
【宇部・小野田地域】　心筋梗塞等の心血管疾患

※下線：第６次計画からの主な変更部分

【初期診療（予防）】 【救護】 【急性期】 【回復期】 【再発予防】

機
能

●初期診療・発症予防
の機能

●応急手当・病院前救護の
機能

●救急医療の機能 ●疾病管理プログラムとしての
心血管疾患リハビリテーションを
実施する機能

●再発予防の機能

目

標

●基礎疾患・危険因子
の管理等初期診療を実
施
●心筋梗塞等の心血管
疾患の発症を予防

●心筋梗塞等の心血管疾患
の疑われる患者が、できる
だけ早期に疾患に応じた専
門的な診療が可能な医療機
関に到着できること

●患者の来院後速やかに初期治療を開始するとともに、30分以内に専
門的な治療を開始
●合併症や再発の予防、在宅復帰のための心血管疾患リハビリテー
ションの実施
●再発予防の定期的専門的検査を実施

●再発予防の治療や基礎疾患・危
険因子の管理を実施
●合併症や再発予防、在宅復帰の
ための心血管疾患リハビリテー
ションを入院又は通院により実
施
●在宅等生活の場への復帰を支援
●患者に対し、再発予防等に関し
必要な知識を教えること

●再発予防の治療や基礎疾患・危険
因子の管理を実施
●在宅療養を継続できるよう支援

求
め
ら
れ
る
事
項

　次の事項を含め、関
係するガイドラインに
則した診療を実施
●高血圧症、糖尿病、
脂質異常症、喫煙等の
危険因子の管理が可能
●初期症状出現時にお
ける対応について、本
人及び家族等患者の周
囲にいる者に対する教
育、啓発を実施
●初期症状出現時に、
急性期医療を担う医療
機関への受診について
指示

【家族等周囲にいる者】
●発症後、速やかに救急搬
送の要請を実施
●心肺停止が疑われる者に
対してＡＥＤの使用を含め
た救急蘇生法等適切な処置
を実施
【救急救命士を含む救急隊
員】
●地域メディカルコント
ロール協議会によるプロト
コール（活動基準）等に即
し薬剤投与等の特定行為を
含めた救急蘇生法等適切な
観察・判断・処置を実施
●急性期医療を担う医療機
関へ速やかに搬送

　次の事項を含め、関係するガイドラインに則した診療を実施
●心電図検査、血液生化学検査、心臓超音波検査、エックス線検査、
ＣＴ検査、心臓カテーテル検査、機械的補助循環装置等必要な検査及
び処置が24時間対応可能
●心筋梗塞等の心血管疾患が疑われる患者に対して専門的な診療を行
う医師等が２４時間対応可能
●ST上昇型心筋梗塞の場合、冠動脈造影検査および適応があればPCI
を行い、来院後90分以内の冠動脈再疎通が可能
●慢性心不全の急性増悪の場合、状態の安定化に必要な内科的治療
が可能
●呼吸管理、疼痛管理等の全身管理やポンプ失調等の合併症治療が可
能
●虚血性心疾患に対する冠動脈バイパス術や大動脈解離に対する大
動脈人工血管置換術等の外科的治療が可能又は外科的治療が可能な
施設との連携体制がとれていること
●電気的除細動、機械的補助循環装置、緊急ペーシングの対応が可能
●運動耐容能などに基づいた運動処方により合併症を防ぎつつ、運動
療法のみならず多面的・包括的なリハビリテーションを実施可能
●抑うつ状態等の対応が可能（連携も可）
●回復期（あるいは在宅医療）の医療機関と診療情報や治療計画を共
有するなどして連携、またその一環として再発予防の定期的専門的検
査を実施

　次の事項を含め、関係するガイ
ドラインに則した診療を実施
●再発予防の治療や基礎疾患・危
険因子の管理、抑うつ状態等への
対応等が可能（連携も可）
●心電図検査、電気的除細動等急
性増悪時の対応が可能
●合併症併発時や再発時に緊急の
内科的・外科的治療が可能な医療
機関と連携
●運動耐容能を評価の上で、運動
療法、食事療法、患者教育等の心
血管疾患リハビリテーションが実
施可能
●心筋梗塞等の心血管疾患の再発
や重症不整脈等の発生時における
対応について、患者及び家族への
教育の実施
●急性期の医療機関及び二次予防
の医療機関と診療情報や治療計画
を共有するなどして連携

　次の事項を含め、関係するガイド
ラインに則した診療を実施
●再発予防の治療や基礎疾患・危険
因子の管理、抑うつ状態への対応等
が可能（連携も可）
●急性増悪時への対応が可能（緊急
時の除細動等）
●合併症併発時や再発時に緊急の内
科的・外科的治療が可能な医療機関
と連携
●急性期の医療機関等と再発予防の
定期的専門的検査、合併症併発時や
再発時の対応を含めた診療情報や治
療計画を共有するなどして連携
●在宅での運動療法、再発予防のた
めの管理を医療機関と訪問看護ス
テーション・かかりつけ薬剤師・薬
局・介護保険サービス事業所等が連
携し実施が可能

