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　平素より先生方におかれましては多くの患者さんをご紹介いただきありがとうございます。
2020 年 4月より府中病院外科センターに赴任させていただき、肝胆膵外科を担当しております
山添定明と申します。府中病院におきまして、外科センター肝胆膵外科が始動しておりますので、
ご案内させていただきます。                                                                               

　肝胆膵外科は、下記一覧の肝・胆・膵の良悪性疾患を対象として手術を中心に治療する
外科です。

はじめに

肝胆膵外科の診療内容

【 対象疾患一覧 】

胆

肝 肝細胞癌、肝内胆管癌、転移性肝癌、肝内結石症、肝嚢胞、肝血管腫

膵臓癌、低悪性度膵腫瘍（膵神経内分泌腫瘍、膵管内乳頭粘液性腫瘍、膵嚢胞性腫瘍、
SPNなど）、慢性膵炎など

十二指腸癌、脾腫瘍などその他

膵

胆管癌、胆嚢癌、十二指腸乳頭部癌、胆石症、胆嚢ポリープ、膵・胆管合流異常など

　肝胆膵外科疾患は診断、術式の選択、手術までに周到な準備が必要な症例が多く存在し、
より専門性が高くなっています。そのためスタッフおよび設備のある施設で一体となったチー
ムを構成しての取り組みが必要となります。
　肝胆膵外科の特徴は、高難度手術が多くあることです。代表的な高難度術式は膵切除
（膵頭十二指腸切除・膵体尾部切除）や肝切除（右葉切除や左葉切除）、胆管悪性腫瘍手術
が挙げられますが、解剖学的に複雑であることや、個人差（破格）が稀ではないことが手術の
難易度を高くする理由です。上記ような高難度手術は当院でも毎年数多く施行されていますが、
一方で近年肝胆膵領域の手術にも広がりを見せている腹腔鏡下手術も適応疾患に対しても積極

的に取り入れております。
現在府中病院では腹腔鏡下
肝切除・膵体尾部切除も
行っています。
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腹腔鏡下の肝切除術 術後の創は目立ちません



　先生方もご存知の膵頭十二指腸切除術や肝切除術などが高難度手術の代表術式です（詳細は
肝胆膵外科学会HPをご参照下さい）。これらの手術は、施設により死亡率に差があることが
報告されています。多く扱う施設ほど死亡率が低く、逆に年間数例の限られた施設では
死亡率が高いことがわかっています。
そのため、日本肝胆膵外科学会は「高難度の手術をより安全かつ確
実に行うことができる外科医師を育てる」ことを目的として
高度技能指導医制度とこれに引き続き 2008 年より高度技能専門医
制度を設けました。現行の高度技能専門医は消化器外科専門医の資
格を持ち、学会が認定した修練施設で指導医もしくは専門医からの
直接指導を受けて高難度手術を 50 例以上執刀し、手術記録および無編集ビデオを提出し
て審査を受け、この 2つの審査をクリアすれば高度技能専門医に認定されます。私自身は大阪
市立総合医療センターや大阪市立大学で研鑽を積み高難度手術を術者・助手として多数経験し
て 2016 年に高度技能専門医として認定され、その後昨年度まで大阪市立大学で経験を積み、

また教員として後輩を指導してまいりました。高度技能専門医
制度は本邦の専門医制度のなかでも特に狭き門であり、2018
年の時点で大阪府内に在籍する専門医は 28 名です。しかしな
がら泉州医療圏にはわずか 1名で、指導医の先生も 2名し
かおられませんでしたし、この専門医を養成できる肝胆膵
外科修練施設はありません。泉州医療圏の人口から考え
ると、これまで地域内で肝胆膵外科診療・教育が十分に
行えていなかったのではないかと考えられます。

　府中病院は地域の中核病院として責務を果たす必要があり、肝胆膵外
科領域においても泉州トップレベルの高度専門医療を提供しうる体制を
とりました。現在府中病院には高度技能指導医 1名（竹内一浩院長）
と高度技能専門医 1名（山添）の 2名が在籍し、若手の先生方ととも
に肝胆膵外科領域を中心に対応し、専門診療を行うことで診療内容の高
度化と標準化を図っています。泉州医療圏において肝胆膵外科高度技能
指導医・専門医が複数名在籍する施設となり、ゆくゆくは修練施設の認
定を目指しています。また修練施設となれば更に外科医が当院に集まり、
より充実した診療を提供できるといった好循環を生み出すものと考えております。

肝胆膵外科の高難度手術
～泉州医療圏における肝胆膵外科専門医の現状～

肝胆膵外科高度技能指導医 1 名、
　　　　　　  高度技能専門医が 1 名在籍

日本肝胆膵外科学会HPより抜粋



　やはり機動力、柔軟性と最後まで診る体制が当院の強みです。難度手術に対応できる
環境が整っていれば大規模施設でなければならない理由はなく、むしろ医療アクセスの均てん
化の点からは各地域で集約化が必要と考えます。また、難治癌が多いこの領域においては終
末期医療の提供も考えておく必要があります。
　一方、大学病院ほどの規模がないことは自覚しております。また、今までも標準的な治療を
提供してまいりましたし、この時代において最先端の治療を提供することは当然のことで、何
が変わるわけでもありません。変わったのは、より多くの患者さんに、安全で、過不足
のない、希望に合わせた治療を、お住まいの地域で提供できる体制をとったことです。
大学でなければできない臨床試験への参加や手術は連携をとって紹介いたします。

