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 秋麗の折、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げま

す。  

 本号では当センターの診療・検査内容や各診療科の特色をご案内します。 

 患者さんをご紹介いただく際の参考にしていただければ幸いです。 

 

  

 

〇 対象者  
 

 ・ がん検診等で「要精密検査」（要経過観察を含む）の指示を受けた方 

 ・ 医療機関からの紹介、受診を勧められた方 

 ・ 自覚症状のある方 

 

〇 診療科  各診療科責任者よりご挨拶です（ご挨拶とご紹介いただきたい患者様） 

〇 医療連携の方針 
 

 ・ 迅速に確定診断を行い、その結果を紹介元の医療機関へ報告します。 
 

 ・ 治療や更なる精密検査が必要な場合には、がん診療連携拠点病院等の専門  

   医療機関へご紹介します。紹介した場合は、患者さんの経過について、ご 

   紹介いただいた先生方に確実に報告します。 
 

 ・ 内視鏡治療後や外科手術後は、ご紹介いただいた先生方と協力しながら、 

   経過観察を行います。 

 

【東京都立がん検診センターの診療・検査概要】 

消化器内科  小田丈二医師 
 

 

乳腺腫瘍外科 松浦篤志医師 
 

呼吸器内科  鳥居陽子医師 
 

婦人科   髙江健太郎医師 
 
  平素より医療連携で大変お世話になっております。 

  独法化後も引き続き子宮頸がん検診等で頸部細胞診異

常が見られた方の精密検査や経過観察を行っております

ので、ご紹介いただければ幸いです。 

  いつもお世話になり有難うございます。当科は乳腺疾

患の正確な診断、その後の的確な対応をモットーとして

います。 

  精密検査が必要な方、早急ながん検診が必要な方な

ど、ご紹介をお願い致します。 

 日頃より先生方には大変お世話になっております。 

 消化器内科では、安心・安全で精度の高い検査、治療を

モットーに日々努めております。内視鏡検査を始め、各種

検査など迅速に対応致します。今後ともどうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 いつもご紹介いただきありがとうございます。健診、

診療での「胸部X線上異常陰影」「胸部CT検査で経過観

察の指示があった」の依頼先として、ぜひ利用くださ

い。  

 受診者、紹介元には丁寧な説明、迅速な返信を心がけ

ております。  

保存版 

【ご予約方法】 
 

〇 紹介元の先生より直接のご連絡の場合 

 「医療連携室」あてにFAXまたはお電話にてご予約下さい。 
 ※予約の確定は、折り返しFAXまたはお電話致しますので、患者さんに予約日時をお伝え下さい。
              

 

 

 

 

 

〇 患者さんより直接のご連絡の場合          

  患者さんに「診療情報提供書(紹介状)」をお渡し下さい。 

  患者さんご本人より代表電話にお電話いただき、「医療連携室」までご連絡下さい。 

受付時間  月～金 9：00～17：00 

FAX 042-327-0450 

直通TEL 042-326-9333 

受付時間  月～金 9：00～17：00 

代表TEL 042-327-0201 (内線 2245) 

 

【ホームページのご案内】 
  

  各科の詳しい診療・検査内容や実績、お知らせなどを掲載しています。 
 

  診療科別のリーフレット・FAX診療申込書・地図・交通案内などがダウンロードできます。 

  ぜひご活用下さい。 

 

 ホームページURL：https://www.tmhp.jp/tokyo-cdc/   QRコードはこちら⇒  

 

【Twitterのご案内】 
 

 

  都がんツイッターではセンターからのお知らせやご案内、イベント情報などを毎日投稿    

 しています。ぜひ一度ご覧になってみて下さい。 

  投稿へのいいねやリツイート、気に入っていただけたらフォローもお願い致します。 
  

         Twitterアカウント：@ganken_tmhp 

 

(ツイート例) 

【秋分の日】 

明後日23日は､#二十四節気 の【#秋分】で

す。 秋分を境に昼の長さが短くなり､冬へ向け

て季節が進みま

す｡ 随分過ごしや

すい気候になり､

当センターの近所

にも #ヒガンバナ 

など秋の花々が咲

き始めました｡ 

  

一日の寒暖差も大きくなってきましたので､ど

うぞ体調にお気を付けてお過ごしください！ 

【普及啓発活動】  

  先日、#東京都立青梅看護専門学校 にて、#

子宮頸がん検診普及啓発活動 を実施しました！  

  

