
2019年5月現在

得意とする検査・手術／疾患・症状／実施出来る検査等
ご応需出来ない疾患
実施出来ない検査等

呼吸器内科 【疾患・症状】

科長： 桂　秀樹 *肺癌、肺炎等の呼吸器感染症、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)

　間質性肺炎、慢性咳嗽、睡眠時無呼吸症候群などの呼吸器疾患全般

*在宅酸素療法、在宅人工呼吸等の在宅呼吸ケア、呼吸リハビリテーション

【専門外来】

　禁煙外来、睡眠時無呼吸外来、呼吸リハピリテーション外来

【実施検査等】

　終夜睡眠ポリグラフィ、気管支鏡

糖尿病・内分泌代謝内科 【得意とする検査・手術等】 ×神経性食思不振症

科長： 大沼　裕 *1型糖尿病患者さんに対し、インスリンポンプ療法(持続インスリン皮下注入 ×甲状腺放射線療法

　療法：ＣＳＩＩ）も積極的に行っております。

【疾患・症状】

*1型、2型糖尿病／内分泌疾患の機能異常、代謝異常疾患

*糖尿病患者の網膜症、腎症、神経障害、脳梗塞・心筋梗塞等の大血管障害

　発生予防

*糖尿病合併妊娠の診察・指導(母体胎児科と共同診療)

【専門外来】

　甲状腺外来、和漢診療外来、1型糖尿病外来

腎臓内科 【得意とする検査・手術等】 ×腫瘍や水腎症の精査は

科長： 小池　美菜子 腎生検を必要とするご病状はぜひご紹介下さい。 　泌尿器科にご相談して

【疾患・症状】 　下さい。

*腎炎や腎不全の診断と治療

*各種の血液浄化療法(血液透析・血液ろ過透析)、血漿交換、免疫吸着等の

　特殊治療

【実施検査等】

　腎生検

循環器内科 【疾患・症状】

科長： 春田　昭二 *心臓や血管系の病気の診断および治療

*虚血性心疾患、不整脈(徐脈性または頻脈性)、ブルガダ症候群の疑い

*心不全、心臓弁膜症、大動脈瘤(胸部または腹部)、下肢静脈血栓症の疑い

*症状としては胸痛、胸部圧迫感、動悸、理学的所見としては心雑音

【実施検査等】

　心臓カテーテル検査、冠動脈MDCT、心筋シンチ、電気生理学的検査等

【実施治療】

　カテーテルインターベンション(PCI)、下肢動脈形成術(IVR科も可)

　ペースメーカー植込み術

　カテーテルアブレーション(心房細動・上室性頻拍心室性頻拍に対する)

　除細動器植込み

消化器内科 【得意とする検査・手術等】 ×劇症肝炎

科長： 西野　隆義 *胆道・膵臓疾患を積極的に受入れております。 ×胆石の破砕

*内視鏡科とも連携し、早期食道癌・胃癌および大腸癌の内視鏡治療を積極的に

　受入れております。

【疾患・症状】

*逆流性食道炎、食道静脈瘤等の食道疾患

*胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病等の消化管疾患

*肝炎、胆管炎、胆のう炎、肝硬変等の肝臓疾患

*胆石、膵炎、重症急性膵炎、胆道癌、膵臓癌等の胆道・膵臓疾患の内視鏡的

　治療

*早期食道癌・早期胃癌および早期大腸癌の内視鏡的治療

【実施検査等】

　ERCP、EUS、胆管ステント、肝炎治療、食道静脈瘤硬化療法

　ESD等の消化管内視鏡治療

医療機関からの診察・検査連携のご予約（地域連携直通）

TEL　047-458-6543　　FAX　047-458-6545

東京女子医科大学八千代医療センター／診療応需・不応需一覧表

①

診療科



2019年5月現在

得意とする検査・手術／疾患・症状／実施出来る検査等
ご応需出来ない疾患
実施出来ない検査等

脳神経内科 【得意とする検査・手術等】 ×頭部外傷(脳神経外科にて対応)

