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心臓血管センター  センター長  林 康彦 
  

 皆様には季下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また常日頃よりご厚情を賜り深く感謝申し上げます。 

 さて私事、本年69歳の齢を迎えました。古稀という年でありますが、5年ぶりに当院に常勤、心臓血管センター長 

として復帰いたしました。一般的な常識からすればこのような人事はまさに古来稀なることになるかと思います。その 

善し悪しの判断は置かせていただきまして、この春の広島循環器全体の人事の結果と母が三次から広島の施設へ入所したことがこの

たびのことのたちまちの伏線となりました。 

 振り返ってみますと、昭和50年に当院へCCU創設ということで、卒後3年目の私がそれを立ち上げるために大学から派遣され、以後

間で通算6年半空いた以外はずっと当院と関わって参りました。実質CCUが稼働しだして今年が丁度40年という節目になりました。こ

の間循環器診療の黎明期から飛躍的な発展を遂げた現在に至るまで、つぶさにその進歩とともに歩んで来ることができました。それはと

ても感慨深いものでもありますし、幸運でもあったと感謝しております。私自身の歩みと同時に多くの患者さん、多くの若い医師、多くの

地域医療を担われる先生方と出会うことも出来ました。よく言われるFor the patientという診療は結局For the doctorにも多様に

繋がることもわかりました。 

 今後の抱負としましては、診療の質を可能な限り向上させていくこと、若手医師の教育も含めた広島県の循環器診療を風通しのい

いものにしていくことがあります。残された僅かであろう時間を当院のスタッフと共に精一杯使って行きたいと思っています。結果として少し

でも先生方のお役に立てることができれば、この上ない喜びです。是非、今後も連携医療をお願いし、ご指導ご鞭撻を心よりお願い申

し上げます。 

 循環器内科 部長 兼 不整脈センター長 
 村 岡 裕 司 

  

                  先生方におかれましては、平素より大変お世話になり誠にありがとうございます。 

                新年度を迎え土谷総合病院循環器内科も新体制となり、メンバー一丸となって、より充実した医療が 

               提供できるよう心新たにしております。 

           不整脈診療の領域では本年4月より、不整脈疾患の診断、治療をより包括的、専門的に行う機関として、「不

整脈センター」を設立いたしました。 従来、外来診療、カテーテルアブレーションやペースメーカー関連など不整脈に関する診療は

主として私と三戸森児医長の2名で行ってまいりましたが、本年度より永元康嗣医長、藤原舞医長が加わり、計４名で診療にあ

たらせていただくこととなりました。さらに、不整脈関連業務専任の臨床工学技士4名とチームを形成し、より高度かつ充実した不整

脈診療、治療ができる環境が整っております。 

 先生方とより密接な連携を取らせていただき、少しでもお役に立てれば幸いに存じます。 今後とも何卒ご指導、ご鞭撻をいただ

きますよう心よりお願い申しあげます。 



循環器内科 部長   沖本智和 
 

 先生方におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。本年4月より土谷総合病院循環器 

内科部長に就任いたしました。このうえは、皆様からご指導いただいたことを肝に銘じ、一層の努力をして 

まいる所存ですので、今後とも、変わらぬご交誼を賜りますようお願い申し上げます。 

 診療についてですが、冠動脈を中心とした血管内カテーテル治療は林康彦心臓血管センター長をはじめ、 

私、爲清博通医長、加藤康子医長、山根健一医長、植田裕介医師、新たに赴任した森田裕一医師、 

藤井裕人医師を中心に診療を行っています。また、経カテーテル大動脈弁置換術（TAVI）については心臓血管外科・麻酔科・

コメディカルと一緒になってハートチームを作り診療にあたっています。広島県内で他施設に先駆け自己拡張型弁の使用可能な施

設に認定され、治療を行っています。従来のバルーン拡張型の弁では治療が困難な症例にも対応が可能となり、治療の選択枝が

広がりました。今後も循環器診療の各分野においてよりレベルの高い診療を目指し、皆で努力してまいりますので、引き続きご指導、

ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 

  

