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マックシールプレス （2014 年 5 月号） 

巽病院のとりくみ と 外科に高井医師着任！

石橋循環器カンファレンスとは、石橋地域の診療所の先生

方にも巽病院にお越しいただき、循環器疾患をテーマにして

いる勉強会です。 

毎年 2月ごろに開催しており、今年で第 8回を迎えました。 

当院からは、 

心臓血管科 土谷 哲生 医師 

 「冠動脈瘤を伴った冠動脈肺動脈瘻の１例」 

心臓血管科 石河 開 医師 

  「冠動脈起始異常の 1例」 

  の講演をいたしました。

日時：平成 26年 5 月 31日(土)  12：30～16：00 

会場：池田市民文化会館  入場無料 

内容： 

①体験・相談コーナー

・脳年齢、骨密度、動脈硬化などの測定

・医師による医療相談

・ケアマネジャーによる介護相談

②認知症サポーター養成講座(要事前申込み)

③市民公開講座

・「狭心症と心筋梗塞」 土谷哲生先生

・「鏡視下手術（腹腔鏡下手術）について」 大山司先生

・私立宣真高校吹奏楽部による演奏

③高齢者グッズ、福祉用具の展示販売

※お問合せ 

巽病院 ＴＥＬ ０７２－７６３－５１００ 

URL http://www.mcsyl.com/index.html 

＊石橋地区の診療所勤務医対象です。 

日時：平成 26年 6 月 21日（土） 15：30～17：20 

会場：医療法人マックシール 巽病院 C棟５階 

内容： 

「除脈性不整脈に対する、 

当院でのペースメーカー治療について」 

巽病院 副院長 蓑原 靖一良 先生 

「日常臨床で知っておきたい不整脈診療のポイントと 

その落とし穴～誤解してはいけない重要ポイント～」 

大阪大学大学院 循環器内科 

/ 先進心血管治療学寄附講座 

准教授 奥山裕司 先生 

～巽からの提案 Ｓａｖｉｎｇ Ｙｏｕｒ Ｌｉｆｅ～ 

家族のために 自分のために 健康に生きる ＰａｒｔⅨ 

＊地域の皆さまのご参加をお待ちしております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごあいさつ 

巽病院外科は、2014年 1月から、大山、高井の 2人常勤医体制となり、地域の患者様の要望

に応えるべく、日々業務に従事しております。両医師とも消化器外科の専門医で、消化管の悪

性疾患（胃癌、大腸癌）を初め、胆石症、虫垂炎、痔核、鼠径ヘルニアなどの疾患に対応して

おります。 

小さい創（きず）で手術を行う、鏡視下

（腹腔鏡）手術を主体とした術式を採用し

ており、身体への負担がより少なく（特に

高齢の方に利点となります）、創痕（きずあ

と）がより目立たない（整容性を重視され

る方に利点となります）手術を患者様に提

供できるよう努めております。 

鏡視下鼠径ヘルニア修復術（TEP） 

鼠径ヘルニア（いわゆる脱腸）は、高齢化に伴い珍

しい病気ではなくなっています。この病気の治療法は手

術のみで、当院では、へそに接した小さい創（きず）で

鼠径ヘルニアを治療する鏡視下鼠径ヘルニア修復術

（単孔式）を主体として治療を行っています。 

この術式の主な利点は、①創が小さい、②ヘルニア

を修復する部位を術者も助手も目でしっかり確認でき

る、③術後の疼痛等の合併症が少ない、ことです。平

均在院日数は、3 - 4日間（手術当日朝に入院）です。 

右の写真は、術後 6 ヶ月時点の創部を撮ら

せていただいたものです。創は、その後も

時間をかけて目立たなくなっていきますの

で、通常は時間が経てば、ほとんどわかり

にくくなります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師 高井 惣一郎 医師 大山 司 

医療法人マックシール 

巽病院 外科 

その他の手術 

胆石症に対する腹腔鏡下胆のう摘出術（軽症例

は単孔式で対応）、虫垂炎（いわゆる盲腸）に対

する腹腔鏡下虫垂切除術、痔核（いぼ痔）に対す

るジオン療法など、良性疾患に対する手術を行っ

ています。 

また、悪性疾患である胃癌や大腸癌に対するリ

ンパ節郭清を伴う胃切除術や大腸切除術にも積

極的に対応しており、適応に応じて、これらの手

術も腹腔鏡下に行います。 

年間手術数 

胃癌 10例 

大腸癌 30例 

鼠径ヘルニア 30例 

 （単孔式鏡視下鼠径ヘルニア手術 15例） 

胆石症 10例 

 （単孔式腹腔鏡下胆のう摘出術 5例） 

肛門疾患手術 20例（ジオン手術 10例） 

など計 120例 

化学療法 

 当院に掛られた悪性疾患（胃癌、

大腸癌など）の方の進行度によっ

て、ガイドラインに基づき抗癌剤

投与も行います。 

おわりに・・・ 

巽病院外科では、患者様が必要とする治療を、できるだけ身体への負担を少なく、安全に

しかも迅速に患者様へ提供することを、最優先に考えています。また、その治療がなぜ必要

かを、わかりやすく丁寧に患者様にお伝えすることを最重視して日々の診療に当たっていま

す。わからない点などがあれば、いつでもご遠慮なくお尋ねください。 



巽病院 外来診療担当医表 

午前診  診察 9：00～ （受付 8：00～11：30） 

月 火 水 木 金 土 

内  科 田中(雅) 高村 石河 白石 田中(雅) 尾﨑 

心臓血管科 石河 土谷 森田 石河 蓑原 土谷 

総  合 巽 蓑原 巽 蓑原 巽 

整形外科 
中尾 

市川 大野 
中村 中尾 第 1．3．5 大野

中村 上島 中井 第 2．4 ※ 曲直部

外  科 戸田 高井 
高井 

大山 大山 川村 
戸田 

夜診  診察 17：00～ （受付 16：30～19：00） 

月 火 水 木 金 

内  科 
第 1.3.5.田中(雅) 

尾﨑 森田 土谷 藤田 
第 2.4.蓑原 

総  合 巽 

巽 巽 
整形外科 中尾 大野 

17：30～ 

中野 

外  科 （巽） 高井 大山 
第 1．3．5 巽

松村 
第 2．4 蓑原 

神経内科 
斎藤又は 

木村(紀) 

特殊外来 
(予約要) 曜日 時間 担当医 

乳腺・甲状腺専門外来 第 1．3 土 9 時～12 時 長田 

女性外来 
第 2．4 月 15 時～17 時 

竹谷(女医) 
第 4 土 9 時～11 時 40 分 

保存期腎不全外来 水 17 時～18 時 金川 

ＡＧＡ外来 土 12 時～13 時 蓑原 

睡眠 呼吸障害外来 
水 18 時～19 時 小田垣 

金 17 時～19 時 石河 

※印 一部変更しました。 

(予約不要)※ 担当医 

心臓ペースメーカー外来 蓑原 

膝／スポーツ外来 大野 

手の外科外来 中村 

睡眠 呼吸障害外来 高村 

禁煙外来 高村 

 

お知らせ 

心臓血管科では狭心症・心筋梗塞等に対

するカテーテル（血管内に細い管を入れ

る）検査・治療を 24 時間体制でおこな

っております。詳しくは巽病院ホームペ

ージをご確認ください。 

URL：http://www.mcsyl.com/ 

※担当医の診療時間内にお越し下さい。
2014/5
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