
上尾中央総合病院外科では患者さんに 24 時間 365 日、最善の医療を提供することが出来るよう日々診療にあ
たっております。
消化器がん（食道がん、胃がん、肝臓がん、膵臓がん、胆道がん、大腸がん）を中心に、上部消化管疾患、肝胆膵疾
患、下部消化管疾患を幅広く対応可能です。また、総合病院の強みを生かし、他科とのスムーズな連携により併存疾
患をお持ちの方でも積極的に外科手術を行っております。
当科では低侵襲手術（内視鏡外科手術・ロボット手術）に特に力を入れており、臓器ごとの内視鏡外科技術認定医

による患者様のニーズに合わせた低侵襲手術が可能となっております。内視鏡外科手術により入院期間の短縮、傷
が目立たない手術で患者様のからだに優しい治療を実現しております。また近年ではロボット手術の導入を積極的
に行っており、胃がん、すい臓がん、胆道がん、直腸がん、鼠径ヘルニアで施行可能です。
緊急手術の数も非常に多いですが、迅速に適切な治療を行うことにより良好な治療成績をあげています。
医療は日進月歩で、さまざまな技術革新が見られます。しかし、最も大切なことは、患者様との良好な信頼関係、そ

して病気を一緒に克服していこうという強い気持ちであると考えます。
患者さんのニーズにきめ細かく対応しつつ、優しさを持って患者さんに寄り添った外科治療を提供いたします。

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

2020 年度の全身麻酔手術例は 1185 件で、上部消化管悪性（食道がん、胃がんなど）84 件、下部消化管悪性
（大腸がんなど）186 件、肝胆膵悪性（膵がん、胆道がん、肝がんなど）116 件、鼠径ヘルニアなど 245 件、胆嚢摘
出術 189 件、虫垂炎切除術 132 件で、低侵襲手術（腹腔鏡またはロボット支援下）が 934 件（79%）でした。　

診療科の特色

実績情報

昨年度はCOVID-19という未曽有の感染症との闘いの 1 年でしたが、当科では通常診療の維持を心掛け、手術
件数、緊急手術対応件数ともに前年度を上回りました。また、胆道がん、膵がんに対するロボット支援手術の保険収
載もあり、全国に先駆けてロボット支援下膵頭十二指腸切除術、尾側膵切除術を開始することができました。　

昨年度総括

引き続き、低侵襲手術の拡充と地域を守る緊急手術への対応を心掛け、患者さん、ご家族が安心して受診していた
だけるように取り組んでまいります。

今年度の取組（診療体制）

外科
上尾中央総合病院　診療案内



外科
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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

外科
（呼吸器外科） 午前 萩原

【初診】筒井（下部消化管）

筒井・萩原

火曜日
三島

【初診】若林（肝胆膵）

宮内・三島

水曜日
中西、尾﨑

【初診】大村（消化器）
第1・3週　栗田

尾崎

木曜日
石井

【初診】岡本（上部消化管）

石井・岡本

金曜日

藤山

藤山

土曜日

森・担当医

　午後

月曜日

外来担当医表

外科　科長
（院長補佐兼内視鏡外科科長兼
肝胆膵疾患先進治療センター長兼務）

若林 剛   （わかばやし ごう）
[取得資格等]
・日本外科学会  専門医・指導医
・日本消化器外科学会  専門医・指導医
 消化器がん外科治療認定医
・日本肝胆膵外科学会  高度技能指導医
 ロボット支援下膵頭十二指腸切除術プロクター
・日本内視鏡外科学会
 技術認定（消化器・一般外科、肝臓）
・Intuitive社ロボット手術のMentor取得者
・日本がん治療認定医機構  がん治療認定医・暫定教育医
・厚生労働省  医師の臨床研修に係る指導医講習会修了
・臨床修練指導医

医長
石井 智
（いしい さとる）

[取得資格等]
・日本外科学会  専門医
・日本消化器外科学会  専門医・消化器がん外
科治療認定医
・日本がん治療認定医機構  がん治療認定医
・Intuitive Surgical社　ダビンチ手術のCertificate取得者
  (Patient-side Surgeon)
・厚生労働省  がん診療に携わる医師に対する
  緩和ケア研修会修了

