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当院は、本年６月に病院機能評価　3rdG:Ver.1.1 を受審いたし

ました。開院以来の病院機能評価は４回目の更新に当たります。前

回は東北の大震災時期に受審の予定でしたが１年延期となった経緯

があり、今回は５年経過しての受審となりました。前年度の初夏、

関東甲信越ブロック内の国立病院からの資料を取り寄せ、病院幹

部が受審用講習会の受講に始まりました。準備書面作成とともに院内体制の見直しのための

PDCAサイクルを活用した検討会を企画いたしました。

前院長の受審年度の退官がすで決まっていましたが、前年の初冬には副院長と事務部長の退

職が明らかになり、準備に不安がなかったわけではありません。しかし幸い院内職員の協力が

あり、準備環境を整えることができました。　

そして立川市医師会長の香取公明先生をはじめ、院外の一般市民代表の方を交えた倫理的な

問題を討議する臨床倫理委員会も滞りなく開催でき、いくつかの案件を審議することができ明

文化することができました。多忙ななか何度も参集頂いた立川医師会と立川在住の一般市民代

表の方には深謝する次第です。

6月13日から15日に評価機構のサーベイヤの訪問審査を受けました。臨床面に直結した

質疑に続き、病棟入院症例を活用した当院のケアプロセスおよびチーム医療のあり方を中心に

討議が行われました。実際に討議に対面してくれた職員には、手に汗を握る 3日間であった

と思います。7 月末に評価機構より、評価C および評価2 はなく、追加審査は不要と報告を

頂きました。私は直近の２回の審査に関わることになり、病院の質が以前より飛躍的に向上し

ていることを実感しました。110 名の医師をはじめとした職員は病院機能評価受審を目的に

自分の医療環境を見直し、医療の質の担保、多職種とのチーム医療のあり方を見直す良い機会

になったと思います。この受審を契機にさらに院内の医療環境を整え地域に貢献できる医療

センターの実現に歩みを進めたいと思います。

特命副院長
伊藤　豊

病院機能評価 3rdG:Ver.1.1病院機能評価 3rdG:Ver.1.1
を受審いたしました。を受審いたしました。

発行日：2017年10月1日　第51号

発　行：独立行政法人　国立病院機構
 災害医療センター
 地域医療連携室

発行責任者：院長　宗田　大

NAT
IONAL

D
IS
A
S
TER MEDICAL

 C
EN
T
E
R

医療連携ニュースス

か け は しか け は しか け は し



－ 2－

平成29年７月１日より開設されました不整脈センターのセンター長
としてご挨拶申し上げます。
 前任の高橋良英医師の後任として東京医科歯科大学循環器内科・不整
脈センターより平成29年４月１日に災害医療センターへ赴任し、当院
における不整脈治療を担当させて頂くことになりました。東京医科歯科大学在籍
時には、カテーテルアブレーションに加えて、突然死予防のための植込み型除細
動器（経静脈及び皮下）、心不全患者に対する両心室ペースメーカを用いた心臓
再同期療法、感染リードなどに対する経静脈的リード抜去、心外膜起源の心室頻
拍・心室細動に対する心外膜アブレーションなど、最新の機器を用いて、リスク
の高い難治性不整脈に対する治療を現不整脈学会理事長の平尾見三教授・合屋雅
彦准教授と共に行ってまいりました。

不整脈領域を含めた循環器領域では、新しいカテーテルや装置の開発により、診断・治療は日進月歩で
進歩しており、特にアブレーションやペースメーカを始めとした不整脈領域の治療技術の進歩はめざまし
く、up to dateでより有効性の高い治療法を患者様に提供することが私達不整脈専門医の使命と考えて
おります。
高齢化社会を迎え、80歳以上の心房細動患者さんや様々な基礎疾患を有するが患者様が増えており、
そのような患者様に対する積極的治療はリスクを伴うため、治療方法の決定に迷う機会も多々認められ
ます。当院不整脈センターでは、常に患者様にとって最
善かつ最新の治療法を高い質で患者様に提供すべく、看
護師、臨床工学技士、放射線科技師、薬剤師、病院事務
と協力して日々の診療に従事してまいりたいと考えてお
りますので、皆様のご協力をどうぞよろしくお願い申し
上げます。
なお、不整脈センターでは、月曜から金曜まで不整脈専
門外来にて不整脈センター医師が診療を行いますので、不
整脈治療にてお困りの患者様がいらっしゃれば、いつでも
お気軽にご相談頂けますようお願い申し上げます。

