
経　　理
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（１）平成 24・25 年度収益的収入及び支出
収　入 （税込み：単位：円）

科　　　目 平成 24年度 平成 25年度 差額（25年度－ 24年度）
予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

病院事業収益 7,115,464,000 6,813,758,073 7,444,452,000 7,417,173,811 328,988,000 603,415,738
　医業収益 5,484,242,000 5,183,222,050 5,746,053,000 5,709,696,346 261,811,000 526,474,296
　　入院収益 4,712,901,000 4,402,178,101 4,902,277,000 4,844,943,787 189,376,000 442,765,686
　　外来収益 704,722,000 721,761,523 776,857,000 797,374,619 72,135,000 75,613,096
　　その他医業収益 66,619,000 59,282,426 66,919,000 67,377,940 300,000 8,095,514
　医業外収益 1,631,222,000 1,630,536,023 1,698,399,000 1,707,477,465 67,177,000 76,941,442
　　受取利息及び配当金 0 0 0 3 0 3
　　国庫補助金 386,000 386,000 0 159,000 ▲ 386,000 ▲ 227,000
　　負担金交付金 1,586,179,000 1,586,179,000 1,656,181,000 1,656,181,000 70,002,000 70,002,000
　　研究受託収益 6,078,000 5,877,551 3,835,000 7,323,662 ▲ 2,243,000 1,446,111
　　その他医業外収益 38,579,000 38,093,472 38,383,000 43,813,800 ▲ 196,000 5,720,328

支　出 （税込み：単位：円）

科　　　目 平成 24年度 平成 25年度 差額（25年度－ 24年度）
予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

病院事業費用 7,967,536,000 7,710,798,711 8,014,641,000 7,858,632,147 47,105,000 7,710,798,711
　医業費用 7,644,058,000 7,262,847,166 7,488,762,000 7,352,772,822 ▲ 155,296,000 89,925,656
　　給与費 3,585,764,000 3,547,228,438 3,362,071,000 3,305,848,402 ▲ 223,693,000 ▲ 241,380,036
　　材料費 1,754,959,000 1,584,193,994 1,843,236,000 1,874,364,575 88,277,000 290,170,581
　　経費 1,347,085,000 1,161,901,364 1,337,003,000 1,262,632,767 ▲ 10,082,000 100,731,403
　　減価償却費 860,427,000 834,532,697 893,595,000 860,187,245 33,168,000 25,654,548
　　資産減耗費 73,807,000 113,615,237 29,680,000 23,402,719 ▲ 44,127,000 ▲ 90,212,518
　　研究研修費 22,016,000 21,375,436 23,177,000 26,337,114 1,161,000 4,961,678
　医業外費用 323,478,000 447,951,545 299,371,000 303,645,325 ▲ 24,107,000 ▲ 144,306,220
　　支払利息及び企業債取扱諸費 257,112,000 257,111,052 239,237,000 239,236,733 ▲ 17,875,000 ▲ 17,874,319
　　繰延勘定償却 12,958,000 12,957,546 16,155,000 16,154,247 3,197,000 3,196,701
　　受託研究費 4,862,000 3,711,769 3,068,000 2,923,560 ▲ 1,794,000 ▲ 788,209
　　消費税 2,593,000 2,058,080 2,244,000 2,157,082 ▲ 349,000 99,002
　　雑損失 45,953,000 172,113,098 38,667,000 43,173,703 ▲ 7,286,000 ▲ 128,939,395
　特別損失 0 0 226,508,000 202,214,000 226,508,000 202,214,000

（２）平成 24・25 年度資本的収入及び支出
収　入 （税込み：単位：円）

科　　　目 平成 24年度 平成 25年度 差額（25年度－ 24年度）
予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

資本的収入 1,350,575,000 1,318,508,100 1,069,553,000 1,054,911,300 ▲ 281,022,000 ▲ 263,596,800
　企業債 661,000,000 628,933,100 418,000,000 401,858,300 ▲ 243,000,000 ▲ 227,074,800
　国庫補助金 0 0 0 0 0 0
　他会計負担金 689,575,000 689,575,000 651,553,000 653,053,000 ▲ 38,022,000 ▲ 36,522,000
　長期貸付金返還金 0 0 0 0 0 0

支　出 （税込み：単位：円）

科　　　目 平成 24年度 平成 254年度 差額（25年度－ 24年度）
予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

資本的支出 1,829,434,000 1,847,603,379 1,486,360,000 1,471,932,246 ▲ 343,074,000 ▲ 375,671,133
　建設改良費 674,128,000 692,297,765 474,123,000 459,695,733 ▲ 200,005,000 ▲ 232,602,032
　企業債償還金 1,155,306,000 1,155,305,614 1,012,237,000 1,012,236,513 ▲ 143,069,000 ▲ 143,069,101
　長期貸付金 0 0 0 0 0 0
　国庫補助金等返還金 0 0 0 0 0 0
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貸借対照表
貸借対照表の対前年度比較表 （単位 : 円）

勘定科目
24年度 25年度 増減（25－ 24年度）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率

資　
　

産　
　

の　
　

部

固定資産 23,119,162,446 98.95% 9,540,858,802 41.28% ▲ 13,578,303,644 ▲ 58.73%
　有形固定資産 23,118,668,000 98.94% 9,540,364,356 41.28% ▲ 13,578,303,644 ▲ 58.73%
　　土地 121,420,354 0.52% 121,420,354 0.53% 0 0.00%
　　建物 16,963,465,538 72.60% 7,691,698,476 33.28% ▲ 9,271,767,062 ▲ 54.66%
　　構築物 216,086,000 0.92% 53,901,728 0.23% ▲ 162,184,272 ▲ 75.06%
　　器械備品 5,785,928,421 24.76% 1,643,127,164 7.11% ▲ 4,142,801,257 ▲ 71.60%
　　車両 1,632,687 0.01% 81,634 0.00% ▲ 1,551,053 ▲ 95.00%
　　放射性同位元素 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
　　建設仮勘定 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
　　その他有形固定資産 30,135,000 0.13% 30,135,000 0.13% 0 0.00%
　無形固定資産 494,446 0.00% 494,446 0.00% 0 0.00%
　　電話加入権 494,446 0.00% 494,446 0.00% 0 0.00%
　　その他無形固定資産 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
　投資 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
　　長期貸付金 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
流動資産 916,961,603 3.92% 1,027,621,650 4.45% 110,660,047 12.07%
　現金預金 1,495,593 0.01% 1,560,144 0.01% 64,551 4.32%
　未収金 857,606,846 3.67% 986,883,342 4.27% 129,276,496 15.07%
　未収金貸倒引当金 0 0.00% -13,013,000 -0.06% ▲ 13,013,000 皆増
　貯蔵品 57,859,164 0.25% 52,191,164 0.23% ▲ 5,668,000 ▲ 9.80%
　前払金 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
　その他流動資産 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
繰延勘定 99,657,537 0.43% 104,971,960 0.45% 5,314,423 5.33%

本庁勘定 -770,364,025 -3.30% 12,439,704,829 53.82% 13,210,068,854 ▲ 
1,714.78%

資産合計 23,365,417,561 100.00% 23,113,157,241 100.00% ▲ 252,260,320 ▲ 1.08%

（単位 : 円）

勘定科目
23年度 24年度 増減（24－ 23年度）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率

負
債
の
部

流動負債 982,738,969 4.21% 694,307,161 3.00% ▲ 288,431,808 ▲ 29.35%
　未払金 963,307,349 4.12% 479,742,837 2.08% ▲ 483,564,512 ▲ 50.20%
　引当金 0 215,227,000 0.93% 215,227,000 皆増
　その他流動負債 19,431,620 0.08% -662,676 0.00% ▲ 20,094,296 ▲ 103.41%
負債合計 982,738,969 4.21% 694,307,161 3.00% ▲ 288,431,808 ▲ 29.35%

資　
　

本　
　

の　
　

部

資本金 13,562,877,274 60.60% 12,952,499,061 56.04% ▲ 610,378,213 ▲ 4.50%
　自己資本金 822,803,429 3.68% 822,803,429 3.56% 0 0.00%
　借入資本金 12,740,073,845 56.92% 12,129,695,632 52.48% ▲ 610,378,213 ▲ 4.79%
　　企業債 12,740,073,845 56.92% 12,129,695,632 52.48% ▲ 610,378,213 ▲ 4.79%
　　他会計長期借入金 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
剰余金 8,819,801,318 39.40% 9,466,351,019 40.96% 646,549,701 7.33%
　資本剰余金 8,819,801,318 39.40% 9,466,351,019 40.96% 646,549,701 7.33%
　　受贈財産評価額 1,433,600 0.01% 1,433,600 0.01% 0 0.00%
　　寄附金 1,543,800 0.01% 1,543,800 0.01% 0 0.00%
　　国庫補助金 25,429,375 0.11% 25,429,375 0.11% 0 0.00%
　　他会計負担金 8,775,269,543 39.21% 9,421,819,244 40.76% 646,549,701 7.37%
　　その他資本剰余金 16,125,000 0.07% 16,125,000 0.07% 0 0.00%
　利益剰余金 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
　　当年度未処分利益剰余金 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
資本合計 22,382,678,592 95.79% 22,418,850,080 97.00% 36,171,488 0.16%
負債・資本合計 23,365,417,561 100.00% 23,113,157,241 100.00% ▲ 252,260,320 ▲ 1.08%
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損益計算書
損益計算書の対前年度比較表
収　益 （税抜き：単位：円）

