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手術実績件数（平成28年１月～12月）
循環器センター
　冠動脈バイパス術 18件
　心弁膜症手術 13件
　大動脈手術（ステントグラフト治療を含む） 26件
　ペースメーカー 26件
　末梢血管手術（カテーテル治療を含む） 64件
　下肢静脈瘤手術（レーザー治療を含む） 84件
　心臓血管カテーテル検査 552件
　心臓血管カテーテル治療 292件

脳神経外科
　動脈形成術、吻合術（頭蓋内動脈） 15件
　動脈血栓内膜摘出術（内頚動脈） 18件
　脳動脈瘤頸部クリッピング術 27件
　頭蓋内血腫除去術 10件
　頭蓋内腫瘍摘出術 3件
　脳動脈瘤コイル塞栓術 4件
　頚動脈ステント留置（ＣＡＳ） 2件

泌尿器科
　内視鏡的結石破砕 47件 
　経尿道的膀胱腫瘍切除 65件 
　体外衝撃波結石破砕 66件 
　前立腺全摘術 14件 
　膀胱全摘術 4件 
　腹腔鏡手術（副腎・腎・腎部切・腎尿管） 12件

外　科
　腹腔鏡下胆嚢摘出術 29件
　胃切除・全摘出術 10件
　腸切除（腹腔鏡下含む） 57件
　上部内視鏡検査 1824件
　下部内視鏡検査 1095件
　内視鏡的逆行性胆管膵管造影 83件
　内視鏡的乳頭切開術 17件
　内視鏡的逆行性胆管ドレナージ 7件
　内視鏡的経鼻胆管ドレナージ 11件

整形外科
　骨折・その他 348件
　人工骨頭・人工関節置換 65件
　脊椎手術 29件

皮膚科
　皮膚腫瘍切除縫合術 74件
　皮膚生検術 9件

眼　科
　白内障手術 353件

麻酔科
　麻酔科管理症例 1008件
　内全身麻酔 799件

　　　　　　　　　　　年間  　　　　 　月
外来患者数 154,629人 ／ 12,885人
入院患者数 90,793人 ／   7,566人
１日平均入院患者数 249人

　　　　　　　　　　　年間  　　　　  月
救急搬入数 2,368人 ／   197人
紹介患者数 4,153人 ／   346人
訪問リハビリ 10,437人 ／   869人
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マンモグラフィ検診施設画像認定を更新しました。 院内売店が新しくなりました
　平成29年1月30日より院内売店を正面玄関側に移転し、リニューアルオープンしました。
　購入されたものを飲食する為の客席スペースもございますので、是非ご活用ください。

　乳がんに罹る人は毎年増えています。現在は、11人に1人の女性が生涯の間に乳がんに罹る

と言われています。また、乳がんは30歳代後半から急激に増加し、40歳代後半に罹患のピー

クがあります。働き盛りの女性に多い疾患です。しかし、乳がんは早期発見、早期治療でほと

んどが治るがんです。マンモグラフィ検診は，しこりとして触れる前の早期乳がんを発見でき

る可能性があり，欧米では乳がんによる死亡者数を20～30％減少させたと報告されていま

す。

　マンモグラフィ検診施設画像認定とは「ＮＰＯ法人　日本乳がん検診精度管理中央機構」

が、マンモグラフィ検診の精度を高め、それを維持するために撮影装置や実際に撮影された写

真、撮影に要したＸ線線量などを評価し、検診に必要とされる基準を全て満たした施設を認定

施設とするものです。当院では2007年にマンモグラフィ検診施設画像認定を取得しており、3

年毎に更新しております。また、撮影技師は全て女性ですので、安心して検診をお受けいただ

けます。

　放射線科では、皆様に安心して安全に放射線診療が受けていただけるよう放射線科医・放射

線技師一同努力しています。また、放射線検査に関する心配事などがございましたらお気軽に

放射線科までお問い合わせ下さい。

新しい医師のご紹介

　4月1日付で三郷中央総合病院の集中治療室に赴任いたしました。集中治療医は一般の方には馴染みがな
いと思います。実はどの科の患者さんも、呼吸や循環、腎臓機能、栄養など生命の根幹に関わる管理の8割が
共通しています。重症患者さんの急性期の管理は各科の先生方が行っていますが、非常に進化の早い分野
であり高度な専門性が必要とされます。それを担うのが集中治療医です。各科の先生方に手術や血管内治
療といった専門的治療に十二分に力を発揮していただけるよう、全身管理に関する最新の情報を提供し、重
症な患者さんが1日でも早く回復してもらえるように集中治療室の運営を行っていきたいと考えています。

ＩＣＵ　藤井　達也

　２０１７年１月より三郷中央総合病院にて勤務させていただいている青木孝文と申します。専門は腎臓内科で主に腎炎、腎不全
治療と透析治療において診療しております。腎臓も肝臓などと同様に沈黙の臓器とされており、末期に至るまで症状が出ないこ
とが多いです。重要な物事を肝腎要といわれるように腎臓は体内のバランスを保つ重要な臓器です。また腎臓病患者は１３３０万
人（成人の８人に１人）いるとされ、あらたな国民病とも言われております。生活習慣病との関連も大きく、誰しもがかかる可能性
のある病気です。私は腎臓病診療をとおして皆様の健康に寄与できればと考えております。今後もよろしくお願いいたします。

腎臓内科　青木　孝文

　東邦大学医療センター大森病院より出向に参りました。医師になり満5年を終え、また今年度
においては外科専門医取得も重なり、自身にとっても節目の年となります。その中で、ここ三
郷という新天地での医療の一端を担えることに期待と不安、そして重圧を感じております。ま
だまだ若輩で至らぬ点も多々ある事と存じますが、この三郷中央総合病院、ひいては当院を訪
れる患者さんのために微力ながら尽力させていただく所存です。至らぬ点も多くありますが、
よろしくお願いいたします。

心臓血管外科　亀田　徹

　この度研修医として入職致しました、高村彩子と申します。杏林大学出身です。

　地元は北海道の小樽という町です。若輩者ですので、何かと至らない点も多々あるかと思い

ますが、誠心誠意頑張っていきたいと思いますので、ご指導のほどよろしくお願い申し上げま

す。

初期研修医　高村　彩子

　３月よりお世話になっている研修医の北村憲太と申します。宮崎県出身で、小学校はソフト
ボール、中学校は軟式野球、大学は柔道と運動部ばかりやってきました。
　三郷中央総合病院はのどかな地域にあり、清潔感や地域への貢献といった面で素晴らしい病
院で、このような病院で働かせてもらえることをうれしく思います。
　まだまだ技術も知識も未熟な面もあると思いますが、一生懸命に仕事をしたいと思いますの
で、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

初期研修医　北村　憲太
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