
　この度、平成26年７月より、市原紀久雄理事長、中村正院長はじめ循環器内科の先生方の
ご支援のもと、心臓血管外科外来を新たに開始する事となりました。伝統ある川崎病院におい
ての新規外来という事で、大阪大学心臓血管外科としても非常に光栄であり、当科の澤芳樹教
授に代わりお礼を申し上げます。

　大阪大学心臓血管外科は現在、開心大血管手術を年間600例近く行っており、これは国立大学病院で全国１位の症
例数です。大阪大学心臓血管外科での診療の特徴を以下にご説明します。

心臓血管外科外来を新設しました
仲村 輝也大阪大学 心臓血管外科 講師

　内科的薬物治療の困難な重症心不全に対し当科で行っている外
科治療の柱は　1. 心筋再生治療　2. 補助人工心臓　3. 心臓移植
です。心筋再生治療は世界で初めて当科で開発した「骨格筋芽細胞
シート」を用いた高度先進医療として行っております。これまで28
例の患者さんに施行し、日本全国はもとより海外からも患者さんが
来られる程の有望な治療法です。最重症例には埋め込み型補助人
工心臓、心臓移植が選択されますが、これらも全国一の症例数と
研究実績を上げています。

　従来通りの胸骨正中切開の手術に代わり、より体の負担が少ない
手術法として開発されたのがMICSです。これは7-8cm程度の切開
で小さく開胸して行う手術です。弁膜症治療、冠動脈バイパス術な
どの手術において適応となり、早期の社会復帰が可能です（図１）。

　MICSよりもさらに低侵襲手術として開発された方法であり、人
工心肺を使わず脚の付け根から挿入されたカテーテルで人工弁を留
置する画期的な治療法です。従来の手術が困難な高齢者や重い合
併症を抱えた患者さんには非常に有用な方法です（図２）。

　手術のリスクの高い胸部、腹部大動脈瘤に対して、開胸や開腹を
せずにカテーテルでの血管内治療を行っています。高齢者はもとより、
若年者に対しても侵襲、合併症が少なく早期の社会復帰が可能な術
式です（図3）。

　大阪大学はこの様に多岐にわたりそれぞれ専門医グループで治療
に取り組んでおり、重症例が多いにも関わらず手術死亡は１%台と
良好な成績を保っております。やや遠方ではありますが、大阪大学
での手術をご希望の患者さん、緊急手術の必要な症例は積極的に
受け入れさせて頂きます。またセカンドオピニオンや治療方針に迷
われる症例などでも是非ご紹介頂きたいと思います。専門医の観点
から、外科治療のタイミングや適応について言及させて頂きます。
循環器内科と心臓血管外科は共通の疾患を扱う、いわば車の両輪
の様な関係です。川崎病院循環器内科の実績が増加している中、
今後、外科治療についても検討を要する症例が増えてくるものと予
想されます。微力ながら川崎病院の循環器診療に貢献できれば幸
いです。

心不全治療

低侵襲心臓手術（MICS）

低侵襲大動脈瘤手術（ステントグラフト手術）

経カテーテル的大動脈弁置換術（TAVI） 心臓血管外科外来について
診察日　毎週火曜日　午前
ご予約、お問い合わせ窓口
　　医療法人川崎病院　地域医療連携室
　　電話：078-511-3133（開業医専用番号）

図２．経カテーテル的
大動脈弁置換術（TAVI）

図3. 胸部大動脈瘤に対する
ステントグラフト手術

図１．低侵襲心臓手術（MICS）の創部

従来の創部 MICSの創部
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消化器内科 医長
（内科兼任）
もりもと ひろ　き

