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１．新任教授のご紹介 

   山口 茂樹 消化器・一般外科 教授 

 

令和 3 年 2 月に東京女子医科大学消化器・一般外科教授を拝命し、4 月からは下部消化管外科分野を担当 

しています。これまで約 20 年間、静岡がんセンターと埼玉医大国際医療センターの下部消化管外科部長とし 

てハイボリュームの症例を治療してきました。日本人で最も多い癌となった大腸癌は、外科手術以外にも早 

期癌に対する大腸内視鏡治療、進行・再発癌には薬物治療や放射線治療が欠かせなくなりました。その中で 

外科手術の質は患者さんの経過や予後を左右する最も重要な因子であることに変わりはありません。腹腔鏡 

手術の進歩で低侵襲な治療で在院日数が短縮できるだけでなく、拡大視効果によって手術の質も格段に進歩 

しています。地域の先生方と連携し、そして役割分担をして、信頼される診療をしていく所存ですので何卒 

よろしくお願い申し上げます。 

消化器・一般外科のホームページはこちらから ↓ 

http://www.twmu.ac.jp/IGE/surgery/staff/ 

http://www.twmu.ac.jp/IGE/surgery/staff/


川口 敦 集中治療科 特任教授 

   

 

2021 年 4 月付にて集中治療科の特任教授及び小児集中治療部長を拝命いたしました。小児集中治療医学は 

８0 年代より小児科学あるいは麻酔科学の専門分野として欧米を中心に勃興し、現在は専門医制度も確立さ 

れ広く小児医学への貢献がなされております。本邦でも 2000 年代後半から小児専門病院を中心に独立部門 

としての小児集中治療室（PICU）が確立し、重症小児患者の診療の質、医療安全の面からも大きな貢献がな 

されております。国内の大学医療機関ではまだ稀有である独立小児集中治療部門として、国内外から集まっ 

た小児集中治療医とともに、当院また地域の小児医療をより充実したものとできるよう、その一翼を担いた 

いと思っております。 

 

集中治療科のホームページはこちらから ↓ 

http://twmu-icm.com/ 

 

 

２． 診療科のご紹介（整形外科・形成外科）は別紙をご参照ください。 

 

３．当院の新型コロナウィルス感染予防対策について 

 新型コロナウィルス感染症が全国的に流行している中、当院では感染症対策専門チームが発足し、入院

前、手術実施前の患者さんに必ず PCR 検査を受けていただくなど、患者さんが安心して治療に 

専念出来る体制の構築に病院の総力をあげて取り組んでいます。 

 入院、手術ともに制限すること無く受け入れておりますので、 

  安心してご紹介いただければ幸いです。 

 なお、入院中の患者さんとのご面会は、感染予防対策上、原則禁止とさせていただいております。現段

階ではタブレットなどによるリモート面会につきましても実施しておりません。ご不安、ご不便をおかけ

いたしますが、何卒ご理解いただきたくよろしくお願い申し上げます。 

 

 

http://twmu-icm.com/


４．手術等の待機状況について 

当院では、上記の通り、一般診療、入院、手術などは通常通り対応させていただいております。各診療科ごと

の手術治療等の待機状況について、病院ホームページの TOP 画面の「手術等 待ち期間」でご案内させていた

だいております。患者様のご紹介の際にご参照いただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※病院ホームページ TOP 画面より  

病院ホームページはこちらから→URL：http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/index.html 

 

５．患者さんのご紹介・診療予約について（医療機関専用） 

   医療機関の先生方からのご紹介・診療予約につきましては、診療希望日に時間的に余裕がある場合

は、FAX または予約フォーム（Web 予約）をご活用いただければ幸いです。お急ぎでの予約をご希望の

場合は、直通電話または各診療科ダイヤルイン（下記 URL 参照）へご連絡ください。また、専門外来な

ど各診療科で連絡窓口を設置している場合もあり、各診療科のホームページ（下記 URL 参照）もあわせ

てご参照いただければ幸いです。なお、患者さん・ご家族が直接予約をされる場合は、患者さん専用の予

約番号へおかけいただけるようご案内いただければ幸いです。大変お手数をおかけしまして誠に申し訳あ

りませんが、何卒宜しくお願いいたします。 

 

