
                                 資料１２ 

「中河内医療圏における傷病者の搬送及び受入の実施基準」    

における医療機関リスト（２０２０年１月更新版） 

 

Ａ．重症初期対応医療機関 

医療機関 所在地 

厚生会第一病院 八尾市 

八尾市立病院 八尾市 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

医真会八尾総合病院 八尾市 

中河内救命救急センター 東大阪市 

河内総合病院 東大阪市 

石切生喜病院 東大阪市 

市立東大阪医療センター 東大阪市 

若草第一病院 東大阪市 

市立柏原病院 柏原市 

 

Ｂ．重症小児対応医療機関 

医療機関 所在地 

中河内救命救急センター 東大阪市 

 

Ｃ．特定機能対応医療機関 

◯脳血管障害（ｔＰＡ） 

医療機関 所在地 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

医真会八尾総合病院 八尾市 

河内総合病院 東大阪市 

石切生喜病院 東大阪市 

市立東大阪医療センター 東大阪市 

若草第一病院 東大阪市 

 

〇脳血管障害（脳外科手術） 

医療機関 所在地 

八尾市立病院 八尾市 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

医真会八尾総合病院 八尾市 

中河内救命救急センター 東大阪市 

河内総合病院 東大阪市 

石切生喜病院 東大阪市 

市立東大阪医療センター 東大阪市 

若草第一病院 東大阪市 



 

〇循環器疾患（ＰＣＩ等） 

医療機関 所在地 

八尾市立病院 八尾市 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

河内総合病院 東大阪市 

石切生喜病院 東大阪市 

市立東大阪医療センター 東大阪市 

若草第一病院 東大阪市 

 

〇循環器疾患（心大血管手術） 

医療機関 所在地 

石切生喜病院 東大阪市 

市立東大阪医療センター 東大阪市 

 

〇消化器疾患（消化管内視鏡） 

医療機関 所在地 

八尾市立病院 八尾市 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

医真会八尾総合病院 八尾市 

中河内救命救急センター 東大阪市 

河内総合病院 東大阪市 

石切生喜病院 東大阪市 

若草第一病院 東大阪市 

市立柏原病院 柏原市 

 

〇消化器疾患（緊急外科手術） 

医療機関 所在地 

八尾市立病院 八尾市 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

医真会八尾総合病院 八尾市 

中河内救命救急センター 東大阪市 

石切生喜病院 東大阪市 

市立東大阪医療センター 東大阪市 

若草第一病院 東大阪市 

 

〇手指・足趾切断（手指・足指の再接着） 

医療機関 所在地 

八尾市立病院 八尾市 

石切生喜病院 東大阪市 

河内総合病院 東大阪市 



 

〇潜水病・減圧症（高圧酸素療法） 

医療機関 所在地 

石切生喜病院 東大阪市 

 

Ｄ．初期対応医療機関  

◯内科 

医療機関 所在地 

厚生会第一病院 八尾市 

貴島病院本院 八尾市 

八尾市立病院 八尾市 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

医真会八尾総合病院 八尾市 

東朋八尾病院 八尾市 

河内総合病院 東大阪市 

恵生会病院 東大阪市 

石切生喜病院 東大阪市 

池田病院 東大阪市 

東大阪山路病院 東大阪市 

市立東大阪医療センター 東大阪市 

若草第一病院 東大阪市 

市立柏原病院 柏原市 

 

〇外科 

医療機関 所在地 

厚生会第一病院 八尾市 

八尾市立病院 八尾市 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

医真会八尾総合病院 八尾市 

東朋八尾病院 八尾市 

河内総合病院 東大阪市 

喜馬病院 東大阪市 

石切生喜病院 東大阪市 

池田病院 東大阪市 

市立東大阪医療センター 東大阪市 

若草第一病院 東大阪市 

 

〇整形外科 

医療機関 所在地 

八尾市立病院 八尾市 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 



医真会八尾総合病院 八尾市 

河内総合病院 東大阪市 

八戸の里病院 東大阪市 

喜馬病院 東大阪市 

石切生喜病院 東大阪市 

池田病院 東大阪市 

東大阪山路病院 東大阪市 

若草第一病院 東大阪市 

 

