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4月からの新体制について

新しい医師を多数迎え、診療体制をより充実させました。
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だきました。2002 年から再び当院で多

や腎機能も低下している場合が多くあ

わないMICS手術は、 胸壁を数cm切

くの手術を経験させていただき、2009
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ステントグラフト治療などの新しい術式
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ットda Vinci®を使用した心臓手術な

も幅広く選択肢として視野に入れ、手

ことができ、社会復帰・仕事復帰が早

ども手掛け、また、重症心不全患者に

術前の心機能および身体機能の評価

くなります。創は小さいですが、3D内視

対する補助人工心臓治療も経験致しま

を総合し、患者様にとって最適な治療

鏡カメラで近接して病変部をより詳細

した。自らが研修を積ませていただいた

方法をチームとして検討していくことで、

に観察することができるので、手術の

病院でもう一度働く機会を得、大学病

よりよい治療結果を得られるものと思

qualityはむしろ高くなると考えています。

院での教育経験を活かして、これまで

います。

地域の皆様に安心して心臓の治療を

一方、当院の特徴として、働き盛り

受けていただけるよう、スタッフ一同努
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循環器科とともに心房中隔欠損症、動

先生方からの信頼を、さらに揺るぎな
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今後ともよろしくお願いいたします。
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留学時代を除けば、ずっと臨床病院
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2018 年の主な診療実績
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モービルCCU（心臓病専用救急車）
循環器専門病院として、
当院では迅速で適切な循
環器救急医療を提供でき
る体制を整えています。
その一環として、 今年
度より心臓病専用救急車
「 モービルCCU（Mobile
Coronary Care Unit：移
動式心臓集中治療施設 ）
を導入することとしました。
連携医療機関からの要
請に迅速に対応すること
ができるようになります。

受診のご相談 〜外来受診の予約方法〜
電 話（医療機関専用）

042-314-3142
ご症状、受診希望日、ご希望の医師のほかに、患者様の氏名、
生年月日、ご連絡先をうかがいます

FAX（医療機関専用）

042-314-3199

ホームページ

http://www.hp.heart.or.jp/

救急のご相談

外来予約申込用紙をFax送信してください

お急ぎの方は、電話、FAXをご利用ください
救急は、24時間365日お受けしております。
代表電話あるいは医療連携室（夜間休日は代表に切り替わります）
にお電話にて救急であることをお伝えください。
入院要請は救急での相談となります。

お願い 予約調整のために事前に診療情報提供書等のFAX、もしくは、ご郵送をお願いすることがあります。

お問い合わせ先

医療機関様専用
患者様へのご案内は
こちらの番号を
お願いいたします

電 話（医療連携室直通）042-314-3142
FAX（医療連携室直通）042-314-3199
外来予約の場合 専用番号
ご予約以外のご用件 代表番号

042-314-3141
042-314-3111
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受付時間
9:00〜17:20
平日 月〜金
休日 第1・3・5土 9:00〜13:00
（祝日、年末年始を除く）

対応時間
平日 月〜金

9:00〜16:00