科長： 大橋　高志 *多発性硬化症、視神経脊髄炎を初めとする神経免疫疾患の患者さんを積極的に ×脳脊髄液減少症

　受入れております。 ×ナルコレプシー

【疾患・症状】 ×過眠症

*脳梗塞、頭痛、てんかん、脳炎、髄膜炎、多発性硬化症、視神経脊髄炎 ×線維筋痛症

*重症筋無力症、ギラン・バレー症候群、慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー ×慢性疼痛

*認知証、末梢神経障害、ミオパチー、パーキンソン病関連疾患 ×痙性斜頸

*レストレスレッグス症候群、脊髄小脳変形症、筋萎縮性側索硬化症 ×筋生検

*片側顔面痙攣、眼瞼痙攣、その他脳神経内科疾患全般

【実施検査等】

　CT、MRI/MRA、脳血流シンチ、MIBG心筋シンチ、DATスキャン、脳波

　電気生理検査、頚動脈エコー

血液内科 【疾患・症状】 ×同種造血幹細胞移植

科長代行：西野　隆義 *白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等の血液の悪性腫瘍 ×不明熱

*再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、血小板減少症、多血症等の血液の病気 ×20歳未満の造血器腫瘍

ﾘｳﾏﾁ膠原病内科 【得意とする検査・手術等】 ×線維筋痛症、慢性疲労症候群

科長： 瀬戸　洋平 *国内外のガイドラインに則った標準的な診療を心がけております。 　等の非炎症性疾患

【疾患・症状】 ×アレルギー性疾患

*リウマチ性疾患全般 ×不明熱

【実施検査等】

 関節超音波検査

消化器外科 【得意とする検査・手術等】

科長： 片桐　聡 *食道から肛門までの消化管と肝臓、胆のう、膵臓、脾臓等の実質臓器、双方

　とも受け入れ可能であります。

*肝移植、膵移植、ロボット手術も本院と連携の上、施行可能です。

*基本的にすべての消化器疾患(癌・炎症等)の検査、治療に対応出来ます。

*鼠径ヘルニアは4日以内の入院加療となります。

【疾患・症状】

*食道癌、良性食道腫瘍、逆流性食道炎、食道アカラシア

*胃癌、良性胃腫瘍、GIST(胃間葉系腫瘍)、難治性胃潰瘍、異所性膵

*十二指腸癌、小腸癌、十二指腸潰瘍、クローン病

*大腸癌、肛門管癌、潰瘍性大腸炎、直腸脱

*肝臓癌(原発性、大腸癌等の転移)、肝内胆管癌、門脈圧亢進症、肝のう胞

*胆道癌(胆のう癌、胆管癌、十二指腸乳頭部癌)

*胆石症(胆嚢結石、胆管結石症、肝内結石症)

*胆のうポリープ、先天性胆道拡張症

*膵臓癌、膵良性腫瘍、急性・慢性膵炎、膵・胆管合流異常症、急性虫垂炎

*痔核、痔瘻

*鼠径部～大腿、閉鎖孔、食道裂孔、腹壁瘢痕ヘルニア症

*腹部外科全般における疾患および機能異常

*消化管穿孔による腹膜炎等の救急疾患

*経皮内視鏡的胃瘻造設術(PEG/ペグ)

*経皮経食道胃管挿入術(PTEG/ピーテグ)

*狭窄部拡張やステント挿入留置等の内視鏡治療

*門脈圧亢進症、難治性腹水に対するデンバー・シャント

*肝癌に対するラジオ波焼灼術

乳腺・内分泌外科 【疾患・症状】

科長： 地曵　典恵 *乳癌、乳腺腫瘤、乳房石灰化

*乳房の症状(しこり、分泌、痛み等)

*男性の女性化乳房症

東京女子医科大学八千代医療センター／診療応需・不応需一覧表
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乳腺・内分泌外科 【実施検査等】

　マンモグラフィ、乳腺エコー、CT、MRI、エコー下穿刺吸引細胞診

　マンモトーム生検、ステレオガイド下マンモトーム生検、摘出生検

　手術(乳房温存手術、RI法によるセンチネルリンパ節生検、良性腫瘍の手術)