区　　分
24年度 25年度 増減（25－ 24年度）

金額 構成比（%） 金額 構成比（%） 金額 増減率（%）
医業収益 5,183,222,050 76.07% 5,706,331,115 76.98% 523,109,065 10.09%
　入院収益 4,402,178,101 64.61% 4,844,943,787 65.36% 442,765,686 10.06%
　外来収益 721,761,523 10.59% 797,217,498 10.75% 75,455,975 10.45%
　その他医業収益 59,282,426 0.87% 64,169,830 0.87% 4,887,404 8.24%
医業外収益 1,630,536,023 23.93% 1,706,215,956 23.02% 75,679,933 4.64%
　受取利息及び配当金 0 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
　国庫補助金 386,000 0.01% 159,000 0.00% ▲ 227,000 ▲ 58.81%
　負担金交付金 1,586,179,000 23.28% 1,656,181,000 22.34% 70,002,000 4.41%
　患者外給食収益 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
　研究受託収益 5,877,551 0.09% 6,974,917 0.09% 1,097,366 18.67%
　その他医業外収益 38,093,472 0.56% 42,901,036 0.58% 4,807,564 12.62%
　収益合計 6,813,758,073 100.00% 7,412,547,071 100.00% 598,788,998 8.79%

費　用 （税抜き：単位：円）

区　　分
24年度 25年度 増減（25－ 24年度）

金額 構成比（%） 金額 構成比（%） 金額 増減率（%）
医業費用 7,262,847,166 94.22% 7,200,441,481 91.67% ▲ 62,405,685 ▲ 0.86%
　給与費 3,547,228,438 46.02% 3,303,497,536 42.06% ▲ 243,730,902 ▲ 6.87%
　材料費 1,584,193,994 20.55% 1,785,109,424 22.73% 200,915,430 12.68%
　経費 1,161,901,364 15.07% 1,203,102,733 15.32% 41,201,369 3.55%
　減価償却費 834,532,697 10.83% 860,187,245 10.95% 25,654,548 3.07%
　資産減耗費 113,615,237 1.47% 23,402,719 0.30% ▲ 90,212,518 ▲ 79.40%
　研究研修費 21,375,436 0.28% 25,141,824 0.32% 3,766,388 17.62%
医業外費用 445,893,465 5.78% 451,757,227 5.75% 5,863,762 1.32%
　支払利息及び企業債取扱諸費 257,111,052 3.34% 239,236,733 3.05% ▲ 17,874,319 ▲ 6.95%
　繰延勘定償却 12,957,546 0.17% 16,154,247 0.21% 3,196,701 24.67%
　患者外給食材料費 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
　受託研究費 3,711,769 0.05% 2,816,458 0.04% ▲ 895,311 ▲ 24.12%
　雑損失 172,113,098 2.23% 193,549,789 2.46% 21,436,691 12.46%
特別損失 0 0.00% 202,214,000 2.57% 202,214,000 0.00%
費用合計 7,708,740,631 100.00% 7,854,412,708 100.00% 145,672,077 1.89%
当年度純利益 ▲ 894,982,558 ▲ 441,865,637 453,116,921 ▲ 50.63%
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経営分析
経営分析の対前年度比較

区　　　分 算　　　式 24年度 25年度 増減

病　床　数 220 床

入院患者数
年　　間 61,656 人 64,881 人 3,225 人

１日当り
年間延入院患者数÷ 365 日

（閏年＝ 366 日）
169 人 178 人 9 人

外来患者数 年　　間 78,059 人 83,126 人 5,067 人

１日当り
年間延外来患者数÷

診療日数
319 人 341 人 22 人

100 床当り医療

従事者数
医　　師

年度末人数÷

220 床× 100 床
20 人 20 人 0 人

看護職員
年度末人数÷

220 床× 100 床
120 人 119 人 ▲ 1 人

収支に対する評価 入院患者 1 人

1 日当り診療収益

入院収益÷

年間入院患者延数
71,399 円 74,674 円 3,275 円

外来患者 1 人

1 日当り診療収益

外来収益÷

年間外来患者延数
9,246 円 9,590 円 344 円

費用に関する評価 人件費率 給与費÷医業収益× 100 68.4% 57.9% ▲ 10.5%

材料比率 材料費÷医業収益× 100 30.6% 31.3% 0.7%

医薬品比率 薬品費÷材料費× 100 35.5% 28.2% ▲ 7.2%

経 費 率 経費÷医業収益× 100 22.4% 21.1% ▲ 1.3%

医業収支比率 医業収益÷医業費用× 100 71.4% 79.2% 7.8%

医療資源利用状況
病床利用率

（ICU・CCU を除く）

年間入院患者延数÷

（200 床× 365 日）
84.5% 88.9% 4.4%

平均在院日数
在院患者延数÷｛（新入院

患者数+退院患者数）×0.5｝
16.6 日 16.0 日 ▲ 0.6 日

外来 / 入院比

（患者数）

1 日平均外来患者数÷

１日平均入院患者数
1.9 人 1.9 人 0.0 人

自己資本比率
資本÷負債・

資本合計× 100
95.8% 97.0% 1.2%

流 動 比 率
流動資産合計÷

流動負債合計× 100
93.3% 148.0% 54.7%



学術活動等
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学術講演会 （平成 25年度）
日　時 場　　所 講　　　師 演　　　題

平成25年6月21日 センター 2 階
多目的ホール

渡橋　和政　先生
（高知大学医学部外科学第２外科
教室）

・心臓血管外科手術における麻酔科
・循環器内科との Collaboration~

経 食 道 エ コ ー に よ る 術 中
Navigation: 大動脈解離

・冠動脈バイパス・弁形成・ステ
ントグラフト・TAVR…~

平成25年11月15日 センター 2 階
多目的ホール

長山　雅俊　先生
（榊原記念病院　循環器内科部長
　リハビリテーション室長）

・「医の心」と心臓リハビリテー
ション

市民公開講座 （平成 25年度）
日　時 場　　所 講　　　師 演　　　題

平成25年6月29日 センター２階
多目的ホール

宮崎　彰　　診療部長
石橋　裕子　　栄養科部長

糖尿病をよく知ろう！
〜予防と治療〜

　　第１部　糖尿病とは？
　　第２部　食事で防ぐ糖尿病
　　第３部　 糖尿病の治療を理解

しよう

平成25年11月16日 センター２階
多目的ホール

講座１　林田　直樹　診療部長

講座２　宮崎　恵子　看護師長

講座１　下肢静脈瘤のはなし

講座２　弾性ストッキングを上手
くはこう！



 118 

第１４回千葉県循環器病センター研究発表会
平成 25 年 12 月 6 日（金）　千葉県循環器病センター　多目的ホール

司会進行　今関　雅晴

第1部	 座　長（前　半）半田　直樹　　鬼原　道夫

	 座　長（後　半）松尾　浩三　　影山　貴洋

演題－１ ＤＭＡＴは何をする人たち？〜ＤＭＡ T 研修に参加して〜
発表者　臨床工学科
　　　富岡　圭一郎

演題－２ 器械出し看護師のアイシードル着用の意識調査
発表者　看護局　手術室
　　　　　 鈴木　諭子

演題－３ 「摂食・嚥下を考える会」の取り組み 2013　〜摂食・嚥下ラウンドからの考察〜
発表者　看護局　５Ａ
　　　　　　大島　美葉

演題－４ 栄養指導の評価と効果を高める取り組み
発表者　栄養科
　　 　　　石橋　裕子

演題－５ 当センターの監視型心臓リハビリテーションの現状と今後の展望
発表者　リハビリテーション科
　　 　　　三澤　順一

演題－６ 急性心筋梗塞患者における退院後の身体活動に対する不安と身体活動量の現状
発表者　看護局　ＣＣＵ / ＳＣＵ
　　 　　　田邉　明美

演題－７ コンサルテーション・リエゾン精神医療の取り組み
発表者　小児科
　　　　　 森島　宏子
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演題－８ 最新型３ＴＭＲＩを導入して
発表者　検査部　放射線科
　　 　　　松本　正信

演題－９ ガンマナイフパーフェクション導入の効果
発表者　脳神経外科
　　　　　 永野　修

第2部パネルディスカッション　　座長　　林　永規　　渡邊　好江

「院内感染に対する取り組み」
パネル－１ 院内感染に対する検査科の取り組み

発表者　　検査部　検査科　小笠原　秀樹
パネル－２ バンコマイシンの投与設計　〜ＴＤＭ業務等とは〜

発表者　　薬剤部　市原　潤一
パネル－３ 射線撮影業務の感染対策について

発表者　　検査部　放射線科　小野　沙知
パネル－４ 心臓血管手術周術期におけるプロカルシトニン値の変動について

発表者　　心臓血管外科　弘瀬　伸行
パネル－５ Clostridium-diffcil 多数検出への５Ａ病棟の取り組み

発表者　　看護局　５Ａ　白熊　久美子
パネル－６ 手指衛生遵守向上をめざした取り組み

発表者　　医療安全管理室　大塚　モエミ
パネル－７ 自分たちの治療成績を客観的に評価してもみよう

　〜ＳＳＩの概説と脳外科の現状〜
発表者　　脳神経外科　藤川　厚
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図書
１．蔵書状況

