
公表様式１

（平成21年度）急性心筋梗塞急性心筋梗塞急性心筋梗塞急性心筋梗塞のののの医療体制医療体制医療体制医療体制

【【【【急性期急性期急性期急性期】 【】 【】 【】 【回復期回復期回復期回復期】 【】 【】 【】 【再発予防再発予防再発予防再発予防】】】】

○救急医療の機能 ○身体機能を回復させるﾘﾊ ○再発予防の機能を有する医療機関機能機能機能機能
を有する医療機関 ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを実施する機能

を有する医療機関

＊下線の医療機関は，専門医療圏医療圏医療圏医療圏

医が従事，又は心大血管
疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝⅠ又はⅡ

＊印は在宅療養支援診療所は救急医療圏 を実施している医療機関

東部東部東部東部ⅠⅠⅠⅠ 徳島市 徳島市徳島市 徳島市徳島市 徳島市徳島市 徳島市東部Ⅰ

鈴江病院 水の都脳神経外科病院 虹の橋クリニック＊徳島市徳島市徳島市徳島市
高杉内科外科小児科脳外科＊徳島大学病院 寺沢病院 鈴江病院

徳島県立中央病院 田岡病院 寺沢病院 三木内科＊

徳島市民病院 田蒔病院 日比野病院 たけひさ医院

川島循環器クリニック＊ 保岡クリニック論田病院 古川病院 田中医院
松村病院 徳島健生病院 北前川診療所＊

東部Ⅱ 沖の州病院 伊月病院 豊崎医院＊

豊田内科胃腸科クリニック鳴門市鳴門市鳴門市鳴門市 天満病院 中洲八木病院

健康保険鳴門病院 大久保病院 住友内科病院 中井医院＊

リバーサイドのぞみ病院 東洋病院 中山内科医院板野町板野町板野町板野町
国立病院機構東徳島病院 大櫛内科循環器科 田蒔病院 岡部内科クリニック＊

川内内科 中瀬病院 木下クリニック

吉田医院 博愛記念病院 中瀬医院＊

文慶記念内科 林病院 文化の森内科
高杉内科外科小児科脳外科 松村病院 河野内科循環器科＊

たけひさ医院 沖の州病院 横井内科クリニック＊

中山内科医院 木下病院 たかはし内科

三河循環器科内科 天満病院 斎藤内科循環器科

伊藤ケンゾー診療所 亀井病院 南医院
さこう内科クリニック＊鳴門市鳴門市鳴門市鳴門市 大櫛内科循環器科

健康保険鳴門病院 協栄内科＊ さんかん内科外科＊

勝良医院 城東整形外科内科＊ 金沢クリニック＊

住友医院＊ 三河循環器科内科石井町石井町石井町石井町
手束病院 豊田内科＊ 若槻クリニック

じぞうばし内科外科＊ 伊藤ケンゾー診療所＊神山町神山町神山町神山町

たまき青空クリニック＊中谷医院 川内内科＊

吉田医院＊ ひろクリニック松茂町松茂町松茂町松茂町

春藤内科胃腸科 おかがわ内科・小児科＊ みどり内科クリニック
日下日浅脳外科内科クリニック藍住町藍住町藍住町藍住町 文慶記念内科＊

醫院増田クリニック 徳島さくらクリニック＊ 齋藤

新居内科 徳島往診クリニック

鳴門市 北島町鳴門市 北島町鳴門市 北島町鳴門市 北島町

健康保険鳴門病院 いのもと眼科内科＊

板野町板野町板野町板野町小川病院

西條内科＊ 井上病院

国立病院機構東徳島病院元木医院
原田内科 三愛内科＊

勝良医院 福島内科

松茂町松茂町松茂町松茂町岡崎内科循環器科

斉藤医院 春藤内科胃腸科

谷口耳鼻咽喉科クリニック高田内科医院
藍住町藍住町藍住町藍住町あい愛診療所撫養＊

浜病院石井町石井町石井町石井町

手束病院 増田クリニック

こやま小児科内科クリニック田中医院＊
上板町上板町上板町上板町上田医院

川原内科外科＊ 野田医院＊

神山町神山町神山町神山町

中谷医院＊

小崎医院

※徳島県実施の「徳島県医療施設機能調査（急性心筋梗塞 」について回答のあった医療機関のみ掲載）
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【【【【急性期急性期急性期急性期】 【】 【】 【】 【回復期回復期回復期回復期】 【】 【】 【】 【再発予防再発予防再発予防再発予防】】】】

