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出身大学（卒年）●�
北海道大学（平成３年卒）
出身地●神奈川県
趣味●サイクリング、ワイン
好きな言葉●勝負は土俵の外にあり
外来日●��水曜（午前）

メッセージ●

ドイツでの九年間の経験を基に、逆流のある弁を人工弁に取り
替えずに温存する手術に積極的に取り組んでいます。高齢者に
対する手術も安全に行っておりますので、どうぞお気軽にご相
談ください。

【専 門】 成人心臓血管手術全般、とりわけ大動脈弁形成術
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出身大学（卒年）●�
岡山大学（昭和 58年卒）
出身地●大阪府
趣味●マラソン、ラグビー観戦
好きな言葉●前へ
外来日●�月曜（第１・３・５午前）・

火曜（午前）

メッセージ●

成人心臓外科・心不全の外科治療・カテーテルを用いた大動
脈弁置換など、低侵襲外科治療を担当しています。これから
も患者さんに質の高い手術・診療を提供できるよう心がけて
参ります。

【専 門】 成人心臓手術全般
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出身大学（卒年）●�
東京慈恵会医科大学（平成２年卒）
出身地●東京都
趣味●（全て封印中）
好きな言葉●和
外来日●�水曜（午後・2020年から）

メッセージ●

外科医局長業務とのバランスを取りつつ、臨床面でも後進の下
支えを中心に出来るだけ広く皆さんのお役に立てるよう頑張り
ます。

【専 門】呼吸器外科、外科一般

森
もり

　彰
しょう

平
へい

出身大学（卒年）●�
東京慈恵会医科大学（平成 18年卒）
出身地●東京都
趣味●ランニング、自転車、料理
好きな言葉●夢を見るから、人生は
輝く
外来日●��火曜（午後）

メッセージ●

手術を受ける前や病状に関する不安などあれば遠慮なくおっ
しゃって下さい。一緒にがんばりましょう。

【専 門】呼吸器・縦隔・胸膜疾患

呼吸器外科
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総合診療部
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専門分野
総合診療・失神や気絶の精査と治療

患者さんへのメッセージ
総合診療部では、救急部と一体となって患者さんの不調に対し
て軽度なものから重度まで幅広く診療を行なっております。紹
介状をお持ちでない方は、まず、当部で診察をさせて頂きます。
原因を整理して、専門診療科での治療が必要と考えられた場合
は、適切な専門診療科へご案内をいたします。具合が悪い時は、
遠慮なくご受診ください。

新任診療部長 紹介
特別記事

https://www.hosp.jikei.ac.jp

　8年の準備期間を経て、1月 4日に新しい外来棟がオープンしま
した。皆様に満足していただける医療を提供できるよう、今後も進
化、成長を続けてまいります。

新外来棟外観（新橋口側）表紙の
説明

■駐車場のご案内
※第60号でご案内した情報から一部変更がございます。ご注意ください。

外来棟駐車場
（2020年1月4日～）

名称 Ｅ棟駐車場

毎日　７：00～ 21：00 営業日
・時間

平日（月～土）8：00～ 20：00
（日・祝日　休み）

最初の30分 400円
駐車料金

最初の30分 300円

以降30分毎に 300円 以降30分毎に 200円

全長 5.2ｍ

利用可能な
車輌寸法

全長 4.85m

全幅 1.85ｍ 全幅 1.95m
（タイヤ幅1.7m）

全高 2.0ｍ 全高 1.5m

最大重量 2.3ｔ 最大重量 1.5ｔ

86台（自走式） 利用可能台数 52台（立体式）

※係員の案内・誘導に従ってご利用ください。
※場内および入庫・出庫の際は、歩行者に注意し最徐行をお願いいたします。
※身障者用駐車スペースをご利用の方は係員へお申し出ください。
※駐車台数に限りがありますので、電車・バスなどの公共交通機関をご利用くだ
さい。

※駐車料金の割引等は行っておりませんのでご了承ください。

新任診療部長紹介　
総合診療部　
診療科別医師紹介　
心臓外科／呼吸器外科
西新橋キャンパス
再整備計画について 
駐車場のご案内
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お知らせ

心臓まで進行した
腫瘍も取り切れます！
心臓まで進行した
腫瘍も取り切れます！
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慈恵大学病院だより
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心臓まで進行した腫瘍も
取り切れます！
～心臓外科と呼吸器外科のコラボレーション～

心臓まで進行した腫瘍も
取り切れます！
～心臓外科と呼吸器外科のコラボレーション～

心臓外科
呼吸器外科
心臓外科
呼吸器外科

西新橋キャンパス再整備計画について西新橋キャンパス再整備計画について

■外来棟、N棟外来ブロック名称について
　本年1月4日（土）にオープンした新しい外来棟とN棟は、関連の深
い診療科をまとめたブロック受付となっています。旧外来棟の診療
科の配置・組み合わせと異なりますのでご注意ください。

