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資料の記載内容
１．入院患者統計（疾患別統計）・検査統計.
循環器科総入院症例数
疾患別内訳
虚血性心疾患

1015 例（男性 715 例，女性 300 例）

急性心筋梗塞（STEMI）
不安定狭心症（NONSTEMI/UA）
弁膜症
心筋症（肥大型心筋症、拡張型心筋症、たこつぼ心筋症）
不整脈
先天性心疾患
血管疾患
心肺停止症例
心不全
心膜疾患
腫瘍性疾患（左房粘液腫など）
肺塞栓症
その他
心臓カテーテル検査統計
冠動脈造影検査件数
診断カテ数
インターベンション総数
緊急カテーテル治療数
電気生理学的検査
電気的心筋焼灼術

463 例
119 例
42 例
12 例
38 例
161 例
1例

18 例
13 例
185 例
2例
3例
5例
122 例

659 例
325 例
334 例
124 例
11 例
発作性上室性頻拍
心房粗動
心房細動
心室頻拍・心室性期外収縮

55 例
24 例
14 例
13 例
4例

恒久的ペースメーカー植込み

66 例
新規植込み
交換

植え込み型除細動器
下大静脈フィルター
経皮的血管拡張術（末梢動脈）

51 例
15 例
6例
8例

9例

