常勤医師のご紹介
皆様には新型コロナウイルス禍でご苦労の日々をお過ごしになって
いることとお察し申し上げます。
この度の禍は世界中の人々が近年経験したことのない未曾有の出来
事であり、今まで日常と思っていたことが非日常と化し、また周囲の
風景も一変してしまいました。とりわけ医療界は最前線での戦いを余
儀なくされ、これまでの医療も様変わりしました。当院も来院される
患者さんやスタッフの安全を確保するため館内でのマスク着用義務、
手洗いの励行をはじめとした数々の行動規範作りや玄関口にトリアー
ジブースを設置し体温測定、感染症に関する詳細な問診の聴取を行い、
さらにはリモート診療や電話再診をはじめとするオンライン診療を導入しました。慢性期の方々には
⾧期処方などの対応もしております。患者さんの中には不要不急の外出を避けるため来院を控える方
もいらっしゃいました。また各学会からは不要不急の手術や内視鏡検査の自粛も求められました。果
たしてこれまでの医療は不要不急であったのか、一医師として考えさせられる日々でもありました。
今後医療界もCOVID-１９の影響にて変化を遂げていくことでしょう。しかしながら必要とされる医療
は変わらぬものと堅く信じております。当院の外科系消化器系総合専門外来、心臓病センター、脳血
管センター、大動脈センター、下肢静脈瘤センターに代表される血管系総合専門外来として、さらに
は日帰り手術センター、化学療法センターなど今後もより良い医療の提供を萎縮することなく継続し
て参りたいと思います。
年頭に掲げた当院の今年の標語は 臨機応変’と’Professionalism’でした。偶然にもコロナ禍で真にス
タッフ一人一人に課せられた標語となりました。
このような時期だからこそ地に足をしっかりとつけ、スタッフ一丸となり明るく前進して参ります。
皆様には当院への変わらぬご支援、ご指導を何卒宜しくお願い申し上げます。
２０２０年 夏

第二川崎幸クリニック院⾧
関川浩司

施設概要・フロアガイド
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関川 浩司

１

診療科目
消化器系総合診療科／消化器内科／外科・消化器外科／食道外科／呼吸器外科／心臓病センター（循環器内科・
心臓外科）/脳神経外科／脳血管内治療科／川崎大動脈センター／下肢静脈瘤センター（血管外科）／脊椎外来
／形成外科・美容外科センター／ ブレストセンター（乳腺外来）／ 泌尿器科／女性泌尿器外来/婦人科／逆流性
食道炎外科／減量外科外来／内視鏡検査／がん相談外来／痛み外来（ペイン外来）/漢方外来

設備機器
電子カルテ／画像診断システム（PACS）／64列ＭＤＣＴ／1.5Ｔ ＭＲＩ(2台)／乳房 撮影装置／一般撮影装置／
デジタル X線テレビ装置／内視鏡装置（上部、下部、経鼻）／骨密度測定装置／超音波断層診断装置／ABI検査
（動脈硬化検査）装置／各種血液検査装置

フロアガイド

３F
心臓病センター（循環器内科、心臓外科）／形成外科・美容外科センター／下肢静脈瘤センター(血管外科)／内視鏡室／
手術室／回復室／ラウンジ／会議室

２F
外科・消化器外科／脳神経外科／脳血管内治療科／川崎大動脈センター／脊椎外来／ブレストセンター（乳腺外来）／泌尿器科／
女性泌尿器外来／消化器内科／婦人科／消化器系総合診療科／痛み外来（ペイン外来）／漢方外来/がん相談外来／処置室／
検体検査室／生理検査室／化学療法室／薬剤室

１F
総合受付／会計／放射線科／医療相談室／事務室

常勤医師のご紹介
外科
関川 浩司
第二川崎幸クリニック
院⾧
川崎幸病院外科顧問

認定資格
・日本外科学会指導医
・日本消化器外科学会指導医
・日本がん治療認定医機構暫定教育医
・日本内視鏡外科学会技術認定医
・消化器がん外科治療認定医
・日本臨床外科学会評議員
・日本内視鏡外科学会評議員
・厚生省認定 臨床研修指導医

入院時は川崎幸病院常勤医が担当します
川崎幸病院
診療部部⾧

/
/

副院⾧
外科部⾧

川崎幸病院
外科部⾧代行

後藤 学

成田 和広

乳腺外科
乳腺外科では、乳癌をはじめとする悪性腫瘍の 診断・治療や、乳腺炎、葉状腫瘍、女性化乳房症な
どの良性疾患治療を行います。検診、針生検等の検査、日帰りでの切開生検、腫瘤切除、化学療法等
の薬物療法は第二川崎幸クリニックで行っております。入院を要する乳癌手術全般や 術後放射線治療
は川崎幸病院で行います。形成外科と合同で乳房再建用エキスパンダー/インプ ラント実施施設認定を
受けており再建手術も行っております。乳癌に関する検診から再発治療まで チーム医療を提供するこ
とで、患者さん中心の医療を心がけております。

