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食道・胃外科
胃がん、食道がんをはじめとする上部消
化器疾患を専門に診療しています。当科で
は長年の経験と治療データの積み重ねの
結果から（エビデンスに基づいた）最良と
考えられる治療を行っています。食道がん
鶴丸 昌彦 教授

では症状に則して精度の高いリンパ節郭清
を行い、
また、内視鏡治療、化学療法、化学
放射線療法を併用し、高い根治性と機能温
存のバランスを考慮した治療を目指してお
ります。食道・胃の良性疾患に対しては、鏡

梶山 美明 助教授

視下手術など縮小手術を第一選択として
行っております。

大腸・肛門外科
下血や検診で「便潜血が陽性」となったりする場合の多く
は、痔核などの肛門疾患であることがほとんどですが、近年
増加の一途をたどっている大腸がんの可能性もあります。
当科はその診断と治療、予防を専門としています。
「がん」といえども、早期に発見すれば、創が小さくからだ
にやさしい腹腔鏡下手術が可能です。またポリープはほとん

坂本 一博 助教授

いずれも多くの経
どが内視鏡下で治療出来ます。当科では、
験を積んだ専門医が、安全を第一に考えながら診療に当た
っています。
さらに潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患の
手術治療、痔核など肛門疾患やソ径ヘルニアなどヘルニア
疾患も担当しています。
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肝･胆･膵外科
肝・胆・膵外科では、肝臓がん、胆道がん、膵臓がん等の
悪性疾患に対して積極的に手術治療を行っています。何よ
り安全かつ確実な手術を目指しており、最近、300人の患
者さまへの肝切除で輸血を必要とした頻度は４％です。
良 性 疾 患 で は 胆 石 症 に 対 する 腹 腔 鏡 手 術 総 数 は
川崎 誠治 教授

1,300例を超えました。
さらに、平成15年７月より肝がん、肝硬変、先天性胆道

閉鎖症などに対する生体肝移植も行っております。また、平成16年１月より
Ｃ型肝硬変に合併した肝がんに対しても保険適用となり、積極的に肝移植
を行っております。従来、肝機能不良のため手術治療が不可能であった症
例でも肝移植によりがんを根治できる可能性が高くなりました。
ご質問、
ご相談のある場合はお気軽に外来窓口にご相談ください。

乳腺科
平成18年 1月より、乳腺外科に腫瘍内科
を組み込むことで、乳腺科と名称を改め、関
連する放射線科、形成外科、病理部、化学
療法室などと連携をはかって大学では日本
初の乳腺センターがオープンしました。悪
性が疑われる方は、画像検査を即日診断し 齊藤 光江 助教授
ます。そのために、乳腺専属の超音波技師
霞 富士雄
センター長 客員教授 がおります。腫瘍専門の認定看護師がおります。看護師に
よるリンパ浮腫外来も始めました。手術をなさった方には、
希望があれば顕微鏡画像を見ながら病理医の説明が受けられる病理外来
も始めました。個々の患者さまのこころとからだに合わせた治療方針をチ
ームで話し合い、決めています。女性のみならず、男性の乳腺の悩みにもお
答えします。さあ、今胸を触って、気になるしこりがあれば、躊躇せず訪れて
ください。スタッフ全員が暖かく相談に応じます。
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心臓血管外科
循環器疾患の中でも狭心症、心筋梗塞、
弁膜症、大動脈瘤、小児の心臓病などを手
術によって安全確実に治療することを心が
けています。2005年度の手術総数は450
余例で、大学病院としては国内トップレベル
です。冠動脈バイパス術168例、心臓弁膜
天野 篤 教授 症109例、大血管85例、先天性心疾患10４
例で、それぞれの手術成績も良好でした。
中でも心臓バイパス手術に関しては、人工心肺を用いず全
身の負担を少なくし、80歳以上の患者さまでも安心して手術
を受けていただけます。１月からは循環器内科と協力してハ 新浪 博 助教授
ートセンターを設立し、重症例、緊急例への対応や社会復帰
を確実にしました。

