光寿会リハ・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 ・・・病院 公立陶生病院 水野病院 日進・・・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 中央病院 藤田保健衛生大病院

井上病院 福友病院

・・・・病院 愛知国際病院

一宮市民病院 厚生連尾西病院 木曽川市民病院 一宮市民病院 厚生連尾西病院

(総合大雄会病院) 総合大雄会病院 泰玄会病院 六輪病院

一宮西病院 千秋病院 尾洲病院

一宮西病院 泰玄会西病院

尾西記念病院 国井病院

上林記念病院 稲沢市民病院

回復期リハ・リテーション機能・有・・医療機関

脳血管疾患等リハ・リテーション料・算定・・・・病院（回復期リハ・リテーション病棟・届出・・）
脳血管領域・・・・治療病院高度救命救急医療機関医療圏

尾張西部

名古屋

海部

尾張中部

尾張東部
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３　「急性心筋梗塞」・体系図・記載・・・・・医療機関名

医療圏 高度救命救急医療機関 循環器系領域・・・・治療病院 心大血管疾患リハ・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 名春中央病院

第一赤十字病院 名古屋共立病院 第一赤十字病院

（国）名古屋医療センター 南生協病院 名城病院

国共済名城病院 東名古屋病院 名大附属病院

名大附属病院 第二赤十字病院

第二赤十字病院 市立総合リハ・リセンター

名市大病院 掖済会病院

掖済会病院 坂文種報德會病院

(坂文種報德會病院) 社会保険中京病院

中部労災病院 大同病院

社会保険中京病院 南生協病院

(大同病院) 木村病院

(名古屋記念病院)

海部厚生連海南病院 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 旭労災病院

愛知医大病院 愛知医科大学病院

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 厚生連尾西病院 一宮西病院

春日井市民病院 東海記念病院 春日井市民病院

名古屋徳洲会総合病院 総合犬山中央病院 小牧市民病院

小牧市民病院 総合犬山中央病院

(厚生連江南厚生病院)

尾張北部

尾張西部

尾張東部

名古屋

5



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

(市立半田病院) 杉石病院

常滑市民病院

小嶋病院

国立長寿医療研究センター

知多市民病院

厚生連豊田厚生病院 ・・・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 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

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

注３：「心大血管疾患リハ・リテーション実施病院」・・、愛知県医療機能情報公表システム（平成25年度調査）・・・・心大血管疾患リ
ハ・リテーション料・算定・・・・病院・・。

知多半島

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」・・、救急対応専門医師数７名以上（７人未満・場合・時間外対応医師（病院全体・当直）・４名以上）
・・循環器科医師・心臓血管外科医師・両方・在籍・・病院・・。（平成25年6月1日現在）
循環器科、心臓血管外科・・・・・・在籍・・・病院・括弧・表示。

注２：「循環器系領域・・・・治療病院」・・、愛知県医療機能情報公表システム（平成25年度調査）・・・・経皮的冠動脈ステント留
置術・・・経皮的冠動脈形成術（PTCA）・実施・・・・病院・・。
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４　「精神科救急」・体系図・記載・・・・・医療機関名

・ロック名 医療機関名 ・ロック名 医療機関名 ・ロック名 医療機関名

杉田病院 精治寮病院 衣ヶ原病院

楠メンタルホス・タル 松蔭病院 豊田西病院

北林病院 ・・・・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

守山荘病院 八事病院 刈谷病院

紘仁病院 桶狭間病院藤田・・・・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

・・・・心療センター 一ノ草病院 京ヶ峰岡田病院

・・・・病院 大府病院 松崎病院豊橋・・・・・アセンター

上林記念病院 南知多病院 可知病院

北津島病院 共和病院 岩屋病院

東春病院 豊川市民病院

・・・・丘ホス・タル

犬山病院

布袋病院

精神科救急医療体制・、県内・3・・地域・分・、各地域・単位・・・実施

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

平成25年10月1日現在

後方支援基幹病院（新設） 後方支援基幹病院（新設） 後方支援基幹病院（新設）

三河地域

三河地域

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、・・・市、額田郡、北設楽郡

尾張Ａ

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、・・市、長久手
市、西春日井郡、丹羽郡、海部郡

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、愛知郡（東郷
町）、知多郡

尾張Ｂ

尾張B 
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