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前橋市 160 沼田市 6

桐生市 51 利根郡 2

みどり市 20 藤岡市 7

伊勢崎市 64 安中市 4

玉村町 6 吾妻郡 7

高崎市 70 富岡市 2

太田市 54 甘楽郡 2

館林市 14 栃木県 4

邑楽郡 19 埼玉県 2

渋川市 20

北群馬郡 8 計 522

医療機関522

心臓血管センター登録医療機関数

（登録医は659名）

（令和３年８月現在）
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前橋市：2539件

桐生市・みどり市：785件

伊勢崎市・佐波郡：650件

高崎市：409件

太田市：264件

渋川市・北群馬郡：227件
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沼田市・利根郡：108件
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群馬県立心臓血管センター

紹介実績令和２年度



２年度
群馬県立心臓血管センター

紹 介 実 績

外来患者総数： 70,876件 逆紹介患者数： 5,615件

紹介率： 77.4％紹介患者数： 5,936件
逆紹介率： 107.7％

平成28年度～令和2年度 紹介総数・初診紹介数の推移

初診紹介：4,039件 ／ 再診紹介：1,997件

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年
紹介総数 6393 6531 6710 6614 5936
初診紹介数 4487 4598 4644 4508 4039
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群馬県立心臓血管センター

紹 介 数 の 推 移
平成30年度～令和3年度 総紹介数の推移
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☆受付時間☆
平日：８時３０分から１７時
１７時以降と休診日にお受けしたＦＡＸの返信は翌日または、休診日あけにご連絡
いたします。

20分以内に返信

御紹介いただく方法

通常外来の予約

予約に関するお問い合わせ 027-212-3018（予約紹介専用電話）
予約変更 患者情報の提供依頼（検査データ、入院サマリー等）



地域医療連携室 -群馬県立心臓血管センター (pref.gunma.jp)
https://www.cvc.pref.gunma.jp/collabo_room/regional-medical-cooperation-room/



非緊急の患者さん
紹介状を患者さんに持参いただき
AM11時までに当院外来受付をするように指示願います

→新患外来・再診外来の専門医師が診察いたします

緊急を要する患者さん・救急搬送が必要な患者さん
急性冠症候群・大動脈解離・急性心不全等

→電話連絡いただき急患当番医師に直接ご紹介ください

当日に御紹介いただく場合



連携

心臓血管センターでは患者さんに“２人主治医制”を推進しています。
『外来はクリニック（医院）、入院は当センター』をキャッチコピーとし、

専門的な検査・治療、夜間や緊急の場合は当センターで、病状が安定したら、
かかりつけの先生（かかりつけがない場合は登録医の先生）へご紹介をしております。

かかりつけ医

診療情報提供書

診療情報提供書

地域各病院

心臓血管センター

病病連携

２人
主治医制

診療情報提供書

２人主治医制

診療情報提供書



疾病の早期発見
至適薬物治療, リスクコントロール、健康指導・管理

先生方の治療オプションとしてご利用ください

急性心筋梗塞・大動脈解離・急性心不全などの緊急症例に対しては
365日/24時間体制で対応します

カテーテル治療・手術 術後リハビリ



病診・病病連携について

当院は循環器疾患の患者さんを中心とした専門性と質の高
い医療を目指しておりますが、同時に地域支援病院として
の役割にも重点をおいております。

急性期医療を担う病院として、先生方からご紹介いただき
ました患者さんに対し、迅速に検査、治療を行い、安定し
た状態で速やかに逆紹介させていただきます。

今後も地域の先生方との連携を図りながら、患者さん中心
の医療を行なって参りますので先生方には今後もより一層
のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。



令和３年度

新入職医師紹介



中谷 洋介 （なかたに ようすけ） 【平成１５年卒】

循環器内科 部長

■認定医・専門医・指導医
日本循環器学会専門医／日本内科学会総合内科専門医・認定内科医／
ICD認定医／CRT認定医

７年ぶりに戻って参りました。
経験を生かして地域医療に貢献したいと思います。

循環器内科

菅野 幸太 （すがの こうた） 【平成２４年卒】

循環器内科 医長

■認定医・専門医・指導医
日本循環器学会専門医／日本内科学会認定内科医／
日本心血管インターベンション治療学会認定医／日本医師会認定産業医

出身である前橋市の医療に貢献できるよう尽力いたします。
宜しくお願い致します。



循環器内科
貝森 亮太 （かいもり りょうた） 【平成２６年卒】

循環器内科 シニアレジデント

■認定医・専門医・指導医
日本内科学会認定内科医

機会を頂き、秋田から赴任致しました。
少しでもお役に立てるよう努力して参ります。宜しくお願い申し上げます。

瀧澤 良哉 （たきざわ りょうや） 【平成２８年卒】

循環器内科 シニアレジデント

一群馬県人として地域のみなさまのためがんばってゆきます。
何卒よろしくおねがいいたします。



心臓血管外科
関 雅浩 （せき まさひろ） 【平成２１年卒】

心臓血管外科 部長

■認定医・専門医・指導医
日本外科学会専門医／腹部ステントグラフト実施医

４月より心臓血管外科に入職となりました。
患者様ファーストの医療を心がけて、地域医療に貢献できるよう、
少しでも力になれたら幸いです。

大井 篤史 （おおい あつし） 【平成３０年卒】

心臓血管外科 レジデント

患者さんと向き合い、少しでも安心できるような診療を行えるよう
努力していきます。



麻酔科
黒岩 陽介 （くろいわ ようすけ） 【平成２２年卒】

麻酔科 部長

■認定医・専門医・指導医
日本麻酔科学会指導医／日本心臓血管麻酔学会心臓血管麻酔専門医／
JB-POT（2013）／NBE（2014）

安全な麻酔管理を心がけます。どうぞよろしくお願いいたします。

舩引 亮輔 （ふなびき りょうすけ） 【平成２７年卒】

麻酔科 医師

■認定医・専門医・指導医
日本麻酔科学会認定医／JB-POT（2020）

前橋市出身です。地元の医療に貢献できるよう頑張ります。



本日は、お忙しい中、
誠にありがとうございます。

今後とも、心臓血管センターの
地域医療連携室を

よろしくお願いいたします。


