
６　「災害医療」・体系図・記載・・・・・医療機関名

医療圏 医療機関名 医療圏 医療機関名

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 厚生連豊田厚生病院

（国）名古屋医療センター トヨタ記念病院

市立西部医療センター 西三河南部東岡崎市民病院

社会保険中京病院 西尾市民病院

名市大病院 厚生連安城更生病院

名古屋記念病院 刈谷豊田総合病院

第一赤十字病院 東三河北部新城市民病院

掖済会病院 豊橋市民病院

中部労災病院 （国）豊橋医療センター

厚生連 海南病院 豊川市民病院

津島市民病院

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

厚生連尾西病院

春日井市民病院

小牧市民病院

厚生連江南厚生病院

平成25年3月1日現在

名古屋

尾張西部

尾張北部

東三河南部

海部

尾張東部

知多半島

西三河北部

西三河南部西
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７　「周産期医療」・体系図・記載・・・・・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 ・・・・クリニック
星ヶ丘マタニティ病院 ・・・レ・ィスクリニック 咲江レ・ィスクリニック
名古屋逓信病院 ・・・内科整形産婦人科 青木産婦人科クリニック
市立西部医療センター 産科婦人科上野レ・ィスクリニック ・・・ウィメン・クリニック
総合上飯田第一病院 平竹クリニック レ・ィースクリニック山原
第一赤十字病院 川合産婦人科 ・・・・レ・ィスクリニック
岩田病院 山田産婦人科 愛知医大メ・ィ・ルクリニック
（国）名古屋医療センター 加納産婦人科 平田レ・ィースクリニック
国共済名城病院 産婦人科柴田クリニック 山田医院
成田病院 ・・・レ・ィスクリニック 稲垣婦人科
可世木病院 ・・・・クリニック産婦人科 三輪レ・ィースクリニック
名大附属病院 加藤外科・産婦人科 竹内産婦人科医院
第二赤十字病院 藤村レ・ィス・・・クリニック ・・・女性クリニック
聖霊病院　 産婦人科　水野クリニック 庄内通レ・ィースクリニック

名市大病院 野崎クリニック 横井医院
協立総合病院 千音寺産婦人科 レ・ィスクリニックセントソフィア
掖済会病院 桑山産婦人科・眼科 堀産婦人科
坂文種報徳會病院 ・・レ・ィースクリニック ・・・・レ・ィスクリニック
大平病院 伊藤産婦人科 レ・ィースクリニックミュウ
中部労災病院 アイ レ・ィスクリニック ・・・・・・レ・ィースクリニック
社会保険中京病院 ・・レ・ィースクリニック ・・・レ・ィースクリニック
大同病院 ・・・レ・ィスクリニック 名駅前診療所保健医療センター

南生協病院 フォレスト・ルクリニック※ 栄産婦人科
名古屋記念病院 中根産婦人科 飯田レ・ィースクリニック

徳重ウイメン・・アクリニック ・・・ウィメン・クリニック
ロイヤル・ルクリニック※ ・・・・レ・ィスクリニック
産婦人科野村クリニック※ 山田シティクリニック
藤・丘レ・ィスクリニック クリニックロター・ェ
奈倉レ・ィースクリニック ・・・・・・・レ・ィースクリニック

清水産婦人科 ・・・・・・レ・ィースクリニック

イルマーレレ・ィースクリニック ・ュアー女性クリニック
渋谷医院
金山レ・ィースクリニック
山口レ・ィスクリニック
・・・・クリニック
・・・・レ・ィースクリニック
阪井クリニック
若葉台クリニック
・・・女性クリニック
八事レ・ィースクリニック
産科婦人科　種村ウィメン・クリニック
・・・産婦人科クリニック
中谷レ・ィスクリニック

健診・・・実施・・・・医療機関
医療圏

分娩・実施・・・・医療機関

○地域周産期医療施設（正常分娩等軽度・場合）

名古屋

平成２５年６月１日現在

14



病院 診療所 病院 診療所
健診・・・実施・・・・医療機関

医療圏
分娩・実施・・・・医療機関

津島市民病院 真野産婦人科 ・・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・クリニック 富田レ・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・クリニック※ 中川医院

小林産婦人科 師勝産婦人科
Ｎキッ・レ・ィースクリニック

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・ル 徹来レ・ィスクリニック
愛知医大病院 浅野産婦人科 ・・・・レ・ィスクリニック

松下レ・ィスクリニック
・・・・レ・ィースクリニック
伊藤ウィメン・クリニック
図書館通・・・・マタニティ-クリニック

寺島レ・ィスクリニック
レ・ィースクリニックアン・ュ
平針北クリニック※

一宮市民病院 ・・・・レ・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
厚生連尾西病院 加藤レ・ィスクリニック ・・・・・レ・ィスクリニック
一宮西病院 産婦人科・・・・クリニック 可世木レ・ィスクリニック