年　　度
区分 単行書（冊） 製本雑誌（冊） 継続購入雑誌（種）
種類 洋 和 洋 和 洋 和

平成 24 年度受入（現有数） 309 2,484 4,476 3,056 － －
24　年　度 2 93 201 170 53 70

年度内除籍 0 18 0 227 － －
合　　　計 311 2,559 4,677 2,999 53 70

年　　度
区分 単行書（冊） 製本雑誌（冊） 継続購入雑誌（種）
種類 洋 和 洋 和 洋 和

平成 25 年度受入（現有数） 311 2,559 4,677 2,999 － －
25　年　度 1 22 213 175 57 57

年度内除籍 0 1 97 189 － －
合　　　計 312 2,580 4,793 2,985 57 57

２．図書予算執行状況

区　　分
執　行　額（円）

平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度
単 行 本 1,477,460 1,105,060 451,817
洋 雑 誌 6,825,219 7,854,504 7,992,028
和 雑 誌 1,858,735 1,971,392 2,092,760
製 本 費 853,335 818,055 855,540

計 11,014,749 11,749,011 11,392,145

３．利用状況
区分

年度
外部への文献複写申込件数 外部からの文献複写申込件数 備　考

23 年度 232 26
24 年度 191 27
25 年度 97 21
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No. 科名 発 表 課 題 名 発 表 者 名 学 会 名 年月日 場　所 形式

1 循環器科

Percutaneus coronary intervention 
causes increase of serum cystain 
C and changes of　cystain C and 
changes of cystain C are positively 
correlated with contrast volume

Kosei Tanaga、Kentarou Tarao、
Yoshitake Nakamura、Toshihisa 
Inoue、Kigen Jo、Takayasu 
Ishikawa　Akira Miyazaki

第22回日本心血管インターベン
ション治療学会学術集会

2013年7月
12日 神戸市 ポスター

2 循環器科
右屋流出路起源心室頻拍に対する
迅速マッピング法-EnSite NavX
およびバスケット型電極カテーテ
ルの併用

平沼　泰典、石川　隆尉、宮崎　
彰 第30回日本心電学会学術集会 2013年10

月12日 青森市 ポスター

3 循環器科
循環器内科医から見た先天性心疾
患に対するカテーテルインターベ
ンション

田永　幸正、中村　精岳、徐　基
源、井上　寿久、石川　隆尉、宮
崎　彰

第43回日本心血管インターベン
ション治療学会関東甲信越地方会

2013年10
月26日 東京 口演

4 循環器科
当院での心房中隔欠損症に対して
経皮的心房中隔欠損閉鎖術症例と
開胸手術症例の比較検討

高橋雅史、伊藤良浩、田永幸正、
江口紀子、多羅尾健太郎、小澤大
介、平沼泰典、徐基源、井上寿久、
中村精岳、石川隆尉、宮崎彰

第36回千葉大学循環器内科学懇話
会

2013年12
月8日 千葉市 口演

5 循環器科
慢性心不全患者における、頻脈性
心房細動のカテーテルアブレー
ションについて

江口紀子、平沼泰典、多羅尾健太
郎、小澤大介、伊藤良浩、田永幸
正、徐基源、井上寿久、中村精岳、
石川隆尉、宮崎彰

第36回千葉大学循環器内科学懇話
会

2013年12
月8日 千葉市 口演

6 循環器科 術前精査で偶発的に診断された右
房腫瘍の一例

江口紀子、小澤大介、石川隆尉、
中村精岳、宮崎彰

第603回日本内科学会関東地方会
例会

2014年2月
8日 東京 口演

7 心臓血管
外科

80歳以上における大動脈弁置換術
の成績 大場正直 第44回日本心臓血管外科学会学術

総会
2014年2月

20日 熊本 ポスター

8 心臓血管
外科

成人期のEbstein病に対する三尖
弁形成術の成績 椛沢政司 第49回日本小児循環器学会定期学

術集会 2013.07.11 東京 ポスター

9 心臓血管
外科

左室-右房間交通を伴う感染性心
内膜炎に対する治療成績 椛沢政司 第66回日本胸部外科学会定期学術

集会 2013.10.17 仙台 ポスター

10 心臓血管
外科

高度石灰化を伴う胸腹部慢性大動
脈解離に対する治療に難渋した1
例

浅野宗一 第17回大動脈ステントグラフト研
究会 2013.7.20 青森 口演

11 心臓血管
外科

弓部大動脈瘤に対する開窓型ステ
ントグラフト内挿術 浅野宗一 第54回日本脈管学会 2013.10.10 東京 口演

12 心臓血管
外科

胸部大動脈瘤ステントグラフト内
挿術後対麻痺の検討〜大動脈内粥
腫の影響〜

浅野宗一 第66回日本胸部外科学会定期学術
集会 2013.10.18 仙台 口演

13 心臓血管
外科

弓部大動脈瘤に対する開窓型ステ
ントグラフトの早期・中期成績〜
単管型との比較〜

浅野宗一 第44回日本心臓血管外科学会 2014.2.21 熊本 口演

14 心臓血管
外科

内腸骨動脈瘤に対する血管内治療
-コイル塞栓術とコイル塞栓術併
用ステントグラフト治療の比較-

弘瀬伸行 第41回日本血管外科学会 2013.5.30 大阪 ポスター

15 心臓血管
外科

TEVARにおけるアクセスルート
の検討 林田直樹 第41回日本血管外科学会 2013.5.30 大阪 ポスター

16 心臓血管
外科

ビデオセッション（２）私の工夫ー
長期開存を目指したバスキュラー
アクセス作成法ー

林田直樹 第41回日本血管外科学会 2013.5.31 大阪 座長

17 心臓血管
外科

一般演題８その他静脈疾患　治療
１ 林田直樹 第33回日本静脈学会 2013.6.28 倉敷 座長

18 心臓血管
外科

深部静脈弁形成術（extenal法）
の交連部縫縮における工夫 林田直樹 第33回日本静脈学会 2013.6.28 倉敷 口演

19 心臓血管
外科 静脈(p-7) 林田直樹 第54回日本脈管学会 2013.10.10 東京 座長

20 心臓血管
外科

Fallot四徴症術後に２度右室流出
路形成を行ったが、２年後に 上
行大動脈拡大と大動脈弁閉鎖不
全、肺動脈弁閉鎖不全が進行した
症例

椛沢政司 第6回成人先天性心疾患カンファ
レンス 2013.04.22 東京 口演

21 心臓血管
外科

Björk型Fontan手 術 後 のTCPC 
conversionの1例 椛沢政司 第162回日本胸部外科学会関東甲

信越地方会 2013.06.01 東京 口演

22 心臓血管
外科

AVR 術 後 の PVE で LV-RA 
communicationを認めた1例 椛沢政司 第162回日本胸部外科学会関東甲

信越地方会 2013.06.01 東京 口演

23 心臓血管
外科

2枚のlateral tunnel patch間に血
栓を認めたTCPC conversionの1
例

椛沢政司 第38回千葉県小児循環器研究会 2013.09.13 千葉 口演

24 心臓血管
外科

2枚のlateral tunnel patch間に血
栓を認めたTCPC conversionの1
例

椛沢政司 第163回日本胸部外科学会関東甲
信越地方会 2013.11.02 東京 口演

25 心臓血管
外科

腹部大動脈瘤に対してステントグ
ラフト内挿術後対麻痺を合併した
1例

弘瀬伸行 千葉県PAD研究会 2013.4.25 千葉 口演

26 心臓血管
外科

胸部下行大動脈瘤に対して左総頸
動脈アプローチによるTEVARを
施行した1例

弘瀬伸行 千葉県PAD研究会 2013.9.26 千葉 口演

27 心臓血管
外科

胸部下行大動脈瘤に対して左総頸
動脈アプローチによるTEVARを
施行した1例

弘瀬伸行 血管外科症例検討会 2013.10.5 川崎 口演

28 心臓血管
外科

急性下肢動脈塞栓症を伴った遺残
坐骨動脈瘤の１手術例 弘瀬伸行 血管外科症例検討会 2014.2.15 東京 口演

学会発表等
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29 心臓血管
外科

腹部大動脈瘤破裂に対するEVAR
直後再破裂した1例 弘瀬伸行 血管外科症例検討会 2014.4.12 大宮 口演

30 心臓血管
外科

緊急ステントグラフト内挿術によ
り救命しえた一次性大動脈腸管瘻
の一例

長谷川秀臣 血管外科アカデミー 2013.8.24 金沢 口演

31 心臓血管
外科

ステントグラフトがDeploy中に
Stuckした一例 長谷川秀臣 血管外科症例検討会 2013.4.20 口演

32 脳神経
外科

聴神経腫瘍におけるガンマナイフ
治療後の体積変化：一過性膨大の
期間について

永野　修，芹澤　徹，樋口佳則，
松田信二，町田利生，小野純一，
佐伯直勝

第120回日本脳神経外科学会関東
支部学術集会 2009.4.19 東京 一般口演

33 脳神経
外科

比較的大きな転移性脳腫瘍に対す
る低分割定位放射線治療：最適な
線量分割法の検討

永野　修，芹澤　徹，樋口佳則，
松田信二，町田利生，小野純一，
佐伯直勝

第22回日本定位放射線治療学会 2009.5.23 桑名 シンポジア
ム

34 脳神経
外科

転移性脳腫瘍に対する定位放射線
治療における各種gradingの検証

芹澤　徹，樋口佳則，永野　修，
松田信二，平井達夫，小野純一，
佐伯直勝，宮川聡史，芝本雄太

第22回日本定位放射線治療学会 2009.5.24 桑名 一般口演

35 脳神経
外科

頚髄脳動静脈奇形に対するガンマ
ナイフ治療：特殊治療器具の開発 永野　修，芹澤　徹，平井達夫 第22回日本定位放射線治療学会 2009.5.24 桑名 ポスター

36 脳神経
外科

ガンマナイフ治療後の聴神経腫瘍
縮小に伴い三叉神経痛が出現増悪
した1例

本島卓幸，樋口佳則，永野　修，
藤川　厚，町田利生，松田信二，
小野純一，芹澤　徹，山上岩男，
佐伯直勝

第22回日本定位放射線治療学会 2009.5.24 桑名 ポスター

37 脳神経
外科

Validity test of the modified 
recursive partitioning analysis 
for bra in metastases cases 
from breast cancer treated 
radiosurgically