　形成外科医と連携した乳房再建術

　乳癌の薬物治療(化学療法、分子標的療法、ホルモン療法)、セカンドオピニオン

女性科外来 基本的には相談、初期診断を行い、治療が必要な場合は専門科に紹介致します。 ×女性の痔、肛門周囲の疾患

*乳房の症状(しこり、分泌、痛み等)、検診の2次検査、良性腫瘍のフォロー

*泌尿器症状(尿失禁、頻尿等)　※月1回要予約

*更年期症状　※月2回要予約

呼吸器外科 【得意とする検査・手術等】

科長： 関根　康雄 *2018年より肺癌、縦隔腫瘍に対して、ダビンチを用いたロボット支援手術を開始

　しました。千葉大学病院に続いて県内2施設目となりなす。従来の胸腔鏡手術

　と共に積極的に実施しております。また、蛍光内視鏡を用いた低浸襲肺切除は

　全国一の経験数となっております。

【疾患・症状】

*悪性腫瘍(癌等)：肺癌、転移性肺癌、胸腺腫瘍、縦隔胚細胞性腫瘍

　悪性胸膜中皮腫、気管・気管支腫瘍、肺内悪性リンパ腫等

*肺嚢胞(のうほう)性疾患：自然気胸、肺のう胞、縦隔のう胞(胸腺のう胞、

　気管支のう胞、心膜のう胞、食道のう胞等)

*良性腫瘍：良性肺腫瘍(結核腫、過誤腫、血管腫、腺腫等)、神経腫瘍

　縦隔奇形腫、胸壁腫瘍等

*重症筋無力症(筋肉に力が入らなくなる病気で胸腺と関係しています。そのため

　胸腺を摘出します)

*感染症疾患、その他：肺膿瘍(肺の中の膿)、膿胸(肺の外の膿)

　肺動静脈瘻(肺の血管の病気)、外傷(肋骨骨折、血胸、肺・気管支損傷等)

　胸水貯留等

【実施検査等】

　気管支鏡検査、CTガイド下生検、胸腔鏡検査

脳神経外科 【得意とする検査・手術等】 ×脳脊髄液減少症

科長： 川島　明次 *脳血管障害(脳動脈瘤、脳血管閉塞、もやもや病、頚動脈狭窄、脳動静脈奇形等)

　の手術を専門的に行っています。難易度の高い症例も様々な手術技術や血管内

　治療を組み合わせて安全に治療します。

　この他、脳腫瘍や三叉神経痛、顔面けいれんの手術実績も豊富です。

　治療実績…脳動脈瘤手術：1,000件、脳血管バイパス術：1,200件

　　　　　　　　頚動脈手術：500件、脳動静脈奇形手術：100件

【疾患・症状】

*脳血管障害(くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、脳動静脈奇形、もやもや病等)

*脳腫瘍(聴神経腫瘍、髄膜腫、下垂体腫瘍、神経膠腫、転移性脳腫瘍等)

*頭部外傷、機能的疾患(てんかん、顔面痙攣、三叉神経痛等)

*小児脳神経・脊椎脊髄の外科的疾患等、脳神経外科全般

【実施検査等】

　神経ナビゲーションシステム神経内視鏡、術中血管撮影

　術中神経モニタリング装置、術中脳血流測定

　最先端技術を導入した低侵襲の外科治療

【専門外来】

　もやもや病、脳血管内治療、脊椎・脊髄

心臓血管外科 【疾患・症状】 ×下肢静脈瘤

科長： 冨岡　秀行 *冠動脈バイパス術 　(形成外科にて対応)

*弁膜症に対する手術

*大動脈瘤(腹部・胸部含む)に対する人工血管置換術

*大動脈瘤(腹部・胸部含む)に対するステント内挿術

医療機関からの診察・検査連携のご予約（地域連携直通）

TEL　047-458-6543　　FAX　047-458-6545
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整形外科 【得意とする検査・手術等】 ×脊椎手術