三輪産婦人科小児科※ 後藤マタニティクリニック
セ・ン・ルクリニック※

春日井市民病院 森永産婦人科 産科・婦人科七原
小牧市民病院 神領マタニティ 米本レ・ィスクリニック
厚生連江南厚生病院 ・・・・マタニティクリニック※ 福井産婦人科医院
総合犬山中央病院 ・・レ・ィースクリニック 桃花台レ・ィスクリニック

エン・ルレ・ィースクリニック 竹内クリニック
産科･婦人科ミナミクリニック 坂下クリニック
マ・ークリニックハ・ネス ミナミ産婦人科
・・・産婦人科 松川マタニティクリニック
・・・・レ・ィスクリニック 大脇産婦人科
大野レ・ィスクリニック 若山産婦人科医院

市立半田病院 ・・・クリニック 野畑医院
藤田病院 広渡レ・ィスクリニック 森川医院
厚生連知多厚生病院 広川レ・ィスクリニック
東海市民病院 産院・・・・・森※

友田クリニック
原田レ・ィースクリニック

尾張西部

尾張中部

尾張東部

海部

尾張北部

知多半島
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病院 診療所 病院 診療所
健診・・・実施・・・・医療機関

医療圏
分娩・実施・・・・医療機関

厚生連豊田厚生病院 ・・・医院 ウェルス・リン・ウィメン・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

・リーン・ルクリニック
・・・マタニティクリニック
花レ・ィースクリニック

岡崎市民病院 田那村産婦人科 加藤産婦人科
エン・ェル・ルホス・タル 吉村医院 ・・・クリニック

・・レ・ィースクリニック 山中産婦人科
・・・・マタニティクリニック 幸田産婦人科

碧南市民病院 岡村産科婦人科 竹内産婦人科
刈谷豊田総合病院 ・ュンレ・ｨースクリニック刈谷 高浜愛レ・ィースクリニック
厚生連安城更生病院 Ｇ＆Ｏレ・ィスクリニック 篠原産婦人科医院
堀尾安城病院 セントレ・ィースクリニック 稲垣レ・ィスクリニック
八千代病院 山田産婦人科

新城市民病院 荻野医院

豊橋市民病院 原医院 （国）豊橋医療センター 端山産婦人科
豊川市民病院 今泉産婦人科医院 光生会病院 産科・婦人科・・・・・・クリニック
蒲郡市民病院 中岡レ・ィスクリニック 竹内産婦人科
厚生連渥美病院 ・ュンレ・ィースクリニック豊橋 井嶋産婦人科医院

マミーロー・クリニック 今泉医院
小石マタニティ＆チル・レンクリニック サトウ産婦人科
・ーク・ルクリニック
渡辺マタニティクリニック
杉浦クリニック

　　注：※・医療法施行規則第１条・１４第７項第３号（周産期）・該当・・有床診療所
　　上記以外・以下・医療機関・医療法施行規則第１条・１４第７項第３号（周産期）・該当・・有床診療所・・・分娩・実施・・。
　　・キャッスル・ルクリニック（名古屋医療圏）（平成２６年４月使用開始予定）

西三河南部西

東三河北部

東三河南部

西三河北部

西三河南部東
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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・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 名市大病院

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 東三河北部医療圏豊橋市民病院

東三河南部医療圏

小牧市民病院

厚生連江南厚生病院

○総合周産期母子医療センター（最重篤・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

○NICU設置病院（低出生体重児・場合）

・聖霊病院

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
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８　「小児救急医療」・体系図・記載・・・・・医療機関名

　【地域・小児基幹病院】 　【県・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・24
時間体制・提
供・・病院（小
児入院医療管
理料①又・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 ○ ○
西区名鉄病院 ○
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 ○

港区中部労災病院 ○
社会保険中京病院 ○ ○
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 ○

春日井市コロニー中央病院 ○
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・・・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・小児基幹病院

豊田市

名古屋

中区

昭和区

中川区

南区

尾張東部

西三河南部西

病院名

県・小児救急中核病院

尾張西部 一宮市

尾張北部

知多半島

西三河北部
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９　「・・地医療」・体系図・記載・・・・・医療機関名

医療圏 ・・地診療所 ・・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・林診療所 厚生連足助病院

岡崎市額田北部診療所 県・・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・・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

平成25年3月1日現在

10　医療法施行規則第1条・14第7項第1号（在宅）・該当・・医療機関

医療圏

名古屋

尾張北部

平成25年3月1日現在

西三河南部東

平松内科呼吸器内科　小牧・・・・睡眠リハ・リクリニック

東三河北部

東三河南部

医療機関名

・・・会診療センターレクリニック
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