Nagano O, Serizawa T, Sato Y, 
Higuchi Y, Ono J, Saeki N 第16回国際定位神経機能外科学会 2009.5.27 東京 一般口演

38 脳神経
外科

A new grading system focusing 
on functional preservation for 
brain metastasis patients Tteated 
with stereotactic radiosurgery

Serizawa T, Higuchi Y, Nagano 
O, Matsuda S, Ono J, Saeki N 第16回国際定位神経機能外科学会 2009.5.27 東京 一般口演

39 脳神経
外科

Effects of subthalamic nucleus 
stimulation to dynamic postural 
control In Parkinson’ s disease

Higuchi Y, Nagano O, Yamamoto 
T, Saeki N, Shimoyama I 第16回国際定位神経機能外科学会 2009.5.27 東京 ポスター

40 脳神経
外科

聴神経腫瘍の術後残存病変におけ
るガンマナイフ治療後の腫瘍体積
変化

永野　修，芹澤　徹，樋口佳則，
松田信二，町田利生，小野純一，
佐伯直勝

第22回日本聴神経腫瘍研究会 2009.6.7 東京 一般口演

41 脳神経
外科

聴神経腫瘍症例におけるGase-
Evoked Tinnitus

木原一徳，山上岩男，佐藤　幹，
荷堂　謙．福田和正，中村孝雄，
樋口佳則，佐伯直勝，芹澤　徹，
永野　修

第22回日本聴神経腫瘍研究会 2009.6.7 東京 一般口演

42 脳神経
外科

小さな聴神経鞘腫の摘出術におけ
る聴力温存のための手術手技

山上岩男，木原一徳，佐藤　幹，
荷堂　謙．福田和正，中村孝雄，
樋口佳則，佐伯直勝，芹澤　徹，
永野　修

第22回日本聴神経腫瘍研究会 2009.6.7 東京 一般口演

43 脳神経
外科

ガンマナイフ治療後腫瘍コント
ロールが良好であった聴神経腫瘍
の病理像

樋口佳則、永野　修、芹澤　徹、
本島卓幸、小野純一、山上岩男、
佐伯直勝

第22回日本聴神経腫瘍研究会 2009.6.7 東京 一般口演

44 脳神経
外科

聴神経腫瘍に対するガンマナイフ
Model B, C, Perfexionにおける治
療計画の差〜第2報〜

芹澤　徹、永野　修、樋口佳則、
山上岩男、小野純一、佐伯直勝、
宮川聡史、平井達夫、芝本雄太

第22回日本聴神経腫瘍研究会 2009.6.7 東京 一般口演

45 脳神経
外科

Validity test of the ｍ odified 
ｒecursive partitioning analysis for 
brain metastases cases from breast 
cancer treated radiosurgically

N a g a n o  O ,  S e r i z a w a  T , 
Yamamoto M, Sato Y, Higuchi Y, 
Ono J, Saeki N

11th International Stereotactic 
Radiosurgery Society Congress 2009.6.16 Toronto 一般口演

46 脳神経
外科

A new grading system focusing 
on functional preservation for 
brain metastesis patients treated 
with gamma knife surgery

Serizawa T, Higuchi Y, Nagano 
O, Matsuda S, Ono J, Saeki N, 
Hirai T, Miyakawa A, Shibamoto 
Y

11th International Stereotactic 
Radiosurgery Society Congress 2009.6.16 Toronto

プレナリ
－セッ
ション

47 脳神経
外科

Validity of two recently-proposed 
prognostic grading indexes for 
lung, gastro-intestinal, breast and 
renal cell cancer patients with 
radiosurgically-treated brain 
metastases

Yamamoto M, Serizawa T, Sato 
Y, Kawabe T, Higuchi Y, Nagano 
O, Barfod BE, Ono J, Kasuya H, 
Urakawa Y

11th International Stereotactic 
Radiosurgery Society Congress 2009.6.17 Toronto 一般口演

48 脳神経
外科

乳癌脳転移症例における定位放射
線治療時のnew gradingの有用性
について

永野　修、芹澤　徹、小野純一 第21回日本乳癌学会学術総会 2009.6.27 浜松 ポスター

49 脳神経
外科

脳転移に対する定位放射線治療後
の神経機能温存の観点から乳癌独
自のScoreの提唱

芹澤　徹，永野　修，平井達夫 第21回日本乳癌学会学術総会 2009.6.27 浜松 ポスター

50 脳神経
外科

Venous reddening after superficial 
temporal artery-middle cerebral 
artery anastomosis for moyamoya 
disease reflects the improvement 
of the oxygen metabolism

Machida T, Fujikawa A, Nagano 
O, Ishige S, Ono J

3rd International Moyamoya 
Meeting 2009.7.11 Sapporo ポスター

51 脳神経
外科

頭部外傷の疫学：頭部外傷データ
バンクを中心に 小野純一 第9回大阪脳神経外科救急研究会 2009.7.18 大阪 特別講演

52 脳神経
外科

3テスラMRIの実力：転移性脳腫
瘍症例での経験 永野　修 第8回 明日のガンマナイフを担う

会 2009.8.22 広島 一般口演

53 脳神経
外科

千葉県における脳卒中救急搬送の
最近の動向 小野純一 ストップ！ NO卒中プロジェクト

全国一斉エリア会議 2009.8.23 幕張 特別講演

54 脳 神 経 外
科

塞栓術を併用した安全なガンマナ
イフ治療への取り組み－ナイダス
体積10 cc以下のAVMでの検討－

永野　修，芹澤　徹，小南修史，
藤川　厚，石毛　聡，町田利生，
小林士郎，小野純一

第32回The Mt. Fuji Workshop 
on CVD 2009.8.23 仙台 一般口演
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55 脳神経
外科