科長： 森田　裕司 *膝関節外科、股関節外科、小児整形外科を中心に診療を行っております。 ×手外科手術

【疾患・症状】 ×足外科手術

*手足、体幹に痛みや機能障害をもたらす骨関節、脊椎、筋肉、神経等の運動器

 疾患

*膝・股関節に代表される変形性関節症等

*骨粗鬆症、各種の骨代謝疾患、リウマチ、外傷等による骨関節疾患

*小児整形外科疾患

【実施検査等】

　膝や股関節疾患の関節鏡手術、靭帯再建手術、人工関節手術

　骨折観血的手術

形成外科 【得意とする検査・手術等】 ×深部静脈血栓症(DVT)

科長： 竹内　正樹 *眼瞼下垂症、眼瞼内反、眼瞼腫瘍等、眼瞼(まぶた)の疾患は形成外科で治療 　(エコー検査も含む)

　しております。 ×急性四肢動脈閉塞症

*乳腺外科と共同して1次乳房再建術(自家組織移植、エキスパンダー法)を多く ×閉塞性動脈硬化症

　行っています。乳房切除後の2次再建にも対応していますのでご紹介下さい。 ×血栓性静脈炎

*顔面神経麻痺に対する顔面形態・機能再建を積極的に行っております。 ×漏斗胸

【疾患・症状】

*口唇口蓋裂

*耳の変形(折れ耳、埋没耳、耳廔孔、副耳等)

*手足の先天異常、外傷

*顔面外傷(頬骨骨折・鼻骨骨折・眼窩骨折を含む)

*顔面の変形や先天異常(正中頸嚢胞)

*熱傷、ケロイド、瘢痕拘縮

*下肢静脈瘤、皮膚難治性潰瘍、下肢浮腫

*皮膚皮下腫瘍

*血管腫、母斑、あざ、シミ

*腋臭症、陥入爪、巻爪

*眼瞼下垂症、眼瞼内反症

*乳房再建(自家組織移植・乳房インプラント)

*陥没乳頭

*耳下腺腫瘍

*顔面神経麻痺に対する顔面形態・機能再建

【実施検査等】

　Co2レーザー、V beamレーザー、光治療器

　マイクロサージャリーによる組織移植術

眼科 【得意とする検査・手術等】 ×腫瘍

小児眼科 *糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫に対して、個々の患者さんの ×涙道手術

科長： 舩津　英陽 状態に応じた最善の医療を提供するように心がけております。 ×角膜移植

【疾患・症状】 ×視神経管骨折

*眼瞼疾患：睫毛内反症、老人性眼瞼皮膚弛緩、眼瞼下垂をはじめとした手術 ×緊急性の高い網膜剥離

*結膜疾患・角膜疾患：一般の治療、翼状片手術、結膜弛緩症手術等

　白内障、緑内障の薬物治療と手術

*結膜疾患：糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、網膜動脈閉塞症、中心性漿液性

　脈絡網膜症、裂孔原性網膜剥離、未熟児網膜症、網膜疾患全般

*黄斑疾患：黄斑浮腫、黄斑前膜、黄斑円孔、加齢黄斑変性、抗VEGF治療

*ぶどう膜炎：サイコイドーシス、原田病、急性前部ぶどう膜炎、ベーチェット病

　水痘帯状疱疹ウイルスをはじめウイルス性網脈、強膜炎

　その他の原因不明のぶどう膜炎全般

*斜視弱視・小児眼科：乳児内斜視、間欠性外斜視をはじめとした弱視

　斜視視能訓練、斜視手術、小児ぶどう膜炎

*視神経疾患：視神経炎、視神経症

東京女子医科大学八千代医療センター／診療応需・不応需一覧表

診療科

医療機関からの診察・検査連携のご予約（地域連携直通）

TEL　047-458-6543　　FAX　047-458-6545
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2019年5月現在

得意とする検査・手術／疾患・症状／実施出来る検査等
ご応需出来ない疾患
実施出来ない検査等

耳鼻咽喉科 【疾患・症状】 ×頭頚部悪性腫瘍に対する再建

小児耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科領域全域(耳・鼻・のど)、めまい、突発性難聴、顔面神経麻痺  　を要する手術・治療