医
療
機
関
の
例

● 救命救急センターを有する病院
● 心臓内科系集中治療室（CCU）等を有する病院
● 心筋梗塞等の心血管疾患に対する急性期医療を担う病院又は有床
診療所

● 内科、循環器内科又は心臓血
管外科を有する病院又は診療所

● 病院又は診療所

心筋梗塞等の心血管疾患
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【宇部・小野田地域】　心筋梗塞等の心血管疾患

【初期診療（予防）】 【救護】 【急性期】 【回復期】 【再発予防】

〈宇部市〉 〈宇部市〉 〈宇部市〉 〈宇部市〉

(医)社団あいべ内科ク
リニック

宇部市消防本部（宇部市） 山口大学医学部附属病院 山口大学医学部附属病院
(医)愛心会 いそやま泌尿器科クリ
ニック

いけだ整形外科 山陽小野田市消防本部 (医)社団宇部興産中央病院 (医)社団宇部興産中央病院 (医)社団内田内科消化器科

(医)愛心会  いそやま
泌尿器科クリニック

美祢市消防本部（美祢市） (医)仁心会宇部仁心会病院 社会(医)尾中病院 (医)博愛会 宇部記念病院

(医)社団内田内科消化
器科

(医)聖比留会 厚南セントヒル病
院

宇部協立病院

(医)社団うのしま内科ｸ
ﾘﾆｯｸ

(医)仁心会 宇部仁心会病院 (医)社団宇部興産中央病院

(医)博愛会 宇部記念病
院

宇部協立病院 (医)社団泉仁会 宇部第一病院

宇部協立病院 (医)博愛会 宇部記念病院

(医)社団宇部興産中央
病院

なわたクリニック
(医)和同会 宇部リハビリテーショ
ン病院

(医)社団泉仁会 宇部第
一病院

岡本医院

岡本医院
(医)社団ｺｽﾓｽ会 オクダ内科循環器
科

(医)社団大西クリニッ
ク

(医)おぐらクリニック

(医)社団ｺｽﾓｽ会 オクダ
内科循環器科

(医)社団尾崎循環器内科

(医)おぐらクリニック (医)社団小沢内科医院

(医)社団尾崎循環器内
科

(医)社団小羽山クリニック

(医)社団小沢内科医院 (医)河野医院

(医)社団おばやま内科
おばやま脳血管心臓病ｸ
ﾘﾆｯｸ

かわむらクリニック

(医)社団小羽山クリ
ニック

くが医院

(医)河野医院 栗栖クリニック

かわむらクリニック くろかわクリニック

北村クリニック (医)聖比留会 厚南セントヒル病院

吉部クリニック (医)社団佐藤クリニック

くが医院 (医)社団清冨会 サンポプラ病院
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【宇部・小野田地域】　心筋梗塞等の心血管疾患

【初期診療（予防）】 【救護】 【急性期】 【回復期】 【再発予防】

栗栖クリニック (医)しながわクリニック

くろかわクリニック (医)仁心会 宇部仁心会病院

(医)社団佐藤クリニッ
ク

(医)末冨内科クリニック

(医)社団清冨会 サンポ
プラ病院

(医)たお内科クリニック

(医)しながわクリニッ
ク

(医)社団田中内科消化器科

(医)仁心会 宇部仁心会
病院

ときわクリニック

(医)末冨内科ｸﾘﾆｯｸ
(医)和同会宇部西リハビリテーショ
ン病院

(医)たお内科クリニッ
ク

(医)社団徳久内科医院

高田外科医院 (医)西垣内医院

(医)社団田中内科消化
器科

(医)ﾃﾚｻ会 西川医院

ときわクリニック (医)社団ニシムラ内科

(医)社団弘洋会 床波内
科

(医)社団にしむら内科クリニック

(医)社団徳久内科医院 はらぐち内科呼吸器科

永井レディースクリ
ニック

(医)社団廣重内科

永田消化器内科クリ
ニック

(医)ひらき内科

(医)西垣内医院 (医)社団開クリニック

(医)ﾃﾚｻ会 西川医院 (医)社団恒誠会 ふくたクリニック

(医)社団ニシムラ内科 (医)フジイ内科医院

(医)社団にしむら内科
クリニック

(医)社団富士消化器内科クリニック

(医)社団のむら大腸肛
門クリニック

(医)社団良芙会 藤田放射線科

はらぐち内科呼吸器科 (医)社団ふじもと内科胃腸科医院

はりま内科胃腸科 (医)きらり藤本内科・脳神経内科

(医)社団廣重内科 (医)社団藤野内科
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【宇部・小野田地域】　心筋梗塞等の心血管疾患

