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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。

年 頭 の ご 挨 拶
院長

新木

一弘

明けましておめで

連携拠点病院に指定されるなど当院の最重要分野とし

とうございます。皆

てがん診療の充実を図ってきましたが、本年はいよい

さまにおかれまして

よ「がん治療センター」を当院３階にオープンする運

も新年を健やかにお

びとなりました。ここでは、外来化学療法や、副作用

迎えのこととお慶び

への対応する診療、がん患者さんに特化したリハビリ

申し上げます。国立

テーションなどがん患者さんの診療を行うとともに、

病院機構東京医療セ

がんゲノム外来など最先端の診療を担います。さらに、

ンターは1942年に設

抗癌剤に関する薬剤師のお薬外来、患者さんやご家族

立された海軍軍医学

の方の心配や悩みに応えるがん看護外来相談、患者さ

校付属第二病院を起

んの食事や栄養や社会的な問題に関する相談など当院

源とし、1945年に国

の総合力を発揮してがんの患者さんとご家族の方のサ

立病院となってから

ポートを行います。地域の皆さまに広くご活用いただ

は時々の患者さんのニーズに応えるべく診療を行って

く事をお願い申し上げます。

まいりましたが、設立76年目を迎える本年もさらに地

また、不整脈の焼灼治療や心筋梗塞のカテーテル治

域の医療のお役に立てるよう尽力していく所存です。

療、心臓血管外科手術のための心疾患治療病棟や心血

昨年は新型コロナ肺炎が蔓延し、当院も患者さん・

管不整脈センター、ダヴィンチ手術（ロボット手術）

ご家族の方と診療に当たる職員への感染防止に万全を

や内視鏡による低侵襲治療、人工関節・脊椎脊髄の手

期すべく様々な取り組みを行いながら、当院に本来求

術を専門に行うセンター機能などもさらに充実し、患

められる高度・急性期医療を行ってきた一年でした。

者さんに優しい高度医療機能の拡充を図っています。

このため、病院へいらっしゃる方の体温体調のチエ

さらに、地域の先生方からご紹介いただく患者さん

ックをお願いすること、ご家族の方の面会をご遠慮い

や救急搬送される患者さんに対する２次、３次救急の

ただくこと、入院・外来の患者さんにはマスクを着用

受け入れは特に重要と考えており、救急車受け入れで

していただくことなど、これまでにないご協力をお願

はすでに都内屈指の実績を挙げていますが、引き続き、

いいたしました。ご不自由をおかけしたことに、病院

未知の感染症対策を含め地域の医療機関の先生方を補

を管理する者として、改めてお詫び申し上げます。し

完する高度な救急医療の充実を図ってまいります。

かしながら、本感染症の蔓延が治まらないなか、院内

今年は丑年、前年の子年にまいた種が芽を出し発展

での感染防止に万全を期していく必要があります。こ

する、そのために我慢と努力が必要な年と言われるよ

のため、引き続きご不便をおかけすることが多いと思

うです。当医療センターはこれまで努力してきた基礎

いますが、患者さん・ご家族の方と地域の医療を守る

の上で、さらに患者さんとご家族に優しく信頼される

ためになにとぞご理解とご協力をお願い申し上げます。

医療を提供できるようさらに研鑽してまいります。本

さて、当院は厚生労働省から高度型の地域がん診療

年も皆さまのご理解とご支援をお願い申し上げます。
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がん治療センター開設
副院長

木下

貴之

がん治療センターの概要
がん治療センターでは、各がん診療科（血液内
科、呼吸器科、消化器外科・内科、乳腺外科、脳
神経外科、泌尿器科、婦人科、耳鼻咽喉科、整形
外科、口腔外科、放射線科、臨床腫瘍科）
に加え、
外来化学療法を行う通院治療センター、がんゲノ
ム医療を担当するがんゲノム医療センター、そし
て、治療中のがん患者さんをサポートする診療支
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、リハビ
リテーション科、栄養管理室、倫理サポートチー
ム）から構成されております。
外来がん患者さんの治療を包括的に強化するた