科長： 三枝　英人 鼻出血、上気道狭窄、急性炎症性疾患(扁桃周囲膿瘍、深頸部膿瘍等) ×化学療法

気道・食道異物等の緊急疾患、嚥下障害、音声障害  　但し、術後の嚥下障害、音声

構音障害に対する治療(機能訓練および機能改善手術)、喉頭狭窄の解除 　 障害・構音障害への対応は

重症心身障害児・者に対する気道管理 　 積極的に行います。

統合失調症やうつ病等の精神疾患に伴う嚥下・音声障害・睡眠時無呼吸 ×人工内耳・人工中耳植込み術

【実施検査】

　聴覚機能検査(内耳機能検査、語音聴力検査、ABR、耳音響放射

　補聴器適合検査)、平衡機能検査(ENG)、重心動揺検査、電気味覚検査

　嗅覚機能検査、喉頭ストロボスコピー

　筋電図検査(hooked wired electrode含む)、嚥下透視、嚥下内視鏡

　発声Ｘ線透視、音響分析、薬物睡眠下睡眠動態検査

【実施手術】

　口腔・咽頭手術（口蓋扁桃・アデノイド切除、軟口蓋形成、唾石、ガマ腫等）

　鼻科手術（内視鏡下副鼻腔手術、鼻中隔矯正術、下甲介高周波焼灼術等）

　耳科手術(鼓膜形成、鼓膜チューブ留置、鼓室形成等)

　咽頭微細手術、咽頭枠組み手術、嚥下機能改善術、誤嚥防止術

　構音機能改善術、咽頭狭窄解除、気管切開・開窓、頭頚部良性腫瘍等

泌尿器科 【得意とする検査・手術等】 ×体外衝撃波結石破砕(ESWL)

科長： 乾　政志 *前立腺癌、膀胱癌、腎癌に対するロボット支援手術(ダビンチ)を初めとする低侵襲 ×ED

　治療を実施しております。

*腎移植手術を数多く手がけております。

【疾患・症状】

*副腎・腎尿路疾患、男性生殖器疾患、泌尿器悪性腫瘍(癌)、腎移植、腎不全

　排尿障害、尿路結石症、尿路性器感染症

【実施手術】

　ロボット支援手術(ダビンチ)、腹腔鏡手術、経尿道的内視鏡手術、開腹手術

　腎移植術

歯科口腔外科 【得意とする検査・手術等】 ×歯科金属アレルギー

科長： 岡本 俊宏 *口腔外科全般の患者様を積極的に受入れております。

*全身疾患をもつ患者様の歯科治療も行っております。

【疾患・症状】

*埋伏智歯等の難度の高い抜歯

*歯科以外の疾患を合併している方の歯科治療(特に抜歯等の外科処置)

　心臓病、糖尿病、肝臓病、透析中、抗血栓療法施行中等の種々の疾患

*顎顔面外傷：顎骨骨折、口唇・舌等の創傷、顎関節脱臼、歯の脱臼

*炎症：顎骨骨髄炎、蜂窩織炎、歯性上顎洞炎

*腫瘍：口腔悪性腫瘍(口腔癌)、口腔良性腫瘍

*口腔インプラント治療

*顎変形症

*口腔顔面痛

*嚢胞：歯根嚢胞、顎骨嚢胞、ガマ腫、粘液嚢胞

*口腔ケア：がん患者・心臓血管外科の手術前後の周術期口腔管理

　抗癌剤治療時やビスホスホネート製剤使用時の口腔管理

*その他：口腔粘膜疾患、上唇・舌小帯付着異常、顎関節症、唾石

　睡眠時無呼吸症候群等

皮膚科 【疾患・症状】 ×下腿潰瘍(重症)

科長： 三石　剛 *湿疹、皮膚炎(アトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎、脂漏性皮膚炎等)

*蕁麻疹、痒疹

*多型滲出性紅斑をはじめとした紅斑症

医療機関からの診察・検査連携のご予約（地域連携直通）

⑤
TEL　047-458-6543　　FAX　047-458-6545
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2019年5月現在

得意とする検査・手術／疾患・症状／実施出来る検査等
ご応需出来ない疾患
実施出来ない検査等

皮膚科 *紫斑病、血管炎

*水泡症(尋常性天泡瘡、水泡性類天泡瘡)