2年生の学生約

80名を対象に、

婦人科医師・保健

師・細胞検査士そ

れぞれ3人の立場

からお話させてい

ただきました。  

若い方々に「#がん」を自分事として考えてもらう

機会になったと思います。 

【都がん紹介（消化器内科）】  

  消化器内科では、食道・胃・大腸の #内視鏡検査 

#腹部超音波検査 #CT検査 等による精密検査を

行っています。 

検査結果で #内視鏡治療 が可能な場合は、当セン

ターでの治療が可能です。  

 

ご相談もお気軽に 

☎042-327-0201

まで｡  

【医療連携「都がん便り」に関するお問い合わせ】 

 

医療連携室         担当 横山・佐瀬 

電話番号   042-327-0201 （代表）内線 2215                 

 FAX     042-327-0450 （医療連携室直通） 

QRコードはこちら⇒ 

https://twitter.com/hashtag/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%AB%8B%E9%9D%92%E6%A2%85%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AD%A6%E6%A0%A1?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%AD%90%E5%AE%AE%E9%A0%B8%E3%81%8C%E3%82%93%E6%A4%9C%E8%A8%BA%E6%99%AE%E5%8F%8A%E5%95%93%E7%99%BA%E6%B4%BB%E5%8B%95?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%AD%90%E5%AE%AE%E9%A0%B8%E3%81%8C%E3%82%93%E6%A4%9C%E8%A8%BA%E6%99%AE%E5%8F%8A%E5%95%93%E7%99%BA%E6%B4%BB%E5%8B%95?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%81%8C%E3%82%93?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%86%85%E8%A6%96%E9%8F%A1%E6%A4%9C%E6%9F%BB?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E8%85%B9%E9%83%A8%E8%B6%85%E9%9F%B3%E6%B3%A2%E6%A4%9C%E6%9F%BB?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CT%E6%A4%9C%E6%9F%BB?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%86%85%E8%A6%96%E9%8F%A1%E6%B2%BB%E7%99%82?src=hashtag_click


○ ご紹介いただきたい患者さん 

 ・がん検診等の胸部X線検査で「要精密検査」の指示を受けた方 

 ・呼吸器症状（せき、たん）などの自覚症状がある方 

○ 特色 
 ・ 画像に異常があるものの治療までは不要な方に対して経過観察を行っています。  

 ・  肺がんＣＴ検診施設認定 

 ・ 低線量ＣＴ肺がん検診 

   平均径6mm以上の異常のスクリーニングを目的とした胸部ＣＴ検査です。放射線の照射線量を 

  大幅に低減（1mSv以下、通常のCT検査に比べ10分の1程度）して撮影します。 

呼吸器内科 

○ ご紹介いただきたい患者さん 

 ・喉のつかえ、胃痛や排便障害などの自覚症状のある方 

 ・症状が軽く、大病院へ紹介するにはどうかと思われる方 

 

