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注）不整脈に対するカテーテルアブレーション治療目的で御紹介いただく場合は、可能な限り
火,木曜日の外来（担当：藤田，藤井）に御紹介をよろしくお願い申し上げます。
ディバイス外来（1,2,3 週のみ）

三重大学病院循環器内科，腎臓内科
～患者様をご紹介ください～
１. FAX 新患予約
「診療予約申込書」(三重大学医学部附属病ホームペー
ジ http://www.hosp.mie-u.ac.jp の「医療機関の方へ」
からダウンロード 可 )に必要事項を御記入 の上、
FAX059-231-5541 に送信してください。15 分以内に折
り返し FAX で診療予約の回答をさせていただきます。

２.緊急受診、ご相談等
下記、循環器内科,腎臓内科救急ホットラインへ直接お
電話下さい。病棟主任が直接対応させていただきます。

循環器内科,腎臓内科救急ホットライン
三重大学病院循環器内科，腎臓内科連絡先（直通）
内科外来：059-231-5146
病
棟：059-231-5101
F A X：059-231-5518
研 究 棟：059-231-5015
患者様の紹介、相談にご活用ください。
本機関誌に関するご意見、ご質問は下記
メールアドレス、または当科 HP まで。
naika1@clin.medic.mie-u.ac.jp

