
高松市民病院外科です｡ いつも患者さんを御紹介
いただきありがとうございます｡ 当科は良いチーム
ワークをモットーに日々診療に取り組んでいます｡
当科の特徴は､
１. エビデンスのある最新の治療
２. 最先端の内視鏡手術
３. 高難度肝胆膵手術
４. 緩和治療を含む全人的な癌治療 です｡

診療科の紹介
担当する領域は一般外科､ 消化器外科､ 末梢血管

外科､ 乳腺・甲状腺外科などです｡ 呼吸器疾患につ
いては昨年４月に開設した呼吸器外科において診療
させていただいています｡ 医療事故を防ぐこととチー
ム医療､ 医療の標準化のために複数の医師による診
療を行い､ 手術症例に対しては､ 毎週１回内科医､
病理医､ 放射線科医を交えた癌カンファレンスを行っ
ています｡
スタッフ紹介

和田大助 院長 徳島大学臨床教授
昭和55年徳島大学卒 趣味 ジョギング
福田 洋 診療部長 徳島大学非常勤講師
昭和58年徳島大学卒
趣味 海で遊ぶ (釣り､ ヨット)､ テニス

井内正裕 医長 昭和62年徳島大学卒
趣味 オペラ (を演じる)
尾形頼彦 医長 平成８年徳島大学卒
趣味 アウトドア全般
小笠原卓 医長 平成12年徳島大学卒
趣味 映画 (SF､ アクション系)､ ゲーム､ 剣道
四方祐子 医員 平成19年徳島大学卒
趣味 ゴルフ､ マンガ

専門医・認定施設など
日本外科学会､ 日本消化器外科学会､ 日本消化器

病学会､ 日本肝臓学会､ 日本がん治療認定医機構の
指導医が複数在籍し､ 各学会の認定施設となってい
ます｡
内視鏡手術
腹腔鏡下手術は､ 傷が小さく痛みが少ない､ 肺機

能の低下が少ない､ 離床が早い､ 消化管運動の回復
が早い､ 術後の腸閉塞が少ない､ 入院期間が短いと
いった利点が注目されています｡
当院での腹腔鏡下手術は質の高い医療を如何に体

の負担が少なく提供できるかを常に追及して行って
います｡ 現在消化器手術のおよそ８割を内視鏡下に
行っています｡ 胃癌の腹腔鏡下手術では胃全摘が必
要な場合も含めて追加の傷を必要としない完全鏡視
下手術を基本としており傷はほとんど目立たなくな
ります｡ また､ 従来は永久人工肛門を余儀なくされ
てきた肛門に近い直腸癌対して ｢究極の肛門温存手
術｣ といわれる内肛門括約筋切除術を腹腔鏡下に施
行しています｡ 胆石症､ 虫垂炎､ 一部の胃大腸疾患､
ソケイヘルニアなどで導入している単孔式手術では
通常２－３㎝必要な１箇所の孔を臍内の約1.5㎝の傷
で手術可能になるように工夫しています｡ このよう
に､ ｢患者さんにやさしい｣ 医療を目標に今後も工夫
を重ねていきます｡
肝胆膵疾患
肝臓癌､ 胆管癌､ 膵臓癌などの高難度手術を積極

的に行っています｡ 日本肝胆膵外科学会の高度技能
指導医が２人在籍しています｡ 高難度手術でも安全
性と根治性が両立できるように日々努力しています｡
腹腔鏡下肝切除術および膵体尾部腫瘍切除術の施設
認定も取得し､ 低侵襲手術を導入しています｡ 症例
によって拡大根治手術を選択することもあれば､ 抗
がん剤､ 動脈塞栓術､ ラジオ波焼灼術や緩和治療を
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行う場合もあり､ 症例により最も適切な治療を選択
します｡
乳腺・甲状腺
乳がんは日本人の女性のがんで一番多い疾患です｡

40代をピークに今後も増え続けることが予想されて
います｡ 早期診断されれば100％完治する疾患でもあ
ります｡ 当科では毎日､ マンモグラフィー､ エコー
による検診を行っています｡ がんが疑われた場合､
当院では病理医が常勤していますのでその日のうち
に病理診断が可能です｡ 手術は､ 乳房温存手術が主
体です｡ 必要であれば術前化学療法を施行し､ なる
べく乳房温存手術を行い､ 美容を考えた治療を心が
けています｡ 術後ホルモン療法は紹介先の医院で行っ
ていただいています｡ 進行がんの場合は術後化学療
法を乳癌学会の推奨する方針に従って行います｡ 化
学療法は外来化学療法室を使用し､ 通院しながら治
療ができます｡ また当院には放射線科がありますの
で､ 骨転移の精査や､ 場合によっては放射線療法が
可能です｡ 平成24年度からは形成外科が開設され､
一期的乳房再建術が可能となりました｡
女性に多い疾患として甲状腺疾患があります｡ 当