がん治療センター

めに、2021年１月に入院病棟３階にがん治療セン
ターが開設されました。

事務局

データ管理・統計

がん診療支援室

院内がん登録室
連携

診療部門
通院治療センター
がんゲノム医療センター
臨床腫瘍科
支援

診療支援部門
緩和ケア内科
骨転移外来
精神科
皮膚科
リハビリテーション科
がん相談支援センター
がん看護外来
薬剤部
栄養管理室
倫理サポートチーム

がん治療センターロゴ

■がん治療センター案内（病棟３階Ｂフロア）
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支援

各がん診療科
血液内科
呼吸器科
消化器外科・内科
乳腺外科
脳神経外科
泌尿器科
婦人科
耳鼻咽喉科
整形外科
口腔外科
放射線科

がん治療センターの目指すもの
▪地域がん診療連携拠点病院（高度型）として地

▪がんゲノム医療や最新の低侵襲治療等を研究・

域のがん診療発展に貢献する。

開発し、安全にがん患者に届ける。

▪がん専門病院では対応困難な併存疾患を有す
る、或いは高齢のがん患者にも包括的に対応し、
最善のがん医療を提供する。

ご紹介
した病状も 適切に評価し、個々の患者さんに適

がん治療センターは、既存の腫瘍を診療する科

した最良の治療を提供します。最近はがん治療に

と関連部門を統合する形で2019年11月に発足しま
した。がんの専門医を中心に関連各科が連携し、
最先端のがん手術療法・薬物療法・放射線治療に

分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害剤な
どが汎用されるようになってきました。その副作
用として、従来の抗がん剤で起こる吐き気、下痢、

