
            2018年4月から循環器は、新たに貫医師、    
            沼尾医師が加わり、総勢10人の新しい                
            チームで診療しております。特に、4月からは、  
            貫医師による心房細動に対するカテーテル 
            アブレーション治療が増加しており、 
            ペースメーカーなどのデバイス治療を含めた 
不整脈症例が増えております。動悸、胸痛、胸部圧迫感や息切
れ、浮腫など心臓疾患が疑われる方は循環器外来で、また、足の
痛み、しびれを訴えられる方は循環器外来内のフットケア外来（木
曜午後、金曜午後）で対応致します。救急対応につきましては、従
来通り夜間、休日も循環器専門の対応が可能ですので、先生方の 
患者様で急に体調が悪くなった際は、当院で対応させていただき 
たいと思います。今後も地域の開業医の先生方や患者様のニーズ
に迅速に対応できるようスタッフ一同努力して参りますので、 
宜しくお願い致します。 
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※緊急の受診依頼は随時対応しておりますので、お困りの際は地域医療連携室までご連絡をお願い致します。 

       板橋中央総合病院    ℡．03-3967-4275（地域医療連携室直通） 

専門外来日 

木 金 

 

受付時間 
（12：40～17：

00） 
 

診療時間 
（14：00～） 

 

尾崎 俊介 
加納 麻由子 
坂元 博 

（1.3.5週目） 

 

坂元 博 
鳥居 博子 
塩崎 学 

（1.3.5週目） 
 

塩崎 学 
鳥居 博子 
坂元 博 
（2.4週目） 

 

長間 大樹 
加納 麻由子 
尾崎 俊介 
（2.4週目） 

 

手術件数の過去3年間の推移 

 足のむくみ 

 足が冷たい 

 足にしびれや痛みがある 

 足の感覚がない 

 足の静脈が浮き出ている 

 歩くと足が疲れやすい 

 歩くと足が痛くなる 

 足の傷が治りにくい 

こんな症状のある方は是非ご受診下さい。 

年度別下肢カテーテル治療件数 

講演者 循環器内科 尾崎 俊介 Ozaki Shunsuke       

当院では、シームレスな連携を強化することと、開業医と 
当院医師との意見交換を目的とし、地域医療機関の開業医を 
対象とした地域医療推進カンファレンスを開催しております。 

地域医療推進カンファレンスのご案内 

フットケア外来のご案内 
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循環器内科 主任部長 
太田 洋 

Hiroshi Ohta 

ペースメーカー外来のご案内 

月 

受付時間 
（12：40～17：00） 

 

診療時間 
（14：00～） 

沼田 哲也 
貫 敏章 

平成30年 9月 7日（金） 

✓ 足のむくみ 
 
✓ 足が冷たい 
 
✓ 足にしびれ・痛みがある 
 
✓ 足の感覚がない 
 
✓ 足の静脈が浮き出ている 
 
✓ 歩くと足が疲れやすい 
 
✓ 歩くと足に痛みがある 
 
✓ 足の傷が治りにくい 
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ペースメーカー外来では、各種薬物療法に加えてカテーテル 
アブレーション、ペースメーカー治療、心室細動などの 
重症不整脈に対して植え込み型除細動器、重症心不全に対する
心臓再同期療法と幅広い治療を行っております。 
また、突然の失神、めまい、不整脈が疑われる場合は緊急対応
も行っておりますので、是非ご紹介お願いします。 

寺部 雄太   Yuta Terabe 

講演者 東京西徳洲会病院 形成外科医長 

座長   成増クリニック 院長 

長町 誠嗣  Seiji  Nagamachi 

座長 循環器内科 診療部長 太田 洋 Hirosｈi Ohta  

一般演題 「当院のこれまでのフットケアとこれから」 

特別講演 「点から線へ線から面へとぐ足治療」 

尾崎医師 坂元医師 

塩崎医師 長間医師 

沼田医師 貫医師 

（4月～7月） 



 