脳血管内治療とは、脳の血管の病気を血管の内側からカテー
テルで治療するものです。対象となる疾患は脳動脈瘤、脳動静
脈奇形、硬膜動静脈瘻、脳塞栓症、頸部内頸動脈狭窄症などで
す。災害医療センターは、北多摩西部医療圏の中で脳血管内治
療学会専門医がいる唯一の施設です。常勤で指導医1名、専門医1名と、
2～ 3名の専攻医がいて、毎年60-90 例ほどの脳血管内治療を担当して
います。脳神経外科のスタンダードの治療である開頭手術も通常通り手掛け
（学会では「二刀流」、”Hybrid neurosurgeon”などと呼ばれます）てお
り、両方の治療をできる医師が、偏らない公平な視点で患者さんの状態を見
極め、適切な治療をお勧めしております。

不整脈センター不整脈センター

脳血管内治療センター長
重田　恵吾

脳血管内治療センター紹介脳血管内治療センター紹介

不整脈センター長
佐々木　毅
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血管内治療は開頭手術
と比較し、患者さんの回
復が早く、合併症が少な
い低侵襲の治療です。こ
れまでも患者さんの状態
やご希望によって、血管
内治療を積極的に行って
いました。最近では患者
さん側から、「開頭手術
より血管内手術で治療を
してほしい」と要望され
ることがあります。この
度、脳血管内治療センターを立ち上げ、血管内治療をご要望の患者さんが、ダイレクトに脳血管内治療
専門医を受診できる体制を整えました。
もし先生方の患者さまの中で、上記対象疾患が見つかって、脳血管内治療をご要望の方がいらっしゃ
いましたら、脳血管内治療センター外来（水・木　午後）へご紹介賜りますようよろしくお願い致します。

人工関節分野での医学的、
工学的進歩は目覚ましく、
生理学的運動の再現、コン
ポーネントと母床骨との固
着性、コンポーネントの耐
久性が飛躍的に改善されま
した。其れに伴い、臨床成
績もこの 10年で著しく向
上してきており、機能が廃
絶した関節に対する治療の
第一選択肢として認識され

るに到りました。当センターでは人工股関節・人
工膝関節の最新の知見・技術・機種を逸早く取り
入れ、より良い医療の提供、後進の育成を目的と
致します。
関節疾患の程度が軽い場合は、内服薬・湿布・
注射といった保存的療法で症状を和らげることが
できます。しかし、病期が進行して痛みが継続す
る場合、極端な変形で歩行が困難になった場合、
関節リウマチが進行した場合には、人工関節置換
術に代表される手術療法が必要になります。 人工

関節置換術とは、傷ついた関節を、関節の代替と
して働くインプラントと呼ばれる人工膝関節部品
に置き換える手術です。手術では、先ず特殊な精
密器具を用いて関節の損傷部を取り除きます。そ
の後、元の骨と形態がほぼ一致する丸みのある金
属コンポーネントと、軟骨の役目を果たす超高分
子量ポリエチレンからなるコンポーネントと置き
換えます。当センターでは、人工股関節・人工膝
関節の最新の知見・技術・機種を逸早く取り入れ、
より良い医療を提供します。
近年、10～15年前に人工関節置換術を受けた
方の再置換術が増えてきております。当センター
では、他の医療機関で受けた人工関節の再置換術
についての御相談も受け附けて居ります。
人工関節置換術には歩行機能向上に大きな利点
がありますが、様々な合併症（出血、感染、肺動
脈塞栓症所）が起こる場合もある手術です。当セ
ンターでは、「本手術は生涯に一度の大
手術である」と位置附けて、全力を尽く
した丁寧な手術を心掛けております。

人工関節センター長
関　雅之

人工関節（膝・股関節）センター紹介人工関節（膝・股関節）センター紹介

治療が難しい大型脳底動脈瘤の例。治療をしても再開通しやすい。
左：治療前。
右：ステント併用コイル塞栓術後1年。脳底動脈瘤は消失し再開通無し。
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医療連携ニュース「かけはし」へのご意見ご感想を
お待ちしております。ご連絡は地域医療連携室まで。

【地域医療連携室】
TEL：042－526－5613　FAX：042－526－5547

Eメール：renkei@tdmc.hosp.go.jp

●日時：平成29年10月12日（木）
　　　　17：15～18：30
●場所：災害医療センター
　　　　地域医療研修センター（4F研修室）

●日時：平成29年10月5日（木）
　　　　17：15～18：45
●場所：災害医療センター
　　　　地域医療研修センター（4F研修室）

参加無料　定員50～80名（先着申込み順）参加無料　定員30名（先着申込み順）

がん患者さんが安心して
生活できる社会を実現するために、
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当院へ多くご紹介いただいた医療機関様