府中病院ならでは、のこと  
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０７２５－４０－２１４７
〔ＴＥＬ〕 〔ＦＡＸ〕

０７２５－４０－２１４８

【予約受付時間】
月曜～金曜：午前９：００から午後８：００まで　
土曜日：午前９：００から午後５：００まで
※上記時間外および日曜・祝祭日は業務を行っておりません。

ご予約の申込み・お問合せは地域医療連携室までご連絡ください。

０１２０－４０－２１４７

最後に
　各臓器の癌診療に関しては稿を改めますが、おおよそ集学的治療へとシフトしております。
よって外科のみで成り立つわけではなく、他科多職種の方々との連携も密に取りながら診療し
ていくことを心がけております。泉州医療圏で肝胆膵外科の拠点病院の一つとして地域医療に
貢献することを目指し、今後も精進してまいります。何卒ご指導、ご支援のほどよろしくお願
い申し上げます。

＜外来担当曜日＞　火曜日

〈資格〉
日本外科学会　認定医・専門医
日本消化器外科学会　消化器がん外科治療認定医・専門医・指導医
日本肝胆膵外科学会　評議員・高度技能専門医
日本胆道学会　認定指導医
日本膵臓学会　認定指導医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
近畿外科学会　評議員
医学博士

今
月
の
担
当
医
師

外科センター　肝胆膵外科部長　

山添 定明（やまぞえ さだあき）

外科センター 診療分担表

月                火                水               木                金                土

午前診
2 診

   松谷　慎治　    西岡　孝芳　　岩内　武彦　    平川　俊基　    平田 啓一郎　 

   平川　俊基　    宮本　裕成　    内間　恭武        平田 啓一郎　   内間　恭武　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  

　                                      　  　　　　　  

        　

3 診

1 診

岩内　武彦　　山添　定明　　竹内　一浩　　西岡　孝芳　   松谷　慎治

午後診
（14：00～16：00）

4 診 ◎山片　重人　◎山片　重人　　　　　　　　◎森崎　珠実
（乳腺疾患外来） （乳腺疾患外来）（乳腺疾患外来）

2 診

3 診 ◎中尾　昭治

4 診 　　　　　　　◎山片　重人　◎山片　重人
（乳腺疾患外来）

◎内間　恭武

◎吉田　秀行
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（第 2 のみ）

（乳腺疾患外来） （乳腺疾患外来）

◎竹内　一浩
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当院では、診療所の先生方よりご紹介いただいた患者さんで、すぐにご予定がつか

ない方につきましては、患者さんから地域医療連携室に直接ご連絡いただければ

診察のご予約を取らせていただきます。

但し、血液疾患センター、糖尿病センターのご予約に関しましては

患者さんからのご予約はお取り出来かねますのでご了承下さい。

（血液疾患センター、糖尿病センターのご予約は先生方より事前に

ご紹介状・検査データ等のFAXをいただき、医師確認の上、ご予約

を取らせていただいております。）

平日 【月曜日～土曜日（祝日除く）】 午前９時～午後５時迄

０１２０-４０-２１４７予約専用フリーダイヤル
府中病院　地域医療連携室

患者さんからのお電話でも診察のご予約を承っております。

府中病院  診察予約のご案内

お電話では下記の内容をお尋ねしますので、ご了承ください。

●　患者様のお名前

●　患者様の生年月日

●　患者様のご住所

●　患者様のご自宅の電話番号

●　ご紹介いただいた診療所名

●　府中病院で受診される診療科と医師名
※

※下記の診療科名でお伺いします。

■消化器内科　■循環器内科　■外科センター（乳腺疾患外来）

■脳外科・脳卒中センター　　■整形外科　　■泌尿器科

■産科　 ■婦人科　 ■眼科　 ■皮膚科　　　■心臓血管外科

０１２０-４０-２１４７

府中病院 地域医療連携室  フリーダイヤル

＊血液疾患センター、糖尿病センター、は患者様からのご予約は承っておりません。

　ご了承ください。

府中病院では、診療所の先生方よりご紹介いただく患者様の診察予約を

御本人様よりお電話にて承っております。

紹介状をご持参でご来院の場合は、下記の電話番号までご連絡ください。

※当日のご予約は出来かねますのでご了承の程、お願い申し上げます。

平日【月曜日～土曜日（祝日除く）】午前９時～午後５時迄
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２０２０年５月・２０４号　ねっとわーく
発行責任者：院長　竹内 一浩
編集責任者：地域連携部　松田 有裕
編　集　者：地域医療連携室　森 舞子
〒594-0076　和泉市肥子町１丁目１０番１７号　府中病院地域医療連携室
TEL：0725-40-2147　予約専用フリーダイヤル：0120-40-2147
FAX：0725-40-2148　E-mail：chiikirenkei@fh.seichokai.or.jp

愛の医療と福祉の実現。
地域と職員と共に栄えるチーム
Yu・ki・to・do・ku ゆき届いたサービス

チームとして、そしてパートナーとして
チャレンジします。
３つのベストにチャレンジします。

私たちの理念　

私たちの基本方針
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