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基本理念 東京医療センターは患者の皆様とともに健康を考える医療を実践します。
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新外来診療部長挨拶
外来診療部長　門間　哲雄

　2021年８月より、外来診療部長
を拝命しました門間哲雄です。外
来を受診された患者の皆様により
よい医療を提供するため尽力して
いく所存です。
　私は、国立第２病院の名称であ
った1996年より当院に10年間勤務
しておりました。私の入職当時の

外来といえば、患者さんは暗い廊下で待ち、隣の診察
室とはカーテンだけで仕切られており、会話内容が漏
れ聞こえるような状況でした。それまでは受付順で診
察していましたが、ちょうど予約制を導入しはじめて、
ノートに線をひいて名前を書き込んでいたのを覚えて
います。それからすぐに現在の外来棟が完成し、３階
までの吹き抜けは当時としてはとても豪華で誇らしく
もありました。また、電子カルテも導入され先進的な
医療システムのもとで外来患者さんの診察を行うよう
にもなり、ハードとソフトの両面から新しくなった病
院で、患者さんにとって理想的な外来診療を行なえる

と期待しました。その後間もなく私は他病院へ異動と
なりましたが、そこで15年従事したのち2020年に当院
へ再入職させていただくこととなりました。
　素敵な吹き抜けの外来に迎えられ、気持ちも新たに
再び東京医療センターでの診療業務を開始しました。
私の期待では、15年にわたる外来診療システムの進化
により診療も効率的になり、患者さんもきっと診療に
満足していただけているはず、と思いましたが、現状は
異なり、外来システムの改善を重ねても、現代の医療情
勢の変化は早く、なかなか満足のいくシステムの構築
には至っていないことを感じざるを得ませんでした。
　厚生労働省が行っている受療行動調査からの資料を
引用します。平成８年以降の推移では、「満足」と感
じている患者さんがわずかながら増加傾向を示し、「不
満」がわずかに減少傾向を示しており、患者さんの満
足度は緩やかな増加傾向にあることがうかがえます。
また、この満足度調査は項目別にも行われており、そ
れらを平成20年と平成29年で比較してみました。それ
によると「医療以外のスタッフによる対応」および「医
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手術診療部長就任のご挨拶
手術診療部長　石　志紘

　この度、令和３年８月１日付け
で手術診療部長を拝命いたしまし
た。手術診療部の円滑な運営に尽
力する所存ですので、今後とも何
卒よろしくお願い申し上げます。
当院は救命救急センター、地域が
ん診療連携拠点病院（高度型）、
感覚器センターなどの諸機能を備

えており、地域の急性期医療を支える中核病院として
手術治療は大切な柱のひとつと捉え、手術検査棟内に
13室ある手術室設備（血管造影室を含む）の整備・保
全や、内視鏡手術支援ロボット（ダヴィンチ）をはじ
めとする高度医療機器の配備などに積極的に取り組ん
で参りました。手術診療部は、その手術治療を主に行
う手術室部門が安全かつ効率よく機能することを目的
として、手術室を利用する外科系の各診療科はもとよ
り、麻酔科や手術室を利用する一部の内科系診療科医
師などから構成されています。また、実際の運営に関

しては、看護スタッフをはじめ、薬剤師、臨床工学技
士、放射線技師、臨床検査技師、事務職員など多数の
職種が協力し合って業務にあたっています。
　おかげさまで、地域の多数の医療機関からのご依頼、
ご紹介もあり、入院・外来手術を含めた総手術件数は
年々増加を続け、ここ数年は年間約１万件で推移して
います。令和２年度は全国的なCOVID-19流行の影響
を受けたために手術件数はやや減少に転じましたが、
引き続き感染対策に十分留意しながら、地域の皆様の
ニーズに応えるべく手術件数を増やしていきたいと考
えています。
　今後も人材の適性や育成、運用フローの見直しなど
のソフト面、設備・機材の整備などのハード面、その
両面からその時代や情勢に即したアップデートを続
け、患者の皆様が安全に、そして安心して最良の手術
治療が受けられることを目指して、関係スタッフ一同
精進して参ります。