呼吸器外科
昨年、大学では日本一の呼吸器外科手術総数でした。
肺がんに対しては、早期には胸腔鏡手術、進行がんには徹底
した拡大手術を行い、予後を向上させています。
アスベスト関連中皮腫は、全国に先駆けて当科に専門外
来を設置し、早期発見に努め、最新型レーザー装置を用いた
胸腔鏡下レーザー治療を開発中です。過去 8 年間、1,800例
以上の手術を経験し、手術合併症による死亡例、医療事故、 宮元 秀昭 助教授
医療訴訟は 1 例もなく、患者さまに対して安全かつ納得のい
ただける診療を目指しています。
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小児外科･小児泌尿生殖器外科
小児外科とは、赤ちゃんから中学生までの患者さまを手術で治療する科
です。さらに、成人に見られる小児外科特有疾患についても治療いたしま
す。小児には成人にない特殊性があり、その外科疾患も成人のものとは大
きく異なり、専門的治療を要します。従って、小児外科疾患は小児外科専門
医が診察する必要があります。私ども、小児外科医は、小児の腹部消化器、
頚部、胸部（肺・縦隔）、泌尿生殖器、腫瘍等の疾患を診療しております。
当科は日本で最初に設立された小児外科・小児泌尿生殖器外科専門講
座であり、年間手術数は１，
３００例を超え国内
で最も多く、治療レベルでも国内外の小児外
科医療をリードしております。近年は、創がほ
とんど残らず痛みの少ない鏡視下手術（腹腔
鏡・胸腔鏡等）や日帰り手術（鼠径ヘルニアな
ど）を積極的に取り入れております。治療は
２４時間体制で対応しており、ご質問がある
場合は何なりと病棟または外来窓口にご相談 山髙 篤行 助教授 小林 弘幸 助教授
ください。

脳神経外科
脳神経外科では、脳・脊髄さらに末梢神
経に発 生する腫 瘍 、血 管 障 害 、先 天 性 疾
てんかん、変性疾患等の機
患、外傷に加え、
能神経外科を行っています。年間約500例
の手術を行っており、脳腫瘍に対しては国
内ではいち早くナビゲーションシステムを
新井 一 教授 導入し、安全かつ確実な手術を行っており
ます。更に言語中枢近傍の病変には、術後
合併症を最小限に押さえるため、覚醒下手術も行っておりま
す。脳動脈瘤に対しては、血管内治療を第一選択としてお
り、昨年度は約100例の動脈瘤塞栓術を行いました。水頭
症などの小児の先天性疾患には神経内視鏡を積極的に導
入し、低侵襲手術を心がけています。

宮嶋 雅一 助教授
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整形外科･スポーツ診療科
五十肩や腱板断裂は４０歳以上の方にかなりの頻度で
生じてきます。またスポーツの普及とともに肩関節脱臼や
投球障害でお悩みの患者さまも増えてきています。長引く
肩関節の痛みや運動制限でお困りの患者さまは、ぜひ当
科の肩関節の専門外来においでください。土曜日の午前
中に予約制で診療を行っています。ホームエクササイズの
自己治癒能力を引き出す治療を心がけています
指導など、
黒澤 尚 教授
が、やむなく手術が必要になりましても、小切開手術や内
視鏡手術など患者さまのご負担の少ない方法を選択して
おりますので、手術後のリハビリは以前より楽になりました。
また、
日本では変形性股関節症のために股関節の痛みに苦しむ患者さま
も数多くいらっしゃいます。腰からくる症状と思っていたら、実は股関節に障
害があった、
ということもあります。股関節の専門診療（予約制）は水曜日
の午後に行っています。患者さまの生活の質や将来に関わる問題ですの
で、親身になってご相談させていただいております。