千葉県および房総半島における脳
卒中救急搬送の実際と展望 小野純一 第29回かずさ脳血管障害談話会 2009.9.19 茂原 特別講演

56 脳神経
外科

わが国における頭部外傷の最近の
動向：頭部外傷データバンクOne 
Week Study 2005と2012の比較から

小野純一，小川武希，鈴木倫保，
奥野憲司，藤川　厚

日本脳神経外科学会第72回学術総
会 2009.10.15 横浜 一般口演

57 脳神経
外科

3D-CTA静脈相における脳内血腫
増強効果の検討

石毛　聡，町田利生，藤川　厚，
永野　修，小野純一

日本脳神経外科学会第72回学術総
会 2009.10.15 横浜 ポスター

58 脳神経
外科

頭部外傷データバンク「プロジェ
クト2009」の概要 小川武希，小野純一，奥野憲司 日本脳神経外科学会第72回学術総

会 2009.10.15 横浜 一般口演

59 脳神経
外科

視床下核脳深部刺激療法術後パー
キンソン病の動的姿勢制御

岡原一徳，樋口佳則，永野　修，
山本達也，山中義崇，小野純一，
桑原　聡，佐伯直勝

日本脳神経外科学会第72回学術総
会 2009.10.15 横浜 一般口演

60 脳神経
外科

本邦の急性期脳卒中患者51,719人
におけるCSCスコアと退院時機能
障害の関係－J-ASPECT Study－

安部倉　友，西村邦宏，神谷　諭，
小笠原邦昭，小野純一，永田　泉，
嘉田晃子，松田晋哉，宮本恵宏，
中村文明，片岡大治，飯原弘二

日本脳神経外科学会第72回学術総
会 2009.10.15 横浜 一般口演

61 脳神経
外科

神経機能温存の観点からみた転移
性脳腫瘍に対する定位的放射線治
療の適応と限界

芹澤　徹，樋口佳則，永野　修．
平井達夫，小野純一，佐伯直勝

日本脳神経外科学会第72回学術総
会 2009.10.16 横浜 シンポジ

アム

62 脳神経
外科

JNTDBからみる治療手段の変遷
と転帰との関連－集中治療は予後
改善に寄与しているか－

宮田昭宏，中村　弘．藤川　厚，
小野純一

日本脳神経外科学会第72回学術総
会 2009.10.16 横浜 ポスター

63 脳神経
外科

聴神経腫瘍症例におけるGaze-
evoked tinnitus：多変量解析によ
るリスク因子の検討

木原一徳，山上岩男，佐藤　幹，
荷堂　謙，福田和正，中村孝雄，
樋口佳則，佐伯直勝，芹澤　徹，
永野　修

日本脳神経外科学会第72回学術総
会 2009.10.16 横浜 一般口演

64 脳神経
外科

聴神経腫瘍におけるガンマナイフ
治療後の一過性膨大に関する因子
－術後残存腫瘍での検討－

永野　修，芹澤　徹，樋口佳則，
藤川　厚，石毛　聡，町田利生，
山上岩男，小野純一，佐伯直勝

日本脳神経外科学会第72回学術総
会 2009.10.17 横浜 ポスター

65 脳神経
外科

中枢神経原発悪性リンパ腫に対す
る大量メソトレキセート療法を併
用した定位放射線治療

廣野誠一郎，岩立康男，松谷智郎，
樋口佳則，永野　修，佐伯直勝

日本脳神経外科学会第72回学術総
会 2009.10.17 横浜 ポスター

66 脳神経
外科

比較的大きな転移性脳腫瘍に対す
る低分割定位的放射線治療：線量
分割法の検討

永野　修，芹澤　徹，樋口佳則，
町田利生，小野純一，佐伯直勝

日本放射線腫瘍学会第26回学術大
会 2009.10.19 青森 一般口演

67 脳神経
外科

脳動静脈奇形症例におけるガンマ
ナイフ治療後の長期成績：晩発性
放射線障害について

永野　修，芹澤　徹，樋口佳則，
町田利生，小野純一，佐伯直勝

日本放射線腫瘍学会第26回学術大
会 2009.10.19 青森 一般口演

68 脳神経
外科

頭蓋内動脈解離の病態と治療方
針：椎骨脳底動脈系を中心に 小野純一 第30回岳南脳疾患研究会特別講演

会 2009.10.29 富士 特別講演

69 脳神経
外科

非小細胞肺癌脳転移症例における
ガンマナイフ治療後の再発病変へ
の治療：ガンマナイフによる再照
射の検討

永野　修，芹澤　徹，小野純一 第54回日本肺癌学会総会 2009.11.21 東京 一般口演

70 脳神経
外科

脳転移による神経症状を有する少
数個脳転移に対する定位放射線治
療の治療成績

芹澤　徹，永野　修，平井達夫 第54回日本肺癌学会総会 2009.11.21 東京 一般口演

71 脳神経
外科

Val id i t ies  o f  two recent ly -
proposed prognostic grading 
indices for brain metastasis（BM）
patients

山本昌昭，芹澤　徹，永野　修 第54回日本肺癌学会総会 2009.11.21 東京 一般口演

72 脳神経
外科

頭蓋内動脈解離の診断と治療方針
－椎骨脳底動脈系を中心に－ 小野純一 第9回Vascular Event研究会 2009.12.4 五井 特別講演

73 脳神経
外科

乳癌脳転移症例へのガンマナイフ
治療：全脳照射後の再発病変に対
する治療効果

永野　修，芹澤　徹 第10回日本乳癌学会関東地方会 2009.12.6 さいたま 一般口演

74 脳神経
外科

定位放射線治療を施行した乳癌脳
転移症例における予後規定因子 芹澤　徹，永野　修 第10回日本乳癌学会関東地方会 2009.12.6 さいたま 一般口演

75 脳神経
外科

3テスラMRIの実力：肺癌脳転移
症例での経験 永野　修，芹澤　徹，小野純一 第168回日本肺癌学会関東支部会 2009.12.6 東京 一般口演

76 脳神経
外科

肺癌脳転移に対する定位放射線治
療における総腫瘍体積が神経機能
温存におよぼす影響

芹澤　徹，永野　修，平井達夫 第168回日本肺癌学会関東支部会 2009.12.6 東京 一般口演

77 脳神経
外科

One Week Studyからみたわが国
における高齢者頭部外傷の最近の
動向

小野純一，小川武希，鈴木倫保，
奥野憲司，藤川　厚，末廣栄一，
宮田昭宏

第19回日本脳神経外科救急学会 2010.1.10 富山 シンポジ
アム

78 脳神経
外科

重症頭部外傷に対する頭蓋内圧コ
ントロール－JNTDBにみる減圧
開頭術の現状－

宮田昭宏，中村　弘，藤川　厚，
小野純一 第19回日本脳神経外科救急学会 2010.1.10 富山 シンポジ

アム

79 脳神経
外科

脳 内 出 血 に お け るpostcontrast 
leakageの臨床的意義

石毛　聡，町田利生，藤川　厚，
永野　修，小野純一 第19回日本脳神経外科救急学会 2010.1.10 富山 ポスター

80 脳神経
外科

比較的大きな転移性脳腫瘍に対す
る寡分割定位的放射線治療：線量
分割法による比較

永野　修、芹澤　徹、樋口佳則、
町田利生、小野純一、佐伯直勝 第5回日本放射線外科学会 2010.1.17 高崎 一般口演

81 脳神経
外科

転移性脳腫瘍に対する定位放射線
治療における神経機能温存を予測
できる新たなgrading system

芹澤　徹、樋口佳則、永野　修、
平井達夫、小野純一、佐伯直勝 第5回日本放射線外科学会 2010.1.17 高崎 一般口演

82 脳神経
外科

くも膜下出血後続発性正常圧水頭
症 とbrain natriuretic peptideと
の関連

石毛　聡，藤川　厚，永野　修，
町田利生，小野純一 第15回日本正常圧水頭症学会 2010.1.31 大阪 一般口演

83 脳神経
外科

聴神経腫瘍におけるガンマナイフ
治療後の体積変化：治療後の腫瘍
膨大が遷延する症例の検討

永野　修、芹澤　徹、樋口佳則、
松田信二、町田利生、小野純一、
佐伯直勝

第3回ガンマナイフ治療計画勉強
会・サテライトセミナー 2010.2.15 名古屋 一般口演
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84 脳神経
外科

転移性脳腫瘍に対する定位放射線治
療におけるNeurological Outcomeを
予測可能な新grading systemの提
案：Modified Basic Score of Brain 
Metastases