◆立川内科クリニック ◆あおば内科クリニック ◆鈴木慶やすらぎクリニック

◆東大和循環器科内科 ◆岡部医院 ◆立川中央病院

◆武蔵村山さいとうクリニック ◆昭島病院 ◆関皮フ科クリニック

◆林整形外科 ◆立川相互ふれあいクリニック ◆立川新緑クリニック

◆ながせ皮フ科 ◆うしお病院 ◆半田医院

◆砂川医院 ◆たちかわファミリークリニック ◆東大和病院附属セントラルクリニック

◆こうた皮膚科泌尿器科クリニック ◆中央大学保健センター ◆日本大学歯学部付属歯科病院

◆川野病院 ◆たにざわ歯科クリニック ◆藤井医院

◆やましたクリニック ◆石井医院 ◆立川北口駅前クリニック

◆浅見胃腸科外科医院 ◆新城医院 ◆厚生連クリニック・ＪＡ東京健康管理センター

◆横田空軍病院 ◆平田循環器内科 ◆井上レディースクリニック

◆アイエスクリニック ◆クラ矯正歯科クリニック ◆ふじさわクリニック

◆たはらほほえみクリニック ◆めぐろクリニック ◆大田医院

◆おさか内科・整形外科 ◆クリニックファーレ ◆多摩健康管理センター

◆重城内科クリニック ◆しんクリニック ◆竹口病院

◆芦谷眼科 ◆奥住循環器内科クリニック ◆竹田医院

◆井上整形外科クリニック ◆ナビタスクリニック立川 ◆花輪病院

◆国立さくら病院 ◆渡辺眼科クリニック ◆近藤皮膚科

◆金光クリニック ◆高木病院 ◆ゆうがお歯科医院

◆ことり歯科クリニック ◆野口医院 ◆伊奈平南クリニック



担当科 月 火 水 木 金

不整脈センター 循環器内科
9:00～15:00 9:00～15:00 9:30～12:00 9:30～12:00 9:30～12:00
佐々木毅 佐々木毅 矢部 鈴木 山下

脳血管内治療センター 脳神経外科
13:30～16:00 13:30～16:00

重田 八ッ繁

人工関節センター 整形外科
15:00～16:30 14:30～16:30 14:30～16:30 14:30～16:30 14:30～16:30

関 張 関 松崎 島谷

貧血外来 血液内科
9:00～11:00

関口

リンパ腺の腫れ外来 血液内科
9:00～11:00

能登

ものわすれ外来 神経内科
13:30～16:00 12:30～13:00 12:30～13:00 13:30～14:00

古木 大林 大林 大林

たちくらみ・失神外来 神経内科 10:00～11:00 10:00～11:00
循環器内科 大林・矢部 大林・矢部

膵ぞう・胆のう・肝ぞう外来 消化器・乳腺外科 9:30～11:30
消化器内科 伊藤・佐々木善

遺伝性血管性浮腫（ＨＡＥ）相談外来 消化器内科
9:30～11:00 9:30～11:00
佐々木善 佐々木善

ぜんそく・ＣＯＰＤ外来 呼吸器内科
9:00～11:30 9:00～11:30 9:00～11:30 9:00～11:30

上村 乾 高田 石田

胸部異常陰影外来 呼吸器内科 13:00～15:00 13:00～15:00 13:00～15:00 13:00～15:00 13:00～15:00
呼吸器外科 上村 宮内 高田 石田 宮内