〇脳神経外科 

医療機関 所在地 

八尾市立病院 八尾市 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

医真会八尾総合病院 八尾市 

河内総合病院 東大阪市 

石切生喜病院 東大阪市 

市立東大阪医療センター 東大阪市 

若草第一病院 東大阪市 

 

〇循環器内科 

医療機関 所在地 

八尾市立病院 八尾市 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

医真会八尾総合病院 八尾市 

河内総合病院 東大阪市 

石切生喜病院 東大阪市 

市立東大阪医療センター 東大阪市 

若草第一病院 東大阪市 

 

〇精神科（現行は協力医療機関なし） 

医療機関 所在地 

  

 

〇泌尿器科 

医療機関 所在地 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

石切生喜病院 東大阪市 

 

〇耳鼻咽喉科 

医療機関 所在地 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 



石切生喜病院 東大阪市 

 

〇産科 

医療機関 所在地 

市立東大阪医療センター 東大阪市 

 

〇婦人科 

医療機関 所在地 

石切生喜病院 東大阪市(日勤帯に限る) 

 

〇神経内科 

医療機関 所在地 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

市立東大阪医療センター 東大阪市 

若草第一病院 東大阪市 

 

〇消化器内科 

医療機関 所在地 

厚生会第一病院 八尾市 

八尾市立病院 八尾市 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

医真会八尾総合病院 八尾市 

東朋八尾病院 八尾市 

河内総合病院 東大阪市 

恵生会病院 東大阪市 

石切生喜病院 東大阪市 

東大阪山路病院 東大阪市 

市立東大阪医療センター 東大阪市 

若草第一病院 東大阪市 

市立柏原病院 柏原市 

 

〇呼吸器内科 

医療機関 所在地 

厚生会第一病院 八尾市 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

東朋八尾病院 八尾市 

河内総合病院 東大阪市 

恵生会病院 東大阪市 

石切生喜病院 東大阪市 

若草第一病院 東大阪市 

 



〇心臓血管外科 

医療機関 所在地 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

河内総合病院 東大阪市 

石切生喜病院 東大阪市 

市立東大阪医療センター 東大阪市 

 

〇呼吸器外科 

医療機関 所在地 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

石切生喜病院 東大阪市 

市立東大阪医療センター 東大阪市 

 

〇消化器外科 

医療機関 所在地 

厚生会第一病院 八尾市 

八尾市立病院 八尾市 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

医真会八尾総合病院 八尾市 

河内総合病院 東大阪市 

喜馬病院 東大阪市 

石切生喜病院 東大阪市 

市立東大阪医療センター 東大阪市 

若草第一病院 東大阪市 

 

〇形成外科 

医療機関 所在地 

八尾市立病院 八尾市 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

河内総合病院 東大阪市 

石切生喜病院 東大阪市 

      

〇口腔外科 

医療機関 所在地 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

医真会八尾総合病院 八尾市 

市立東大阪医療センター 東大阪市 

 

〇小児科 

医療機関 所在地 

八尾市立病院 八尾市 



〇小児外科 

医療機関 所在地 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

 

〇皮膚科 

医療機関 所在地 

石切生喜病院 東大阪市 

 

〇眼科 

医療機関 所在地 

石切生喜病院 東大阪市 

 

 Ａ．～Ｄ．に共通する受入れの可否 

〇緊急透析 

医療機関 所在地 

八尾徳洲会総合病院 八尾市 

中河内救命救急センター 東大阪市 

河内総合病院 東大阪市 

石切生喜病院 東大阪市 

若草第一病院 東大阪市 

 

〇精神科合併 

医療機関 所在地 

八尾徳洲会総合病院 八尾市（状況による） 

中河内救命救急センター 東大阪市 

石切生喜病院 東大阪市 

若草第一病院 東大阪市 

 

〇妊婦 

医療機関 所在地 

八尾徳洲会総合病院 八尾市（状況による） 

市立東大阪医療センター 東大阪市 

 


