
 

 

 
 

 

肺塞栓症は肺動脈が血の塊（血栓）で詰まる疾患で、「エコノミー症候群」とも呼ばれ、急性

心筋梗塞よりも死亡率が高いとも言われる病気です。肺動脈が詰まって肺に血液が届かなくな

り、血中に酸素が取り入れられず、息苦しくなり、息を吸うときに胸が痛くなる、冷や汗をか

くなどが一般的な症状です。さらに進むと血圧が下がって失神やショック状態を引き起こし、

最悪の場合は突然死にいたります。 

 

 

 ①血をサラサラにする抗凝固療法 

 新たな血栓ができないための投薬治療で一般的にヘパリン（静脈注射）と 

 ワーファリン（経口薬）を使います。 

②カテーテル血栓除去術 

 肺動脈内の血栓の近くまでカテーテルを進めて吸引する方法、血栓に血栓溶解薬を噴射する方法があります。 

 カテーテル治療のため、患者さんの身体への負担が軽減されます。吸引法は「リスクが高い」という意見も 

 ありますが、当院では合併症を発症することなく、的確に治療を行っています。また、カテーテルでは 

 除去できない場合は外科的手術で取り除くことも可能です。 

③下大静脈フィルター 

 脚の静脈にできた血栓が流れて肺に行かないように予防するために静脈内にフィルターを留置します。 

 

 

足の筋肉をしっかり動かし、深部静脈に血を滞らせないことにつきます。入院患者さんなど身体を動かせない 

場合は足の表在静脈に圧力をかけて深部静脈の流れを良くする弾性ストッキングを装着し、 

早期離床を勧めます。そして、足がむくんだ後に息苦しいと感じたらすぐに専門医の受診を。 

当院にも様々な段階の肺塞栓症の患者さんが来られますが、発見が遅れ、後遺症が残ったり、 

慢性肺塞栓症になる方や心肺補助装置（ＰＣＰＳ）を用い、なんとか救命した方もおられます。 

 血栓はＣＴやエコーで見つけることができますから、思い当たる方はご相談ください。                                  

 
 

 平成２７年度４月に新入職オリ

エンテーションが行われました。 

 

 本年度の城山病院新入職員数は

７０名で、内訳としては医師６

名、研修医師１名、看護師２７

名、准看護師１名、臨床工学技士

６名、臨床検査技師１名、診療放

射線技師４名、薬剤師３名、管理

栄養士１名、理学療法士８名、作

業療法士３名、メディカルサポー

ト１名、医師事務作業補助１名、医療事務５名、事務２名

となります。緊張した面持ちの新人たちでしたが、入職式

では社会人としての目標や意気込みを立派に語っていまし

た。 

 フレッシュな新人たちが、これからどんなカラーを見せ

てくれるのか、皆さんの活躍に期待です。 

 

 

日本内科学会認定内科医 

腹部ステントグラフト実施医 

下肢静脈瘤血管内レーザー実施医 

●肺塞栓症とは 

●治療方法 

●予防の仕方 

経営理念 城山病院は患者さまのために存在します 

http://www.shiroyama-hsp.or.jp/ 

城山病院 広報誌 医療法人 春秋会 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 飛躍的な増加の要因は？ 
 

２０１２年からの手術実績としては消化器センターの３年間の手術件数です。手術件数は増えていませんが、そのうちの

腹腔鏡手術の増加が著しいことが判ります。これは執刀する外科医とそれを支える麻酔科医、看護師、さらには臨床検査

技師や手術チームを招集する職員など、非常に多くのスタッフの協力体制が確立、強化されたためです。緊急手術におい

てもこのチームが即座に動くことで腹腔鏡手術が可能になり、昨年の緊急手術の４割弱が腹腔鏡手術と言う結果になりま

した。この手術の患者さんにとってのメリットは、開腹手術と比較して、傷口が小さいので痛みが少なく、回復期間が早

いので開腹手術に比べて早期退院が可能です。高齢者の方にも身体への負担が少なく、また、仕事を休む期間が短いので

助かるという声を頂いています。 

   おなかに小さな穴を数か所開けて、そこから筒状の内視鏡を入れて、 

おなかの中の様子を大きなテレビモニターに映し出して手術をする腹腔鏡手

術。城山病院消化器センター消化器外科ではその手術件数が急増しています。 

 