芹澤　徹、樋口佳則、永野　修、
松田信二、平井達夫、宮川聡史

第3回ガンマナイフ治療計画勉強
会・サテライトセミナー 2010.2.15 名古屋 一般口演

85 脳神経
外科

頭痛を伴う非出血性椎骨脳底動脈
解離

樋口佳則，田島洋佑，小林英一，
小野純一，佐伯直勝

第9回Stroke Management Forum 
in Chiba 2010.2.27 千葉 一般口演

86 脳神経
外科

頭部外傷データバンクOne Week 
Studyにおける高齢者頭部外傷の
経年的変化

藤川　厚，小野純一 第37回日本脳神経外傷学会 2010.3.7 東京 一般口演

87 脳神経
外科

他部位外傷を合併した重症頭部
外 傷 の 臨 床 像 －JNTDB project 
2009による評価－

宮田昭宏，中村　弘，藤川　厚，
小野純一 第37回日本脳神経外傷学会 2010.3.7 東京 一般口演

88 脳神経
外科

直径2.5cm以上の脳転移巣に対す
る寡分割定位放射線治療の成績：
腫瘍制御および神経症状の改善は
どの程度期待できるのか

永野　修、芹澤　徹、小野純一 第169回日本肺癌学会関東支部会 2010.3.7 新宿 一般口演

89 脳神経
外科

肺癌脳転移に対する定位放射線治
療における神経機能温存の予後因
子解析

芹澤　徹，永野　修，平井　達夫 第169回日本肺癌学会関東支部会 2010.3.7 新宿 一般口演

90 脳神経
外科

椎骨脳底動脈解離に対する治療お
よび転帰の全国調査VAD2013－
中間報告：虚血発症－

樋口佳則，小野純一，田島洋佑，
佐伯直勝，山浦　晶

Stroke 2014（第39回日本脳卒中
学会総会） 2010.3.13 大阪 一般口演

91 脳神経
外科

AVMに対するガンマナイフ治療
と塞栓術の併用：ガンマナイフ治
療後に塞栓術を行う新たな取り組
みについて

永野　修，芹澤　徹，小南修史，
樋口佳則，藤川　厚，石毛　聡，
町田利生，小林士郎，小野純一，
佐伯直勝

Stroke 2014（第43回日本脳卒中
の外科学会） 2010.3.13 大阪 一般口演

92 脳神経
外科

成人発症もやもや病の長期治療成
績

小野純一，町田利生，石毛　聡，
藤川　厚，永野　修，松田信二，
赤荻悠一

Stroke 2014（第39回日本脳卒中
学会総会） 2010.3.13 大阪 一般口演

93 脳神経
外科

無症候性未破裂動脈瘤における術
後合併症の検討

石毛　聡，藤川　厚，町田利生，
永野　修，小野純一

Stroke 2014（第39回日本脳卒中
学会総会） 2010.3.13 大阪 ポスター

94 脳神経
外科

STA-MCAバイパス術後脳血流増
加と術中脳表静脈の赤色化の関連

町田利生，藤川　厚，永野　修，
石毛　聡，小野純一

Stroke 2014（第43回日本脳卒中
の外科学会） 2010.3.14 大阪 一般口演

95 脳神経
外科

椎骨脳底動脈系頭蓋内動脈解離の
全国調査の概要（中間報告）

小野純一，樋口佳則，田島洋佑，
町田利生，佐伯直勝，山浦　晶

Stroke 2014（第43回日本脳卒中
の外科学会） 2010.3.14 大阪 一般口演

96 脳神経
外科

出血発症椎骨脳底動脈解離に対
する治療および転帰の全国調査
VAD2013－中間報告－

田島洋佑，小野純一，樋口佳則，
町田利生，佐伯直勝，山浦　晶

Stroke 2014（第43回日本脳卒中
の外科学会） 2010.3.14 大阪 一般口演

97 脳神経
外科

頭部外傷の疫学－頭部外傷データ
バンクを中心に－ 小野純一 第8回南総ニューロカンファレン

ス 2010.3.18 五井 教育講演

98 外科
一次性大動脈十二指腸瘻に対して
ステントグラフト挿入後に十二指
腸部分切除を施行した1例

千葉県循環器病センター外科　高
原善博、林　永規、岡本佳昭、鈴
木謙介　心臓血管外科　浅野宗
一、林田直樹

1270回千葉医学会例会 2013.11.24 千葉

99 小児科 先天性心疾患における血管不全の
機序

村上智明, 高田展行, 東浩二, 立野
滋, 川副泰隆, 中島弘道, 青墳裕之, 
丹羽公一郎

第13回臨床血圧脈波研究会 2013年6月
8日 大阪 ポスター

100 小児科
肺動脈性肺高血圧症と診断され多
剤肺血管拡張薬治療にて心修復術
をし得たASD/PDA, 21trisomyの
男児例

安川久美, 浜田洋通, 本田隆文, 立
野滋, 川副泰隆, 椛沢政司, 松尾浩
三, 寺井勝

第49回日本小児循環器学会 2013年7月
11日 東京 ポスター

101 小児科
成人先天性心疾患の予後, QOLを
規定する因子 成人先天性心疾患
における心血管不全

村上智明, 高田展行, 東浩二, 中島
弘道, 青墳裕之, 堀端洋子, 森本康
子, 立野滋, 川副泰隆, 丹羽公一郎

第49回日本小児循環器学会 2013年7月
11日 東京 シンポジ

ウム

102 小児科 基礎心疾患のない小児期難治性異
所性心房頻拍の検討

武智史恵, 森島宏子, 立野滋, 川副
泰隆, 松尾浩三 第49回日本小児循環器学会 2013年7月

12日 東京 口演

103 小児科 当科におけるSCN5A mutationの
臨床像検討

武智史恵, 森島宏子, 立野滋, 川副
泰隆 第49回日本小児循環器学会 2013年7月

12日 東京 口演

104 小児科

学校心臓検診のあるべき姿 児童
生徒の院外心停止対策における学
校検診と学校救急の協力体制の構
築に向けて: 全国調査からのレッ
スンと課題

三谷義英, 太田邦雄, 新垣義夫, 牛
ノ濱大也, 立野滋, 佐藤誠一, 鈴木
嗣敏, 檜垣高史, 岩本眞理, 吉永正
夫, 住友直方

第49回日本小児循環器学会 2013年7月
13日 東京

パネル
ディス
カッショ
ン

105 小児科
成人先天性心疾患の現状と課題 
成人先天性心疾患における大動脈
系手術既往の影響

村上智明, 高田展行, 東浩二, 立野
滋, 川副泰隆, 中島弘道, 青墳裕之, 
丹羽公一郎

第61回日本心臓病学会 2013年9月
20日 熊本 シンポジ

ウム

106 小児科 成人先天性心疾患の合併症と対応 立野滋 第7回日本循環器学会プレスセミ
ナー

2013年9月
24日 東京 講演

107 小児科
Management of Junctional Ectopic 
Tachycardia before and during 
TCPC Procedure in Asplenic 
Heart

Shigeru Tateno
The 6th Asia -Paci f ic Heart 
R h y t h m  S o c i e t y  a n d 
CardioRhythm Scientific Session

2013年10
月4日 Hong Kong, China 講演

108 小児科 基礎心疾患のない小児期異所性心
房頻拍の検討

武智史恵, 森島宏子, 立野滋, 川副
泰隆, 松尾浩三, 石川隆尉 第30回日本心電学会 2013年10

月12日 青森 口演

109 小児科 学校心電図二次検診陽性患者の管
理 立野滋 海浜地域小児科医会 2013年10

月17日 旭 講演

110 小児科 成人先天性心疾患における高血圧
村上智明, 福岡将治, 白神一博, 斉
藤裕子, 東浩二, 立野滋, 川副泰隆, 
中島弘道, 青墳裕之, 丹羽公一郎

第36 回日本高血圧学会 2013年10
月26日 大阪 口演

111 小児科 成人先天性心疾患における肺高血
圧症 立野滋 肺高血圧症セミナー in CHIBA 2013年11

月8日 千葉 講演

112 小児科 小児における圧反射亢進の影響 村上智明, 立野滋, 川副泰隆, 武田
充人, 武井黄太, 丹羽公一郎 第50回日本臨床生理学会 2013年11

月9日 東京 口演
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113 小児科
経時的に期外収縮頻度が増加し 
RFCA を施行した器質的心疾患のな
い incessant non-sustained VT の1
例

武智史恵, 森島宏子, 立野滋, 川副
泰隆 第18回日本小児心電学会 2013年11

月30日 宮崎 口演

114 小児科
The effect of Bosentan before 
and after TCPC conversion in 
adult with single ventricular 
physiology

Shigeru Tateno Korea GUCH symposium 2013 2013年12
月13日 Seoul, Korea 特別講演

115 小児科 Arrhythmia & Sudden Death in 
adults with TOF Shigeru Tateno Korea GUCH symposium 2013 2013年12

月14日 Seoul, Korea 特別講演

116 小児科 周産期科のないACHD専門施設に
おける心疾患女性の妊娠の管理

川副泰隆, 森島宏子, 立野滋, 岡嶋
良知, 椛沢政司, 松尾浩三, 水野芳
子, 丹羽公一郎

第16回日本成人先天性心疾患学会 2014年1月
11日 岡山 口演

117 小児科
成人先天性心疾患における推算糸
球体濾過量 クレアチニン・シス
タチンCからの推算の相違

村上智明, 福岡将治, 白神一博, 斉
藤裕子, 東浩二, 立野滋, 川副泰隆, 
中島弘道, 青墳裕之, 丹羽公一郎

第16回日本成人先天性心疾患学会 2014年1月
12日 岡山 口演

118 小児科

Aortic Surgery is one of the 
risk factors for enhancement of 
pressure wave reflection in adult 
patients with congenital heart 
disease

Murakami T, Fukuoka S, Shiraga 
K, Saito Y, Higashi K, Tateno 
S, Kawasoe Y, Nakajima H,  
Aotsuka H, and Niwa K

第63回米国心臓病学会 ACC.14 2014年3月
31日 Washington, DC Poster

119 歯科 「感染性心内膜炎患者の口腔内の
臨床的検討」

千葉医学会　第34回歯科口腔外科
例会　 2013.12.21 口演

120 放射線科 頭頸部血管撮影領域について 松本正信 第6回千葉IVR技術セミナー 2013.7.6 千葉市 一般口演

121 放射線科 新設されたElekta Remote Service 川﨑康平　永野修 第8回明日のガンマナイフを担う
会 2013.8.24 広島市 一般口演

122 放射線科 新規導入した3T装置（Skyra）の
運用について 川﨑康平 第1回千葉MAGNETOM研究会 2014.11.9 千葉市 一般口演

123 放射線科
頚動脈エコーとMRIによる積極的
脂質低下療法中の頚動脈プラーク
の性状評価

景山貴洋、渡邉裕文、前田宏美、
吉川雄一郎、今村茂樹、平井愛山 日本動脈硬化学会 2013.7.19 東京 ポスタ－

124 放射線科 カテ室の豆知識　「放射線被ばく」 今関雅晴
第42回日本心血管インターベン
ション治療学会 関東甲信越地方
会

2013.5.11 東京都

125 放射線科 カテ室新規導入装置の紹介 今関雅晴 第14回千葉アンギオ技術研究会 2013.6.8 千葉市

126 放射線科 「血管撮影領域の基礎から臨床そ
して専門へ」 今関雅晴 放射線技術学会関東部会学術講演

会 2013.6.9 さいたま市

127 放射線科 技師の役割と義務　　 今関雅晴 第6回千葉IVR技術セミナー 2013.7.6 千葉市

128 放射線科
心血管インターベンションにおけ
るコメディカル業務の標準化と進
化

今関雅晴 第22回日本新血管インターベン
ション学会 2013.7.13 神戸市

129 放射線科
カテ室での患者，術者に対する放
射線被ばく防護　〜被ばく線量低
減推進施設の放射線技師の工夫〜

解説者：今関雅晴　スーパーバイ
ザー：中村精岳

T o k y o  P e r c u t a n e o u s 
cardiovascular Intervention 
Conference2013

2013.7.25 東京都

130 放射線科 線量の計測方法 今関雅晴 第30回被ばく低減セミナー 2013.9.7 東京都

131 放射線科 最新血管撮影装置における「画質
と被ばく線量」の評価

石川真也， 今関雅晴，小林繁樹，
他

第29回日本脳神経血管内治療学会
学術総会 2013.11.21 新潟市

132 放射線科 血管撮影装置 今関雅晴 第29回日本脳神経血管内治療学会
学術総会 2013.11.21 新潟市

133 放射線科 PTAVによる大動脈弁の4DCT評
価 今関雅晴，長谷川亮太 the 4th Sendai/New Tokyo Live 2013.11.29 仙台市

134 放射線科 病院スタッフが知るべき被ばくの
知識〜放射線事情の現在と将来〜 今関雅晴 J－COM会 2014.2.25 鴨川市

135 放射線科 PTAV前後の4DCT弁評価 長谷川亮太　今関雅晴　景山貴洋
　田永幸正　中村精岳 2013.10.18 神戸市

136 看護局
外来

Challenege for abult conggenital 
heart disease Nursing in Japan 水野芳子 第5回アジア太平洋小児循環器学