【初期診療（予防）】 【救護】 【急性期】 【回復期】 【再発予防】

(医)ひらき内科 (医)社団三井外科医院

(医)社団開クリニック 水木神経内科医院

(医)社団恒誠会 ふくた
クリニック

(医)社団矢野外科医院

(医)フジイ内科医院 (医)社団厚心会やまもとクリニック

(医)社団富士消化器内
科クリニック

山本内科

(医)社団良芙会 藤田放
射線科

綿田内科病院

(医)社団ふじもと内科
胃腸科医院

渡辺内科医院

(医)きらり藤本内科・
脳神経内科

(医)社団あいべ内科クリニック

(医)社団藤野内科 社会(医)尾中病院

扶老会クリニック (医)生佳会くろいし内科クリニック

松谷医院 (医)社団上宇部外科

(医)社団三井外科医院 生協上宇部クリニック

水木神経内科医院 有好内科クリニック

むべの里診療所 なわたクリニック

(医)社団矢野外科医院
(医)社団おばやま内科おばやま脳血
管心臓病ｸﾘﾆｯｸ

(医)社団厚心会やまも
とクリニック

波乗りｸﾘﾆｯｸ

山本内科

吉永外科医院

綿田内科病院

渡辺内科医院

社会(医)尾中病院

(医)生佳会くろいし内
科クリニック

(医)ささい　ささい放
射線科

医
療
機
関
名

H30 4



【宇部・小野田地域】　心筋梗塞等の心血管疾患

【初期診療（予防）】 【救護】 【急性期】 【回復期】 【再発予防】

(医)社団西村外科医院

原田外科医院

(医)くさの胃腸内科ク
リニック

(医)社団上宇部外科

生協上宇部クリニック

(医)社団淳和会ひらた
内科クリニック

有好内科クリニック

なわたクリニック

波乗りｸﾘﾆｯｸ

(医)和同会宇部西ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ病院

（山陽小野田市） 〈山陽小野田市〉 〈山陽小野田市〉 〈山陽小野田市〉

(医)社団あさひクリ
ニック

(独)労働者健康安全機構 山口労災病院
(独)労働者健康安全機構 山口労
災病院

(医)社団あさひクリニック

(医)社団伊藤会 伊藤医
院

小野田赤十字病院 (医)社団伊藤会 伊藤医院

(医)健生会いのうえ内
科医院

山陽小野田市民病院 (医)社団医聖会 井上医院

(医)社団医聖会 井上医
院

(医)社団医聖会 井上医院 (医)健生会いのうえ内科医院

山陽小野田市民病院
(医)健仁会 しおん内科外科クリ
ニック

山陽小野田市民病院

小野田赤十字病院 (医)社団村重医院 小野田赤十字病院

(医)社団光栄会 小野田
ライフケアクリニック

むらた循環器内科
(医)社団光栄会 小野田ライフケア
クリニック

(医)かわむら内科 (医)かわむら内科

(医)河村医院 (医)河村医院

(医)健仁会 しおん内科
外科クリニック

(医)健仁会 しおん内科外科クリ
ニック

(医)白和会 しらさわ内
科クリニック

(医)白和会 しらさわ内科クリニッ
ク
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【宇部・小野田地域】　心筋梗塞等の心血管疾患

【初期診療（予防）】 【救護】 【急性期】 【回復期】 【再発予防】

(医)社団信愛会 瀬戸病
院

(医)社団信愛会 瀬戸病院

(医)社団民正会 たみた
に内科・循環器科

(医)社団民正会 たみたに内科・循
環器科

(医)てらい内科クリ
ニック

(医)社団長明会 長沢病院

(医)社団長明会 長沢病
院

(医)社団中村内科胃腸科医院

(医)社団中村内科胃腸
科医院

(医)社団西村内科医院

(医)社団西村内科医院 (医)社団早川内科医院

(医)社団早川内科医院 松井医院

松井医院 (医)社団輝斉会 森田病院

博和会 みみ・はな・の
ど内科クリニック

(医)社団成医会 山田循環器科・内
科

(医)社団輝斉会 森田病
院

吉武医院

(医）社団成医会 山田
循環器科・内科

(医)隆正会 吉武内科クリニック

吉武医院 (医)吉中内科医院

(医)隆正会 吉武内科ク
リニック

河野内科

(医)吉中内科医院 (医)社団村重医院

河野内科 (医)社団稲本内科医院

(医)社団村重医院 むらた循環器内科

(医)社団稲本内科医院 医療生活協同組合健文会生協小野田
診療所

むらた循環器内科 紫苑リハビリ内科クリニック

医療生活協同組合健文
会生協小野田診療所

中島内科在宅診療所

中島内科在宅診療所

（美祢市（旧美祢市）） （美祢市〈旧美祢市〉） （美祢市〈旧美祢市〉）

社会福祉法人同朋福祉
会 ともの園クリニック

美祢市立病院 中元医院
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【宇部・小野田地域】　心筋梗塞等の心血管疾患

【初期診療（予防）】 【救護】 【急性期】 【回復期】 【再発予防】

中元医院 中元医院 (医)社団野間クリニック

(医)社団野間クリニッ
ク

(医)原田外科医院

(医)原田外科医院 (医)寛仁会 藤村内科クリニック

(医)寛仁会 藤村内科ク
リニック

(医)社団恵水会 山本医院

三澤医院

(医)社団恵水会 山本医
院
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