木村 芙英
第二川崎幸クリニック
乳腺外科副部⾧
専門分野・得意とする手技
乳癌の検診・診断・治療、乳房
の良性病変に対する治療

中村 幸子
第二川崎幸クリニック
乳腺外科医⾧
専門分野・得意とする手技
乳癌の検診・診断・治療、乳房
の良性病変に対する治療

2019年度

認定資格
・日本外科学会専門医
・日本乳癌学会専門医
・マンモグラフィー読影認定医
・「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア
研修会の開催指針」に基づく研修終了
・医学博士

◆日帰り手術

実績

CNB（針生検）
FNA（細胞診）
VAB（吸引式組織生検）

認定資格
・日本外科学会専門医
・日本乳癌学会専門医・指導医
・日本がん治療認定医機構がん治療認定医
・マンモグラフィー読影認定医
・「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア
研修会の開催指針」に基づく研修終了
・医学博士
・東京医科大学病院乳腺科兼任講師
・日本超音波医学会 超音波専門医

183
195
112

件
件
件

乳腺腫瘤摘出術

18

件

常勤医師のご紹介
循環器系総合診療科
循環器系総合診療科に６月より勤務しております星野です。大学病院では循環器内科にて主に心臓カ
テーテル検査・治療に従事し、地域基幹病院の循環器内科医⾧として勤務しておりました。その後企
業病院で循環器内科医⾧を務め、この度、当科にて勤務しております。高血圧症、心不全、不整脈や
虚血性心疾患等の循環器内科全般について診療しております。
入院適応のある患者様については速やかに診断・治療を行い、適宜川崎幸病院へ搬送いたします。
今後どうぞよろしくお願い申し上げます。

星野 公彦
第二川崎幸クリニック
循環器系総合診療科

認定資格
・医学博士
・日本循環器学会専門医
・日本内科学会認定医
・日本心血管インターベンション治療学会認定医
・身体障害者福祉法指定医（心機能障害）、難病指定医

専門分野・得意とする手技
循環器内科一般、虚血性心疾患

循環器内科
循環器内科の渡邉 直（すなお）です。2015年までは総合病院にて心臓血管外科の診療部⾧を拝命
しておりましたが、2016年以降健診を軸とするクリニックの所⾧として循環器部門での健康管理を担
当してきました。2018年以降、循環器内科の外来診療に携わっております。循環器の外科医としての
経験、広く健康管理を行う臨床家としての修練をもとに、皆様の健康管理を担わせていただければ幸
いです。「人間は血管とともに老いる」というオスラー博士の名言を肝に銘じ、皆様の血管をいかに
若く保つか、そのために皆様個々での課題や対策はなにか、それを中心にサポートをさせていただけ
ればと思っております。よろしくお願いいたします。

渡邉 直
第二川崎幸クリニック
循環器内科部⾧
専門分野・得意とする手技
心疾患全般、高血圧、不整脈、医療情報

認定資格
・日本循環器学会専門医
・日本外科学会専門医
・三学会構成心臓血管外科専門医認定機構専門医
・日本外科学会指導医
・日本胸部外科学会指導医
・日本医療情報学会医療情報技師
・日本医療情報学会上級医療情報技師

入院時は川崎幸病院常勤医が担当します
川崎幸病院 / 副院⾧
川崎心臓病センター⾧
心臓外科主任部⾧

高梨 秀一郎

川崎幸病院
川崎心臓病副センター⾧
循環器内科主任部⾧

桃原 哲也

常勤医師のご紹介
消化器系総合診療科
消化器系総合診療の古谷です。35年間、国立病院や赤十字病院、健診センターにて消化器病全般・
消化管内視鏡診療、健診業に従事してきました。2019年7月に当クリニックに着任し、消化器系総合診
療科にて診療を行っております。
消化器系総合診療科は消化器系だけにとどまらず、腹部に関する急性から慢性の様々な症状を訴える
方に対して、内視鏡、CT、MRIなど各種の高度医療機器を十二分に活用して速やかに診断・治療が出
来るように消化器内科や外科など多くの診療科と連携し、診療を行っております。腹部症状のジェネラ
リストとして地域医療に貢献できればと考えて日頃から診療に取り組んでおります。

