
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島大学 心臓血管・高血圧内科学 医局長 赤﨑雄一 
 

第 18 号 

2021 年 4 月 20 日発行 

医局長就任のご挨拶 
 

2021年４月より, 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科心臓血管・高血圧内科学講座の医局長を拝命いた
しました。 

1999年に第一内科に入局しました。他大学卒業ですが, 鹿児島大学卒の同期や先輩方に分け隔てなく迎
えていただき, 育てていただきました。大学院卒業後は海外留学し, サルコペニア（加齢性筋肉減少症）と
代謝や循環器疾患の関係について研究をしました。当時は循環器内科医には, なじみの浅い分野でしたが, 
今では老化研究は一つのトピックスでもあり, とても良い経験をさせていただきました。現在は, 高血圧・
動脈硬化グループで診療・研究に従事しております。 

2020年度は病棟医長を務め, コロナ禍で大変苦労しました。しかし, 診療面においては, 重症大動脈弁狭
窄症に対する TAVIの適応症例は増加傾向で, 補助循環用ポンプカテーテル Impellaも導入早々から活躍し, 
症例数を増やしています。2021年度は,『僧帽弁閉鎖不全症に対するMitraClip®経皮的僧帽弁接合不全修
復術』『心房中隔欠損症に対する Amplatzer™ Septal Occluder』『卵円孔開存に対する Amplatzer™ PFO 
Occluder』『心房細動に対するWATCHMAN™左心耳閉鎖術』について, 準備を進めているところです。
先進技術の導入ができ, 患者さんに多くの選択肢を鹿児島県内で提示できることは, 大変有意義であると感
じています。一方で, 当院は包括医療支払制度（DPC）対象病院であり, また循環器疾患の入院期間は他科
疾患に比較して短期間となっています。DPC 期間だけで全ての治療を完結することは難しく, 手術前後に
おいて, 多くの関連病院の先生方に御協力いただいている現状です。今後も, 鹿児島の医療を支えるために
は, 大学病院と地域の先生方との連携が益々重要になるものと思われます。 
医局運営を通して, 微力ながら, 先生方や地域に貢献したいと思っております。今後とも, 御指導・御鞭

撻のほど, よろしくお願いいたします。 
 
 
FAX 新患予約（平日 9:00－17:00 土曜日 9:00－13:00）  
初診紹介患者予約申込書に必要事項を記載し,  
FAX で予約の申し込みをお願いします。 
◆医務課外来初診予約担当：FAX 099-275-6698   
       TEL 099-275-5168 
予約申込書は下記にてダウンロードできます。 
(鹿児島大学病院ホームページ→「医療関係者の方へ」をクリック) 
https://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/medical/shoukai/ 
時間内（平日 8:30-17:15） 
◆緊急受診：ハートコール 099-283-9230 
◆検査予約・その他： 099-275-5731 
        （内科外来→心臓血管内科当番医へ） 
時間外（平日 17:15-8:30, 土日祝日） 
◆緊急受診： 099-283-9350 （救急部当直） 
 

心臓血管内科への紹介方法 

・医 局 長  赤﨑雄一  ・副 医 局 長 市來仁志 
・外来医長  窪田佳代子 ・副外来医長 堀添善尚 
・病棟医長  二宮雄一 
・副病棟医長 窪薗琢郎, 神田大輔 
・教育担当  安田久代 
・副教育担当 湯淺敏典, 徳重明央 
・入局担当  樋口公嗣 
・広報担当  池田義之, 川添 晋 
〒890-8520 鹿児島市桜ヶ丘 8丁目 35-1 
◆医局 TEL:099-275-5318 FAX:099-265-8447 
◆外来 TEL:099-275-5731 ◆病棟 TEL:099-275-5818 

心臓血管・高血圧内科学 
令和 3年度 医局体制のお知らせ 



 
     

    

鹿児島大学病院 心臓血管内科 
病棟医長 二宮雄一 
 

鹿児島大学病院 心臓血管内科 
外来医長 窪田佳代子 
 令和 3年度の病棟医長を担当させて 

いただくことになりました。私は不整脈を専門にして
おりますが, 鹿児島市立病院や大阪の桜橋渡辺病院など
に勤務させていただき, 急性冠症候群への PCI含めた
救急医療や CCU治療を多く経験して参りました。 
鹿児島大学病院の心臓血管内科は, 心臓カテーテル, 