師との対話」といったコミュニケーションに関しては
患者さんからの期待に対応できている反面、「待ち時
間」についての不満は、10年経過しても依然として改
善がみられていません。
　患者さんの一番の不満項目である「待ち時間」を少
なくする努力は最重点項目ではありますが、それは満
足度におけるひとつの項目です。確かに満足度を構成
する多くの項目の評価を上げていくことは大切なこと
ではありますが、日々の診療においてはそれぞれの項
目の評価を上げることが、必ずしも患者さんの利益に
つながるとはいえないと考えられるからです。医療に
おいては、患者さんの健康を守る課程において、患者
さんにつらい思いをさせてしまうこともあり、そのこ

とが個々の満足度をさげてしまうかもしれません。患
者さんの健康状態やそれに対する価値観はそれぞれ異
なり、また医療は特有の不確実性を有するサービスと
考えられています。そのような状況下では、患者さん
が、個別の項目ではなく、総合的かつ最終的に満足さ
れることこそが、最も大切なことと考えています。
　現在のコロナ禍においては通常の外来業務を行うこ
と自体が困難になっており、患者の皆様へは多くのご
不便をおかけしていることかと思います。しかしこの
ような状況下においても、医師だけでなく職員全体が
チーム東京医療センターとしてよりよい外来診療を提
供できるように努力していきます。どうぞよろしくお
願いいたします。
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新放射線診断部長挨拶

女性医療センター部長挨拶

放射線診断部長　樋口　順也

女性医療センター部長　松井　哲

　放射線診断医として、大学付属
病院や市中病院での長年の勤務を
経て、東京医療センターには2013
年に放射線科医長として赴任いた
しました。放射線診断部門はCT、
MRI、PET・核医学などの画像
診断と血管内治療や生検・ドレナ
ージなどを行うIVRを担当する診

　この度、令和３年８月に女性医
療センター部長に就任しました松
井です。15年前に東京医療センタ
ーの外科に赴任し、乳癌を中心に
臨床業務に従事して参りました。
この間に、東京医療センターは国
の指定するがん診療連携拠点病院
（2019年には高度型）の指定を受

療科で、院内の診療各科や近隣のクリニックの皆様か
らの依頼を受けています。同時に、テクノロジーの進
歩が速く、高額医療機器でもある診断機器を有効に、
かつ、安全に診療に利用していただけるように目配り
をする“潤滑油”のような存在と自負しています。ほ
ぼすべての診療科の、幅広い疾患領域を扱う部門であ
るため、診療科縦割りの欠点を補って、横方向の連携

けています。乳腺や婦人科腫瘍を含めて高度ながん診
療を実践し、地域連携を推進して、地域に密着して、
容易に専門性の高い医療を提供できる病院を目指して
きました。多くの連携登録施設のご支援を受けまして、
右肩上がりの診療実績を達成できております。また、
診療レベルの均てん化を目指して、地域での勉強会な
どにも地道に取り組んで参りました。
　一方で、医療現場では種々の遺伝子情報を取り入れ
た診療が急速に普及しています。女性では遺伝性乳癌
卵巣癌症候群（HBOC症候群）に関わる遺伝子検査が、
治療目的や遺伝性腫瘍の診断目的に保険診療として行

の手助けをするという役目も担っています。
数多くの初期臨床研修医が在籍する当院では、必修ロ
ーテーション科の一つとして画像診断の基礎を教育し
ていますし、放射線治療科と力を合わせて専門医機構
認定の専門研修基幹プログラムも主催して、放射線専
門医の育成にも力をいれています。
　働き方改革やコロナウイルス感染防御への対策の一環
として、本年２月からはテレワークも他部門に先駆けて導
入しています。若手医師、子育て中の女性医師にとって
も魅力的な職場となるように今後も尽力してまいります。
　この度、放射線診断部長を拝命いたしました。病院事
務職、診療放射線技師、看護部門、地域連携部門など
多くの職員の皆様の日頃からのご協力に感謝いたします。
今後も患者の皆様の診療に少しでも貢献できるように努
めて参りますので、よろしくお願い申し上げます。