アトピー・アレルギー外来 皮膚科 14:30～16:30 14:30～16:30
小児科 千葉・中村・横内 千葉・中村・横内

発達・思春期外来 小児科
14:00～16:30
第1、3、4週
秋林

頭痛外来 脳神経外科
10:00～12:00 10:00～12:00

正岡 正岡

転移性骨腫瘍外来 整形外科
14:00～16:00

松崎

50歳を過ぎたら骨の健康外来 整形外科
14:30～16:30

関

ひざあし股関節の痛み外来 整形外科
9:00～12:00 9:00～11:00

宗田 宗田

下肢スポーツ整形外科外来 整形外科
14:30～16:30
島谷・宗田

コルポスコピー外来 婦人科
14:00～15:30 14:00～15:30
椙田・村瀬 椙田・村瀬

女性総合外来

骨盤臓器脱 婦人科
10:00～11:30 9:00～11:30 9:00～11:30 10:00～11:30

椙田 椙田 椙田 椙田

更年期障害 婦人科
14:00～16:00
(第1、３週)
村瀬

排尿障害＋骨盤臓器脱 泌尿器科
9:00～11:30

金城

キズ・やけど・傷跡外来 形成外科
9:00～11:00
藤原・溝渕

皮膚レーザー外来 形成外科
14:00～15:00
第2、4週

藤原・石澤・橋本

乾癬・光線外来 皮膚科
14:30～16:30 14:30～16:30
千葉・中村・合田 千葉・中村・合田

フットケア外来

皮膚科 14:30～16:30
糖尿病・内分泌内科 第１、３、５週

形成外科 千葉・中村・合田
循環器内科 田口・藤原・近江

トラベルクリニック 小児科
9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00

横内 横内 横内 横内 横内

ドライマウス(口腔乾燥)外来 歯科口腔外科
9:00～11:00

西村

かみあわせ・アゴの変形外来 歯科口腔外科
9:00～11:00

岩成

口腔粘膜疾患外来 歯科口腔外科
9:00～11:00
岩成・松井

歯科インプラントトラブル外来 歯科口腔外科
9:00～11:00

岩成

いたみの外来 緩和ケア内科 11:00～11:30 11:00～11:30 9:00～12:00
ペインクリニック外科 白澤 白澤 野村

緩和相談外来 緩和ケア内科 9:00～12:00 9:00～10:30 9:00～10:30
ペインクリニック外科 野村 白澤 白澤

※専門外来受診は原則紹介状が必要となります。

センター・専門外来担当医一覧表
独立行政法人国立病院機構　災害医療センター 平成29年9月1日現在



セ　ン　タ　ー 内　　　　容

1 不整脈センター
年間400例を超えるカテーテルアブレーション治療を施行しています。心房細動に関するカテーテルアブレーションでは、カテーテル治療と冷
凍凝固バルーン治療が可能です(将来的にはホットバルーン治療の導入を検討)。
東京医科歯科大学不整脈センター(平尾見三教授、合屋雅彦准教授)と提携し、難治性不整脈治療に積極的に取り組んでいます。

2 脳血管内治療センター
脳神経外科の治療として、患者さんへの負担が少ない脳血管内治療があります。脳血管内治療は開頭手術が必要ありません。カテーテルとい
う細い管を使って、血管の内側から脳内の血管の病気を治します。対象となる病気は、脳動脈瘤、脳動静脈奇形・硬膜動静脈瘻などの脳の血管
の異常や、脳梗塞の原因となる首の血管の動脈硬化などです。開頭手術と比較して患者さんの回復も早く、短期間で退院できます。

3 人工関節センター
関節疾患は保存的療法が基本です。しかし、病期が進行して痛みが継続する方、極端な変形で歩行が困難な方、関節リウマチが進行した方で
は、患者満足度が高い人工関節置換術を数多く施行している施設で受けることを勧めます。当センターでは、4名の医師が執刀できる実力を備
えています。当他の医療機関で受けた人工関節の再置換術についてのご相談も積極的にお受けします。合併症を持った高齢の患者さんにも
病院をあげて対応します。

専 門 外 来 内　　　　容

1 貧血外来
貧血の原因で最も多いのは鉄欠乏性貧血です。若年女性では婦人科系疾患、高齢者では「がん」が原因となっている場合が多いです。鉄欠乏
性貧血では小球性で血清鉄↓、UIBC↑、フェリチン↓になります。また、骨髄異形成症候群という血液の「がん」のこともあります。
通常診療で原因の特定が難しい貧血の患者さんがいらっしゃいましたら、貧血外来で精査致します。是非、ご紹介下さい。

2 リンパ腺の腫れ外来
特に造血器悪性腫瘍の中でも、悪性リンパ腫は約90種類の組織型に分類され、それぞれ治療方針も異なり、専門性が非常に高い分野です。悪
性リンパ腫の診断のきっかけとしてリンパ節の腫れが多いですが、一方リンパ節は様々な原因で腫れるため、必ずしも悪性とは限りません。病
的な腫れか、検査が必要か、様子を見て良いか。悪性リンパ腫の専門医師の立場からリンパ節の腫れに特化した専門外来です。

