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1. 大学での仕事 

 

1.1 病棟 

入院数 のべ 235 人（2007 年  のべ 221 人） 

     入院日数 9.0±7.8 日（平均±SD） 中央値 7日  

     (2007 年 7.7±10.6 日 中央値 5日) 

内 訳 心臓カテーテルのための入院 136 例    （2007 年  137 例） 

     術前の入院         44 例   （2007 年   28 例） 

     術後管理のための入院    38 例   （2007 年   31 例） 

     原病の管理（心不全、不整脈など）3例   （2007 年  12 例） 

     その他（心疾患患者の上気道炎、胃腸炎など）14 例   （2007 年  13 例） 

心臓カテーテル検査 147 件 （2007 年 150 件） 

うち intervention 26 件(17.7%) （2007 年 25 件-16.7%） 

  バルーン拡大術  大動脈縮窄 7 件 

            （うち 1件は大動脈弁狭窄も同時に施行）   

           大動脈縮窄再狭窄 1 件 

           末梢性肺動脈狭窄 7 件 

  コイル留置術     動脈管開存コイル閉鎖 5 件    

           Fontan 手術前の体-肺動脈側副血行路コイル閉鎖術 2 件   

           Fontan 手術後の静脈-静脈側副血行路コイル閉鎖術 1 件   

    その他      心房中隔裂開術 3 件 



入院患児のエコー検査 

 video 記録された full study 333 件 （2007 年 290 件） 

 

 

1.2 外来 

月（武田）、水（村上）、木（上野） 

2008 年 11 月より 月（八鍬）、水（上野）、木（武田）の週３回 

外来検査 

外来エコー検査 654 件 （2007 年 663 件） 

ホルター心電図 132 件 （2007 年 160 件） 

運動負荷心電図（トレッドミル） 3 件 （2007 年 5 件） 

 

1.3 手術（北大循環器外科小児グループ） 

2008 年 115 件 

 

 

2. 関連病院心外来など 

 

週 1 回 

 市立札幌病院（武田） 

月 2回 

 KKR 札幌病院（八鍬、6月から 10 月まで上野も） 

 天使病院（村上、11 月から山澤） 

 市立千歳市民病院（八鍬、10 月まで武田も） 

 帯広厚生病院（上野、6月から月 2回－上野、八鍬） 

月 1回 

 釧路日赤病院（村上、八鍬 4 月から月 1回－村上） 

 市立美唄病院（上野）、市立根室病院（八鍬、6月から古川） 

 北海道中央労災病院せき損センター（旧美唄労災病院）（上野） 

 町立中標津病院（武田）、日鋼記念病院（村上、11 月から山澤） 

 倶知安厚生病院（上野）、苫小牧王子病院（村上、11 月から武田） 

 天使病院−成人先天性心疾患外来（村上、11 月から上野） 

 



隔月 

 札幌厚生病院（上野、3月まで毎月、4月から隔月）、 

 北海道がんセンター（旧国立札幌病院）（武田、3月までで終了） 

その他 

 市立三笠病院（年 1回－村上） 

学校心電図など 

札幌市（村上、上野  11 月から上野、山澤）、江別市（上野）、石狩市（村上）、千歳市

（八鍬）、北海道医師会（村上）、伊達市（村上） 
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