われる様になっています。乳癌と婦人科腫瘍を同時進
行で診る必要があり、乳腺外科と婦人科の垣根を低く
する必要性が高くなりました。当院では機能的な女性
医療センターを確立する事で、一人の女性を共通した
プラットホームで診察させていただきたいと考えてお
ります。幸い、HBOC診療に関しては、遺伝性乳癌卵
巣癌総合診療基幹施設の認定を受けており、乳腺外科、
婦人科に加えて、遺伝専門医や認定遺伝カウンセラー、
専門看護師を含めて、先進的な取り組みが確立してお
ります。
　個々の女性に注目すると、癌診療のみならず、妊娠・
出産に関わる妊孕性の問題、母乳育児などに関する事
など、診療科の枠を超えての対応機会が多くなって居
ます。女性が安心して、診断・治療を受けられ、将来
的な挙児にも期待できる医療機関をめざして邁進した
いと考えております。
　今後とも、ご理解・ご支援の程、何卒宜しくお願い
申しあげます。
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地域医療連携室　新室長挨拶

地域医療連携室　新係長挨拶

地域医療連携室長　鄭　東孝

地域医療連携係長　馬渕　千恵子

　本年４月に地域医療連携室長に就任いたしまし
た。これまで当院総合内科部門の責任者として診
療に従事し、地域の医療機関及び多くの職種のご
支援のもと地域住民の皆様の医療ニーズに応えら
れるよう努めて参りました。令和２年の日本の65
歳以上人口は28.7％と高齢化は顕著であり、受診
される患者様もご高齢の方が年を追う毎に増えて
います。総合内科での実感として、ご高齢の方は
急性期病院単独で全ての健康問題が解決すること
は容易ではなく、自宅や居住地域での医療の継続、
生活支援が必要な方が急増しています。疾患の管
理に留まらず、患者様の良き人生につながる医療
を提供するためには、地域と病院の円滑な連携が
ますます重要になってきました。大変有り難いこ
とに、当院は目黒区、世田谷区、大田区、渋谷区

　本年度４月に地域医療連携室係長に着任いたし
ました馬渕千恵子と申します。
　今まで病棟での経験しかなかったので、新しい
環境や業務には未だ毎日発見と驚きの連続です。
　平成30年７月にスタートしました緊急患者に対
応する近医からの連携室係長電話は、電話件数も
増えて実績を上げていますが、患者様のご紹介・
受け入れが少しでも円滑になるよう、業務を日々

等の近隣区、当院周辺以外の遠方を含め1,500を
越える医療機関に登録医になっていただいており
ます。また、院内においては、専従の看護師を筆
頭に様々な職種が地域連携業務を支えており、急
病時の受診や各領域の専門診療について円滑な診
療につながるよう日々奮闘しております。緊急事
態宣言が発出されている昨今では、新型コロナウ
イルス感染症流行に対応するため従前の診療体制
と異なる部分もありますが、一般診療とコロナウ
イルス感染症診療を両立させつつ、引き続き、当
院が地域の健康問題で力を発揮し、皆様のお役に
立てるよう、患者の皆様の声を聴き、地域医療機
関の皆様と力を合わせながら地域医療連携室を運
営して行く所存です。今後とも宜しくお願い申し
上げます。