○ 特色 
 ・ 一般外来検査などによる病気の発見から、治療前精密検査、最先端の内視鏡検査及び治療、術後 

  (内視鏡治療、外科手術)経過観察までのトータルサポートを行っています。 

 ・ 内視鏡検査・治療    

   都内でも有数の検査件数を誇ります。また、がん発見時の画像や精密検査の画像と切除標本・ 

  病理組織との対比を行うことができる施設で、多数の症例を解析することにより、高い診断精度 

  を維持し、最先端の内視鏡治療技術を提供します。 

 ・ 大腸ＣＴ（コロノグラフィ） 

   洗腸液を飲用するのが難しい方には、内視鏡やバリウム検査に似た画像を得られるＣＴコロノ 

  グラフィ検査を実施できます。 

 ・ 大腸ＣＴ検査技術施設認定 

消化器内科 

○ ご紹介いただきたい患者さん 

 ・がん検診等で「要精密検査」の指示を受けた方 

 ・しこりが触れるなどの自覚症状のある方 

○ 特色 
 ・ 乳房トモシンセシス（３Ｄマンモグラフィ） 

   乳房を複数の方向から角度を変えて撮影したデータを用いて、任意の高さの断層像を再構成する 

  技術です｡再構成した断層像は乳腺組織の重なりが少なく、病変の観察がしやすくなります。   

 ・ マンモトーム生検（ステレオガイド下吸引式組織生検） 

   触診や超音波検査では分かりづらい石灰化などの病変に対して、マンモグラフィ装置で撮影しな 

  がら病変部位を同定します。約2～3㎜の太さの針を使用することで針生検より多くの組織量を採取 

  できます。また、検体をその場で撮影し確認できるため、細かい病変も確実に採取できます。 

 ・ マンモグラフィ検診施設画像認定 

乳腺腫瘍外科 

 ○ ご紹介いただきたい患者さん 

  ・がん検診等で「要精密検査」あるいは「要経過観察」の指示を受けた方 

  ・不正性器出血などの自覚症状が続いている方 

○ 特色 
 ・ 軽度ないし中等度の前がん病変（子宮頸部異形成）を指摘されたものの治療までは不要な方に 

   対して経過観察を行っています。 

 ・ 異常所見が疑われる細胞診については、婦人科臨床経験が豊富な細胞診専門医が診断を担当し、 

   精度の高い検査に努めています。 

婦人科 

 

↑
一般外来検査などによる病気の発見から、治療前精密検査、最先端の内視鏡検査及び治療、術後 

 

 

 

胃 胃内視鏡検査 食道、胃、十二指腸を内視鏡で検査します。 

初診当日の胃カメラ予約が可能です。 

ピロリ菌検査 ピロリ菌検査及び除菌処方を行っています。 

胃透視検査 バリウムを用いた上部消化管透視検査を行います。 

大

腸 
大腸内視鏡検査 安定剤を使用して全大腸を内視鏡で観察します。 

大腸ＣＴ 大腸を炭酸ガスで膨らませた状態でＣＴ検査を行います。 

注腸造影検査 バリウムを用いた下部消化管透視検査を行います。 

そ

の

他 

組織検査 組織検査を行い、診断します。 

腹部超音波検査 肝臓、胆のう・胆管、膵臓、腎臓、脾臓を超音波で調べます。 

治

療 
大腸ポリープ切除 

（ＥＭＲ（入院）） 

日帰りポリープ切除が可能です。多摩総合医療センターに入院して切除

する場合もあります。 

ＥＳＤ 食道、胃のＥＳＤを多摩総合医療センターに入院して行います。 

胸部Ｘ線検査 胸部のデジタル撮影を行います。肺の末梢に発生した肺がんを異常陰影

として描出します。 

胸部ＣＴ検査 胸部全体をＣＴ装置で撮影し、ミリ単位での画像を作成します。 

喀痰細胞診 喀痰に混じる細胞に異常がないか検査します。 

喀痰細菌検査 痰を採取し、培養します。肺感染症の原因となる微生物の有無を調べま

す。 

乳房を複数の方向から角度を変えて撮影したデータを用いて、任意の高さの断層像を再構成する 

 

触診や超音波検査では分かりづらい石灰化などの病変に対して、マンモグラフィ装置で撮影しな 

㎜の太さの針を使用することで針生検より多くの組織量を採取 

マンモグラフィ検査 乳房専用のレントゲン検査を行います。 

乳房超音波検査 乳房に超音波をあて乳腺の状態を検査します。触診ではわからないよう

な小さなしこりも観察できます。 

乳房トモシンセシス 断層画像を合成するマンモグラフィ検査で、通常のマンモグラフィより

も精細な画像が得られます。再構成した断層像は乳腺組織の重なりが少

なく、病変の観察がしやすくなります。 

針生検 乳がんの疑いがある部位に針を刺して組織検査を行います。 

マンモトーム生検 エコーでは発見しずらい微小な石灰化に対して、ステレオガイド下で針

を刺して組織検査を行います。 

 

が診断を担当し、 

子宮頸部細胞診 子宮頸部の細胞を採取して検査します。 

子宮頸部組織検査 子宮頸部細胞診で異常を認めた場合に､病変と考えられる部位から直接組

織片を採取し検査します｡ 

超音波検査 膣（または腹壁）から超音波を当てて子宮や卵巣の様子を観察します。 

コルポスコピー 子宮頸部に酢酸を塗布し、それによる変化を拡大鏡で観察します。 

ＨＰＶ検査 子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスの感染を検査します。 

子宮内膜細胞診 子宮体部の細胞を採取して検査します。 

↑婦人科ページ 

↑呼吸器内科 

ページ 

↑乳腺腫瘍外科 

ページ 

↑消化器内科 

ページ 