3 ものわすれ外来 ものわすれ外来では、問診、診察、認知機能検査と画像検査や血液検査により、年齢相応の加齢に伴うものわすれなのか、病的なものわすれな
のかを診断し、診断結果に応じた治療や対応を行っています。認知症の早期診断・早期治療を目指しています。

4 立ちくらみ・失神外来 立ちくらみ・失神の原因の9割は自律神経性ですが、残りの1割に重大な疾患である不整脈、てんかんなどが隠れています。当院では神経内科
医、循環器内科医で対応します。自律神経性の場合でも、再発予防のための生活改善指導、服薬調整などを行います。

5 膵ぞう・胆のう・
肝ぞう外来

胆嚢，胆管，膵臓の病気は通常の検査で発見することが困難であり、専門性が求められます。通常のCT、MRI等以外に、超音波内視鏡検査等を
積極的に導入しています。本外来では、消化器外科と消化器内科が共同して、検査・診断・治療をします。早期発見により根治治療ができる患者
さんが増え、手術件数も豊富で成績も良好です。多摩地区では、超音波内視鏡処置行っている唯一の施設です。膵臓、胆嚢、胆管の病気はぜ
ひ当院にお任せください。

6 遺伝性血管性浮腫
（HAE）相談外来

遺伝性血管性浮腫（HAE)は体の様々な場所に「腫れ」が起こる稀な病気です。「腫れ」が起こる部位は、顔（くちびる、まぶた、舌など）、のど、手、
足、腕、脚および腹部です。特にのどに腫れは気道がふさがれ命に関わることもあります。本外来では、遺伝性血管性浮腫の有無の診断、他医
療機関と連携し遺伝子等検査もできます。原因不明の繰り返す皮疹・手足の浮腫・腹痛等はHAEの可能性があります。一度御相談ください。

7 ぜんそく・ＣＯＰＤ外来 しつこい咳や喘鳴のコントロールに困ったらご相談ください。
息切れがよくならないとき、ご相談ください。

8 胸部異常陰影外来 胸部レントゲンで異常が見られたら、ご相談ください。精査いたします。
異常があるかどうか迷ったら、ご相談ください。

9 アトピー・アレルギー外来
小児科では主に小児を対象に軽症～中等症のアトピー性皮膚炎の患者さんに対し皮膚科と連携して、悪化因子の原因検索やスキンケア指導
をきめ細やかに治療を行ないます。また合併する食物アレルギーに対する血液検査や、入院および外来での食物負荷テスト、気管支喘息の長
期管理、発作時入院管理、アレルギー性鼻炎の診療（スギ花粉症・ダニアレルギーの舌下免疫療法など）も実施します。

10 発達・思春期外来
集団生活に困難さを感じている児を対象とした外来を開設いたします。発達障害が疑われる児に関しても対応いたしますので、ご紹介くださ
い。統合失調症など明らかな精神疾患に関しては対象外なので、その場合は再度別の専門機関にご紹介することもあります。また、未就学児
に関しては、心理検査の体制上対応が困難な場合もありますが、可能な範囲で対応いたしますので、ご相談ください。

11 頭痛外来 頭痛外来では、頭痛の原因について詳しく問診を行い、必要な場合はCT検査やMRI検査を受診当日行い、早期に総合的に診断します。また、
緊急の治療が必要な二次性頭痛に対しては血管内治療を含めた対応を行います。

12 転移性骨腫瘍外来
転移性骨腫瘍（がんの骨への転移）は骨折をしやすく、骨折を起こすと生活は著しく制限されます。当外来では早期に治療方針（安静度、手術、
放射線、装具、内服、注射など）を決定して骨折を予防します。骨折が起きてしまった場合は早期の手術治療が必要です。これまでの実績に基づ
き、四肢に対する髄内釘固定や脊椎に対する経皮的椎体形成術（バルーンカイフォプラスティー）、脊椎固定術などを低侵襲で行います。

13 50歳を過ぎたら骨の健康外来
骨を健康にして骨折しにくくすること、姿勢をよく保つことが大切です。治療では土台となる骨の量・質を良好に保つことが大切です。骨粗鬆症
には、高回転型と低回転型の2種類があります。当専門外来では、骨量計測（DEXA）に加え骨代謝評価も行い、骨を丈夫にして元気に動ける人
生を実現します。

14 ひざあし股関節の痛み外来
膝足股関節の痛みで通常の診療で良くならない患者さんを、これまで全国から数多く診てきました。その実績を、ここ多摩医療圏でお役に立て
たいと思います。