工夫しております。
　当院が高度急性期病院、地域医療支援病院とし
て地域の皆様に信頼され安心して治療を受けてい
ただける病院でありつづけるために近隣の医療機
関と連携をとり、充実した医療を提供してまいり
たいと日々とりくんでおります。
　微力ではありますが、どうぞ皆さまのご理解と
ご協力をよろしくお願い致します。
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【はじめに】
　この度、2021年４月１日より消化器科の医長と
して赴任をいたしました、福原誠一郎と申します。
昨年度までは慶應義塾大学医学部内視鏡センター
で胆膵疾患を中心とした内視鏡業務に従事してお
りました。慶應義塾大学からは、小生を含めて新
たに３名の医員が赴任し、スタッフ５名と専攻医
（レジデント）４名にて日々の診療にあたってお
ります。新たな体制となり、皆様方には至らぬと
ころが多いかと思いますが、科が一丸となって
日々の診療に積極的に取り組んで参りたいと考え
ておりますので、何卒よろしくお願い申し上げま
す。当科は、消化器領域を幅広く全般的に診療す
ることを心がけておりますが、特に新年度の体制
としての特色を記載させていただきます。

【内視鏡診療体制の充足】
　新年度のスタッフはいずれも上部消化管内視鏡
検査、下部消化管内視鏡検査に従事しております。
世田谷区と目黒区の境にあります当院は、地域の
基幹病院として内視鏡検査を積極的に担う立場に
あり、症状に応じた予定内視鏡検査はもちろんの
こと、時に救急外来や総合内科をはじめとした他
科で応需した患者様に対する緊急内視鏡検査に
も、可能な限り迅速に対応させていただいており
ます。また健康診断や人間ドック、あるいは地域
の診療所にて発見されました腫瘍に対する精査内
視鏡も積極的に行なっております。当院はオリン
パス社のオリンパスのX1や1200シリーズなど最
新鋭機が揃っており、拡大内視鏡検査も所見に応
じて臨機応変に施行できる環境にあります。更に
は、以前に当院に勤務をされていた、慶應義塾大
学医学部消化器内科専任講師の加藤元彦医師にも
週1回お越しいただき、内視鏡的粘膜下層剥離術
（ESD）をはじめとした内視鏡治療を精力的に担
当いただいております。このように地域のニーズ
に応じた内視鏡診療に柔軟に取り組む体制を構築
できるよう、日々努力しております。

【胆膵内視鏡検査】
　新年度のスタッフには、小生を含めて胆膵内視
鏡を専門に従事した医師が２名勤務しておりま
す。当院には超音波内視鏡に使用するラジアル型、
コンベックス型スコープがそれぞれ１本ずつ常備
されており、CTやMRIなどで診断に難渋する肝
胆道系酵素異常の精査や膵腫瘤の精査、膵嚢胞性
疾患、特にIPMNの悪性化リスクのサーベイラン
スなどに際して、積極的に運用をしています。ま
た膵腫瘤の診断、特に膵癌の確定診断には超音波
内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）を活用し、高
い診断精度のもと、手術や化学療法へ繋げていま
す。またEUS-FNAは、リンパ節腫脹や粘膜下腫
瘍にも有用であり、診断や治療方針に難渋した症
例にも大いに役立っております。他方、黄疸や胆
管炎症例は、早急なERCPが治療経過を左右する
と言っても過言ではなく、当院では可能な範囲で
ドレナージや結石除去を早急に行っております。
最近は管腔内超音波（IDUS）を導入したり、不
定期ではありますが胆管・膵管鏡を使用し、精度
の高い診断に努めております。

【他科との密接な連携】
　昨年度から設立された臨床腫瘍科の須河恭敬先
生は、慶應義塾大学病院で消化器内科の診療に携
わっていた経緯もあり、当科としても非常に心強
く、逐一連携を図ることにより、質の高いがん診
療が提供できるよう取り組んでおります。また、
一般消化器外科や放射線科と定期的にカンファレ
ンスを行ない、消化器領域の治療方針を集学的に
吟味し、提供できるよう心がけております。

診療科紹介・消化器科
消化器科医長　福原　誠一郎

© R.Uegaki 
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がん治療センター
～通院治療センターの利用状況、有料個室について～

通院治療センター長　小山　孝彦

　当院は地域がん診療連携拠点病院（高度型）と
して、最善かつ最新のがん治療を提供し、地域の
がん診療の発展に貢献することが求められていま
す。
　2021年１月に外来がん治療を包括的に強化する
ことを目的として、がん治療センターが入院病棟
３階Ｂフロアに開設されました。通院治療センタ
ーも手術検査棟東側から、がん治療センター内に
移転し、外来がん療法を行っております。通院治
療センターの利用状況など、近況についてご報告
致します。