*膿泡症

*乾癬をはじめとした炎症性角化症(生物学的製剤使用施設)

*母斑・皮膚良性腫瘍(脂漏性角化症、粉瘤、石灰化上皮腫等)

*皮膚悪性腫瘍(基底細胞癌、日光角化症、Bowen病、有棘細胞癌、悪性黒色腫等)

*毛髪・爪甲疾患

*尋常性ざそう

*ウイルス性疾患(単純ヘルペス、帯状疱疹、ウイルス性疣贅)

　細菌性疾患、真菌症(足・爪白癬、カンジダ症)

*性感染症(尖圭コンジローマ等)

【専門外来】

　いぼ外来、ニキビ外来、血管腫外来

【実施検査等】

　炭酸ガスレーザー、ロングパルスダイレーザー、皮膚腫瘍治療、パッチテスト

　皮膚病理組織検査、紫外線療法(関連医療機関にて実施しております)

　金属アレルギー検査(指定時間に来院可能な方・24時間後・72時間後の状態を診察)

　アレルギー検査(ウエスタンブロット法、好塩基球活性化試験)、HPV遺伝子検査

母体胎児科 【疾患・症状】 ×TOLAC

科長： 三谷　穣 *分娩 　(既往子宮手術後経膣分娩)

*ハイリスク妊娠、分娩管理(前置胎盤、多胎、合併症妊娠胎盤等) ×骨盤位経膣分娩(一部を除く)

【実施検査等】 ×胎児鏡下レーザー血管手術

　胎児超音波診断、救急母体搬送受入(母体胎児集中治療室6床) ×精神疾患合併妊娠

　正常分娩用のLDR4床、ハイリスクLDR／分娩手術室、無痛分娩(計画分娩)

婦人科 【得意とする検査・手術等】 ×体外受精

科長： 中島　義之 *周産期母子医療センターを併設しているため妊娠初期からの合併症妊娠にも

　対応しております。

【疾患・症状】

*子宮・附属器(卵管・卵巣)の悪性腫瘍・良性腫瘍、内分泌疾患

*体外受精を除く不妊・不育症治療等

*子宮筋腫、子宮内膜症、更年期障害のホルモン治療

【実施検査等】

　化学療法

　内視鏡下手術(腹腔鏡、子宮鏡)…卵巣嚢腫、子宮外妊娠、粘膜下子宮筋腫等

新生児科 *主に新生児集中治療室にて治療を必要とされるお子さんの発育、発達を診療

科長代行：正岡　直樹 　しております。

小児科 【疾患・症状】 ×血液腫瘍性疾患の化学療法

科長： 濱田　洋通 *全ての小児疾患の初期対応

小児救急科 *基礎疾患のある乳幼児の予防接種

科長： 武藤　順子 *学校検診の2次検診(心臓・腎臓)

*乳幼児健診の2次検診

【専門外来】

　アレルギー外来、糖尿病・内分泌外来、心臓・川崎病・不整脈外来、腎臓外来

　シナジス外来(心臓疾患の子供)→6ヵ月以内に接種

神経小児科 【得意とする検査・手術等】

科長： 髙梨　潤一 *最先端のMRI等の神経画像診断を施行しております。

【疾患・症状】

*てんかん等のけいれん性疾患

*先天異常や周産期障害

*生後に発症した疾患等に起因する運動障害

*知的障害

*急性脳症、白質ジストロフィー

医療機関からの診察・検査連携のご予約（地域連携直通）

TEL　047-458-6543　　FAX　047-458-6545
⑥
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2019年5月現在