 

通常外来紹介方法 

TEL.03-3967-4275(連携室直通) または  

TEL.03-3967-1181（代表） 内線：3152・3153 

※初診時から予約制の診療科と当日受付順の診療科がございます。 
 各外来の診療時間、担当医につきましては、外来担当医表をご覧ください。 

放射線科検査予約方法 

TEL.03-3967-1197（放射線科検査予約直通） 

※読影レポートを希望される場合は、基本的に3～5日で郵送いたします。 
 当日に検査結果【フィルム又はCD-R、読影レポート】を患者さまにお渡しすることも可能ですのでご予約の際にご相談ください。 

生理学検査予約方法 

TEL.03-3967-8786（生理学検査予約直通） 

※読影レポートを希望される場合は、検査の内容によってお届け日が異なります。 
 また読影レポートができる検査とできない検査がございますのでご予約の際にご相談ください。 

  

緊急のご依頼は地域医療連携室へお電話ください。 

患者さまの受入れがスムーズに進むよう私ども連携室スタッフが対応させていただきます。 

当院での受入れが困難な場合は、状況により連携室スタッフが近隣のグループ医療機関へ 

コンサルトさせていただきます。 

     TEL.03-3967-4275(直通)          FAX.03-5914-3222 (直通)  

緊急のご依頼について 

      IMS〈イムス〉グループ 板橋中央総合病院 

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2-12-7 

TEL.03-3967-4275(地域医療連携室直通) FAX.03-5914-3222 E-mail.renkei.ibh@ims.gr.jp 

紹介方法・検査予約方法のご案内 

内科 
当番制にて呼吸器内科・消化器内科・ 
循環器内科が担当しております。 
【発熱、炎症反応、意識消失など】 

整形外科 
月・水・木・土・祝祭日夜間当直帯（月・
火・水・木・金及び、休日日勤帯は専門医の
常勤医師が診療を行っております。 

呼吸器病ｾﾝﾀｰ 
(内科) 

【肺炎、気管支喘息、呼吸困難など】 
呼吸器病ｾﾝﾀｰ

(外科) 
【気胸、胸部外傷など】 

消化器病ｾﾝﾀｰ 
(内科) 

緊急内視鏡対応しております。 
【腹痛、吐血、下血など】 

消化器病ｾﾝﾀｰ
(外科) 

緊急手術対応しております。 
【消化管穿孔、イレウス、急性虫垂炎など】 

循環器内科 
緊急カテ対応しております。 
【胸痛、心筋梗塞、心不全など】 

心臓血管外科 
緊急手術対応しております。 
【大動脈解離など】 

腎臓内科 
【水電解質異常（カルシウム、カリウム）、 
  急性腎不全など】 

腎臓外科 【アクセストラブルなど】 

泌尿器科 【腎盂腎炎、尿管結石、尿路感染症など】 脳神経外科 
緊急手術対応しております。 
【頭部打撲、脳出血、脳卒中、脳腫瘍など】 

血液内科 【悪性リンパ腫、急性白血病、貧血など】 産婦人科 緊急手術対応しております。 

～紹介患者さまお迎えサービス～ 

開業医の先生方のご判断によりお迎えを必要とした、軽・中等症で救急車（消防庁）を要請する程でない患者さま
がいらっしゃいましたら、医師・救急救命士が同乗し当院の救急車にてご依頼頂いた医療機関までお迎えにあがりま
す。ご依頼の際は連携室スタッフにお申しつけください。 
※なお胸痛や脳卒中など、明らかに消防庁の救急車が必要な方は対象外になりますので予めご了承ください。 
※脳梗塞の疑い(発症から時間が経過している、歩行可能な軽度の麻痺など)の症状に対しては、お迎えサービスの対象となります。 
  急性発症の症状に関しては、消防庁の救急車を要請していただくよう、ご案内しております。 

IMS〈イムス〉グループ 板橋中央総合病院 地域医療連携室 連携新聞 第106号  