通院治療センター
　既存の16ブースに加え、新たに有料個室６室（う
ち稼動は４室）を設け、臨床腫瘍科医師１名、が
ん化学療法看護認定看護師を含む看護師５名、専
従薬剤師２名、事務２名がスタッフとして対応し
ております。患者さん個々の状況を把握し、安全
な外来化学療法を実施するとともに、副作用に対
してもきめ細かいサポートを心がけ、薬剤指導や
セルフケア支援も行っております。また、患者さ
んの中には治療に伴う辛い症状や不安や悩み、就

労および経済的な問題等を抱えておられる方が多
くおられますので、診療支援部門（がん相談支援
センター、薬剤部、がん看護外来、緩和ケア内科、
精神科、皮膚科、歯科口腔外科、リハビリテーシ
ョン科、栄養管理室、倫理サポートチーム、ソー
シャルワーカーなど）と連携して、多種職でのサ
ポートを行っております。
　がん化学療法中は新型コロナウイルス感染のリ
スクが高くなると考えられますので、各診療科と
ともに患者さんが安心して治療を受けられる環境
の維持に留意し運営しております。

通院治療センターの実績
　当センターで実施している薬物療法はいわゆる
抗がん剤治療、分子標的療法、がん免疫療法に加
え、関節リウマチに対する生物学的製剤の投与も
含まれています。
　当センターでの治療件数は年々増加しており、
新型コロナウイルスの世界的流行があった2020年
度も計7,206件で全年度と比較して74件増加して
いました。年度別患者数と2021年４月から６月ま
での診療科別患者数をお示し致します。

年度別患者数

4,187
4,801 4,565

5,255 5,631 5,738
6,542

7,132 7,206

0

2,000

4,000

6,000

8,000
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有料個室について
　当センターではより安楽な治療環境の提供のた
め、2021年２月より有料個室の運営を開始しまし
た。テレビや洗面台、専用トイレの他、机や椅子、
無料Wi-Fi等を完備しておりますので、家族など
の付き添いや、リモートワークとして治療中も仕
事が可能です。利用時間は９時から16時までで、
料金は11,000円（税込み）です。長時間の治療や
プライベートを重視される方々にご利用頂いてお
ります。
　また当院では抗がん剤による脱毛を抑制する頭
皮冷却治療を行っており、当個室を使用して運用
しております（保険収載されておりませんので、
別途費用が発生します）。運営開始からの月別の
利用件数をお示し致します。

診療科別患者数（2021年４月～６月）

乳腺科 471

血液内科 372一般消化器外科

249

消化器内科

160

呼吸器科 117

膠原病科 98
婦人科 103

臨床腫瘍科 73

泌尿器科 66
整形外科 14

個室利用状況（頭皮冷却療法による使用）

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

利用件数 ４(１) 13(８) 18(10) 16(11) 25(17) 26(16)
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診療科紹介
臨床遺伝センター

臨床遺伝センター医長　山澤　一樹

　「臨床遺伝センター」は、遺伝・ゲノム医療に
対する関心の高まりを受け、遺伝に関連した疾患
を診療科横断的に扱う部門として、平成26年８月
に開設されました。以来、現在までに1,200名を
こえるクライアントが受診されております。専門
の異なる５名の臨床遺伝専門医と２名の認定遺伝
カウンセラー®をコアメンバーとし、院内各部門
からのご支援を頂きながら、染色体や遺伝子の変
化によって起きるさまざまな病気や体質をもつ患
者さんとそのご家族に対して、遺伝診療や遺伝カ
ウンセリング（情報提供とそれに基づく支援）を
提供しています。本邦初の遺伝性網膜疾患外来の
開設、遠隔通信を用いた遺伝カウンセリング、独
自開発の遺伝子パネル検査など、先進的な試みも
実施しており、全国各地から多くのご相談を頂い
ております。また当院はがんゲノム医療連携病院