月 火 水 木 金 

循環器内科 

午前 

虚血、その他 

新患 林 康彦 加藤 康子 為清 博道 沖本 智和 山根 健一 

再診 
山根 健一 為清 博道 植田 裕介 沖本 智和 

藤井 裕人 林 康彦 森田 裕一 

不整脈センター 

新患 村岡 裕司 

再診 
三戸 森児 藤原 舞 村岡 裕司 永元 康嗣 

三戸 森児 

午後 
紹介患者 当番 当番 当番 当番 当番 

特殊外来 為清 博道（禁煙） 

心臓血管外科 
午前 

望月 高明 内田 直里 内田 直里 望月 高明 

望月 慎吾 古川 智邦 

午後 山田 和紀 望月 高明 内田 直里 山田 和紀 

小児科 

午前 下薗 彩子 田原 昌博 新田 哲也 下薗 彩子 田原 昌博 

午後 
新田 哲也 （検査） （検査） 真田 和哉 （検査） 

（健診） 胎児心エコー （健診） 

心臓血管外科 部長  山田 和紀 

 

                心臓血管外科では年間約200例の心臓・胸部大血管手術のほか、腹部大動脈瘤や下肢閉塞性動脈 

               硬化症などの手術を合わせ、年間で約300例の手術を行っております。心臓・胸部大血管手術には、弁膜 

             症、虚血性心疾患、胸部大動脈瘤などの成人疾患に対する手術のほか、広島県内では2施設でしか行って 

             いない先天性心疾患に対する手術が含まれており、出生直後の新生児から90歳代の超高齢者まであらゆる 

             疾患に幅広く対応しています。手術の予定を組む際には、民間病院ならではの柔軟性を活かして、初診から実

際の手術までの期間をできるだけ短くし、所謂「Waiting list」を極力少なくするように努めております。また、夜間、休日も含め、常に

スタッフが院内に待機しており、院内・院外の緊急を要する事態にいつでも迅速に対応できる体制を取っています。 

  心臓血管外科の領域でも日々の進歩は著しく、当院が広島県で最初に実施施設となった経カテーテル的大動脈弁留置術

（TAVI）や、大血管疾患に対するステントグラフト内挿術などの血管内治療をはじめ、治療の選択肢は益々広がっています。循環

器内科、小児科、放射線科などとの緊密な連携のもと、それぞれの患者さんに最適な方法を選択して、より安全で質の高い治療を

目指しています。 

  

 



診療科 医師 診療科 医師 

循環器内科 

塩出 宣雄 

人工臓器部 

石内 直樹 

川瀬 共治 尾﨑 陽介 

香川 雄三 外科 秋本 修志 

廣延 直也 皮膚科 中村 吏江 

退職医師  下記8名は3月31日を以て退職しました。在職中は大変お世話になりました。 

昨年まで広島大学病院に勤務して 
おりました。患者様のお力になれる 
よう、これからも日々努力してまいり 
ますのでご指導ご鞭撻の程よろしく 
お願い申し上げます。 

まだまだ未熟では有りますが、 
少しでも先生方のお力になれる 
よう日々精進いたします。御指導 
御鞭撻の程よろしくお願いいたします。 

人工臓器部 

松原 誠 
（H25年卒） 
趣味：サイクリング 
特技：どこでも寝れる 

外科 

真島 宏聡 
（H21年卒） 

趣味：ビールの飲み比べ 
特技：カープの応援 

この度、呉医療センターから転勤して参りました。 
皮膚科疾患全般診察しており、1人体制で可能な小手術も行って 
おります。皆様のお役に立てるよう努力します。よろしくお願いいたします。 

皮膚科 

松阪 由紀 
（H18年卒） 

趣味：バトミントン、ピアノ 
特技：絶対音感 

麻酔科 

荒田 久美子 
（H25年卒） 

5月からの着任になります 

腎臓を専門に診るようになってまだ2年と短い 
ですが、土谷総合病院で腎不全患者の保存期 
から透析患者まで幅広く診ることができる医師 
を目指してがんばりたいと思います。 