15 下肢スポーツ整形外科外来
スポーツ選手にとって、外傷・障害からのより早い完璧なスポーツ復帰は何よりも大切です。スポーツ選手を扱う整形外科医には豊富な経験
と、リハビリやトレーニングについての知識と病院各部門との連携が必要です。これまでのスポーツ整形外科治療の経験を多くのスポーツ愛
好家に役だてたいと考え、本専門外来を開設することにしました。

16 コルポスコピー外来 時間と手間のかかるコルポスコピーと生検をすばやく対応します。異常が見つかった際には円錐切除術を施行します。

17 女性総合外来

骨盤臓器脱に対しては、腹腔鏡手術でも対応いたします。（産婦人科）
長年、女性泌尿器を専門に診療してきた女性医師が担当いたします。頻尿・切迫感・尿失禁・骨盤性器脱などの症状に対して、カウンセリングか
ら理学療法（膀胱訓練・骨盤底筋体操）・内服治療・手術療法まで幅広く対応可能です。骨盤臓器脱に対しては、腹腔鏡手術による最新治療を行
い、必要に応じて婦人科と協力して治療に当たります。（泌尿器科）
当外来では婦人科などと協力してホルモン異常による女性疾患の治療に当たります。（糖尿病・内分泌内科）

18 キズ・やけど・傷跡外来 キズをキレイに治したい、やけどが痕にならないか心配、傷跡がケロイドみたいになったなど、古いキズも新しい傷もご相談に乗ります。

19 皮膚レーザー治療外来 傷跡にできた外傷性刺青や、シミ、そばかす、青あざ（太田母斑）などを数回のレーザー照射で改善させます（疾患により自費診療になります）。
血管腫など赤アザや脱毛、肌の若返り治療には対応していません。

20 乾癬・光線外来 尋常性乾癬の患者さんに対して、現在、紫外線療法（ナローバンドＵＶＢ）や新しい治療法である内服や注射による治療を行なっています。難治
の患者さんに対する積極的治療を実現します。

21 フットケア外来

糖尿病足病変ハイリスク要因をお持ちの患者さんに対して、白癬、胼胝、陥入爪、皮膚潰瘍等の検査、治療を行ない、併せて足の清潔・爪切り等
の足のセルフケア指導を行なう専門外来です。重症な皮膚潰瘍や感染症からの足切断を未然に防ぎましょう。
＊陥入爪に対しては自費治療の人工爪（ナオルン）による治療も行います。（皮膚科）
糖尿病3大合併症の一つである足病変の予防には日常のケアが欠かせません。当外来では皮膚科や形成外科と協力して足病変の予防と早期
治療を目指します。（糖尿病）
的確な診断の下、血行不良が原因と疑われれば、血流評価・画像診断、迅速な血行再建を施行し、早期の創傷治癒につなげます。（循環器）

22 トラベルクリニック（渡航者外来）
旅行・赴任・留学・出張などで海外渡航される方を対象として、渡航先、渡航期間、現地の生活環境に応じて推奨される予防接種や渡航前健康
診断を行い、予防接種診断書・健康診断書等各種書類の作成を行います。また、帰国後の健康診断や、体調不良による受診相談、国内外の高
地登山における高山病予防など様々なご相談に応じます。

23 ドライマウス（口腔乾燥）外来 口のネバネバと口の乾燥に専門家が対応します。

24 かみあわせ・アゴの変形外来 顎がゆがんでいたり、歯列の咬み合わせが悪いと感じている顎変形症の専門的な治療を行います。

25 口腔粘膜疾患外来 口腔内の腫瘤、白斑、紅斑、潰瘍、水疱など口腔粘膜病変を専門的に精査、加療を行ないます。

26 歯科インプラントトラブル外来
歯科インプラント治療後のトラブルに関する対応を行います。                              
地域の歯科医院で対応できない歯科インプラント治療をサポートします。

27 いたみの外来 いたみの外来では、腰痛、頚肩腕痛、帯状疱疹による神経痛などの慢性的な痛みに対し、通常の外来で対応できない例では、ペインクリニック
専門医が神経ブロックや内服薬などを用いて、より専門的な痛みの治療を行います。

28 緩和相談外来 緩和ケア相談外来では、がんの治療中またはがん治療を終えて療養中の方の痛み・だるさ・その他の体のつらさや、生活のしづらさなどについて
がん治療の主治医と、緩和ケアの医師、看護師、薬剤師、心理士、ソーシャルワーカーなどが協同し、症状をもっと楽にする工夫をいたします。

センター・専門外来のご案内