当たり、さまざまな合併症に対応する総合内科・

白血球減少などだけではなく、血栓・塞栓症、高

専門内科、がんと診断された後の健康と生活を支

血糖、間質性肺炎、腸炎、肝機能障害、皮膚・粘

えるがん支援部門、痛みなどのつらい症状を専門

膜障害・自己免疫性疾患類似の病態など様々なも

的に緩和する緩和ケア科等を擁します。東京医療

のがみられるようになってきました。安全に抗が

センターは国の指定する全国47病院あるがん診療

ん剤治療を実施し、最大の効果を得るためには、

連携拠点病院（高度型）の１つとして指定されて

がん治療認定医、がん薬物療法専門医、緩和医療

おります。高度型の地域がん診療連携拠点病院と

専門医、がん化学療法認定看護師、がん専門薬剤

は、４年毎に国が指定するがん診療拠点病院等の

師等に加えて、多様な副作用への最適な対処がで

形として、特に診療機能等が高い医療機関として

きる各診療科の専門医の知識と経験が必要です。

新たに設定された病院です。当院のがん診療の特

当院では、それらのすべてを兼ね備えており、患

徴は、最新のがん診療として前立腺、婦人科、消

者さん一人一人 に最適な治療と最善の副作用対

化管などの低侵襲ロボット支援手術、内視鏡低侵

策などを提供することができます。ほかの病院で

襲手術、高度放射線治療に加え、緩和ケアセンタ

がんの治療を受けている方であっても、現在の治

ー、がん看護外来、外来がん薬物療法に加え、専

療が最適なものかどうかセカンドオピニオンを聞

門看護師や専門薬剤師による診療サポートとソー

くために当院を受診していただくこともできま

シャルワーカーや医師による 日常や就労に関す

す。
もちろん当院での治療を希望される場合には、

るがん相談を行っています。さらに、がんの専門

対応させて頂きます。 標準的な治療がこれ以上

医だけではなく、すべての診療科に専門医を有す
る高度・急性期総合病院の特長を活かし、心臓、
腎臓、肝臓などの機能低下、精神・神経疾患、感

ないという診断をされた患者さんに対しても、別
の治療法（既存薬の使い方の変更）やゲノム診断
により効果があると考えられる治療薬（保険適用

染症など多様な併存疾患をもつがん患者さんや高

外）の紹介、最適な緩和治療等により、新たな治

齢者の治療にも対応しております。がんの病状の

療法を一緒に考えることも可能です。

正確な把握に加え、患者さんの臓器機能を中心と

―3―

診療科紹介
整形外科 人工関節センター
人工関節センター長

藤田

貴也

平成24年４月より筋

いる。このアプローチの特徴は10㎝くらいの皮膚

肉を切らないで行う低

切開で体位は側臥位で中殿筋と大腿筋膜張筋の間

侵襲手技による人工股

から進入し中殿筋を傷めないことにより術後の疼

関節置換術を当院に導

痛が少なく、早期に歩行能力の回復が期待でき翌

入し、クリティカルパ

日から離床して歩行練習を開始し約１週で杖歩行

スの入院期間短縮化、

になり２週前後に退院します。後方支持組織の温

同種骨バンク整備を

存と関節包の修復により人工関節のへの後方脱臼

行い、平成25年10月１

のリスクが極めて少ないのでテニスやゴルフなど

日より人工関節センタ

のスポーツも問題なくできます。トラネキサム酸

ーを開設しました。

の（止血剤）の術前静脈内投与と関節内投与によ
り 出 血 量 は 平 均130mlく ら い で 少 な い 時 に は

当センターは整形外科単科の人工関節センター
ではなく地域の基幹病院の中にあるセンターであ

100ml以下でありドレーン留置も行っていない。

るので、重度の合併症を有する症例や術中・術後

さらに、自己血貯血も行っておらず、術後の輸血

の合併症が生じた症例に対しても他科（麻酔科・

も必要としていない。後側方アプローチを選択す

内科・循環器科・心臓血管外科・放射線科など）

るのは再置換術や大腿骨に引き下げが必要な症

との迅速な連携によって周術期管理が安心・安全

例、Crowe4 型の脱臼性股関節症で大腿骨短縮骨

に行われるのが一番の特徴です。

切り術を併用する症例の時に限られる。
全例術前に骨盤 から大腿骨顆部までのCTを撮

人工股関節に関しては、基本的に筋腱を温存し
た 低 侵 襲 手 技 に よ る ア プ ロ ー チ（Modified

影し３次元モデル化し専用ソフト（Zed Hip）を

Watson-Jones approach（OCM）を用いて行って

用いて３次元的な綿密な術前計画を行い、患者自

THA術前レントゲン

THA2次元術前計画

THA3次元術前計画

THA術後レントゲン
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人工関節症例数推移
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H24年4月～藤田医師赴任

THA術後評価

２０１９年１月から１２月まで手術件数
：223件（藤田医師:累計2168件）

■人工股関節全置換術＋再置換術

身に最適なデザイン・サイズのインプラントを選
択している。若年者には骨温存と生理的荷重伝達

■両側同時人工股関節全置換術

： 50件（藤田医師:累計324件）

■筋間進入による人工股関節全置換術

：204件（藤田医師:累計1733件）

■人工膝関節全置換術 (再置換術1件含む)： 48件

を目指しショートステムを選択し、高齢者など骨

■人工膝関節片側置換術

塩量測定により骨脆弱性がある場合にはセメント

： 16件

使用インプラントも選択している。
人工膝関節に関しては、人工膝関節全置換術
（TKA）だけでなく、下肢アライメントが保た
れていて、外側の関節軟骨 の変性が少ない場合
には人工膝関節片側置換術（UKA）を積極的に
適応している。UKA は侵襲が少ないので術後の
疼痛が少なく、患者満足度が高い傾向にあります。

THA術中

金田医師

＜メンバー紹介＞
＜股関節担当＞
藤田 貴也（ふじた よしなり）
慶應大学医学部 平成７年卒
センター長・整形外科医長
UKA術前レントゲン

整形外科専門医／日本人工関節学会評議員／
日本人工関節学会認定医
亀田 隆太（かめだ たかひろ）
慶應大学医学部 平成23年卒

UKA術後正面レントゲン

整形外科専門医
大谷 慎也（おおたに

しんや）

東京医科大学医学部 平成26年卒
＜膝関節担当＞
金田 和也（かねだ かずや）
慶應大学医学部 平成22年卒
UKA術後側面レントゲン

整形外科専門医／日本人工関節学会認定医

TKA UKA
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診療科紹介
救急科 救命救急センター
救命救急センター長