会 H25.3.7 インド 示説

137 看護局
外来

心臓カテーテル検査を受けたこど
もの体験と思い 水野芳子 第49回日本小児循環器学会 H25.7.11 東京 示説

138 看護局
外来

先天性心疾患診療における看護師
の関わり　　　　　-現 状と課 題、
今後の方向性-

水野芳子 第61回　　　　　　　　　　　　
　　　　　心臓病学会 H25.9.20 熊本 シンポジ

ウム

139 看護局
外来

循環器領域における遺伝性疾患を
もつ患者・家族への看護 水野芳子 第10回　　　　　　　　　　　　

　　　循環器看護学会 H25.9.29 東京 講演

140 看護局
CCU/SCU

急性心筋梗塞患者における退院後
の身体活動に対する不安と身体活
動量の現状

田邉明美 第19回日本心臓リハビリテ―ショ
ン学会 H25.7.24 仙台 示説

141 看護局
手術室

器械だし看護師のアイシールド着
用の意識調査 鈴木　諭子 第27回日本手術看護学会年次大会 H25.10.18 大阪 口演

142 看護局 急性期病棟で取り組んだ認知症ケ
ア改善とその効果

○大和田真弓　阿二香織　小出里
佳　豊田明美　浮ヶ谷芳子　吉田
千文

第32回千葉県看護研究学会 H26 . ２．
２２ アパホテル幕張 口演
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No. 科名 発 表 課 題 名 著　者　名 雑　誌　名 巻（号）　・　年 形式

1 心臓血管
外科

上行大動脈吻合部仮性瘤に対し periscope 
graf（t retrograde chimney）technique に
よるステントグラフト内挿術を行った 1 例

浅野宗一 脈管学 J Jpn Coll Angiol 
2013; 53: 55.58 症例報告

2 脳神経
外科

転移性脳腫瘍に対するガンマナイフ治療の
最新の知見

芹澤　徹，樋口佳則，永野　修，
佐伯直勝，小野純一，平井達夫 脳神経外科速報 23: 421-430, 2013

3 脳神経
外科

転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療に
おける神経機能温存の観点から：新しい
Grading の提唱〜 Qualitative Survival Scale 
(QSS) の有用性〜

芹澤　徹，樋口佳則，永野　修，
平井達夫，松田信二，小野純一，
佐伯直勝，宮川聡史，芝本雄太

定位的放射線治療 17: 21-29, 2013

4 脳神経
外科

転移性脳腫瘍に対する低分割定位的放射線
治療：最適な分割回数に関する検討

樋口佳則，芹澤　徹，永野　修，
青柳京子，松田信二，小野純一，
平井達夫，岩立康男，佐伯直勝

定位的放射線治療 17: 31-36, 2013

5 脳神経
外科

重症頭部外傷における病態・転帰の最近の
動向：頭部外傷データバンクにおける交通
事故受傷例の検討

小野純一，藤川　厚，宮田昭宏，
中村　弘 神経外傷 36: 17-29, 2013

6 脳神経
外科

頭部外傷データバンク【プロジェクト 2009】
の概略 小川武希，小野純一 神経外傷 36: 1-9,2013

7 脳神経
外科

頭部外傷データバンクにおける重症頭部外
傷治療の変遷：プロジェクト 1998,2004,2009
の比較

藤川　厚，小野純一，宮田昭宏，
中村　弘 神経外傷 36: 37-44,2013

8 脳神経
外科

頭部外傷データバンク Project 研究から見た
重症頭部外傷の最近の動向 小野純一，藤川　厚，宮田昭宏 日本医事新報 4656: 23-28,2013

9 脳神経
外科

脳卒中急性期治療の課題－包括的脳卒中セ
ンターの整備に向けて－

飯原弘二，西村邦宏，嘉田晃子，
中川原譲二，小笠原邦昭，小野純
一，塩川芳昭，有賀　徹，宮地　
茂．豊田一則，松田晋哉，永田　
泉，石川ベンジャミン光一，鈴木
明文，森　久恵，片岡大治，中村
文明，J-ASPECT Study Group

脳外誌 22: 678-687,2013

10 脳神経
外科

The impact of comprehenisive stroke care 
capacity on the hospital volume of stroke 
interventions: A nationwise study in Japan: 
J-ASPECT Study

Iihara K, Nishimura K, Kada 
A, Nakagawara J, Toyoda K, 
Ogasawara K, Ono J, Shiokawa 
Y, Aruga T, Miyachi S, Nagata 
I ,  Matsuda S ,  Ish ikawa KB, 
Suzuki A, Mori H, Nakamura F, 
J-ASPECT Study Collaborators

J Stroke Cerebrovasc Dis on-line,2013

11 脳神経
外科

わが国における頭部外傷の最近の動向：One 
Week Study 2005 と 2012 の比較検討から

小野純一，小川武希，鈴木倫保，
奥野憲司，藤川　厚 神経外傷 36: 129-135,2013

12 脳神経
外科

脳動静脈奇形と硬膜動静脈瘻に対する定位
的放射線治療

芹澤　徹，樋口佳則，永野　修，
小南修史，平井達夫，小野純一，
佐伯直勝

脳外誌 22: 917-926, 2013

13 脳神経外
科

転移性脳腫瘍に対する定位的放射線治療に
おける各種 grading の有用性の検証

芹澤　徹，樋口佳則，永野　修，
平井達夫，松田信二，小野純一，
佐伯直勝，宮川聡史，芝本雄太

定位的放射線治療 18: 97-106、2014

14 脳神経外
科

Venous reddening as a possible sign of 
hyperperfusion after superficial temporal 
artery-middle cerebral artery anastomosis 
for moyamoya disease: Case report

Machida T, Ono J, Nomura R, 
Fujikawa A, Nagano O, Higuchi Y Neurol Med Chir (Tokyo) on-line　2014

15 外科 完全内臓逆位を伴う右副腎腫瘍の 1 例
千葉県循環器病センター外科　田
中　圭、林　永規、岡本佳昭、鈴
木亮二

外科 75 :451-454, 2013

16 小児科
Aortic pressure wave reflection in patients 
after successful aortic arch repair in early 
infancy.

Tomoaki Murakami , Atsuhito 
Takeda, Hirokuni Yamazawa, 
Shigeru Tateno, Yasutaka 
Kawasoe and Koichiro Niwa

Hypertens Res 2013; 36(7): 603-
607. 原著

17 小児科
Syndrome of inappropriate secretion of 
antidiuretic hormone associated with 
angiotensin-converting enzyme inhibitor 
administration.

T o m o a k i  M u r a k a m i ,  Y o k o 
Horibata ,  Yasuko Morimoto , 
Sh i g e ru  Ta t en o ,  Ya su t ak a 
Kawasoe and Koichiro Niwa

Pediatric Cardiol 2013; 34(5): 1261-
1263. 原著

18 小児科 器質的心疾患を認めない不整脈の学校生活
管理指導ガイドライン (2013 年改訂版 )

吉永正夫 , 泉田直己 , 岩本眞理 , 牛
ノ濱大也 , 住友直方 , 田内宣生 , 高
橋良明 , 富田英 , 長嶋正實 , 堀米仁
志 , 山内邦昭 , 阿部勝巳 , 新垣義夫 , 
上野倫彦 , 太田邦雄 , 佐藤誠一 , 高
木純一 , 立野滋 , 檜垣高史 , 市田蕗
子 , 白石裕比湖 , 杉薫 , 堀江稔 , 日
本小児循環器学会学校心臓検診委
員会

日本小児循環器学会雑誌 2013; 29(6): 277-
290.

ガ イ ド ラ
イン

論　文　等
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No. 科名 発 表 課 題 名 著　者　名 雑　誌　名 巻（号）　・　年 形式

19 小児科 【わかる心電図 - 病態に迫る判読のコツ】 不
整脈　徐脈性不整脈 立野滋 小児科診療　 2013; 76(11): 1751-

1759. 総説

20 小児科
【内科医が診る 大人になった先天性心疾患
-Adult Cogenital Heart Disease ( 成人先天
性心疾患 )】 Fallot 四徴症修復術後の成人期
の問題点 ( 不整脈 , 心不全 , 突然死 ) と治療

立野滋 , 丹羽公一郎 呼吸と循環 2013; 61(3): 237-
245. 総説

21 放射線科
A new reference point for patient dose 
estimation in neurovascular interventional 
radiology

Kohe i  Kawasak i ,  Masaharu 
Imazeki, Ryota Hasegawa, Shinichi 
Sh iba ,  H iroyuk i  Takahash i , 
Kazuhiko Sato, Jyoji Ota, Hiroaki 
Suzuki , Kazuo Awai , Hajime 
Sakamoto, Osamu Tajima, Atsuko 
Tsukamoto, Tatsuya Kikuchi, 
Takahiro Kageyama, Kyoichi Kato

 R a d i o l o g i c a l  P h y s i c s  a n d 
Technology 2013, 6, 349-55 論文

22 放射線科
Clinical usefulness of the serial ADC 
analysis in follow-up evaluation after 
Gamma Knife surgery for metastatic brain 
tumors

Kohei Kawasaki, Osamu Nagano, 
K y o k o  A o y a g i ,  T a k a h i r o 
Kageyama

日本診療放射線技師会誌 2014, 61, 156-62 論文

23 放射線科 心臓 CT 検査と心臓カテーテル検査におけ
る放射線皮膚被ばく線量の低減 今関雅晴 検査と技術　 2013,4,304-309 論文

24 放射線科 正常解剖 今関雅晴 心血管画像技術完全ガイドブック 2014,1,31-36 分担執筆

25 放射線科 虚血性心疾患 今関雅晴 心血管画像技術完全ガイドブック 2014,1,95-98 分担執筆

26 放射線科 動画ネットワーク 今関雅晴 心血管画像技術完全ガイドブック 2014,1,81-83 分担執筆

27 放射線科 診断編 今関雅晴 心血管画像技術完全ガイドブック 2014,1,163-182 分担執筆

28 放射線科 カテーテル技術情報 景山貴洋 心血管画像技術完全ガイドブック 2014,1,141-146 分担執筆

29 放射線科 情報の捉え方 長谷川亮太 心血管画像技術完全ガイドブック 2014,1,73-78 分担執筆

30 看護局 循環器領域における遺伝性疾患をもつ患者・
家族への看護 水野芳子 日本循環器看護学会誌 9(2)，2103 特集

31 看護局 心臓カテーテル検査・治療前の看護 水野芳子 小児看護 36(13)，2013 特集

32 看護局 先天性心疾患をもつ人の性の課題を看護師
の取り組み 水野芳子 小児看護 37(2)，2014 特集

33 小児科
Psychosocial Factors Influencing Mental 
Health in Adults With Congenital Heart 
Disease