得意とする検査・手術／疾患・症状／実施出来る検査等
ご応需出来ない疾患
実施出来ない検査等

小児集中治療科 【疾患・症状】

科長： 安川　久美 *ＰＩＣＵ(小児集中治療室)での全身管理が必要で重篤な疾患を対象

　(内因系・外因系を問いません。窓口は小児科となりますので、疾患に関わらず

　ご相談下さい）

小児外科 【得意とする検査・手術等】 ×悪性腫瘍

科長： 幸地　克憲 *鏡視下手術、内視鏡を応用し、低侵襲手術を目指しております。

*消化器の他、気道・呼吸器・腎泌尿器系に力を入れております。

*様々な病態に対応する様、努力しているのでお気軽にご紹介下さい。

【疾患・症状】

新生児から中学生まで幅広く対応しております。低侵襲手術を目指し、腹腔鏡・

胸腔鏡手術を積極的に取り入れております。

*日常的な疾患：鼠径ヘルニア、停留精巣、臍ヘルニア、包茎、耳前瘻等

*急性期疾患：急性虫垂炎、肥厚性幽門狭窄症、腸重積症

　肝・胆道系疾患(胆道閉鎖、胆道拡張症)、外傷、火傷等

*異物誤飲(気道、消化管)

*慢性疾患：腹痛、便秘、下痢、血便、胃食道逆流症、過敏性大腸症候群

　潰瘍性大腸炎、クローン病等

*腎・泌尿器疾患：水腎症、膀胱尿管逆流症、尿管瘤、尿道弁等の外科疾患

*夜尿、尿が近い等の日常の排尿機能

*新生児外科疾患：新生児科と連携して対応

*気道系疾患：気管切開、気管喉頭分離を要する疾患

*先天奇形：漏斗胸、肛門の位置異常(鎖肛)

*腫瘍：お腹や胸の中にできるしこり

*人工心肺を要する外科疾患

【実施検査等】

　小児外科疾患に必要な検査はほぼ全て準備しております。

　消化管造影、血管造影・塞栓術、尿路系造影

　内視鏡検査：上部・下部消化管内視鏡、気管支鏡、膀胱鏡、ＥＲＣＰ

　消化管機能検査：24時間pHモニター、消化管内圧測定

　泌尿器検査：膀胱造影、ウロダイナミックス

画像診断・IVR科 【疾患・症状】 ×PET検査

科長： 杉山　宗弘 *下肢閉塞性動脈硬化症(PAD)の治療(血管拡張術) ×急性肺動脈血栓塞栓症

*子宮筋腫に対する子宮動脈塞栓療法(UAE)〔保険診療〕 　(循環器内科にて対応)

*肝悪性腫瘍に対する動注療法や動脈塞栓術(TAE・TACE)

*腎動脈狭窄、透析バスキュラーアクセス狭窄の血管内治療(血管拡張術)

*喀血に対する気管支動脈塞栓術(BAE)

*消化管出血、外傷出血に対するカテーテル止血術(TAE)

*門脈大循環短絡閉塞術(BRTO)

*胸腹部、四肢動脈瘤の血管内治療(コイル塞栓術)

*CTガイド下生検(胸腹部)

【実施検査等】

　CT(64列・320列)、MRI(3テスラ・1.5テスラ)、核医学検査、骨密度検査

　マンモグラフィー検査(マンモトーム有)

　副腎静脈サンプリング検査(糖尿病・内分泌代謝内科を通じてオーダー)

内視鏡科 【得意とする検査・手術等】

科長： 西野　隆義 *早期消化器病の内視鏡治療(ESD)を積極的に受入れております。

【疾患・症状】

*診断治療のために内視鏡検査が必要とされるあらゆる消化器疾患

　(食道、胃、十二指腸、小腸、大腸並びに膵・胆道系の良性・悪性各種疾患等)

*検査の内容や患者様の状態あるいは希望に応じて経鼻内視鏡検査や静脈麻酔

　を用いた鎮静下内視鏡検査。

*内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)と呼ばれる内視鏡を用いた早期消化器癌の治療

　をはじめとする各種治療。

医療機関からの診察・検査連携のご予約（地域連携直通）

TEL　047-458-6543　　FAX　047-458-6545
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2019年5月現在