不整脈, 心エコー, 心不全, 高血圧・動脈硬化, 肺循環, 
心筋症の各分野にエキスパートがおり, 心臓の患者さん
を様々な角度から診療をさせていただけることが強み
と考えております。当科での入院が必要と思われる患
者さんがおられましたら, お気軽に二宮までご連絡いた
だければ幸いです。 
また, 大学病院は研修医や新入局の先生など多くの若

い先生方が研鑚を積まれます。入院患者さんを担当し
ていただきながら, 若い先生方にとって充実した研修と
なるよう微力ながら尽力させていただく所存です。 
今後ともご指導, ご鞭撻を賜りますよう, よろしくお

願い申し上げます。 

 2021年心臓血管内科外来医長を 
務めることになりました窪田です。 
高齢化に伴い循環器疾患はますます増加傾向

にある一方で, 薬物治療だけでなく非薬物治療も
進歩し, 合併症を有する症例や難治性の病態に対
しても様々な医療が提供できるようになってき
ています。当科では専門性を重視した各分野の
専門外来を設けており, 分野別により高度な医療
を提供できる体制を整えておりますので, ご紹介
の目的が明確な場合は是非専門外来にご紹介い
ただければと思います。また, 複数の分野が混在
しているような症例や分類が難しい症例につき
ましては, これまで同様, 毎日設けております一
般初診外来にお気軽にご相談いただけましたら
幸いです。 
 次ページに専門外来の日程を提示いたします
のでご活用ください。本年度も患者様のご紹介
を何卒よろしくお願い申し上げます。 

病棟医長就任のごあいさつ 外来医長就任のごあいさつ 

ご案内【経皮的左心耳閉鎖術(WATCHMAN留置術)について】 
心房細動による脳梗塞予防として, 以前から抗凝固薬内服が広く行われておりますが, 抗凝固薬の最も重要な

副作用として出血があげられます。 
出血リスクが高くて抗凝固薬の内服継続が難しい血栓塞栓症リスクも高い心房細動患者さんの脳梗塞予防治

療として, 経カテーテル的に専用のデバイス(WATCHMAN™)で左心耳を閉鎖する手術(経皮的左心耳閉鎖術)が
登場しました。（2019年 9月に保険償還） 

 2021年 3月に鹿児島大学病院も『手術施行施設』として日本循環器学会より認定されました。 

＜現段階での適応＞ 
血栓塞栓症のリスクが高い心房細動患者さんのうち, 以下の項目の 1つ以上を持つ出血の危険性が高い患者 

さんになります。 

・HAS-BLED スコア：3点以上の患者さん 
・転倒に伴う外傷に対して治療を必要とした既往が複数回ある患者さん 
・びまん性脳アミロイド血管症の既往がある患者さん 
・抗血小板薬の 2剤以上の併用が長期(1年以上)にわたって必要な患者さん 
・出血学術研究協議会(BARC)のタイプ 3に該当する大出血の既往を有する患者さん 

 手術時間：2時間程度，入院期間：1週間程度。 
術中は経食道心エコーで左心耳の評価を行なう必要がありますので, 全身麻酔下での手術となります。 

適応になりそうな症例・適応判断に迷われる症例がおられましたら,  
外来にて患者様に経皮的左心耳閉鎖術について詳しく説明させて頂きます。 
是非御紹介頂けましたら幸いです。 

（文責：市來） 
 



 

 
 

外来医長：窪田佳代子  副外来医長：堀添善尚 
外来受付は完全予約制（午前のみ）初診・再診ともに曜日に関わらず診察いたします。 

※専門外来のご案内：専門的な診察・治療をご希望の患者様のために, 下記専門外来を設けています。 
 肺高血圧(月)，心筋症(火)，高血圧(水)，腫瘍循環器(木)，末梢血管疾患(月・木)，冠動脈疾患(月・火)， 
  不整脈(月・水)，成人先天性心疾患(水･木)，心不全(火・金) 
※術前精査のご依頼は, 予約時にお伝えください。 
※急変時など, 状態が不安定で緊急に対応が必要な患者様の場合は, 内科外来（099-275-5731）にお電話 
  下さい。当番医が対応いたします。                       (2021年 4月～) 