院では甲状腺がんに対する甲状腺切除術のほか､ 甲
状腺機能亢進症 (バセドー病) に対する甲状腺亜全
的術も施行しています｡ また､ 副甲状腺機能亢進症
による高カルシウム血症に対して副甲状腺摘出術を
当院泌尿器科との連携で行っています｡
末梢血管疾患・腹部大動脈・リンパ浮腫､ ペースメーカー植え込み
末梢血管疾患にも対応しています｡ 循環器科と連

携してペースメーカーの植え込みも行っています｡
癌治療一般について
各学会の治療ガイドラインに沿った､ エビデンス

を重視した治療方法を選択します｡ より細かく癌の
性質や本人の希望を考慮し､ 一人一人にあった治療
(テーラーメイド治療) を目指しています｡ また､ イ
ンフォームドコンセントを十分に行い､ セカンドオ
ピニオンも積極的に取り入れ､ 患者さんが満足され
る､ 信頼される医療を目指しています｡
抗癌剤治療にあたっては､ がん治療認定医機構医

の指導の下に､ 安全に化学療法を行っています｡ 当
院の化学療法委員会とも連携し､ 外来化学療法を積
極的に取り入れています｡ 最新の分子標的治療薬な
ども駆使し､ リザーバーなども積極的に利用して治
療効果と共に生活の質も保たれるよう配慮していま
す｡ 末期患者さんに対しても､ 緩和医療チーム (井

内リーダー) の指導の下に ｢術後から地域まで連携
する緩和医療｣ を目指し日々研鑽を積んでいるとこ
ろです｡

救急対応
消化管穿孔､ 腹膜炎､ 胆嚢炎､ 虫垂炎､ 腸閉塞､

外傷などの救急疾患も含めて､ すべての疾患に対し
て24時間対応できるように外科医が待機しています
(病院あるいはオンコール)｡ 時間外に診察のご希望が
あれば､ 外科医に直接､ あるいは病院の日当直医に
ご連絡いただければ迅速に対応させていただきます｡
病診連携
近隣の医療機関と密に連携を取り､ ご紹介いただ

いた患者さんは急性期を過ぎればなるべく早く逆紹
介させていただいています｡ 普段は地域の先生方に
経過観察をお願いし､ 何か問題があれば何時でも診
療できる体制となっています｡
手術症例数 平成23年１月から12月まで

胃がん切除 17例
大腸がん切除 26例
肝がん切除 20例
胆道膵手術 36例
虫垂炎 19例
ヘルニア 25例
末梢血管 45例
心臓ペースメーカー ６例
その他 (PEG等)
総手術例 397例

以上がわれわれ高松市民病院 外科の概要です｡
手前味噌になりますが､ 個々の能力はもちろんチー
ムワークも申し分なく､ 多忙の中でもより良い治療
を目指し､ 患者さんが満足して帰られる様頑張って
います｡ 貴重な症例を御紹介くださるようよろしく

平成24年10月13日�に第１回高松市立病
院学会がミューズホールにて開催されました｡
沖縄県立中部病院医療部長の本竹 秀光
先生をお招きして医療のチームワークとは
～沖縄県立中部病院の経験から考える～の
ご講演を頂く他に院内から12題の演題発表
があり盛大に学会が終了しました｡

第１回高松市立病院学会

m7711
タイプライターテキスト

m7711
テキストボックス
お願いします。
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区 分 月 火 水 木 金

内 科

午前

１診 友兼 毅
(消化器)

星島 康男
(内科・血液)

香川大学医学部
(糖尿病) 要問合せ

星島 康男
(内科・血液)

２診 荒木みどり
(循環器)

横山 倫子
(膠原病)

荒木みどり
(循環器)

藤村 光則
(循環器)

藤村 光則
(循環器)

３診 河野 洋二
(呼吸器)

岸本 伸人
(呼吸器)

河野 洋二
(呼吸器)

岸本 伸人
(呼吸器)

岸本 伸人
(呼吸器)

４診 吉野 すみ
(内科・消化器)

田中 育太
(消化器)

友兼 毅
(消化器)

吉野 すみ
(内科・消化器)

田中 育太
(消化器)