榎本淳子　中澤潤　水野芳子　白
井丈晶　小川純子　丹羽公一郎 Circulation Journal 77（3），2013 原著

34 看護局
慢性心不全看護認定看護師第 1 期生が送る
奮闘日記　急性期〜回復期・慢性期をたど
る心不全に対してシームレスな看護の構築
を目指す

湯浅めぐみ ハートナーシング 2013．Vol．26 特集

35 看護局 あなたの呼吸ケアをＵＰ！呼吸ケア力試し
検定 100（呼吸管理の知識と実践編） 森　加寿美 呼吸器ケア Ｈ 25 年 11 月号 特集





施設の状況
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土地・建物一覧
（単位：平方メートル）

区分 名称 構造 面積 取得年月日 備考
土地 宅地 61,841.69

建物 千葉県循環器病センター 鉄骨鉄筋コンクリート
地下 1 階・地上 6 階建

建 4,637.54
延 21,117.74 平成 10.2.1

〃 ガンマナイフ・リハビリテーション棟 鉄 骨 造 り 平 屋 建  807.13 平成 18.2.28
〃 第六病棟 鉄筋コンクリート平屋建  793.44 昭和 50.6.30

〃 さくらハイツ
（看護師宿舎） 鉄筋コンクリート 5 階建 建 436.63

延 1,668.48 平成 9.4.1 50 室

〃 かすみハイツ
（看護師宿舎） 鉄筋コンクリート 5 階建 建 439.66

延 1,638.82 平成 10.3.31 50 室

〃 グリーンハイツ
（医師住宅） 鉄筋コンクリート 5 階建 建 290.24

延 1,167.18 平成 9.9.12 世帯用 10 室
単身者用 10 室

〃 職場保育所
（たけの子保育所） 鉄 骨 造 り 平 屋 建 建 256.00

延 199.98 平成 10.2.1
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医療機器名 形式・形状・寸法 製　造　元 取得
年度 契約の相手方

磁気共鳴断層撮影装置
（ＭＲＩ） MAGNETOM VISION シーメンス社 ９ （株）自治体病院共済会

頭腹部血管撮影
システム ANGIOREX SUPER G（株）東芝 ９ 東芝メディカル（株）

生化学自動搬送
システム 7600SERIES （株）日立製作所 ９ （株）日立メディコ

患者監視装置
（手術室） M1166A ヒューレット

パッカード ９ （株）田中三誠堂

ガンマカメラシステム GCA-7200A
GCA-9300A （株）東芝 ９ （株）自治体病院共済会

デジタルＸ線画像
診断システム CR400 日本コダック（株） ９ 西本産業（株）

血液検査自動搬送
システム HST-300 東亜医用電子（株） ９ 福神（株）

外来カルテ自動抽出
システム GP7000/50 （株）イトーキ ９ （株）開周堂

手術室術野カメラ
モニタリングシステム 日本ビクター（株） ９ 中央教育機器（株）

調剤支援システム一式
ディスペンサー

YUNICOM-X
YS-APD-100
YS-APS

（株）ユヤマ ９ （株）ユヤマ

患者監視装置
（集中治療室） M1166A ヒューレット

パッカード ９ （株）田中三誠堂

デジタルＸ線テレビ
システム

DR-2000AD
TU-230XG （株）日立製作所 ９ （株）鈴木商会

超音波診断装置
（超音波検査室２）

SQ55
（SEQUOIA C256） アキュソン ９ （株）ウイン・

インターナショナル
エックス線コンピューター
断層撮影装置 Aquilion16 （株）東芝 14 東芝メディカル（株）

ＣＡＲＴＯシステム
（３次元不整脈診断装置）CARTO システム ジョンソン・

エンド・ジョンソン 14 （株）ウイン・
インターナショナル

小児用人工心肺装置 BP120C Ⅲ /
MP-12C Ⅲ他 トノクラ医科工業（株） 15 トノクラ医科工業（株）

血管撮影装置及び心臓カテー
テル検査データ処理装置 AXIOM Arits dBC シーメンス社

ＧＥメディカルシステム社 16 （株）ウイン・
インターナショナル

デジタル画像診断
システム FCR　ヴェロシティU フジフィルム

メディカル㈱ 17 富士フィルムメディカル（株）

超伝道磁気共鳴断層
撮像システム Achieva  1.5T  Nova ㈱フィリップスエレクトロニクス

ジャパンメディカルシステムズ 17 （株）自治体病院共済会

光凝固装置 ノーヴァスヴァリア･
マルチカラーレーザー ㈱日本ルミナス 18 （株）田中三誠堂

移動型透視撮影装置 ARCADIS Avantic
（DSA） シーメンス社 19 （株）カテックス

心臓超音波診断装置 iE33 ㈱フィリップスエレクトロニクス
ジャパンメディカルシステムズ 20 （株）イノメディックス

主な医療機器（平成 25年度現在保有）
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医療機器名 形式・形状・寸法 製　造　元 取得
年度 契約の相手方

患者監視装置 M3155 ㈱フィリップスエレクトロニクス
ジャパンメディカルシステムズ 20 （株）イノメディックス

麻酔システム・患者
監視装置 ARKS ㈱フィリップスエレクトロニクス

ジャパンメディカルシステムズ 20 （株）イノメディックス

人工心肺装置 S5 ソーリン・グループ㈱ 20 （株）アスト

手術麻酔器 FabiusGS・Tiro ドレーゲル社 21 （株）イノメディックス

エリアディテクター CT
装置 AQUILION/ONE （株）東芝 21 東芝メディカル（株）

心臓血管連続撮影装置 INFX-8000V 東芝メディカル
システムズ（株） 22 東芝メディカルシステムズ（株）

循環器動画像
ネットワークシステム

東芝メディカル
システムズ（株） 22 東芝メディカルシステムズ（株）

患者監視装置 BSM-2401 日本光電工業（株） 23 （株）イノメディックス

３Ｄ心機能解析装置 ESI-3000N 日本光電工業（株） 23 （株）イノメディックス

ガンマカメラシステム SymbiaE GMS-7700B 東芝メディカル
システムズ（株） 23 東芝メディカルシステムズ（株）

注射薬自動払出システム YS-Apseries （株）ユヤマ 23 （株）イノメディックス

ベッドサイドモニタ 生体情報モニタ
Intellivue MP70

㈱フィリップスエレクトロニクス
ジャパンメディカルシステムズ 23 （株）イノメディックス

手術用顕微鏡システム PENTERO900 カールツァイス社 24 （株）イノメディックス

画像保存通信システム
（PACS）

SYNAPSE STD
18TB パック

フジフィルム
メディカル㈱ 24 富士フィルムメディカル（株）

定位放射線治療用放射線
核種システム

レクセル　ガンマナイフ
パーフェクション エレクタ社 24 エレクタ（株）

手動式除細動器 バイフェージック除細動器
ハートスター XL+

㈱フィリップスエレクトロニクス
ジャパンメディカルシステムズ 25 （株）イノメディックス

磁気共鳴画像診断装置
（ＭＲＩ）

MAGNETOM Skyra
（3T） シーメンス社 25 （株）メディカ・ライン

大型高圧蒸気滅菌装置 VSSR-G15W サクラ精機㈱ 25 （株）フジタ医科器械

電子カルテ用端末機 PC-MK32MEZCF 日本電気㈱ 25 日本電気（株）





その他
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ラウンジ 売店
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▲  会計・与薬待合い・光庭

▲  展望食堂
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中庭

廊下

患者
待機室

患者
待機室2

患者
待機室5

患者
待機室6

患者
待機室3

操作室スロープ

スロープ

DP

DP
DP

MRI室 CPU室

患者
待機室4

受付

廊下

更衣

更衣前室－1

リハビリ室

診察室1 診察室2 測定室 医師
研究室

ES
SK

MH

フレーム装着室

スタッフ
ルーム－1

スタッフ
ルーム－2

外部階段

渡廊下2

男子便所
女子便所

売店

身障者
便所

EXP.J-2

EXP.J-2

EXP.J

MI I

至
本
館

至
本
館

中庭

廊下

患者
待機室

患者
待機室2

患者
待機室5

患者
待機室6

患者
待機室3

操作室スロープ

スロープ

DP

DP
DP

MRI室 CPU室

患者
待機室4

受付

廊下

更衣

更衣前室－1

リハビリ室

診察室1 診察室2 測定室 医師
研究室

ES
SK

MH

フレーム装着室

スタッフ
ルーム－1

言語聴覚室

スタッフ
ルーム－2

外部階段

渡廊下2

男子便所
女子便所

身障者
便所

EXP.J-2

EXP.J-2

EXP.J

MI I

至
本
館

至
本
館

ガンマナイフ・リハビリテーション棟

▲  フレーム装着室

▲  リハビリテーション室