 腹腔鏡手術の適応疾患 
 

 腹腔鏡手術というとあまり重い病気では行わな

いのでは？と思われるかもしれません。胆嚢の手術から

始まった腹腔鏡手術は、その技術が急激に進歩し、今で

は大腸がんなどの悪性腫瘍の摘出を行えるなど、適用疾

患は大幅に増えています。当院で実施している代表的な

ものだけでも虫垂炎、大腸癌、胃がん、鼠径ヘルニア、

胆石など広範囲になっています。しかし、国は手術の安

全性を鑑み、「腹腔鏡下手術等における施設基準」を定

めているため、手術を行える病院は限られています。さ

らには、保険適応されるガイドラインも定められてお

り、当院ではこのガイドラインに沿って腹腔鏡手術を行

う疾患とそうでない疾患を厳密に決めています。また、

腹腔鏡手術中に、腹腔内の所見や手術時間など

から、このまま続けると危険だと判断した場合

は、すぐに開腹手術に切り替えて、手術をする

こともあります。 

 安全第一 
 

 「手術ができる」と「疾患を治療できる」とは全く違いま

す。医師には適切な判断、そして、手術技術の向上が欠かせ

ません。当院の消化器外科医師には、日本内視鏡外科学会技

術認定医も在籍し、若い医師たちの技術指導に努めていま

す。私たちの消化器センターは、まだまだ総手術件数は多く

はありませんが、「安全第一」を掲げて地域医療に貢献した

いと思っています。 

2012年 2013年 2014年
305 302 302

開腹手術 237 212 168

腹腔鏡手術 68（22.2%） 90（29.8%） 134（44.3%）

70 86 84

緊急開腹手術 67 75 52

緊急腹腔鏡手術 3（4.2%） 11（12.7%） 32（38.0%）

総手術件数

緊急手術件数

副院長 消化器センター長 

消化器外科 

石橋孝嗣 医師 

★→予約のみ診察  

 消化器センターの外来担当表 

午前 土本 横矢 川﨑 － 藤井
（消化器外科）

午後 － － －
富永

★（乳腺

検診）

－

午前 太田 松井 片岡 木村 新田
（消化器外科）

午後 － － －
木村

★（乳腺

検診）

－

午前 東野 土本 石橋 富永 －

午後 － － － －
三好

★（乳腺）

（乳腺検診）

午後 － － －
佐藤

★（乳腺

検診）

－

午前 太田 松井 石橋 － 三好
（乳腺）

午後 － － － － 三好
★（乳腺検診）

午前 担当医 － － － －
午後 － － － －

金曜日

土曜日

藤井/1・3・5週

片岡/2・4週

月曜日

火曜日

水曜日

東野 横矢

5診
(消化器外科)

（乳腺）

佐藤 新田
★（乳腺）

木曜日

午前

1診
(消化器内科）

2診
(消化器内科)

3診
(消化器外科)

4診
(乳腺)



 

 

 
 城山病院ではシーメンス社製の最先端のアンギオグラフィーインターベンションシ

ステム「Artis Q BA Twin」を平成2２６年８月に導入しました。関西で初めて導入さ

れたこの装置で、従来では困難だった検査や治療が可能になりました。 

 

 

 今回導入した装置は従来では困難であった１万６３８４階調を大幅に上回る６万５５

３６階調のデータ検出が可能になりました。つまり、従来装置では限界だった細かな血

管造影が瞬時に映し出せるということです。言い換えれば、放射線の量も少なくてす

み、患者さんの被曝量が格段に少なくなります。 

これは非常に画期的なことで、手術前に細かな血管の構造を十分に把握し、 

より的確な戦略を立てることによって、治療の成功率が格段に上がります。また、従来では治療に時

間のかかった動静脈奇形などの疾患でも被曝による合併症が減ります。 

さらにはＣＴ検査（コンピューター断層撮影法の略。身体の断面写真が得られる検査）と同様な画像

も同じ装置で可能になりました。アンギオ装置を使う手術中にも、ＣＴ検査を行いたい時があります

が、以前は患者さんをいったんＣＴ装置の所まで移動し検査をしなければなければなりませんでし

た。 

 

 

 この血管造影検査法※治療にも用いられています。カテーテルを入れ、それを使って目的の脳

動脈瘤にコイルを詰めるコイル塞栓術やステントを入れて狭窄した血管を広げるなどでＩＶＲ

治療あるいは血管内治療と呼ばれます。もともとは心臓血管で行われていた治療技術が脳血管

領域に広がりました。１９９７年に脳動脈瘤におけるコイル塞栓術が厚生省に認められ、それ

まで開頭手術に頼るしかなかった治療が、身体にメスを入れることなく実施できるようにな

り、急速に進歩しました。 

今では治療道具の開発も加速して１年単位で進歩しており、我々医師も研修をおろそかにする

と浦島太郎状態になります。当センターでは研修が奨励され、 

一人一人が最新技術習得に努めています。 
 

 

 

 

