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公立長生病院

消化器外科・一般外科

水内　　喬
（みのち　たかし）

　当院は山武長生夷隅医療圏の基幹病院として、長年にわたり救急医療体制や地域包括システム
の一翼を担ってまいりました。当院外科は消化器疾患、乳腺疾患、腹部救急疾患の診断と治療を
積極的に行っています。胃がん、大腸がんを始めとする悪性疾患や胆石症、鼡

そ

径
けい

ヘルニアなどの
良性疾患、腸閉塞や虫垂炎、胆嚢炎などの腹部救急疾患においても最先端の医療水準を確保する
ように心がけております。各種疾患に対し、超音波、消化器内視鏡、CT、MRIなど最先端の機
器を使用し、正確な診断と適切な治療を行っております。

・低
てい

侵
しん

襲
しゅう

外科手術
　低侵襲外科手術には一般的に鏡

きょう

視
し

下
か

手術（腹腔鏡手術）や内視鏡下手術等があります。今回は
外科領域である鏡視下手術(腹腔鏡手術)に関して紹介致します。
　腹腔鏡手術は従来行われていた開腹手術に比べ、患者さんの体に対する侵襲（ダメージ）を減
らした体に優しい手術です。ご高齢の方や合併症のある方、体力が低下している方など、従来の
手術が難しかった方にも、治療が可能になる場合があります。当院では積極的に腹腔鏡手術を施
行しております。
　腹腔鏡手術は高度な技術が要求されますが、従来の開腹手術に比べ術後の痛みが少なく、傷跡
も目立ちにくい特徴があります。術後の回復が早いため入院期間が短く、早い社会復帰が可能です。
　胆石症、虫垂炎をはじめ、胃がんや大腸がんにも積極的に腹腔鏡手術を取り入れております。
鼡径ヘルニアに対しても当院で腹腔鏡手術が可能です。また当院は千葉大学病院とも緊密に連携
しており、特に胃がん、大腸がんの腹腔鏡手術では日本内視鏡外科学会の技術認定取得者を含め
たチーム医療を施行しており、病気をしっかり治す（根治性）と安全性を重視した精度の高い手
術が可能です。
　具体的な腹腔鏡手術の概要は、腹部に5-10mm程度の筒状のポートを4-5か所挿入し、二酸化炭
素で腹腔内を膨らましながら手術を行います。カメラや鉗子などの手術器具は全てポートを通し
て体内に挿入し、スタッフはカメラからの高精細な映像が映ったモニターをみて手術を行います。
　病状や病歴によっては開腹手術が推奨される場合もありますので、ご不明な点は外来で担当医
にお尋ねください。

・ヘルニア手術
　鼡径ヘルニアという足の付け根部分が膨らんでくる疾患があります。中高齢の男性に多く、い
わゆる「脱腸」と呼ばれることのある疾患です。当院では毎年70-80例程度手術を施行しており、
腹腔鏡を用いた「TAPP法」での手術も可能です。鼡径ヘルニア以外に大腿ヘルニア、閉鎖孔ヘ
ルニアもこの術式で対応可能です。腹腔鏡手術では診断が正確で、全身麻酔で施行しますので眠っ
ている間に手術が終わります。3か所ポートを挿入し、鉗子を用いて手術をします。弱くなって
いる部分にメッシュを用いて補強します。両側ヘルニアがある場合でも同一の創部で一度に手術
治療が可能です。従来通り腰椎麻酔での鼡径アプローチでのヘルニア手術も施行しております。

　何かご不明点、気になることがございましたらお気軽にご相談下さい。

当院における外科診療について



令和４年４月～内科医の体制

令和４年４月着任　室屋　洋平先生からの一言

　４月から勤務させていただくことになりました室屋　洋平と申します。
　私はこれまでの病院では糖尿病を中心に一般内科を行っておりましたが、一
方で院長先生と同じ自治医科大学出身であり、離島やへき地の診療所で地域医
療に従事していたこともあります。
（離島では楽しかった思い出がたくさんありま
す。）
　私が専門の糖尿病の領域では、近年様々な新し
い薬が登場し、治療の選択肢が広がってきていま
す。
　まだまだ糖尿病患者も多く、この地域にベスト
な糖尿病治療を届けられるように頑張っていきた
いと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