フロア ブロック
受付名称 診療科名など

地下1階 B1A
放射線治療部（2020年４月より）、核医学検査
※�B1A放射線治療部は2020年３月末まで旧外来
棟での診察となります。

1階

　 総合案内
1A 受付（初診、文書、計算、会計、患者相談）
1B 薬剤部

1C 総合診療部、感染症科、救急部、休日・時間
外受付

1J

サポートエリア
患者支援・医療連携センター
（入退院支援室、在宅療養支援室、ソーシャ
ルワーカー（医療福祉相談）室、医療連携
室、国際医療支援室）
手術ケアセンター
栄養指導室
患者相談室
セカンドオピニオン外来

1K 面会受付　

2階

2A 検査受付（採血・採尿、一般撮影・CT・MRI）

2J 生理検査（ECG、脳波、筋電図など）
輸血・細胞治療部

2K 超音波センター

3階

3A 耳鼻咽喉・頭頸部外科
3B 皮膚科、形成外科、鼻中隔外鼻クリニック

3J 循環器エリア
（循環器内科、血管外科、心臓外科）

3K 歯科
手術部 ハイブリット手術室他、中央棟手術部と連結

4階

4A

整形外科
脳神経エリア（脳神経内科、脳神経外科、脳
血管内治療部）
脊椎・脊髄センター

4B 消化器エリア（消化器・肝臓内科、上部消化
管外科、下部消化管外科、肝胆膵外科）

4C 内視鏡部
4J 泌尿器科

4K ウィメンズクリニック（婦人科）
生殖内分泌外来

が可能でした。切り開いた上大静脈はウシの心膜をパッチ
状に縫い付けて修復可能でした。術後のCT画像でも図２
に示すように腫瘍は完全に消失しています。患者さんは術
後経過良好で自宅へ退院し、現在は以前とおなじ日常生活
を取り戻しております。
　諸外国ではこのような状況に対応するため、胸部外科と
いう部門が独立して心臓と肺を同時に扱える外科医を擁す
るシステムを採用するケースが多いです。我が国ではその
ようなケースは少ないですが、心臓外科の診療部長である
國原はドイツで九年間、胸部心臓血管外科に属し、50例
を超える肺移植を始めとした多様な肺疾患に対する豊富な
経験を有しております。その経験を基に心臓外科と呼吸器
外科は連携して、どんなに進行した腫瘍でも積極的に切除
するよう取り組んでいます。どんな状況でも、どうぞ諦め
ないでお気軽にわれわれにご相談いただければ幸いです。

　肺と心臓はお隣同士にあるので、肺や胸腺にできた腫瘍
が、血管の中を増殖していって、心臓の中まで進行してい
くことがあります。こういった腫瘍を完全に取り切るため
には、人工心肺の助けが必要になります。すなわち、血液
を一旦心臓の外に出して、それを全身に送りつつ、心臓は
血液を空にして、その間に腫瘍を取り除くというわけです。
腫瘍を取るのは呼吸器外科の専門ですが、人工心肺は心臓
外科の専門ですので、このような症例に立ち向かうには両
科の緊密な協力が不可欠です。
　例えば図１に示す症例は67歳男性で、胸腺にできた腫
瘍が上半身から心臓に戻る血液の通り道である上大静脈を
通って右心房まで到達していました。そこでまず呼吸器外
科チームが腫瘍を含む胸腺を切除した後、心臓外科チーム
が人工心肺を用いて心臓のなかの血液を空にしているうち
に上大静脈を切り開いて、見事腫瘍を完全に取り切ること

■図1　術前CT

上大静脈および
右心房内に浸潤
した胸腺腫

■図2　術後CT

血管内に
浸潤した
胸腺腫は消失

フロア ブロック
受付名称 診療科名など

5階

5A 精神神経科

5B 腎臓・高血圧内科、リウマチ・膠原病内科、
糖尿病・代謝・内分泌内科

5C 呼吸器エリア（呼吸器内科、呼吸器外科）
5J 眼科

5K

腫瘍センター（腫瘍・血液内科、緩和ケア診
療部）
乳腺・甲状腺・内分泌外科
ペインクリニック
手外科センター

5L 外来化学療法室

６階 6A 遺伝診療部
6J リハビリテーション科

N棟　母子医療センター外来

1階

1M 産科部門
　産科

1P

小児部門
　小児科
　小児外科
　小児心臓外科
　小児脳神経外科

■内覧会を開催しました
　令和元年11月28日（木）から30日（土）に開催した内覧会には、
多くの皆様にご来場いただきました。内覧会では、診療・検査エリ
アや新しく導入する医療機器を中心にご覧いただきました。また、
2棟にわたる広範囲の見学となるため、教職員エリアのスタッフラ
ウンジを開放し休憩スペースといたしました。

▲ PET/CT

▲サポートエリア

▲トモセラピー

▲屋上庭園