森 元 宏 樹

専門分野
消化器内科、一般内科

趣味　映画、温泉

一言メッセージ
　本年５月より川崎病院で勤務させて頂いておりま

す。患者様にとって、できる限り痛くない内視鏡治療、

検査を今後とも心がける所存です。地域の先生方には

今後、お世話になることと存じます。よろしくお願い

申し上げます。

消化器内科 医員
（内科兼任）
う　　　　し　ほう

于 　 志 峰

専門分野
消化器内科、一般内科

趣味　読書

一言メッセージ
　大阪の野崎徳洲会病院で救急医療と一般内科を３年

間研修して参りましたが、内視鏡治療に魅かれ、更な

る高度な技術を身に付けるため、川崎病院の消化器内

科で研修させて頂くことになりました。一流の内視鏡

医を目指して日々研鑽しております。

専　門　特　殊　外　来　担　当　医　表 専門特殊外来は予約（または一般外来の受診）が必要です。

診　療　科 月 火 水 木 金 土（第２・４は休診）

内　　科

午前 【糖尿病外来】
市原 紀久雄

【糖尿病外来】

【糖尿病外来】
大塚 章人

【脳神経外来】
篠山 隆司

【糖尿病連携合併症外来】
村井 潤

・・・・・

・・・・・

【糖尿病外来】
大塚 章人

【神経内科外来】
本岡 里英子

【呼吸器外来】
畠山 由記久 ・・・・・

午後

阪尾 淳 柴北 宗顕 殿元 康仁

【腎臓外来】

【リンパ浮腫外来】
要外来受診
八杉 悠

粕本 博臣
【呼吸器外来】
徳永 俊太郎

【腫瘍外来】
茶屋原 菜穂子

【禁煙外来】
中村 正（1・3・5）
久保 聡子（2・4）

【血液外来】
飯田 正人 ・・・・・

循環器内科
午後

・・・・・ 【心臓血管外科外来】
仲村 輝也

【ペースメーカ外来】
(第1・3)

・・・・・・・・・・ ・・・・・

・・・・・・・・・・

午前

午前

・・・・・ ・・・・・
【直腸肛門外来】
柴北 宗顕

10：00～11：00

【直腸肛門機能外来】
（第1、第3）

【直腸肛門外来】
柴北 宗顕

14：00～15：30

・・・・・

・・・・・

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・

外　　科

午後

【乳腺外来】

13：30～14：30

【直腸肛門外来】

14：00～15：00

【乳腺外来】

13：30～14：30
・・・・・ ・・・・・

・・・・・

整形外科 午前 ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・

・・・・・

形成外科

午前 ・・・・・

・・・・・

・・・・・ ・・・・・

【スポーツ外来】
戸祭 正喜

耳鼻咽喉科 午後

午後

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・ 【補聴器外来】要外来受診
（第１、第3、第4、第5） ・・・・・ ・・・・・

・・・・・

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・

久保 聡子

【ストマ外来】
（第2・4）

その他、各診療科にて力を注いでいる疾患・治療 注）学会など諸事情により代診、休診になる場合もあります。
　　あらかじめご了承ください。

標榜科 専　　　門 医師名および診療曜日 標榜科 専　　　門 医師名および診療曜日

内科

糖　尿　病 市原 紀久雄（金曜 午前）
大塚 章人（月曜 午前）

消化器内科

悪性疾患（膵臓癌、胆管癌等）により
黄疸が出た時のステント減黄術 前田 哲男（月曜 午前／水曜 午前）

野村 祐介（火曜 午前／木曜 午前）
西田 悠（金曜 午前）

多田 秀敏（火曜 午前／金曜 午前）※内科2診で診察
消化器癌の早期発見と

内視鏡治療

肥満、高脂血症、痛風 中村 正（月曜 午前／水曜 午前）

循環器内科 冠動脈疾患
全医師が対応致します

血　　　　液 飯田 正人（月曜 午前／水曜 午前／木曜 午前）

末梢動脈疾患

腎　　　　臓 粕本 博臣（水曜 午前）、櫨木 聡（月曜 午前）

整形外科
小  児  全  般 戸祭 正喜

（月曜 午前／金曜 午前）耳鼻
咽喉科

睡眠時無呼吸症候群

下屋 聡子
（月、水、木、金、土 午前）
土曜日は第3・5のみ

手　全　般

中　耳　炎

スポーツ障害全般

アレルギー性鼻炎

形成外科

眼瞼下垂
熱傷を含む外傷 八杉 悠

（月、火、木、金、土 午前）
土曜日は第3のみ

副  鼻  腔  炎

良性・悪性の皮膚腫瘍
美容医療
褥瘡

扁　桃　炎

歯科
口腔外科

感　染　症

全医師が対応致します

声帯ポリープ

腫瘍（悪性、良性）

突発性難聴

顎　骨　骨　折

顔面神経麻痺

インプラントおよび
インプラントのための骨再生

眼科 涙  道  手  術 松場 眞弓（火、水、金 午前）

　 電話 078-511-3133 ／ FAX 078-511-3297ご予約は地域医療連携室まで電話またはFAXにてお申し込み下さい。

新入職医師のご紹介