栗原

智宏

救急医療体制は、症状と緊急性から一次救急医

次救急患者さんよりも多くなっています。疾患と

療（入院の必要がなく、主に自身で来院される患

しては、心肺停止・循環器疾患・重症外傷・中毒・

者さん対象）
・二次救急医療（入院を要し、主に

脳血管障害・呼吸器疾患・消化器疾患と多岐にわ

救急車で来院される患者さん対象）
・三次救急医

たり、原因や臓器の種類に関わらず全ての緊急性

療（生命に危険が及ぶ状態であると、主に救急隊

のある病状に対応しています。これらの診療を、

が判断した患者さん対象）に分けて整備されてい

救急科医師14名と看護スタッフ、救急科研修中の

ます。救命救急センターは三次救急医療施設と位

研修医とともに、各診療科と連携し24時間365日

置づけられ、地域の救急医療の最後の砦としての

担っております。

役割を担います。

特に本年は新型コロナウイルス感染症が社会的

当院の救命救急センターは昭和52年４月に開設

にも問題となり、救急医療が大きな影響を受け、

され、現在全国に294ヶ所、都内に26ヶ所ある救

地域の方々の不安も増している状況にあると考え

命救急センターの中でも歴史の長い救命救急セン

ています。
当院救命救急センターも例外ではなく、

ターです。目黒区・世田谷区・渋谷区を中心に地

その影響を大きく受けてはおりますが、病院全体

域の救急医療を担っており、2019年度は1,300件

として感染対策を講じて地域の救急医療に貢献で

以上の三次救急患者さんを診療しました。４階Ａ

きる体制を整備しており、状況に応じてさらなる

病棟にICU６床、４階Ｃ病棟に HCU22床を有し、

対策を講じていくこととなります。あらゆる状況

救急科として年間1,600人以上の入院患者さんを

下で患者さんの診療に応えられるよう、今後も地

担当しています。入院患者さんは、一次・二次救

域の中で信頼される救急医療を提供できるように

急や各診療科で重症と判断された方も含まれ、三

努めて参ります。
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地域医療カンファレンス
免疫チェックポイント阻害剤と免疫関連有害事象
臨床腫瘍科科長

