
循環器疾患は我が国の主要な死亡原因であり2019年の人口動態統計によると、年間20万人以上の国民が循環器疾患
により亡くなっており、悪性新生物（がん）に次ぐ死亡原因となっています。循環器疾患には、虚血性心疾患(急性心筋梗塞、
狭心症など)、不整脈、弁膜症、大動脈疾患、末梢血管疾患、肺血栓塞栓症、肺高血圧症、心筋症など緊急度の高い疾患から
慢性疾患まで多くの疾患が含まれます。またいずれの疾患も慢性心不全の原因となり、繰り返し入院加療を要する進行し
た重症心不全の場合の5年生存率は約50%と予後不良です。そのため循環器疾患は様々なステージから、長期にわたる治
療継続によって再発予防を必要とします。
2021年4月現在、当科では急性期から慢性期まで幅広く循環器疾患に精通しする日本循環器学会認定循環器専門医

13名を含めた，常勤医21名体制で日々診療にあたっています。
急性期診療としては、365日24時間運用する循環器ホットラインを用意し、必要に応じて医師同乗型救急車（モービル

CCU）による患者搬送を行います。
また埼玉県立がんセンターとも連携し、カルディオオンコロジーにも力を入れています。
今後増加が見込まれる終末期心不全に対しても、早期から将来の治療方針及びケアについて患者さんを主体に家族と

医療従事者が話し合いを繰り返し、患者さんの意思決定を行うアドバンス・ケア・プランニング（ACP）を実践するとともに、
心不全サポートチームによる多職種による安定期心不全治療や緩和ケアまでシームレスにつながる循環器診療を目指して
います。
県央地域の循環器診療に微力ながら貢献できるよう、診療科一体となって日々研鑽を重ねています。

Ageo Central General Hospital
https://www.ach.or.jp

診療科の特色

実績情報

1. 終末期心不全ならびに重症下肢虚血に対する，急性期病院による循環器訪問診療の開始
2. 末梢血管治療に対するEVT 件数の増加
3. 心房細動に対するアブレーション件数の増加
4. 重症大動脈弁狭窄症に対すTAVI 件数の増加
5. 心臓MRI を活用したカルディオオンコロジー診療の充実

昨年度総括

不整脈部門を不整脈治療に特化したハートリズムセンターの設立
非弁膜症性心房細動による脳卒中を予防する経皮的左心耳閉鎖術デバイス Watchman™の普及

今年度の取組（診療体制）

循環器内科
上尾中央総合病院　診療案内

虚血性心疾患(PCI)部門 438
安定冠動脈疾患 246
急性冠症候群 192
STEMI 113
NSTE-ACS 79

不整脈部門
カテーテルアブレーション 198
心房細動(AF) 156
上室性不整脈(AF以外) 34
心室性不整脈 8
デバイス治療 100
ペースメーカ 58
CRT-P/D, ICD 7
電池交換 35

末梢血管治療(EVT)部門 265
間欠性跛行 84
重症下肢虚血 147
急性動脈閉塞 20
その他 14

構造的心疾患(SHD)部門
TAVI 39

2020年 件数 件数 件数 件数



循環器内科
上尾中央総合病院　診療案内

科長
（血管造影室室長
兼　インターベンション部門長）

増田 尚己
（ますだ　なおき）

[取得資格等]
・日本循環器学会 専門医  
・日本心血管インターベンション治療学会 専門医
・経カテーテル的大動脈弁置換術関連学会協議会 実施医
・日本不整脈心電学会 着用型自動除細動器（WCD）処方資格
・日本内科学会 総合内科 専門医
・厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了 

診療顧問
里見 和浩
（さとみ かずひろ）

[取得資格等]
・日本不整脈心電学会
 （評議員，健康保険委員会委員，国際交流委員会委員） 
・日本循環器学会 専門医
・日本不整脈心電学会 不整脈専門医
・日本内科学会 総合内科 専門医

副科長
川俣 哲也
（かわまた てつや）

[取得資格等]
・日本循環器学会 専門医
・日本心血管インターベンション治療学会　専門医
・日本内科学会 総合内科専門医
・厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了

副科長
（CCU室長兼務）

谷本 周三
（たにもと しゅうぞう）

[取得資格等]
・日本循環器学会 専門医
・日本集中治療医学会 集中治療専門医
・日本脈管学会 脈管専門医
・日本心血管インターベンション治療学会　認定医
・日本救急医学会 認定ICLS・BLSコースディレクター
・日本内科学会 総合内科専門医・指導医

副科長
中野 将孝
（なかの　まさたか）

[取得資格等]
・日本循環器学会 専門医  
・日本心血管インターベンション治療学会 認定医
・日本心臓リハビリテーション学会 心臓リハビリテーション指導士
・日本内科学会 総合内科専門医  
・厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了  

副科長
小橋 啓一
（こはし けいいち）

[取得資格等]
・日本循環器学会 専門医  
・日本心血管インターベンション治療学会　認定医
・日本内科学会 総合内科専門医  
・厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了  

