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当院は平成26年 8月より東京都地域がん診療連携拠点病院に認

定されています。

地域がん診療連携病院とは、地域内のがん診療において中心的な役

割を果たすよう厚生労働省が指定した病院です。その主な役割は、専

門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の構築、がん

患者に対する相談支援及び情報提供等があります。

専門的ながん医療の提供にあたっての当院の取り組みとして、集学的治療を目的にキャンサー

ボードを診療科横断的に開催しております。地域の先生方にも開放しており、２週間に1回　金

曜日朝７時30分より当院1階放射線科読影室で開催し、どなたでもご参加いただけます。

がん患者さんに対しては、緩和ケアチームとしてがん疼痛コントロール、精神的支援、服薬

指導などを多職種が共同してサポートを行います。また、がん患者・家族の方々への情報提供

や心の悩み、体験等を語り合うための「かけはし交流会」を開催しています。さらに、がん相

談支援センターでは、当院のみならず地域のがん患者さんの相談にも対応し、また、がん患者

さんの就労支援の相談会を社会保険労務士の方々に依頼し行っています。

がんに関する地域連携としては、院内および地域の多職種医療福祉関係者を対象にパネル

ディスカッション・事例検討会を行っております。加えて、今後新たに周辺主要施設との相互

訪問・評価の実施が導入されますが、これらの活動により地域のがん診療のさらなる連携協力

体制が構築されていくと思われます。

これらの活動を通じ、がん診療連携拠点病院としての責任を果たすべく、少しでもよりよい

医療の提供に努めてまいる所存です。そのためにも先生方の更なるご支援とご理解を賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。

東京都地域がん診療連携拠点病院について

地域医療連携室長
（第一外来部長）
上村　光弘
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この度、東京消防庁救急部長感謝状を頂きました。救急業務の充実発展
に貢献（主に東京消防庁救急隊指導医として通算7年従事）した実績が
評価され選出頂きました。救急隊指導医は東京消防庁多摩指令センターに
赴き、救急救命士が行う特定行為の指示および助言を行います。また、搬
送困難・選定困難事案については助言を行います。本当に困ったときなど
は当救命救急センターだけでなく近隣医療機関に直接お願いし収容しても
らったこともありました。従って、今回の受賞は私だけではなく救命救急
科・救命救急病棟スタッフだけでなく、病院スタッフまた地域の医療機関
の御協力のお陰と考えております。
今後も日々の診療に加えて、患者様が安全かつ適切に搬送できるように
尽力させて頂く所存です。今後ともよろしくお願い致します。

【東京消防庁】【東京消防庁】
救急部長感謝状の受賞救急部長感謝状の受賞

専門外来として頭痛外来を開始いたしました。頭痛の原因はさまざまで
すが、頭痛に関して詳しく問診ならびに診察を行い、必要な場合はCTや
MRI を受診当日行うことで、早期にその頭痛が一次性頭痛なのか、二次性
頭痛なのかを総合的に診断します。診断がつけば、大部分の頭痛には治療
法が存在しますので、緊急の治療が必要な二次性頭痛に対しては血管内治
療を含めた外科手術の対応を行い、それ以外は頭痛が改善されるまでは適
切な治療および生活改善のアドバイスを行います。

頭 痛 外 来頭 痛 外 来

救命救急センター医長
吉岡　早戸

脳神経外科医長
正岡　博幸

●● 専門外来の紹介  専門外来の紹介 ●●



－ 3－

複数科協力体制の下、糖尿病など、足病変ハイリスクをお持ちの患者さ
んに対して治療を行います。皮膚科医師は白癬、たこ、陥入爪、皮膚潰瘍
等の検査、治療を行い、併せて足の清潔・爪切り等、足のセルフケア指導
を行います。皮膚潰瘍や感染症による足切断を未然に防ぐことを目的とし
ています。また陥入爪に対しては自費治療の人工爪による治療も行います。
糖尿病・内分泌内科医師は糖尿病3大合併症の一つである足病変の予防と
して日常のケアを行うことで足病変の予防と早期治療を目指します。循環
器内科医師は的確な診断の下、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。

