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医師紹介

平成7年卒

・内科認定医
・循環器専門医
・日本心血管

インターベンション学会指導医
・腹部ステントグラフト指導医
・胸部ステントグラフト指導医
・浅大腿動脈ステントグラフト実施医
・経カテーテル的大動脈弁置換術指導医
・経皮的心房中隔欠損閉鎖術認定医
・経皮的動脈管開存閉鎖術認定医
・経皮的卵円孔閉鎖術認定医

平成24年卒

・内科認定医
・循環器専門医
・日本心血管

インターベンション学会認定医
・腹部ステントグラフト実施医
・日本医師会認定産業医

平成 11年卒

・内科認定医/専門医
・循環器専門医
・日本心血管

インターベンション学会認定医
・腹部ステントグラフト指導医
・浅大腿動脈ステントグラフト実施医
・経カテーテル的大動脈弁置換術実施医

平成16年卒

・内科認定医/専門医
・循環器専門医
・日本心血管

インターベンション学会指導医
・腹部ステントグラフト指導医

河口 廉 循環器内科第一部長 栗原 淳 循環器内科部長

矢野 秀樹 循環器内科部長 菅野 幸太 循環器内科医長



木下 聡 平成25年卒

シニアレジデント

・内科認定医

貝森 亮太 平成26年卒

シニアレジデント

・内科認定医

福士 朋子 平成27年卒

シニアレジデント

・内科認定医

毛見 勇太 平成25年卒

シニアレジデント

・内科認定医
・JB-POT(2019)

中島 貴文 平成29年卒

ジュニアレジデント

レジデント医師



末梢動脈インターベンション EVT

総腸骨動脈- 浅大腿動脈 膝窩動脈〜

腎血管性高血圧、腎障害 腎動脈狭窄

◎大動脈インターベンション

腹部大動脈瘤・胸部大動脈瘤

ステントグラフト内挿術 (EVAR / TEVAR)

冠動脈インターベンション PCI

◎虚血性心疾患（急性心筋梗塞・狭心症）

◎閉塞性動脈硬化症

◎急性動脈閉塞 静脈血栓症

担当領域

◎構造的心疾患 SHD：structural heart disease 
（大動脈弁狭窄症 心房中隔欠損症 等）

経カテーテル的大動脈弁置換術（TAVR / TAVI)
経皮的心房中隔欠損閉鎖術



PCI：経皮的冠動脈形成術

S61.06.06年CAG 第１例
S61.10.28 年PCI 第1例(PTCR)

冠動脈造影総数：51645例（2021年9月現在）

PCI総数：12685例（2021年9月現在）

治療適応の決定：冠動脈内圧測定(FFR), 負荷心筋シンチグラフィ

カテーテル治療ディバイス

ステント 薬剤溶出性バルーン ロータブレーター エキシマレーザー

ダイヤモンドバック etc

2020年度 PCI症例数：604例

虚血性心疾患（急性心筋梗塞・狭心症）



PTA：経皮的末梢血管形成術

閉塞性動脈硬化症



PTA：経皮的末梢血管形成術



PTRA:経皮的腎動脈形成術



下大静脈血栓：下大静脈フィルター留置



末梢動脈インターベンション PTA

総腸骨動脈- 浅大腿動脈 膝窩動脈〜

腎血管性高血圧、腎障害 腎動脈狭窄

◎大動脈インターベンション

腹部大動脈瘤・胸部大動脈瘤

ステントグラフト内挿術 (EVAR / TEVAR)

冠動脈インターベンション PCI

◎虚血性心疾患（急性心筋梗塞・狭心症）

◎閉塞性動脈硬化症

◎急性動脈閉塞 静脈血栓症

担当領域

◎構造的心疾患 SHD：structural heart disease 
（大動脈弁狭窄症 心房中隔欠損症 等）

経カテーテル的大動脈弁置換術 （TAVR / TAVI)
経皮的心房中隔欠損閉鎖術



腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術
2009年7月より開始
総数 675例 (2021年9月現在)



末梢動脈インターベンション PTA

総腸骨動脈- 浅大腿動脈 膝窩動脈〜

腎血管性高血圧、腎障害 腎動脈狭窄

◎大動脈インターベンション

腹部大動脈瘤・胸部大動脈瘤

ステントグラフト内挿術 (EVAR / TEVAR)

冠動脈インターベンション PCI

◎虚血性心疾患（急性心筋梗塞・狭心症）

◎閉塞性動脈硬化症

◎急性動脈閉塞 静脈血栓症

担当領域

◎構造的心疾患 SHD：structural heart disease 
（大動脈弁狭窄症 心房中隔欠損症 等）

経カテーテル的大動脈弁置換術 （TAVR / TAVI)
経皮的心房中隔欠損閉鎖術



経カテーテル的大動脈弁置換術
TAVI: transcatheter aortic valveimplantation

TAVR: transcatheter aortic valve replacement

2014年12月より開始
総数 354例 （2021年9月現在）



経皮的心房中隔欠損閉鎖術
その他先天性構造的心疾患に対するカテーテル治療

2018年6月より開始
総数 36例 (2021年9月現在)



経皮的僧帽弁接合不全修復術
Mitra Clip
（僧帽弁閉鎖不全症に対するカテーテル治療）

留置前アセスメン
トに問題が無けれ
ば、留置を行う

弁尖の把持、
評価および

血行動態の確認

CDS挿入、
クリップを僧帽弁
に向け操作

心房中隔穿刺
およびSGC挿入 ＞ ＞ ＞

クリップ留置後にMR減少を確認

治療前

治療後

Images courtesy of Dr. Paul Sorajja at Abbott Northwestern.

2021.9月より開始

New



循環器内科第一部（虚血部門）（2020年度治療実績）

CAG：1055cases EVT：73cases

EVAR/TEVAR：84（43/41）cases TAVI 93 cases

その他の血管内治療
コイル塞栓等：41cases

先天性構造的心疾患
インターベンション：12cases
(心房中隔欠損症・動脈管開存症等）

冠動脈造影検査 経皮的冠動脈形成術 末梢血管形成術

大動脈ステントグラフト内挿術 経カテーテル的大動脈弁置換術

PCI：604cases（緊急症例：142）



末梢動脈インターベンション （EVT)

大動脈瘤（腹部大動脈瘤・胸部大動脈瘤）

ステントグラフト内挿術 （EVAR)

冠動脈インターベンション（PCI)

虚血性心疾患（急性心筋梗塞・狭心症）

閉塞性動脈硬化症（総腸骨動脈- 浅大腿動脈～膝窩動脈狭窄、腎動脈狭窄）

急性動脈閉塞 ・静脈血栓症 その他

構造的心疾患（大動脈弁狭窄症 心房中隔欠損症 僧帽弁閉鎖不全症 等）

血栓除去術、静脈フィルター留置、コイル塞栓術等

経カテーテル大動脈弁留置術 (TAVR）

経皮的心房中隔欠損閉鎖術 (ASO）

循環器内科第一部（虚血部門）

経皮的動脈管閉鎖術 (ADO）

心臓・血管 低侵襲カテーテル治療

経皮的僧帽弁接合不全修復術 (Mitra Clip)  
New



疾病の早期発見
至適薬物治療, リスクコントロール、健康指導・管理

先生方の治療オプションとしてご利用ください

病診連携

短期間で速やかに低侵襲で質の高い治療を提供します
急性心筋梗塞などの緊急症例に対しては365日/24時間体制で対応します

低侵襲カテーテル治療