○救急医療の機能 ○身体機能を回復させるﾘﾊ ○再発予防の機能を有する医療機関機能機能機能機能

を有する医療機関 ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを実施する機能

を有する医療機関

＊下線の医療機関は，専門医療圏医療圏医療圏医療圏
医が従事，又は心大血管

疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝⅠ又はⅡ

＊印は在宅療養支援診療所は救急医療圏 を実施している医療機関

東部東部東部東部ⅡⅡⅡⅡ 吉野川市 吉野川市 阿波市吉野川市 吉野川市 阿波市吉野川市 吉野川市 阿波市吉野川市 吉野川市 阿波市東部Ⅲ
鈴木内科 鈴木内科＊ 大野病院吉野川市吉野川市吉野川市吉野川市

麻植協同病院 さくら診療所＊ 阿波病院阿波市阿波市阿波市阿波市

阿波病院 石原内科循環器科 笠井病院

御所診療所 森住内科医院 御所診療所＊
大久保医院 大塚内科＊

大久保医院＊

南部南部南部南部ⅠⅠⅠⅠ 小松島市 小松島市 小松島市 勝浦町小松島市 小松島市 小松島市 勝浦町小松島市 小松島市 小松島市 勝浦町小松島市 小松島市 小松島市 勝浦町

勝浦町国民健康保険勝浦病院徳島赤十字病院 碩心館病院 江藤病院
阿南市 那賀町阿南市 那賀町阿南市 那賀町阿南市 那賀町赤岩医院 小松島病院

阿南医師会中央病院 藤野医院 赤岩医院＊ 町立上那賀病院

阿南共栄病院 木村内科 藤野医院＊ ＊那賀町国民健康保険日野谷診療所

わだ内科＊阿南市阿南市阿南市阿南市 荒河内科

小松島リハビリテーションクリニック阿南医師会中央病院

阿南共栄病院 木村内科

那賀町 阿南市那賀町 阿南市那賀町 阿南市那賀町 阿南市

町立上那賀病院 阿南医師会中央病院

阿南共栄病院
羽ノ浦整形外科病院

原田医院＊

富永医院

富士医院＊
松崎内科医院

和田胃腸科内科医院

南部南部南部南部ⅡⅡⅡⅡ 美波町 美波町 海陽町美波町 美波町 海陽町美波町 美波町 海陽町美波町 美波町 海陽町

美波町国民健康保険日和佐病院 海陽町国民健康保険海南病院美波町国民健康保険由岐病院
野田医院牟岐町牟岐町牟岐町牟岐町 美波町国民健康保険日和佐病院

牟岐町牟岐町牟岐町牟岐町徳島県立海部病院

徳島県立海部病院海陽町海陽町海陽町海陽町

美海クリニック海陽町国民健康保険海南病院

西部西部西部西部ⅠⅠⅠⅠ 美馬市 美馬市美馬市 美馬市美馬市 美馬市美馬市 美馬市 つるぎつるぎつるぎつるぎ町町町町

大島病院 大島病院 つるぎ町立半田病院

成田病院 成田病院 谷病院

真鍋病院 真鍋病院
ホウエツ病院つるぎつるぎつるぎつるぎ町町町町

つるぎ町立半田病院 佐々木医院

美馬市国民健康保険木屋平診療所谷病院

成田クリニック

西部西部西部西部ⅡⅡⅡⅡ 三好市 三好市 三好市三好市 三好市 三好市三好市 三好市 三好市三好市 三好市 三好市

三好国民健康保険市立三野病院徳島県立三好病院 三好市国民健康保険市立三野病院

徳島県立三好病院 徳島県立三好病院

三野田中病院 三野田中病院
大池医院 村山内科＊

安宅循環器内科＊東東東東みよしみよしみよしみよし町町町町

三加茂田中病院 大池医院

＊徳島県実施の「徳島県医療施設機能調査（急性心筋梗塞 」について回答のあった医療機関のみ掲載）