得意とする検査・手術／疾患・症状／実施出来る検査等
ご応需出来ない疾患
実施出来ない検査等

内視鏡科 【実施検査等】

　経鼻内視鏡、鎮静下内視鏡、NBI、拡大内視鏡、超音波内視鏡、カプセル内視鏡

　内視鏡的止血術、EMR、ESD、EIS、消化管ステント手術、胃廔造設術等

麻酔科 【疾患・症状】

科長： 森岡　宣伊 *手術のための全身麻酔および局所麻酔

*集中治療室での重症患者さんの全身管理

*総合周産期センターでのハイリスク妊産婦さんの全身管理

*無痛分娩(母体胎児科と連携)

*ペインクリニック(要予約・軽症のみ)

神経精神科・心身医療科 【得意とする検査・手術等】 ×急性期の精神病性疾患や躁病､

科長： 高橋　一志 *現在、当科では身体科入院中の患者さんに対する院内往診対応を行っており 　 希死念慮を伴ううつ病等は対応

　ます。身体疾患の治療でご入院された患者さんは、病気そのものによる苦痛 　 が困難になります。

　以外にも、入院環境によるストレス、仕事を休まなくてはならないことに対する

　経済的不安、自宅に残してきた子供たちに対する心配、もう生きて帰れないの

　ではないかという不安と焦燥など、挙げれば切りがないほどの精神的動揺を

　経験いたします。私たちは、この部分にしっかりと対応するために、薬物治療・

　精神療法を含め丁寧な診療を行わさせていただきます。「病は気から」という

　諺もございます。患者さんの気持ちの部分を支え、身体疾患の治療が良い方

　向に進むようにお手伝いしております。

【疾患・症状】

身体科ご入院中の患者さんにおける下記疾患の院内往診対応

*せん妄、認知症の行動及び心理症状

*器質、症状性精神疾患、中毒性精神疾患、アルコール離脱症

*慢性期の精神病性疾患、希死念慮を伴わないうつ病

*不安障害、パニック障害などの神経症性障害

*不眠症、睡眠関連疾患

化学療法科 【得意とする検査・手術等】 ×がんの診断がついていない患者

科長： 倉持　英和 *消化器癌を中心とした化学療法を受け入れています。がん薬物療法専門医が 　（まず臓器別診療科で診断をつ

　その方に合わせた最適な化学療法を安全に行っていきます。 　　けてから受診）

*医師主導臨床試験、治験等にも積極的に参加しており、最新の知見に基づいた ×化学療法の適応のない患者

　化学療法を受けることができます。 ×放射線治療の併用が必要な場

*外科、内科、病理診断科、画像診断･IVR科等と連携して、手術、化学療法、放射  　合、近隣の放射線治療設備の

　線治療等その方に必要な治療法を組み合わせた集学的治療を行っていきます。  　ある病院と連携して治療を行う

【疾患・症状】

*手術不可能な胃癌、大腸癌、膵臓癌、胆道癌、食道癌、肝臓癌患者等に対する

　化学療法

*根治手術後の上記疾患、乳癌患者に対する術後補助化学療法

救急科 【疾患・症状】

科長： 貞廣　智仁 *一刻を争う緊急対応が必要な疾患

*ICU(集中治療室)での全身管理が必要な重篤な疾患

　(救急科が窓口となりますので、疾患に関わらずご連絡下さい)

救急搬送ご依頼の際は、ご担当の医師から直接、代表電話047-450-6000に｢救急車搬送希望｣とお電話下さい。

救急搬送の場合 お電話頂く際は、循環器内科、脳神経外科等、診療科をご指定下さい。

一刻を争う救急対応が必要な場合は救急科医師が対応させて頂きます。

当院で実施していない 放射線治療、DNA鑑定、性同一性障害、LOH症候群(男性の更年期)

診療、治療等 成人のADHD(注意欠陥、アスペルガー症候群)

※日曜、祝日、第3土曜日、創立記念日(12/5)、年末年始(12/30～1/4)はお取扱しておりません。

〒276-8524 千葉県八千代市大和田新田477-96
TEL 047-450-6000(代表)

医療機関からの診察・検査連携のご予約（地域連携直通）

TEL　047-458-6543　　FAX　047-458-6545
受付時間　平日 9：00～17：00 ・ 土曜日 9：00～13：00

東京女子医科大学八千代医療センター／診療応需・不応需一覧表

診療科

⑧