に指定されており、がんゲノム検査において二次
的に見つかる生殖細胞系列の（生まれつきの）遺
伝子バリアントへの対応も行っております。
　次世代シークエンサーの普及に代表される技術
革新に伴い、今や10万円以下かつ数時間でヒトの
全ゲノム配列を取得できる時代となりました。米
国において、長時間泣きやまないとの理由で受診
した生後5週の男児が、網羅的遺伝子解析の結果、
発症前の診断が難しい遺伝性神経疾患であること
がわずか３日で判明し、すぐに治療を受け回復し
退院したという報告が最近New England Journal 
of Medicine誌に掲載されました。日本でもこの
ようにゲノム情報を利用して診断の確定と治療の
最適化を行うPrecision Medicineの機運が高まっ
ていますが、一方で、臨床現場でゲノム情報を扱
う敷居は依然として高く、日常診療において遺伝
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七　夕　祭
庶務係長　飯田　雅俊

　東京医療センターでは毎年、七夕が近くなると
外来ロビーに笹と短冊を設置しています。今年も
６月24日（木）～７月７日（水）までの間、東京
医療センターと東京医療保健大学の学生が共同し
て、七夕飾りを設置しました。入院患者さん・外
来患者さん・病院を訪れる多くの方が短冊に願い
を込めて書いている姿が見受けられ、約1,000枚
の短冊が飾られました。
　短冊には患者さんご自身の願いや、家族・友人
の健康や幸せを願うものなど、様々な願いが込め
られていましたが、昨年度より新型コロナウイル
ス感染症に関するものも多く見受けられました。
皆様からの願いが込められた短冊は一つ一つ丁寧
に取り外し、その願いが叶うよう願いを込めて神
社に奉納させていただきました。皆様の願いが届
きますように・・・

子検査を実施する際にも様々な障壁があることを
実感しております。我々は、遺伝・ゲノム医療の
敷居を下げ、その社会実装に貢献できるようこれ

からも努めて参ります。今後ともご指導ご鞭撻を
賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げま
す。
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みんなが知りたい病気シリーズ
～パーキンソン病～

脳神経内科科長　安富　大祐

　パーキンソン病という病名を耳にされていて
も、良く知らないという方が多いのではないでし
ょうか。
　パーキンソン病は神経の病気で、症状はからだ
の動きを中心に出ます。動作がゆっくりで小さく
なる（運動緩慢）ため、小声で表情が乏しく、歩
幅が小さくなったり書く文字も小さくなったりし
ます。その他には手の指先をこすり合わせるよう
な動きや手足が動かしていない時にふるえるとい
った症状（静止時振戦）や、筋肉がこわばって関
節を動かすと硬く抵抗を感じるという症状（筋強
剛）も出てきます。
　パーキンソン病ではある領域の神経が長い時間
をかけて障害されて数が減ることで、ゆっくりと
症状が現れ進行します。その原因は完全には解明
されていません。影響を及ぼす要因には加齢もあ
り、ほとんどの方が50歳以上の発症で年齢が上が
るにつれパーキンソン病である方の割合が増えて
いきます。
　パーキンソン病の診断は単一の検査で直接的に
確定できません。また、パーキンソン病に似た状
態はある種の薬、足腰の衰えやパーキンソン病で
ない病気でも起こることがありえます。そのため
診断には症状、その経過、使用している薬、診察
所見、画像検査などを総合的に判断して行わなけ
ればなりません。
　現在、病気の進行自体を止める治療はありませ
んが、症状を改善できる方法として薬物療法、運
動 療 法、 装 置 を 活 用 し た 治 療（device-aided 
therapy）があります。薬物療法は運動症状の原
因であるドパミン神経の機能低下を補って効果を
発揮します。ドパミンの原料となる薬（レボドパ）
やドパミン類似構造をもつ薬（ドパミンアゴニス