人工臓器部 

高橋 輝 
（H25年卒） 

趣味：サッカー、海外旅行 
特技：整理整頓 

福岡県の出身で、以前は福岡、佐賀の病院に勤めており 
ました。専門は循環器で、特に不整脈治療を行っています。 
色々とご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。 

広島赤十字・原爆病院より当院に転勤して参りました。 
前病院では、特に近隣のご開業の先生方には大変お世話に 
なり、この場をおかり御礼申し上げます。当院では、主に不整 
脈診療に携わってまいりますが、先生方の引き続きのご指導 
ご鞭撻を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 
 

広島大学出身で昨年までは広島市民 
病院、庄原赤十字病院と勤めさせて 
いただきました。未熟な点も多いとは 
思いますが、この地域の医療に貢献 
できるようがんばります。 

循環器内科 

永元 康嗣 
（H11年卒） 
趣味：英会話 
特技：サッカー 

循環器内科 

森田 裕一 
（H23年卒） 
趣味：旅行 

特技：バレーボール 

循環器内科 

藤原 舞 
（H16年卒） 
趣味：読書 

平成28年 新 任 医 師 の 紹 介 

No  IMAGE 



土谷総合病院    〒730‐8655  広島市中区中島町3‐30 

             TEL：082‐243‐9191 （代表）   FAX：082‐241‐1865（代表） 

          ＊地域医療連携室（紹介予約専用直通）＊ 

             TEL：082‐243‐9222 （予約直通）   FAX：082‐243‐9223（予約直通） 

 

  《スタッフ紹介》    

   室   長  荒滝 桂子（消化器内科部長）    

   転院相談  （看護師） 師長伊美 礼子   楠本 万理 

   紹介予約  （事務） 遠山 亜紀   高橋 正江   山﨑 貴子  

   医療相談  （MSW)  印藤 由紀   林 愛子   清水 香保里   桂木 真由美   倉岡 美紀 

   入退院センター  （看護師） 内部 麻紀   亀井 久美子   松本 慶子   宮本 江里子    

               （事務） 廣川 敦子 

教室名/時間 月日 内容 担当 お問い合わせ 

慢性腎臓病の 
食事教室 

 
14：30～15：30 

5月18日 

水 

「たんぱく質の摂り方(1)」 

医師/管理栄養士/ 
看護師 

３階南病棟 
看護師長 

 

6月1日 「エネルギーの摂り方」 

7月6日 「カリウムの控え方」 

慢性腎臓病
（CKD）教室 

 
10：30～11：30 

5月17日 

火 

「慢性腎臓病（CKD）の基礎知識」 医師/薬剤師/管理栄養士 

6月21日 「生活習慣と慢性腎臓病（CKD）」 医師/薬剤師/看護師 

7月19日 「血圧と慢性腎臓病（CKD）」 医師/薬剤師/看護師 

心臓病教室 
 

14：30～15：30 

6月6日 

月 

上手に減塩・減塩のコツ 管理栄養士 

心臓血管 
センター 

7月4日 お薬を知ろう!! 薬剤師 

8月1日 運動が心臓に良いって本当！？ 理学療法士 

糖尿病教室 
 

14：00～15：00 

5月13日 

金 

インスリンの基礎知識 薬剤師 

お薬窓口 

5月27日  糖尿病の合併症 医師 

6月10日 未定 看護師 

6月24日 糖尿病の治療 医師 

7月8日 実践しよう!!糖尿病の運動療法 理学療法士 

肝臓病教室 
 
 

14：30～15：30 

5月23日 

月 

「脂肪肝といわれたら」/「肝臓病の栄養」 医師/管理栄養士 

北外来 6月27日 「肝臓病の運動療法」／未定 理学療法士／医師 

7月25日 「肝臓病の薬」／未定 薬剤師／医師 

《疾患を持つ方とそのご家族、又は興味のある方ならどなたでも参加できます》 

場所：８階会議室  参加費：無料  ＊当日参加可能です 各教室のご案内 