   担当医 専 門 心エコー外来 特殊検査 

月 

宮田 
池田 
安田 
市來 
窪田 
神田 

高血圧・動脈硬化 
高血圧・動脈硬化・末梢血管疾患専門外来 
弁膜症 
不整脈専門外来 
肺高血圧専門外来 
冠動脈疾患専門外来 

湯淺 
 

心筋シンチ：内門 
 
CPX：窪薗 
 

火 

大石教授  
湯淺 
嘉川 
窪薗 
樋口 
神田・薗田 
徳重 

教授外来・難治性高血圧 
弁膜症・成人先天性心疾患(再診のみ) 
女性外来 
心不全専門外来 
心筋症専門外来 
TAVI外来 
冠動脈疾患専門外来 

堀添  

水 

窪田 
赤﨑 
二宮 
堀添 

肺高血圧(再診のみ) 
高血圧専門外来 
不整脈専門外来 
成人先天性心疾患専門外来 

安田，濱元  

木 

池田 
湯淺 
川添 
徳重 

高血圧・動脈硬化・末梢血管疾患専門外来 
弁膜症・成人先天性心疾患専門外来 
心不全 
腫瘍循環器専門外来 

堀添 
 

心筋シンチ： 
佐々木，迫田 
 
CPX：川添 

金 

大石教授  
安田 
窪薗  
樋口 

教授外来・難治性高血圧 
弁膜症 
心不全専門外来 
心筋症 

湯淺 
 

CPX：川畑 
 

                       
 

 

 

 

 

心臓血管内科 外来担当表 

＜ FAX新患予約方法（8:30－17:00）＞ 
『紹介患者予約申込書』に必要事項を記載し, FAX で予約の申し込みをお願いいたします。 

◆ 医務課外来初診予約担当：【FAX：099-275-6698】【TEL：099-275-5168】 
『紹介患者予約申込書』は下記にてダウンロードできます。 

(鹿児島大学病院ホームページ→「医療関係者の方へ」をクリック 
http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/medical/shoukai.html 

 



                             

 

 

平素より多くの患者様を鹿児島大学病院心臓血管内科へご紹介頂き感謝申し上げます。 
本年 4月より，12名の医局員を迎えました。ご指導・ご鞭撻の程，よろしくお願い申し上げます。 

新入医局員ご紹介 

鹿児島大学病院 心臓血管内科 病診連携広報誌『桜ヶ丘 HeartClub第 18号』 
【発行人】大石 充 【編集】池田義之・川添 晋 

 
 

伊東 伸洋 
（いとう のぶひろ） 
 鹿児島大学卒 
理想の医師像：患者さんの声に 

寄り添える医師 
尊敬する人：両親 
特 技：ゴルフ 

上山 未紗 
（うえやま みさ） 
 久留米大学卒 
理想の医師像：努力を惜しまず,  

病む人に真摯に向き 
あう医師 

尊敬する人：中村哲医師 
特 技：弓道, 美味しいお店探し 

伊比 隆輔 
（いび りゅうすけ） 
 鹿児島大学卒 
理想の医師像：病気だけではなく,  

1 人の人間を診れる 
医師 

尊敬する人：母 
特 技：サッカー, ゲーム 

桑水流 康太 
（くわづる こうた） 
 徳島大学卒 
理想の医師像：患者さんに寄り添える医師 
尊敬する人：辛い時でも笑顔で 

いられる人 
特 技：子どもを笑わせること 

大野 綾香 
（おおの あやか） 
 九州大学卒 
理想の医師像：患者さんの目線に 

立って考えられる医師 
尊敬する人：両親 
特 技：ピアノ 

桑原 紳太郎 
（くわはら しんたろう） 
 熊本大学卒 
理想の医師像：病気だけでなく患者 

背景まで配慮できる 
医師 

尊敬する人：両親 
特 技：サッカー, 寝ること 

兒玉 世利汝 
（こだま せりな） 
 鹿児島大学卒 
理想の医師像：患者さんに寄り添い,  

良い関係を作れる医師 
尊敬する人：母 
特 技：ピアノ, 水泳 

寒川 寛哉 
（さむかわ ひろや） 
 信州大学卒 
理想の医師像：冷静に対処できる医師 
尊敬する人：賢く, 素直な人 
特 技：歌 

下園 夏帆 
（しもぞの かほ） 
 鹿児島大学卒 
理想の医師像：人の気持ちに 

寄り添える医師 
尊敬する人：両親 
特 技：手芸 

田島 亜佳里 
（たじま あかり） 
 福井大学卒 
理想の医師像：人の気持ちに 

歩み寄れる医師 
尊敬する人：私を育ててくださった 

恩師の先生 
特 技：ツムツム... 

西 晴香 
（にし はるか） 
 鹿児島大学卒 
理想の医師像：人の痛みに 

寄り添える医師 
尊敬する人：両親 
特 技：たくさん食べること 

野﨑 圭吾 
（のざき けいご） 
 鹿児島大学卒 
理想の医師像：高い臨床能力と温かい 

人柄を持ち合わせた 
医師 

尊敬する人：両親 
特 技：ドラム演奏 