患者さん専用予約システムの変更についてはこちらもご参照ください。↓ 

 http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/documents/yoyaku-20200808.pdf 

 診療科ダイヤルイン一覧はこちら ↓ 

 http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/documents/20200704-daiyaruin.pdf 

Web での予約申し込みはこちらから ↓ 

https://www.twmu.ac.jp/twmu-form/reserve-form-sw/  

各診療科のホームページはこちら ↓ ※部門 HP をクリック 

http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/shinryo.html 

こちらからご確認

いただけます。 

http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/index.html
http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/documents/yoyaku-20200808.pdf
http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/documents/20200704-daiyaruin.pdf
https://www.twmu.ac.jp/twmu-form/reserve-form-sw/
http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/shinryo.html


 

 

６．大学図書館の利用制限について 

現在、新型コロナウィルス感染予防のため、引き続き外部の方の利用を制限させていただいており、

連携登録医の先生方には、ご利用いただけない状況になっております。誠に恐れ入りますが、利用制

限が解除になり次第、改めてご案内させていただきますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願

いいたします。 

  大学図書館の詳細はこちら → http://www.twmu.ac.jp/library/ 

 

７．お知らせ 

 現在、大学構内における校舎の解体工事に伴い、総合外来センター南エントランスへの通路が一部通行止め

となっております。患者さんはじめ、関係各位の皆様には、ご不便 ・ご迷惑をおかけいたしますが、下図をご参

照のうえ、ご来院いただきますようお願い申し上げます。  

※総合外来センター東エントランスは、昨年より新型コロナウイルス感染予防のため閉鎖しております。 

http://www.twmu.ac.jp/library/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  

外来診療担当表はこちら ↓ 

http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/shinryo.html 

Web での予約申し込みはこちらから ↓ 

https://www.twmu.ac.jp/twmu-form/reserve-form-sw/ 

FAX 診療申込書はこちらをご使用ください。 ↓ 

http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/SW/reservation/reservation.html 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。 

※このメールマガジンの配信を希望されない場合は、お手数ですが下記地域連携室メールマガジン専  

用アドレスまでご連絡をお願いいたします。またご意見・ご要望などございましたら、あわせてご  

連絡いただければ幸いです。 

地域連携室メールマガジン専用アドレス：chiikirenkei.bm@twmu.ac.jp 

 

※当メールマガジン全文（添付ファイル含む）又は一部の無断転載および再配布・再配信を禁じます。 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  

 東京女子医科大学病院 

 医療連携・入退院支援部 地域連携室 

 〒162-8666   東京都新宿区河田町 8-1 

 TEL：03-5269-7160（直通） 

 FAX：03-5269-7387（直通） 

 Mail：chiiki-renkei.bm@twmu.ac.jp（メールマガジン専用） 

  ※ご意見・ご要望などはこちらからお願いいたします。  

 URL：http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/index.html 

   ★患者様のご紹介は FAX・Web からも受付ています。ぜひご利用ください。  

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

 

 

 

http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/shinryo.html
https://www.twmu.ac.jp/twmu-form/reserve-form-sw/
http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/SW/reservation/reservation.html
mailto:chiikirenkei.bm@twmu.ac.jp
mailto:chiiki-renkei.bm@twmu.ac.jp
http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/index.html


 

〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1 東京女子医科大学病院 医療連携・入退院支援部 地域連携室 

TEL：03-5269-7160（直通） FAX：03-5269-7387（直通） E-mail:chiiki-renkei.bm@twmu.ac.jp 

 

   

