
公表様式１

脳卒中の医療体制脳卒中の医療体制脳卒中の医療体制脳卒中の医療体制 （平成2５年6月1日現在）

【急性期】 【回復期】 【維持期】

機能 ○救急医療の機能 ○身体機能を回復させる ○日常生活への復帰及び維持のためのリハビリテーシ
を有する医療機関 リハビリテーションを ョンを実施する機能

実施する機能を有する ○生活の場で療養できるよう支援する機能を有する
医療圏 ※ は救急医療圏 医療機関 医療機関

東部東部東部東部 東部Ⅰ 徳島市 徳島市徳島市 徳島市徳島市 徳島市徳島市 徳島市
徳島市徳島市徳島市徳島市 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ大神子病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ大神子病院 中井医院
徳島大学病院 寺沢病院 寺沢病院 正木整形・ﾘﾊﾋﾞﾘｸﾘﾆｯｸ
徳島県立中央病院 協立病院 日比野病院 水の都記念病院
徳島市民病院 橋本病院 善成病院 ユークリニック
田岡病院 中洲八木病院 協立病院 井上内科胃腸科

博愛記念病院 中洲八木病院 亀井病院
林病院 たおか内科病院 健生内町診療所
木下病院 眉山病院 古川病院
近藤内科病院 博愛記念病院 助任診療所
たまき青空病院 林病院 城東整形外科
伊月病院 保岡ｸﾘﾆｯｸ論田病院 津田内科
若槻クリニック 松村病院 天満病院
川内内科 木下病院 田岡病院
水の都記念病院 愛日病院 東洋病院
亀井病院 いわせ整形外科 虹の橋クリニック
松村病院 伊月病院 美馬内科クリニック
天満病院 橋本病院 冨田内科胃腸科クリニック

田岡病院 徳島さくらクリニック 文慶記念内科
東洋病院 住友医院 豊田内科
虹の橋クリニック 川内内科 北佐古クリニック
文慶記念内科 岡部内科クリニック 林内科

木下クリニック
斎藤内科循環器科
若槻クリニック
たまき青空クリニック
近藤内科病院
じぞうばし内科病院
森岡病院
協栄内科

鳴門市 鳴門市 松茂町鳴門市 鳴門市 松茂町鳴門市 鳴門市 松茂町鳴門市 鳴門市 松茂町
鳴門山上病院 鳴門山上病院 芳川病院
小川病院 小川病院 春藤内科胃腸科
藍住町藍住町藍住町藍住町 斎藤医院 藍住町藍住町藍住町藍住町
稲次整形外科病院 津田ブレインクリニック 浜病院
石井町 石井町石井町 石井町石井町 石井町石井町 石井町 稲次整形外科病院
手束病院 田中医院 森本医院

東部Ⅱ 北島町北島町北島町北島町 上田医院 神山町神山町神山町神山町
鳴門市鳴門市鳴門市鳴門市 きたじま田岡病院 川原内科外科 神山医院
徳島県鳴門病院 神山町 北島町神山町 北島町神山町 北島町神山町 北島町 中谷医院

中谷病院 吉野川病院

※徳島県実施の「徳島県医療施設機能調査（脳卒中）」について回答のあった医療機関のみ掲載
※【急性期】については，「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」における医療機関リストと合致させている。
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脳卒中の医療体制脳卒中の医療体制脳卒中の医療体制脳卒中の医療体制 （平成2５年6月1日現在）

【急性期】 【回復期】 【維持期】

機能 ○救急医療の機能 ○身体機能を回復させる ○日常生活への復帰及び維持のためのリハビリテーシ
を有する医療機関 リハビリテーションを ョンを実施する機能

実施する機能を有する ○生活の場で療養できるよう支援する機能を有する
医療圏 ※ は救急医療圏 医療機関 医療機関

東部東部東部東部 東部Ⅲ 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
吉野川市吉野川市吉野川市吉野川市 吉野川病院 さくら診療所 阿波病院
麻植協同病院 阿波市阿波市阿波市阿波市 独立行政法人国立病院機構徳島病院 御所診療所

阿波病院 古本内科クリニック
鈴木内科

南部 小松島市 小松島市 小松島市 勝浦町南部 小松島市 小松島市 小松島市 勝浦町南部 小松島市 小松島市 小松島市 勝浦町南部 小松島市 小松島市 小松島市 勝浦町
徳島赤十字病院 江藤病院 江藤病院 勝浦町国民健康保険勝浦病院
阿南市阿南市阿南市阿南市 小松島金磯病院 小松島金磯病院 那賀町那賀町那賀町那賀町
阿南共栄病院 小松島病院 ふじの小児科ｸﾘﾆｯｸ わだ内科

ふじの小児科ｸﾘﾆｯｸ 藤野医院 町立上那賀病院
藤野医院 木村内科 上勝町上勝町上勝町上勝町
阿南市阿南市阿南市阿南市 荒河内科 国民健康保険上勝診療所

阿南共栄病院 赤岩医院
岩城クリニック 徳島ロイヤル病院
勝浦町 阿南市勝浦町 阿南市勝浦町 阿南市勝浦町 阿南市
勝浦町国民健康保険勝浦病院 原田医院
那賀町那賀町那賀町那賀町 きくち医院
町立上那賀病院 松崎内科医院

益崎胃腸科内科医院
阿南市国民健康保険加茂谷診療

所

村上内科外科医院
島内科眼科医院
岩城クリニック
宮本病院

牟岐町 美波町 海陽町牟岐町 美波町 海陽町牟岐町 美波町 海陽町牟岐町 美波町 海陽町
徳島県立海部病院 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 牟岐町美波町 牟岐町美波町 牟岐町美波町 牟岐町 海陽町宍喰診療所
美波町国民健康保険日和佐病院

海陽町海陽町海陽町海陽町
海陽町国民健康保険海南病院

西部 美馬市 美馬市 つるぎ町西部 美馬市 美馬市 つるぎ町西部 美馬市 美馬市 つるぎ町西部 美馬市 美馬市 つるぎ町
ホウエツ病院 成田病院 つるぎ町立半田病院
美馬ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 林クリニック 谷病院
つるぎ町つるぎ町つるぎ町つるぎ町 美馬ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 永尾病院
つるぎ町立半田病院

三好市 東みよし町 三好市 東みよし町三好市 東みよし町 三好市 東みよし町三好市 東みよし町 三好市 東みよし町三好市 東みよし町 三好市 東みよし町
徳島県立三好病院 三加茂田中病院 安宅循環器内科 三加茂田中病院

健生西部診療所
村山内科
内田医院

※徳島県実施の「徳島県医療施設機能調査（脳卒中）」について回答のあった医療機関のみ掲載
※【急性期】については，「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」における医療機関リストと合致させている。