副科長
筒井 敦子
（つつい あつこ）

[取得資格等]
・日本大腸肛門病学会 大腸肛門病専門医・指導医
・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
・Intuitive社によるロボット手術のcertification取得者 
・日本外科学会 専門医・指導医
・日本内視鏡外科学会 技術認定（消化器・一般外科、大腸がん）
・日本消化器病学会 消化器病専門医
・日本がん治療認定医機構 がん治療認定医
・厚生労働省 がん診療に携わる医師に対する
  緩和ケア研修会修了
  医師の臨床研修に係る
  指導医講習会修了

科長
（診療部副部長兼務）

岡本 信彦
（おかもと のぶひこ）

[取得資格等]
・日本外科学会  専門医・指導医
・日本消化器外科学会  専門医・指導医
  消化器がん外科治療認定医
・日本内視鏡外科学会  技術認定（消化器・一般外科）
・日本消化器内視鏡学会  専門医・指導医
・日本消化器病学会  専門医・指導医
・Intuitive Surgical社　ダビンチ手術のCertificate取得者
  (Console / Patient-side Surgeon)
・日本静脈経腸栄養学会  Certificate of Achievement
・日本スポーツ協会  公認スポーツドクター
・日本医師会  認定健康スポーツ医

診療顧問
（栄養サポートセンターセンター長
兼腫瘍内科診療顧問）

大村 健二
（おおむら けんじ）

[取得資格等]
・日本静脈経腸栄養学会 認定医・指導医
・日本消化器外科学会 専門医・消化器がん外科
治療認定医・指導医
・日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医
・日本外科学会 専門医・指導医
・日本消化器病学会 専門医・指導医
・日本超音波医学会 専門医・指導医（総合）
・日本がん治療認定医機構 暫定教育医
・厚生労働省 がん診療に携わる医師に対する
  緩和ケア研修会修了
・医師の臨床研修に係る指導医講習会修了

医長
尾﨑 貴洋
（おざき たかひろ）

[取得資格等]
・日本外科学会 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

医員
森 昭三
（もり しょうぞう）

[取得資格等]
・日本外科学会  専門医・指導医
・日本消化器外科学会  専門医・指導医
  消化器がん外科治療認定医
・日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
・日本肝臓学会  肝臓専門医
・日本消化器病学会  消化器病専門医
・日本消化管学会  胃腸科専門医・指導医
・日本移植学会  移植認定医
・日本乳癌学会  乳腺認定医
・日本がん治療認定医機構  がん治療認定医
・日本旅行医学会  認定医
・日本医師会  産業医
Intuitive Surgical社　ダビンチ手術のCertificate取得者
 (Patient-side Surgeon)
・厚生労働省  がん診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了
 医師の臨床研修に係る指導医講習会修了

医員
藤山 芳樹
（ふじやま よしき）

[取得資格等]
・日本外科学会  外科専門医
・日本消化器外科学会  専門医・消化器がん外科治療認定医
・日本救急医学会  救急科専門医
Intuitive Surgical社　ダビンチ手術のCertificate取得者
(Patient-side Surgeon)

医員
中西 亮
（なかにし りょう）

[取得資格等]
・日本消化器外科学会 専門医・消化器がん外
科治療認定医
・日本外科学会 専門医
・日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医
・日本消化器病学会 消化器病専門医
・日本静脈経腸栄養学会 ＴＮＴ Certificate of Achievement
・厚生労働省 がん診療に携わる医師に対する
  緩和ケア研修会修了

医員
萩原 千恵
（はぎわら ちえ）

[取得資格等]
・日本消化器外科学会 専門医·消化器がん外科治療認定医
・Intuitive社によるロボット手術のcertification取得者
・日本外科学会 外科専門医

医員
三島 江平
（みしま こうへい）

医員
寺尾 昭宏
（てらお あきひろ）

専攻医[取得資格等]
・日本外科学会   外科専門医
・日本消化器外科学会  専門医・消化器がん外科治療認定医
・日本内視鏡外科学会  技術認定（消化器・一般外科、胆道）
・日本ロボット外科学会  専門医
・日本消化器内視鏡学会  消化器内視鏡専門医
・日本肝臓学会   肝臓専門医
Intuitive Surgical社　ダビンチ手術のCertificate取得者
 (Console / Patient-side Surgeon)
・日本がん治療認定医機構  がん治療認定医
・厚生労働省   がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了 医員

安藤 拓
（あんどう たく）

専攻医

医員
井上 裕貴
（いのうえ ひろき）

専攻医

医員
海瀬 理可
（かいせ りか）

専攻医

医員
勅使河原 優
（てしがはら ゆう）

専攻医