日本脳神経外科学会専門医 

日本脳神経血管内治療学会専門医 

日本脳卒中学会専門医 

 ※血管造影検査法とは 

血管内に造影剤を注入し、その流れをエックス線で撮影することによって、血管そのものの形状

や血流を観察する方法です。一般的には、手や足の血管からワイヤーを使って管（カテーテル）

を入れ、遠く離れた脳や心臓まで血管の走行に沿って推し進めていき、目的の部分の血管に達し

たところでエックス線を通しにくい造影剤を流し込み、撮影をします。 

常勤チームスタッフ（２０１５年４月１日現在） 

  センター長     村尾 健一 

  脳神経外科 ガンマナイフ室部長   安田 宗一郎 

  脳神経外科  主任部長   島野 裕史 

  脳神経外科 部長   井上 洋人 

  脳血管内治療科  部長   盛岡 潤 

  脳血管内治療科  医長   三輪 博志 

 脳神経外科   斯波 宏行 

  顧問    近藤 明悳 

  医師事務作業補助者    山本 晴美 

  医師事務作業補助者    中村 善理子 

ガンマナイフ適応治療症例 
  ガンマナイフの有用性や有効性がさらに明らかになり、新しくガンマナイフを導入する施

設が増加しています。現在、日本全国にガンマナイフを持つ施設は５０以上あり、（世界的

シェアの１/４を日本が占めています。）その中の1施設がこの城山病院です。 

当院では１９９７年９月からガンマナイフ治療を開始し、２０１１年１２月３１日までに４４９３例

を治療してきました。ガンマナイフバージョン４Ｃは、従来の装置に比べて安全性と治療精

度が確保されたといわれています。また、一回一回のショットをオートマティックに設定する

ため、体位変換の回数が少なくなったことが特徴です。これは患者さんにとって負担の軽減

につながり、快適に治療を受けていただけることになります。                   

    （脳・脊髄・神経センターガンマナイフ室部長 安田 宗一郎） 

脳・脊髄・神経センター 

脳血管内治療科部長 

盛岡 潤医師 

●被曝量が少なく、ＣＴ検査も可能 

●高度ＩＶＲ(Inter ventional radiology)治療 

保険適応 

 転移性脳腫瘍 

 脳腫瘍－髄膜腫､聴神経鞘腫､下垂体腺腫 

        頭蓋咽頭腫､松果体腫瘍、血管芽腫など   

 脳血管奇形－脳動静脈奇形､脳動静脈瘻              

     一部の海綿状血管腫 

保険外適応 

 三叉神経痛 

 
 三叉神経痛 

（機能性疾患） 

    2% 

 脳動静脈奇形 

（脳血管障害） 

    3% 

 原発性脳瘍 

 （悪性腫瘍） 

    2% 

平成24年の実績数225件
の症例が症例内訳です。 

 

 転移性脳腫瘍 

  （悪性腫瘍） 

    ８０% 

 

 その他 

良性腫瘍 

   ３% 

 
   髄膜腫 

（良性腫瘍） 

   ６% 

 

 
症例の内訳 

(H２４年施行の２２５件対象) 

聴神経腫瘍 

（良性腫瘍） 

   ４% 

 
 三叉神経痛 

（機能性疾患） 

    ２% 

 脳動静脈奇形 

（脳血管障害） 

    ３% 

 原発性脳瘍 

 （悪性腫瘍） 

    ２% 

ガンマナイフ治療実績 



 

 

 

 

〒583-0872 大阪府羽曳野市はびきの２－８－１ 

 

 

①形成外科、美容外科  
②形成外科専門医 

③電子カルテ等慣れない点も多

く、皆様には何かと御迷惑をお掛

けするかと思いますが、御指導、

御鞭撻の程、宜しくお願い申し上

げます。 

髙橋 猛先生 

 
 

①一般内科 
②BLS・ACLS・ICLS・ISLSプロバイダー 

③医師になってようやく５年が過ぎ

た若輩者ですが、その分より患者様

に近い目線に立つことができると思

います。ささいなお悩みでも結構で

すので何でもご相談ください。 

上田 忠弘先生 

 
 

①整形外科 

③分かりやすい説明、納得いく治

療を心がけます。 

池田 邦明先生 

 

①研修医 

③おはようございます！平成２７年４

月より研修医として勤務させてもらい

ます、玉岡滉平と申します。患者様、

地域に貢献できる医師を目指しており

ます。よろしくお願いします。 

玉岡 滉平先生 

 

 

①消化器外科、乳腺外科 
②マンモグラフィ読影認定  

③今年度から乳腺外科外来を担当さ

せて頂くこととなりました。乳癌は

日本人女性にとって最も罹患率の高

い癌であり、死亡率も上昇していま

す。しかし、早期に発見できれば、乳房を

温存できる確率も高まり、治療後のQOLも格

段にちがってきます。今まで不安で受診で

きなかった方も、女性ならではのきめこま

やかな医療を提供しますので、是非いらし

て下さい。 

冨永 智先生 

①診療科 ②専門医･認定医･学位  

③コメント 

患者サポート部 地域医療連携室 

福祉医療相談員（ＭＳＷ） 
    Tel 072-958-1000（代表） 

    Fax 072-959-0800  

    担当：梅原、三浦 

 

＜関連病院・施設＞ 

医療法人春秋会 介護老人保健施設 きし 

 
 

①脳神経外科 

③４月から城山病院脳神経外科に勤

務している斯波です。城山病院の一

員として、この地域の医療に貢献で

きるよう努力を重ねますので、どう

か宜しくお願い致します。 

斯波 宏行先生 

 
 

①消化器内科 

③分からない事があれば気軽に声を

かけて下さい。 

松井 將太先生 

脳神経外科 外科・消化器外科 形成外科 眼科

神経内科 消化器内科 美容外科 皮膚科

心臓血管外科 乳腺外科 血液内科 放射線科

循環器内科 肛門外科 腎臓内科 救急科

内科 整形外科 泌尿器科

麻酔科 リハビリテーション科