ト）など、たくさんの薬剤が使用できます。なか
でもレボドパはパーキンソン病ではっきりと効果
が出るので、症状が改善するかどうかが類似した
病気と見分ける目安にもなります。
　パーキンソン病には運動症状以外の症状（非運
動症状）もあり、便秘、嗅覚低下、頻尿、立ちく
らみ（起立性低血圧）、発汗異常、抑うつなどです。
発症から10年ほど経過すると認知症や幻視（その
場にいないヒトや虫が見えるような錯覚）が出て
くる場合もあります。
　パーキンソン病の方の寿命と平均寿命には差は
ありません。ただ症状が悪くなると誤嚥性肺炎な
どの合併症を起こして生命へも影響します。その
ため身体機能を維持することが大事です。それに
は薬物療法だけでは十分でありません。運動療法
／リハビリテーションが重要です。状況が限られ
るでも動ける時にできることに取り組むことが大
切です。興味のあることになら体が動くことも多
く、やりたいこと、やれることを作って続けるこ
とが大事です。介護保険も活用しましょう。これ
はパーキンソン病以外の方にも言えることです。
パーキンソン病の研究が近年進歩しており、その
成果で毎年のように新たな薬剤や治療手法が世に
出てきて活用されてきています。
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放射線科からのお知らせ
（X線TV装置）

放射線科　澤田　充広

　2021年３月より最新鋭のデジタルＸ線ＴＶ装置
（島津製作所社製 SONIAL VISION G4）を導入
いたしました。
　Ｘ線ＴＶ装置とは人体内部を静止画像として捉
えるのではなく、動画像としてリアルタイムにＴ
Ｖ画面上で撮影しながら検査を行える装置です。
皆様が身近に経験されるＸ線ＴＶ検査は人間ドッ
ク等でバリウムを飲んで行う胃の検査ではないか
と思います。造影剤というX線に写る薬剤を臓器
や血管内に注入し、写し出される様子を確認しな
がら必要に応じて撮影を行うことも可能です。
また、この装置で観察をしながら内視鏡や超音波
などを用いて病気の診断だけでなく、治療も行わ
れています。

　今回、導入した装置は大視野17×17インチFPD
（フラットパネルディテクター）を搭載し、X線
管球の移動範囲が広いので、患者様を動かさずに
全身をカバーすることが可能です。また、検査寝
台に乗っていただくには階段を使用していました
が、寝台が低い位置まで降下して、ご高齢、体が
不自由な方の乗り降りが容易になりました。
　また、最新の画像処理システムと組みあわせる
ことで、従来よりも低線量で画像診断ができます。
高解像度の画像は、疾患の早期発見、早期治療に
威力を発揮します。

© R.Uegaki
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東京医療センターだよりはQRコードからもご覧になれます

左の写真の鳥を知っていますか？
オナガといいます。
東京医療センターの樹木で一年中見られます。
カラスの仲間で「ギュイーギュイー」とよく鳴きます。
鳩ぐらいの大きさでゆっくり飛ぶので観察しやすいで
すよ。

観ると少しうれしくなる、キレイな鳥です。
 （総合内科　黒坂　洋平）

患者図書室 展示のご案内 
 

女性がんサバイバーによる短歌集『黒い雲と白い雲との境目にグレーではない光が見える』から、26首を展示しま
す。そこに込められたメッセージは、がんサバイバーのみならず、すべての病気と向き合う患者さま及びご家族、コロナ禍
で不安を抱えている皆さま、医療従事者にも共感いただけると思います。医療健康情報(患者図書室所蔵以外の闘
病記を含む情報)へのアクセス方法などもあわせてご案内いたします。 
                                            
 
 
 

患者図書室ホームページ 展示のご案内 
https://tokyo-mc.hosp.go.jp/section/cancer_center_library.html 

展示場所：がん治療センター待合(病棟３階B フロア) 
展示期間：9 月2 日(木)～11 月 12 日(金) 

（5～6 点を 5回に分け、入れ替えて展示します） 
展示時間：平日 9 時～15 時 
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