10月15日に地域医療カンファレンスが開催され

須河

恭敬

胞障害性Ｔ細胞）による攻撃が可能となり、腫瘍

ました。地域医療カンファレンスは地域の先生方

の縮小や長期間の病勢制御が可能となっています。

との交流を深めることを目的にこれまでも開催さ

従来のがんに対する薬物療法は、使用される薬

れておりましたが、今年度はコロナ禍の影響もあ

物自体ががん細胞を攻撃するものだったのに対し

り、これまで開催できておりませんでした。９月

て、免疫チェックポイント阻害剤は、実際にがん

頃からコロナウィルスの影響が落ち着いてきたこ

を攻撃するのは免疫細胞であるという点が大きな

とを受け、10月15日に今年度最初の地域医療カン

特徴と言えます。そのため、薬が効果を発揮する

ファレンスを開催することができました。

には免疫チェックポイント阻害剤が標的とする分

今回は、本年４月から臨床腫瘍科として赴任し

子をしっかり抑えることに加えて、がん細胞を異

た須河が講演を担当し、最近注目されている免疫

物として認識できていること、異物に対する免疫

チェックポイント阻害剤についてお話をさせてい

反応が正常に起きていること、腫瘍部に免疫細胞

ただきました。前半は免疫チェックポイント阻害

が集まることが可能であることが重要になってき

剤の特徴について、後半は免疫チェックポイント

ます。現在、世界中で免疫を介した治療に関する

阻害剤に特徴的な免疫関連有害事象について解説

研究が進められており、今後さらに有効な治療法

しました。

が開発されていくことが期待されております。

免疫チェックポイントとは体内で起こる免疫反

一方で、腫瘍に対する免疫だけでなく、正常な

応を制御するシステムであり、本来異物であるは

細胞に対する免疫反応が活性化されるために起き

ずのがん細胞がこのシステムを利用して、異物を

る有害事象には注意が必要です。免疫を介した有

排除するための免疫細胞による攻撃から逃れてい

害事象は様々な臓器に起こることが確認されてお

ることがわかっています。免疫チェックポイント

り、診療科の枠を超えて、チームとしての診療が

阻害剤は、このシステムで重要な役割を担ってい

求められております。東京医療センターでも、こ

るPD-1、PD-L1、CTLA-4といった分子を標的と

のような状況に対応できるように臨床腫瘍科が中

して開発され、実際にこれらの分子の働きを抑え

心となって診療体制を充実させていきたいと考え

ることによって、がん細胞に対する免疫細胞（細

ております。

腫瘍抗原

がん
細胞

PD-L1
PD -1
PD-L2

細胞
障害性
T細胞

抗PD-1/PD-L1抗体

CD28

T細胞

CD 80/86

CTLA-4

抗原提示
細胞

抗CTLA-4抗体

活性化T細胞

脈管
腫瘍
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リ ン パ節

新型コロナウイルスに対する当院の取り組み
総合内科・感染症内科

新型コロナウイルスの存在を知るきっかけとな

森

伸晃

帰国者・接触者外来（後に発熱外来）を設置し、

った中国湖北省武漢市における原因不明の肺炎流

近隣の医療機関や保健所などから紹介を受けた患

行の報道がなされてから早いもので一年が経ちま

者さんを中心に診療を行ってきました。また当院

した。この原稿を作成している2020年11月時点で

は目黒・世田谷地域の二次医療圏にあり、院内動

新規陽性者は、東京都で500人、国内全体で2,000

線分離のための工事や院内PCR検査の導入などを

人をはじめて超え、国内第３波到来とも言われて

行い、新型コロナウイルス感染症だけでなくこれ

います。新型コロナウイルス感染症の流行は、今

までどおり一般診療ができるよう工夫をし続けて

や世界中で健康被害だけでなく、経済や社会活動

います。

に大きなダメージを与え、わたし達の生活様式を

新型コロナウイルス感染症は感染しても無症状

も変える出来事となりました。

の人が多いことや症状出現前にも感染力があるこ

当院では流行当初より新型コロナウイルス感染

とから、いつどこで感染するかわからない厄介な

症対策本部を設置し、病院全体でその対策に取り

感染症です。これまでに国内外の多くの医療・介

組んで参りました。当初は、武漢市からの帰国者

護施設内で感染者発生が報告されています。当院

が収容されている施設で帰国者の健康管理やクル

では、少しでもリスクを減らすために職員のマス

ーズ船乗船患者の対応、横浜港での検疫業務など

ク着用や体調管理の徹底、休憩時間に密にならな

に職員を派遣し、院外活動を中心に診療援助を行

いような配慮をし、万が一院内でクラスターが発

ってきました。国内流行期に入ってからは、新型

生した際にも病院機能を保てるよう各部署で業務

コロナウイルス感染症や擬似症患者さんの入院診

計画を作成しています。また面会制限や患者の皆

療ができるように２病棟を準備し、目黒・世田谷

様にマスク着用や手指消毒をお願いしております。

地域だけでなく東京都全体から患者さんを受け入

新型コロナウイルス感染症流行は、国や社会、

れ、さらに他病院にて重症化した患者さんの受け

人の繋がりを分断したとも言われますが、当院は

入れも行ってきました。結果的に、当院は全国の

地域の皆様の健康を守るという使命のもと地域の

国立病院機構の中で最多の入院患者を診療した施

皆様との繋がりを持って継続的な診療を行えるよ

設となりました（2020年11月時点）
。
外来部門では、

うに努めてまいります。
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災害訓練の実施について
救急科

鈴木

亮

10月22日（木）
、2006年から毎年行われている
災害訓練が開催されました。昨年度までは、目黒
区医師会を始めとする近隣の関係機関の皆様に多
数ご協力いただき開催しておりましたが、本年度
は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流
行状況を鑑み、
「３密」を避けるために規模を縮
小して行われました。
そのような中でも今回は新たな試みとして、①
夜間帯に大規模地震が発生したことを想定して、
当直者による災害本部の立ち上げ、情報収集、院
外応援者の確保等を行うこと、および②災害時の