フットケア外来フットケア外来

当院のもの忘れ外来では、初診時は1人の患者さんに30分の時間を割
り振っており、認知機能検査をするだけではなく、丁寧な問診を行います
（家族の方に必ず付き添うようにお伝え願います）。その上で頭部画像検
査（基本的に後日になります）や必要時は血液検査を行います。診断およ
び、治療適応のある患者さんに対しての投薬を開始した後は、普段の通院
はかかりつけの先生方にお願いさせていただくことになります。

もの忘れ外来もの忘れ外来

コルポスコピー外来とは、『子宮頸がん』に対する精密検査をする外来
です。
20歳以上の女性に対して2年に 1回行われる公費による子宮頸がん
検診や、不正性器出血などに対して施行した子宮頸がん検診で異常が見つ
かった場合、コルポスコープ（腟拡大鏡）で子宮頸
部を拡大して観察し、異常所見が強い部位を数ヶ所
「生検」して組織を採取して病理組織診断を確認し
ます。その結果により、経過観察でよいのか、手術
（当院では2泊3日の入院でのレーザーを用いた円
錐切除術など）がよいのかを診断し提案いたします。
出血の多く手間のかかる検査となりますので、完全
予約制で対応しております。

コルポスコピー外来コルポスコピー外来

皮膚科医長
千葉　由幸

神経内科医長
大林　正人

産婦人科医長
椙田　賢司

コルポスコープ
（腟拡大鏡）
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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30年２月６日（火）　10：30～12：30
●対象：どなたでも参加出来ます
●場所：災害医療センター　４階　地域医療研修センター

●日時：平成30年2月22日（木）　14：00～15：30
●対象： がん治療による脱毛、スキンケアでお困りの患者さ

まとそのご家族さま（※男性も大歓迎）
●場所：災害医療センター　４階　地域医療研修センター

●日時：平成30年1月11日（木）
　　　　9：30～12：00（1回45分／1日3名程度）
●対象：がん患者・家族・企業の方々
●場所：災害医療センター　１階　がん相談支援センター

●日時：平成30年２月６日（火）　19：00～21：00
●対象：医療従事者
●場所：災害医療センター　４階　地域医療研修センター

参加無料

参加無料　定員30名

事前予約　相談無料

参加無料

健診で血球が少ないと言われたら

治療中の頭皮ケアとスキンケア

がん患者の就労支援相談

女性泌尿器疾患で知っておきたいこと

第44回　市民公開講座

平成29年度　第5回患者・家族かけはし交流会

がん相談支援センター
.... Information2 ....

.... Information4 ....

.... Information1 ....

.... Information3 ....

当院へ多くご紹介いただいた医療機関様

平成29年度　第2回災害医療センター
クリニカルカンファレンス

◆鈴木慶やすらぎクリニック ◆立川内科クリニック ◆あおば内科クリニック

◆岡部医院 ◆東大和循環器科内科 ◆立川中央病院

◆昭島病院 ◆武蔵村山さいとうクリニック ◆関皮フ科クリニック

◆砂川医院 ◆ながせ皮フ科 ◆うしお病院

◆林整形外科 ◆半田医院 ◆立川新緑クリニック

◆藤井医院 ◆やましたクリニック ◆たちかわファミリークリニック

◆浅見胃腸科外科医院 ◆アイエスクリニック ◆こうた皮膚科泌尿器科クリニック

◆石井医院 ◆井上レディースクリニック ◆中央大学保健センター

◆立川北口駅前クリニック ◆川野病院 ◆新城医院

◆ふじさわクリニック ◆重城内科クリニック ◆めぐろクリニック

◆金光クリニック ◆平田循環器内科 ◆渡辺眼科クリニック

◆花輪病院 ◆おさか内科・整形外科 ◆国立さくら病院

◆クリニックファーレ ◆たはらほほえみクリニック ◆芦谷眼科

◆大田医院 ◆竹口病院 ◆奥住循環器内科クリニック

◆立川若葉団地クリニック ◆メディカルボックス東大和 ◆竹田医院

◆泉医院 ◆井上整形外科クリニック ◆かとり耳鼻咽喉科

◆辻クリニック ◆柏町内科



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
随時ご相談ください 随時ご相談ください

能登 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
ペインクリニック外科 白澤 白澤

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