古谷亮
第二川崎幸クリニック
消化器系総合診療科部⾧
専門分野・得意とする手技
消化器内科全般
内視鏡診断・治療（上部消化管）

星岡 賢英

第二川崎幸クリニック
消化器系総合診療科医⾧

専門分野・得意とする手技
消化器内科全般、肝臓、ピロリ菌

認定資格
• 日本消化器病学会専門医・関東地方評議員
• 消化器内視鏡学会専門医・指導医・学術評議員
• 人間ドック健診専門医・指導医
• 日本消化器がん検診学会認定医
• 感染症インフェクションコントロールドクター
• 産業医

認定資格
• 日本消化器病学会病専門医
• 日本肝臓学会肝臓専門医
• 日本消化器内視鏡学会専門医
• 日本ヘリコバクター学会ピロリ菌感染症認定医
• 日本内科学会総合内科専門医

消化器内科
皆様、初めまして。私は第二川崎幸クリニックの消化器内科を担当しております。
第二川崎幸クリニックは、一般外来と健康診断の二次検診を中心とした診療を行っており、入院
が必要な病気が見つかった場合は、川崎幸病院と連携を取りながら入院治療も行っております。
私の専門分野は消化器内科一般ですが、消化に関する臓器は7臓器にもおよび、非常に多くの疾
患を取り扱っております。普段からお腹が緩い、胃もたれといったストレスに密接した症状や、
急なお腹の症状でお困りの方がおられるかと思われます。その他、お困りなことがありましたら、
まずは当外来へご紹介ください。症状の改善から、病態の究明、そして皆様の健康寿命を伸ばし
ていけるようなお手伝いができれば幸いです。

高畑 彩子

第二川崎幸クリニック
消化器内科医⾧
専門分野・得意とする手技
消化器内科全般
内視鏡診断・治療（上部・下部消化管、肝胆膵）

認定資格
• 日本内科学会総合内科専門医
• 日本内科学会認定医
• 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・指導医
• 日本がん治療認定医
• 日本消化器内視鏡学会専門医

入院時は川崎幸病院常勤医が担当します
川崎幸病院
消化器内科部⾧
大前
内視鏡センター⾧
がん治療センター副センター⾧

2019年度 消化器内科外来内視鏡件数

芳男

上部内視鏡

5,857 件

下部内視鏡

2,400 件

常勤医師のご紹介
脳神経外科
脳神経外科外来の安江です。2015年7月に第二川崎幸クリニックが開設したときから脳神経外科外来
部門の代表として勤務してきました。開設以来5年が経過していますが外来では脳血管障害、頭部外傷、
脳腫瘍、てんかんなどの診療を中心に行っています。また専門外来として頭痛外来、顔面の痙攣などを
治療するボトックス外来、脊髄疾患をみる脊椎脊髄外来、脳動脈瘤などを診断治療する脳動脈瘤外来を
行っております。さて、小生は開設以来、頭痛外来を専門外来として行っています。一次性頭痛である
片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛などが診療の中心となります。また二次性頭痛を見逃さないためにMRI
検査を積極的に行い器質的病変の有無を確認します。入院が必要な二次性頭痛の患者さんに対しては迅
速適切な診断を行ない川崎幸病院に搬送しています。

安江 正治
第二川崎幸クリニック
脳神経外科部⾧
専門分野・得意とする手技
脳神経外科一般・頭痛

認定資格
• 日本脳神経外科学会専門医
• 日本脳卒中学会専門医
• 日本頭痛学会専門医
• 日本医師会認定産業医
• 身体障害者福祉法指定、難病指定医
• ボトックス治療医

入院時は川崎幸病院常勤医が担当します
川崎幸病院
脳神経外科部⾧
脳血管センター⾧

壷井 祥史

川崎幸病院
脳神経外科主任部⾧

神林 智作

泌尿器科
2019(令和元)年5月7日よりお世話になっています。40年以上に及ぶ泌尿器科医としての経験を生か
して地域医療に貢献出来る様に務める所存ですので、宜しくお願い申し上げます。
⾧年前立腺癌検診の啓発と普及や、前立腺癌の診断と治療に従事して参りました。其の他の尿路悪性
腫瘍・様々な排尿障害・血尿・尿路結石・感染症等の泌尿器科疾患に対する診断・治療を実践していま
す。尿路のカテーテル管理も重要です。また高齢者が多く、患者さんとの対話を大切にし、懇切丁寧な
診療を心掛けています。入院処置・手術等が必要な場合は、川崎幸病院泌尿器科と連携し、速やかに治
療を開始しています