ICTシステムのエマージェンシーコール®を用い

情報管理にICT（Information and Communication

て、スマートフォンやメール・LINE®
といった複

Technology：情報通信技術）システムを活用し、

数の方法で安否確認や情報伝達を行いました。ま

有効性の有無を検証すること、
を目標としました。

た、同様に例年の訓練では院内各部署からの被災

災害想定は「午前０時に、東京湾北部を震源と

状況の報告を報告用紙を用いて行っていましたが、

する震度６強の首都直下型地震が発生」したとい

こちらも今回は、ICTシステムであるBCPortal®

うものです。当院の被災状況としては、
「病院施

を用いて行いました。どちらのシステムも今まで

設が一部損傷したものの、診療の継続は可能」と

の訓練と比較してスムースな情報伝達が可能であ

いう想定で行い、新設部門の立ち上げ準備までの

り、有用であると思われました。しかし、災害時

訓練を行いました。また、病院厨房で火災が発生

に使用できるためには、ある程度の“慣れ”が必

した想定で、消防隊員と連携しての消火訓練も合

要であり、日頃から操作する機会を設ける必要が

わせて行われました。

あると思われました。

夜間の発災ということで、外来棟１階の防災セ

COVID-19の流行は依然終息の兆しを見せてお

ンターに暫定災害対策本部を設置し、院長代行当

りません。この先、
“Withコロナ時代の災害対策”

直医を暫定本部長としました。例年の訓練では、

を地域の皆様とともに構築していく必要があるか

院外にいる職員の安否確認は行えておらず、緊急

と思いますので、今後ともよろしくお願い申し上

登院可能かどうかも把握困難でしたが、今回は

げます。
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樹木の伐採について
事務部
当院では、10月１日～10月31日にかけて樹木の
伐採・剪定作業を実施いたしました。

管理課

しかしながら、昨今、全国各地でしばしば発生
する自然災害による被害を鑑みますと、病院とし

本作業は、近年益々増加してきている大型台風

ては患者様や近隣にお住まいの方々、また職員な

や、大雨等の自然災害による人的・物的被害の軽

どにいつ大きな被害を出すかわからない危険性を

減を目的として、有事の際に大きな被害が出る可

少しでも減らすことを最優先と判断し、伐採作業

能性の高い外周の樹木や折れやすくなっている樹

を実施いたしました。

木を中心に、伐採、あるいは剪定等の作業を行い
ました。

伐採にあたりましては、
「見通しが良くなった。」
「あそこの木は切らないで欲しい」等々、患者様

また、これまで鬱蒼と樹木が林立していること

や近隣の皆様などから、様々なご意見を頂戴いた

で死角や陰となっていた部分に対して、風光を取

しましたが、患者様や地域の安全を第一に考え行

り入れ視認性の向上を図ることによる、防犯面の

った趣旨を何卒ご理解くださいますようお願いい

効果も期待しております。

たします。

東京医療センターの歴史の中でこれほど大規模

病院としては、今後も環境の整備に努め、安心・

な伐採作業を実施したのはおそらく初めてだと思

安全なより良い病院となるよう尽力して参りたい

いますので、病院としても長年当院を見守り続け

と思いますので、引き続きご支援くださいますよ

てきてくれた樹木を伐採することに躊躇いが無か

うお願い申し上げます。

ったわけではありません。

作業前

作業後

作業前

作業後
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みんなが知りたい病気シリーズ
〜 白血病 〜
血液内科科長