医長
小古山 由佳子
（おごやま ゆかこ）

[取得資格等]
・日本循環器学会 専門医
・日本心血管インターベンション治療学会　認定医 
・浅大腿動脈ステントグラフト実施基準管理委員会 
・浅大腿動脈ステントグラフト実施医
・日本高血圧学会 専門医
・日本内科学会 総合内科専門医
・日本医師会  産業医

医長
前野 吉夫
（まえの よしお）

[取得資格等]
・日本心血管インターベンション治療学会　認定医
・Boston Scientific WATCHMANトレーニング修了 
・日本内科学会 認定内科医

東北大学医学部卒業
東京大学医学部第一内科　助手
米国Alton Ochsner Medical Foundation留学
三井記念病院循環器センター内科　科長
帝京大学第二内科　助教授
帝京大学内科学教室　教授（循環器グループ）
帝京大学医学部附属病院　副院長（兼任）
帝京大学医学部名誉教授

熊本大学医学部卒業
熊本大学大学院医学研究科修了，医学博士（熊本大学）
熊本労災病院循環器内科　医長
昭和大学横浜市北部病院　循環器センター内科　助手
東京北社会保険病院　循環器科　医長
東海大学医学部内科学系　循環器内科　准教授
自治医科大学附属病院　心疾患治療部　部長・准教授
上尾中央総合病院心臓血管センター　循環器内科　科長

ご依頼・お問い合わせ

〈病診連携係対応時間〉平日8：30 ～17：30／土曜日8：30～13：00

病診連携係へのご連絡　予約直通　048-773-5941
当日緊急受診相談　048-612-1444

医師紹介

外来担当医表

心臓血管センター 特任副院長
兼　循環器内科診療顧問

一色 高明   （いっしき たかあき）
[取得資格等]
・日本循環器学会 専門医
・日本脈管学会 専門医
・日本内科学会 総合内科専門医
・日本心血管インターベンション治療学会
 名誉専門医

診療部部長

緒方 信彦   （おがた のぶひこ）

[取得資格等]
・日本循環器学会 専門医
・日本脈管学会 専門医
・日本心血管インターベンション治療学会
 専門医・施設代表医 
・経カテーテル的大動脈弁置換術関連学会協議会

医長
（末梢血管治療部門長）

新谷 嘉章
（しんたに よしあき）

[取得資格等]
・日本循環器学会  専門医
・日本心血管インターベンション治療学会 専門医
・関連10学会構成日本ステントグラフト実施基準管理委員会
・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基準管理委員会
・浅大腿動脈ステントグラフト実施医
・日本内科学会  認定医
・厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了 

医長
木戸 秀聡
（きど ひであき）

[取得資格等]
・日本循環器学会 専門医 
・日本心血管インターベンション治療学会　認定医
・日本内科学会 総合内科専門医
・厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了

医長
齋藤 智久
（さいとう ともひさ）

[取得資格等]
・日本循環器学会 循環器専門医 
・日本超音波医学会 超音波専門医 
・日本心血管インターベンション治療学会　認定医 
・BostonScientific WATCHMANトレーニング修了
・日本内科学会 総合内科専門医 
・日本不整脈心電学会 植込み型除細動器/
  ペーシングによる心不全治療　研修修了
・日本周術期経食道心エコー委員会（JB-POT) 
・日本周術期経食道心エコー認定医
・厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了
・がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了 

医長
（不整脈部門長）

内藤 和哉
（ないとう かずや）

[取得資格等]
・日本循環器学会 専門医
・日本不整脈心電学会 不整脈専門医
・日本心血管インターベンション治療学会　認定医 
・日本内科学会 認定医
・日本不整脈心電学会
・植込み型除細動器/ペーシングによる心不全治療　研修履修
・厚生労働省 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了

医員
鍵山 弘太郎
（かぎやま こうたろう）

[取得資格等]
・日本循環器学会 循環器専門医
・日本心血管インターベンション治療学会　認定医
・日本内科学会 総合内科専門医

医員
小國 哲也
（おぐに てつや）

[取得資格等]
・経カテーテル的大動脈弁置換術関連学会協議会 
  実施医
・日本内科学会 認定医

医員
宮下 耕太郎
（みやした こうたろう）

[取得資格等]
・日本内科学会 認定医

医員
中井 大介
（なかい だいすけ）

医員

宮﨑 至
（みやざき いたる）

専攻医

医員
二瓶 崇久
（にへい たかひさ）

専攻医

医員
大島 旭
（おおしま あさひ）

専攻医

循環器内科 午前 前野・増田・谷本

木戸・中井

火曜日
北村・齋藤・小橋

前野・宮下
不整脈外来・デバイス外来 

水曜日
一色・川俣
増田・中野

一色・小國・鍵山

木曜日
緒方・林・新谷

谷本・デバイス外来
TAVI外来

金曜日
川俣・木戸・中野

小橋・太田・小古山

土曜日
土曜担当医

　午後

月曜日