午後

１診 星島 康男
(内科・血液)

三枝 明子
(内科)

総回診

高岡 慶史
(消化器)

２診 藤村 光則
(循環器)

３診 岸本 伸人
(呼吸器) 女性外来 (女性医師)

【毎月第2､4水曜日】
要予約４診 河野 洋二

(禁煙外来)

精 神 科 午 前 安平 洋
(再診のみ)

安平 洋
(再診のみ)

安平 洋
(再診のみ)

小 児 科

午 前 大橋 博美 大橋 博美 交替 渡邊 俊之 渡邊 俊之

午 後 渡邊 俊之

渡邊 俊之
・乳児健康診断
(13時30分～14時30分)
・一般診療
(午後14時30分～)

予防接種

大橋 博美
・乳児健康診断
(13時30分～14時30分)
・一般診療(14時30分～)

渡邊 俊之
・アトピー外来
(午後13時30分～)

大橋 博美

外 科

午前
１診 和田 大助 小笠原 卓 福田 洋 尾形 頼彦 井内 正裕

２診 四方 祐子 三� 伯幸
(呼吸器外科) 四方 祐子 三� 伯幸

(呼吸器外科)

午後
１診 福田 洋

(肝・胆道・膵臓)
尾形 頼彦

(消化器一般・内視鏡外科)
井内 正裕
(乳腺・甲状腺)

小笠原 卓
(消化器一般・内視鏡外科) 小笠原邦夫

２診 総回診

整 形 外 科
午前

１診 笠井 時雄 三宅 亮次 三宅 亮次 笠井 時雄 乾 亜美

２診 乾 亜美 笠井 時雄 乾 亜美 乾 亜美 三宅 亮次

午 後 手術 手術 手術 手術 検査

脳神経外科
神経内科※１
(月１回木曜午前

要問合せ)

午 前 白川 典仁 関貫 聖二 白川 典仁
神経内科(徳島大学)月１回

関貫 聖二
交替 (要問合せ)

午 後 交替 (要問合せ)

皮 膚 科
午 前 古北 一泰 古北 一泰 古北 一泰 古北 一泰 古北 一泰

午 後 小手術・処置 小手術・処置 皮膚科手術

形 成 外 科
(24.4月開設)

午 前 杉野 博崇
(予約患者のみ) 杉野 博崇 杉野 博崇 杉野 博崇 杉野 博崇

午 後 手術

泌 尿 器 科
午 前 藤澤 尚人 大森 正志 藤澤 尚人 天野 慎二 大森 正志

午 後 手術 天野 慎二 手術 検査 手術

産 婦 人 科
午前

妊婦検診 山下 瑞穂 森 英俊 大野 義雄 山下 瑞穂 森 英俊

婦人科 大野 義雄 森 英俊 森 英俊 山下 瑞穂 大野 義雄

午後 (紹介のみ※２) 検査・手術 検査・手術 検査・手術 検査・手術 検査・手術

眼 科
午 前

谷 英紀 谷 英紀 谷 英紀 谷 英紀 谷 英紀

石丸 真弓 石丸 真弓 石丸 真弓 石丸 真弓 石丸 真弓

午 後 石丸 真弓
(新患のみ) 手術 手術 石丸 真弓 検査

耳鼻咽喉科
午 前

近藤 昭男 近藤 昭男 近藤 昭男
武市 充生

近藤 昭男

武市 充生 武市 充生 武市 充生 武市 充生

午 後 交替 検査 交替 手術 小手術

放 射 線 科 午前・午後 林 義典
谷脇 貴博

林 義典
谷脇 貴博

林 義典
谷脇 貴博

林 義典
谷脇 貴博

林 義典
谷脇 貴博

麻 酔 科
午 前 中井 隆博

午 後 手術

※１ 神経内科 (徳島大学医師) の診療は､ 不定期ですので脳神経外科へお問い合わせください｡ 【連絡先�087�834�2181】
※２ ご紹介の方は､ 地域連携室までご連絡ください｡ 【連絡先�087�834�2181 内線188】

【受付時間】 新患の方�午前８時30分～午前11時､ 午後１時～午後４時 (内科は午後３時まで)
再来の方�午前８時30分～午前11時30分､ 午後１時～午後４時 (内科は午後３時まで)
尚､ この表は変更することがありますので､ 詳しいことは各科にお問い合わせください｡ 【連絡先�087�834�2181】

発行元：高松市民病院地域医療連携室 〒760-0005 高松市宮脇町２丁目36－1 TEL 087-834-2181 FAX 087-834-2223