１．科の紹介・診療実績 

  東京女子医科大学整形外科学教室は 1924年（大正 13年）開講以来、90年以上に 

わたる、我が国有数の長い歴史を持つ教室です。 

 年間の手術件数が 400例を超える膝関節外科をはじめ、脊椎外科、股関節外科、肩関節 

外科、上肢（肘・手）の外科、骨軟部腫瘍、足の外科と、非常に多岐にわたる分野において 

各専門医師が連携しながら診療を行っております。また、当科の特徴とし 

て、リウマチ整形医が膠原病リウマチ内科医師と連携しながら、関節リウマ 

チを有する患者様の関節変形に対し、全国的に見ても豊富な手術実績 

を有しています。 

新型コロナウイルスの影響がある中でも、当科では感染対策を万全に 

行いながら、平常とほぼ変わらない件数で手術を行っております。（右表） 

上肢、足部の手術においてはエコー下の神経ブロックにより術後早期の退 

院も可能です。また、人工関節や脊椎の手術においても、ナビゲーション 

やロボット支援の使用により術後の回復も早く、多くの患者様は術後 2-3

週程度で自宅退院されています。自宅への退院に不安のある患者様に 

対しても、様々なエリアに広がる地域連携病院からご希望の転院先を調 

整し、退院後のリハビリテーションまで安心して継続頂けるようサポートいた 

します。 
 

２．ご紹介いただきたい疾患・症例 

 骨折など外傷を含めて、整形外科疾患が疑われる病状であればどの 

ような患者様でもご紹介ください。 

受診予約をして頂く場合は、各専門領域の医師が外来担当の曜日を 

ご確認いただけますと、受診後に専門医の診察・治療がよりスムーズと 

なります。  外来担当表に関しては下記ホームページをご参照ください。 

※診療担当表 URL  

http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/doctor/24orthopedic.html 

 ３．整形外科からのお知らせ・ご予約方法など 

 初診予約方法の詳細については、下記または病院ホームページをご参 

照ください。 

※患者さん専用：予約直通電話（03-5269-7600） 

病院ホームページの初診予約フォーム 

https://www.twmu.ac.jp/twmu-form/reserve-form/ 

※医療機関専用 ：初診予約フォーム

https://www.twmu.ac.jp/twmu-form/reserve-form-sw/ 

※整形外科のホームページはこちら → 

http://www.twmu.ac.jp/TWMU/Medicine/RinshoKouza/061/ 

 2018 2019 2020 

膝関節外科 

人工膝関節置換術・ 

再置換術 
157 173 164 

膝周囲骨切り術 

（大腿・下腿） 
56 79 71 

膝関節鏡手術（靱帯・ 

半月など） 
162 194 191 

脊椎外科 

脊椎後方手術（除圧・ 

固定・矯正） 
92 76 66 

脊椎前方手術・ 

前後同時手術 
34 13 29 

脊椎内視鏡手術 18 2 2 

その他の脊椎手術 7 2 10 

股関節外科 

人工股関節置換術・ 

再置換術 
79 112 109 

その他の股関節手術 8 4 0 

肩関節外科 

肩関節鏡手術・ 

関節形成術 
48 67 47 

人工肩関節置換術 17 14 18 

上肢の外科 

関節形成・神経・腱など 110 135 108 

人工指関節置換術 23 29 32 

肘関節（人工関節・ 

関節形成） 
16 16 6 

骨軟部腫瘍 33 25 13 

足の外科 
人工足関節置換術 16 24 29 

関節形成・骨切り・他 141 149 112 

骨折・外傷 

大腿骨近位部 

(人工骨頭・骨接合) 
55 53 50 

その他の骨折・外傷 123 106 121 

抜釘・その他 114 158 190 

合計 1309 1431 1368 

       整形外科 

診療部長 岡崎 賢 

○○○●○ 

http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/doctor/24orthopedic.html
https://www.twmu.ac.jp/twmu-form/reserve-form/
https://www.twmu.ac.jp/twmu-form/reserve-form-sw/
http://www.twmu.ac.jp/TWMU/Medicine/RinshoKouza/061/