病 院 長：桐谷　好直
専　　門：総合内科
自治医科大　昭和56年卒

部　　長：山本　直敬
専　　門：呼吸器内科
千葉大　昭和63年卒

医　　長：鈴木　雄一郎
専　　門：消化器内科
滋賀医科大　平成25年卒

主任部長：河野　　誠
専　　門：消化器内科
慈恵医科大　昭和49年卒

医　　長：大久保　健二
専　　門：循環器内科
島根医科大　平成15年卒

☆令和4年4月　新規採用
医　　長：室屋　洋平
専　　門：糖尿病内科
自治医科大　平成21年卒

※イラストはイメージです

令和４年４月１日



外 来 医 師 担 当 表

曜日科目 月 火 水 木 金

内 科
午前

１診 桐　谷 桐　谷 ☆末　石
リウマチ・膠原病 桐　谷

２診 河　野 河　野 室　屋 大久保 河　野
３診 大久保 山　本 山　本 鈴　木 山　本
４診 室　屋 大久保 ☆非常勤医師 ☆井　桁 室　屋
５診 鈴　木 ☆非常勤医師 ☆千　葉

午後 予約診療 ※第２・４週☆宮崎
（循環器）

脳神経内科 午前 ☆鵜沢（内科外来）
※受付11時まで

☆古　本
（整形外科外来）

外 科
午前

１診 阿　部 阿　部 阿　部 阿　部 阿　部

２診
※第1・3週
水　内

水　内 水　内 水　内 水　内
※第2・4週
☆岡　田

３診 ※第１・３週☆当間
（乳腺外科）

午後 予約診療 緩和ケア外来 緩和ケア外来

婦 人 科 午後 14時半～
（受付８時～ 16時）

☆伊地知
注１

☆伊地知
注１

整 形 外 科 午前

１診 小　野 小　野 土　岐 小　野
２診 丸　田 小笠原 小笠原 丸　田
３診 土　岐 土　岐 丸　田 船　石

４診 船　石
※第１・３・５週
☆肩外来
（完全予約制）

小 児 科
午前

１診 富　山 富　山 富　山 富　山 富　山
２診 野　中 野　中

午後 完全予約制 野　中
（予防接種）

富　山
（予防接種）

※第１・3・５週
富　山

（乳児健診）

皮 膚 科 午前 河　原

眼 科 午前
１診 ☆遠　山

（完全予約制）
※第２週
☆茂　田
（完全予約制）

２診 水鳥川 水鳥川 水鳥川 水鳥川

脳神経外科
午前 ☆脇　田 野　本 野　本 野　本

（新患のみ） ☆西　野

午後 野　本
（脳ドック）

泌 尿 器 科 午前
１診（午前） 佐々木 ☆濱　野 佐　藤 佐々木 佐々木

（完全予約制）

２診（午前） 佐　藤 ☆非常勤医師 ☆芳　生
３診（午前） 佐　藤

耳鼻咽喉科 午前 吉　岡 吉　岡 吉　岡 吉　岡 ☆須　藤

【外来受付時間】８：00～ 11：30
都合により担当医が変更になる場合もございますので、詳細については受付までご確認ください。
☆印は非常勤医師です。脳神経内科の（　　）は診療場所です。
注１　診察開始時間は14時30分～（受付時間：８時00分～ 16時00分）となります。
※受診時はお薬手帳をお持ち下さい。

【外来受付時間】8：00～ 11：30� 令和４年４月１日現在

皮膚科について
　皮膚科常勤医の退職に伴い、令和４年３月１日（火）から水曜日のみの診療となりました。
　また、令和４年２月28日（月）をもちましてフットケア外来は終了致しました。