上野

博則

最近、水泳の池江選手で話題になったので、白

により、外来通院の内服治療のみで良好な予後が

血病をご存知の方も多いかもしれません。白血病

得られるようになりました。慢性リンパ性白血病

は血液を造る細胞（造血細胞）の悪性腫瘍（がん）

は日本人には少ないタイプの病気で、無治療で予

の１つです。

後良好の方もいます。急性白血病に関しては、小

薬剤や放射線、ウイルスなどの様々な原因で造

児では急性リンパ性白血病が多く、強力な抗がん

血細胞の遺伝子に異常を生じ、特定の細胞が非協

剤治療で高率に治癒が期待できます。かつて急性

調性に増える状態になります。悪性化している細

白血病といえば不治の病の代名詞のような時代が

胞の種類によってリンパ性と骨髄性に分けられ、

あり、テレビドラマや映画のヒロインが白血病で

それぞれ急速に進行する急性と比較的ゆっくり進

亡くなるといったシーンを見かけることがありま

行する慢性に分かれますので、白血病のタイプに

した。成人の急性白血病の治療成績は小児と比べ

は大まかに急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血

てまだ十分といえるものではありませんが、輸血

病、慢性骨髄性白血病、慢性リンパ性白血病の４

や感染管理などの支持療法の発達もあって強力な

つがあります。慢性白血病は健康診断などで血液

抗がん剤治療や造血幹細胞移植が行われるように

検査を受けたときに白血球の増加で見つかること

なり、一定の割合で治癒が得られる状況になって

が多く、診断時に自覚症状がないことも多いです。

います。特に急性前骨髄球性白血病では、ビタミ

これに対して急性白血病患者の多くでは、血球減

ンＡの誘導体であるオールトランスレチノイン酸

少に伴う発熱や労作時息切れ、あざ等なんらかの

や亜ヒ酸の導入により予後の著明な改善を認めま

症状を有しています。慢性骨髄性白血病は３～５

した。近年従来の治療に抵抗性であった患者さん

年の経過で急性白血病へと転化して致命的となる

に新たな分子標的薬、抗体薬やCAR-T療法の有

ため、以前は状態が悪くなる前に治癒を目指して

効性が報告されています。今後ゲノム情報の集積

造血幹細胞移植を行うのが一般的でした。現在で

によりさらなる治療標的の同定とそれに対する新

は、病気の原因となっているBCR-ABL1という遺

規治療の研究が進むことが期待されます。

伝子異常の働きを抑えるチロシンキナーゼ阻害薬
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登 録 医 紹 介
せたがや泌尿器腎クリニック
〒154-0015 東京都世田谷区桜新町1-40-8
桜新町クリニックモール2Ｆ
TEL 03-3425-1124

院長

中村

圭輔

とも内科クリニック
〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-10-4
ミケアビル2F
TEL 03-5451-7700

2019年12月に桜新町駅近くに開業した「せたが
や泌尿器腎クリニック」の中村圭輔と申します。
過去には近隣の関東中央病院に勤務しておりまし
たので東京医療センターの先生方には開業前から
も大変お世話になっております。
当院は桜新町・駒沢・用賀エリアでは数少ない
泌尿器科専門医クリニックとして皆様のお役に立
てるよう開業致しました。泌尿器科は男性が受診
する診療科というイメージが強いせいか受診をは
ばかる女性患者さんが非常に多いと感じておりま
した。当院では診察室、検尿用トイレ、待合室な
ど全て男女別とし女性やお子さんが受診しやすい
環境作りに努めております。
また泌尿器科専門医として貴院のような基幹病
院を受診される方のプライマリ泌尿器科クリニッ
クとして機能できたらと思っております。手術後
のフォローなども行っていますので様々な面でお
役に立てたら幸いです。地域に資するべく頑張っ
て参りますのでご指導ご鞭撻をよろしくお願い致
します。

みなさま、こんにちは。糖尿病・甲状腺・骨粗
しょう症を専門に、2019年、桜新町駅のスターバ
ックス２階に内科を開院させていただきました。
街のかかりつけの専門医として、クリニック内で
迅速な糖尿病や甲状腺の血液検査、超音波検査を
行って、みなさまに専門的な診療を提供して参り
ます。また当院は内科クリニックですが、健康長
寿のためには「骨も大切」と大腿骨や腰椎の骨密
度を測るDEX機器を導入し、骨粗しょう症につ
いても「折れる前に予防する」ことを目指してい
きます。
東京医療センターのみなさまには、糖尿病・内
分泌内科、耳鼻咽喉科をはじめとして、高度な診
療でいつも大変お世話になりどうもありがとうご
ざいます。こ れからも、地域の皆様の100歳長
寿に貢献できますよう微力ながら努力して参りま

院長

加藤

朋子

すので、どうぞよろしくお願いいたします。
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