 

〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1 東京女子医科大学病院 医療連携・入退院支援部 地域連携室 

TEL：03-5269-7160（直通） FAX：03-5269-7387（直通） E-mail:chiiki-renkei.bm@twmu.ac.jp 

＜診療実績＞ 

 

   

１．科の紹介・診療実績 

  形成外科は体表面のあらゆる変形や機能障害に対応する科であり、手術内容も大きな組織 

移動を伴う「再建外科」から審美性を追求する「美容外科」まで 多様性に富んでいます。これ  

は、外科系各科が各臓器別に専門性を高め発展したのに対して、形成外科は外科総論的な 

「創傷治癒」や「組織移植」に専門性を求め続けた所以であります。そのため対象疾患としては 

外傷、腫瘍、唇裂口蓋裂、指趾の変形（多指〔趾〕・合指〔趾〕症）、漏斗胸などの先天異 

  常、種々の「あざ」や「しみ」に対するレーザー治療、指切断に対するマイクロサージャリーを用いた再接着術、乳房再建、食 

  道再建などの癌切除後の再建術、そして重症から軽症までのやけどの治療を行う、まさにキズとカタチの総合医の役割を担っ 

  ています。 
  

２．ご紹介いただきたい疾患・症例、予約方法など         
 

・きず・やけど・傷あと 

  熱傷（やけど）、顔面外傷、手指外傷・切断指再接着、ケロイド・ 

肥厚性瘢痕、褥瘡・難治性潰瘍、下肢壊疽 

 ・先天異常 

口唇裂・口蓋裂、言語治療、手足の先天異常、漏斗胸・鳩胸、 

母斑・あざ、血管腫・血管奇形 

  ・できもの・腫瘍 

   皮膚腫瘍、乳房再建・乳頭乳輪の再建、耳鼻咽喉科・口腔外科の 

  悪性腫瘍切除の再建 

  ・炎症・変性疾患 

   下肢静脈瘤、爪の異常、眼瞼下垂、リンパ浮腫 

  ・美容外来 

   しみ・いぼ治療、しわ治療、たるみ治療、美容外科手術 
   

  月曜日から土曜日（病院の休診日除く）の午前中は一般外来・特殊外来診察を行っております。月曜日から金曜日の

午後は特殊外来のみになります。初めて受診される際には、かかりつけの先生からの紹介状（診療情報提供書）をお持ち

になって受付時間内に来院ください。専門外来宛または担当医師宛の紹介状をお持ちの場合には、下記の診療予約およ

び変更に ついてご確認の上、院内共通初診予約フォームで受診申し込みを行った上で来院ください。 

https://www.twmu.ac.jp/twmu-form/reserve-form/ 

診療担当表URL→http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/doctor/05plastic.html 

木曜日の美容外来の初診予約は 13：30 と 14：00のみで予約時刻の 15分前には受付を済ませてください。診療内

容により受診当日に施術出来ないこともあります。 
 

  ３．形成外科からのお知らせ 

  ホームページのリンクはこちらです。http://www.twmu.ac.jp/PRS/ 

Facebook を立ち上げております。おしらせや医局員情報など随時 up date していますので、皆様是非ご覧下さい。 

リンクはこちらです。 http://www.facebook.com/twmuprs 

項目 症例数 

外傷  302例  

先天異常 54例  

腫瘍 456例  

瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド 40例  

難治性潰瘍  99例  

炎症・変性疾患 113例  

レーザー治療 341例  

       形成外科 

診療部長 櫻井裕之 

○○○●○ 

https://www.twmu.ac.jp/twmu-form/reserve-form/
http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/doctor/05plastic.html
http://www.twmu.ac.jp/PRS/
http://www.facebook.com/twmuprs
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