森山 正敏
第二川崎幸クリニック
泌尿器科部⾧
専門分野・得意とする手技
腫瘍泌尿器科学、前立腺がん

入院時は川崎幸病院常勤医が担当します
川崎幸病院
泌尿器科部⾧
泌尿器内視鏡治療センター⾧

鈴木 理仁

認定資格
• 日本泌尿器学会認定専門医・指導医
• 日本がん検診・診断学会がん検診認定医
• 日本がん治療認定医

常勤医師のご紹介
血管外科・下肢静脈瘤センター
近年の高齢化や生活習慣病による動脈硬化性疾患の増加や、エコノミークラス症候群で社会的に注目
を集めた静脈血栓塞栓症など疾病構造の変化に伴い血管外科疾患診療の重要性はますます増大してき
ています。脈管には動脈・静脈・リンパ管がありますが、当科では下肢静脈瘤の診断治療をはじめ、
脈管疾患全般の外来診療を実施しております。現在、下肢静脈瘤治療は血管内レーザー・高周波焼灼
術による日帰り治療が主に行われていますが、2019年12月に新しい治療法として医療用接着剤（グ
ルー）による血管内塞栓術（VenaSeal クロージャーシステム）が保険適用となりました。麻酔は穿刺
部位の局所麻酔のみで実施可能で、治療後の圧迫療法は必要ないなどの利点があります。すでに
VenaSeal実施医登録されており、患者さんの下肢の状態に応じて治療法を選択し実施しております。
地域のニーズに答えられる血管外科診療をめざしております。今後ともよろしくお願いいたします。

⾧江 恒幸
第二川崎幸クリニック
血管外科部⾧
専門分野・得意とする手技
下肢静脈、末梢血管全般、下肢浮腫

認定資格
• 日本脈管学会脈管専門医
• 日本循環器学会専門医
• 下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術の実施
基準による実施医・指導医

婦人科
外来診療、日帰り手術、週に1回の川崎幸病院での腹腔鏡手術を担当しています。
外来は、月経異常、性感染症、更年期や子宮脱など、婦人科のことならなんでも診ています。不妊治療
はしていませんが、今までの不妊外来での診療経験を生かしたアドバイスができるかと思います。
日帰り手術では、子宮頸部円錐切除術や子宮鏡手術などを行なっています。腹腔鏡手術が必要な病気が
発見された場合もわざわざ紹介状を持って他院へ行く必要はなく、スムーズに当院で拝見しています。
川崎鶴見地区で暮らし、診療をして10年になりました。婦人科って恥ずかしい？この症状ってホルモン
のせい？男性医師のため相談しづらい患者さんや、婦人科症状お困りなことがありましたら、気軽に
ご紹介ください。少しでも地域の皆さんのお役に立つことができれば光栄です。

大伴

里沙

第二川崎幸クリニック
婦人科
専門分野・得意とする手技
婦人科疾患一般
認定資格
・日本産婦人科学会専門医
・「がん診療に携わる医師に対する
緩和ケア研修会の開催指針」
（厚生労働省平成20年4月1日付）
に基づく研修修了

入院時は川崎幸病院常勤医が担当します

2019年度

婦人科外来手術実績

子宮鏡検査

24 件

子宮鏡下手術

20 件

子宮内膜全面掻爬術

19 件

内膜掻爬

19 件

子宮鏡下内膜ポリープ切除

19 件

子宮頚部円錐切除術

16 件

円錐切除術

16 件

子宮鏡下筋腫切除

1 件
合計

川崎幸病院
婦人科部⾧

⾧谷川 明俊

134 件

健診から高度専門治療、退院後の生活支援、ご病気のご相談まで、
シームレスな診療を目指します。
外来診療

（外科系・消化器系・心臓病センター）

救急・手術・入院

外科系・消化器系専門診療科
心臓病センター
化学療法外来を中心とした癌サポート体制
デイサージャリーセンター（日帰り対応）
24時間365日 救急対応
外来診療
（内科系）

内科系専門診療科
訪問診療、リハビリテーション

診療は予約制になります。

共通予約専用番号

📞044-511-2112

電話予約受付時間
月～金 8:00～20:00
土 8:00～17:00
日祝日 8:30～17:00
〒212-0014
川崎市幸区大宮町31番地27

📞044-544-4611（代表）
📞044-544-4638（地域医療連携室直通）

〒212-0021
川崎市幸区都町39-1
〒212-0016
川崎市幸区南幸町 1-27-1

JR川崎駅西口より徒歩約15分
無料巡回シャトルバスあり