形成外科
加齢に伴う眼瞼下垂
まぶたの皮膚がかぶさって見えづらい、
まぶたが開きづらいなどの症状がありませ
んか？ こうした症状は加齢に伴う眼瞼下
垂でみられます。眼瞼下垂には単純に皮膚
がたるんで垂れ下がったものと眼瞼挙筋と
いうまぶたを挙げる筋肉の障害によるもの
があります。どちらも代償的に額の筋肉を

小室 裕造 助教授

使って目を開けようとするため額に皺がより、頭痛・肩こりの
原因につながるといわれています。こうした眼瞼下垂は手術
により治療することができます。日頃まぶたがうっとうしいと
感じている方は一度形成外科を受診なさってください。
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泌尿器科
泌尿器科の病気は前立腺肥大症、腎臓や膀胱などの尿
路悪性腫瘍、腎盂腎炎や膀胱炎などの尿路感染症、尿路
結石症、男性不妊、
ＥＤ(勃起障害)などがあり、男女問わ
ず非常に多彩です。当科では様々な泌尿器科の病気に対
し、安全で確実な治療を行えることを第一とし、いつでも
十分な診療ができるような外来を目指しています。平成
藤目 真 教授 16年６月から前立腺がんの新しい治療方法として小線源
治療を行っております。これは放射線を出す小さなカプセ
ルを前立腺内に直接埋め込む方法です。海外では手術と同程度の治療成
績と言われています。男性機能障害や尿失禁の頻度が低いため、当院でも
この治療を受けられる患者さまが増えています。また専門外来としてＥＤ
(勃起障害)外来を予約制で行っております。診察を希望される方は泌尿器
科外来でお尋ねください。

眼科

コンタクトレンズ
あらゆる眼の問題に対処いたします。必要に応じて適切
な科や施設に紹介も行っております。専門外来は小児眼
科、コンタクトレンズ、屈折矯正、角膜、糖尿病網膜症、斜
アレルギー、
アトピー、ぶどう膜
視、緑内障、
ロービジョン、

村上

など13あり初診後はそれぞれの外来で専門医が対応しま

晶 教授 す。午 前 中 は 初 診 、午 後 が 予 約 再 来となっており年 間

90,000 人の患者さまが受診されています。手術は白内
障、網膜硝子体、斜視、緑内障を中心に年間 2,000件行っ
ております。
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耳鼻咽喉・頭頸科
耳鼻咽喉・頭頸科では以下の充実した専門外来を設け
ております。①鼻副鼻腔外来：鼻アレルギー、副鼻腔炎②
中耳・難聴外来：慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎③頭頸部腫
瘍外来：喉頭ガンなどの頭頸部腫瘍④めまい外来：めまい
⑤顔面神経外来：顔面神経麻痺⑥いびき外来：いびき、睡
眠時無呼吸症候群⑦補聴器外来⑧レーザー外来：鼻アレ
池田 勝久 教授 ルギー⑨音声外来：声帯ポリープ、反回神経麻痺⑩小児
難聴外来⑪心療耳科外来

の11専門外来です。

難治性の鼻アレルギーに対してはマスコミでも報道された後鼻神経切
断術を行っています。鼻アレルギー・花粉症でお困りの方は是非ご相談くだ
さい。
http://www.juntendojibi.com/
でホームページを開設していますので、
ぜひご覧ください。

産科･婦人科
産科・婦人科の診療は、
①産科部門
②婦人科良性疾患／生殖内分泌／内視鏡部門
③婦人科悪性腫瘍部門
の3つにわかれており、それぞれに特徴的な診療を行い、
実績をあげています。
①の診療内容については、順天堂のホームページの他に、

武内 裕之 助教授

http://www.juntensanka.com/
②については
http://www.j-endoscopy.com/
でホームページを開設していますので、
ぜひご覧ください。
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救急科
救急科は、救急・災害医学研究室のスタッフの指導下、
各科(循環器・心臓外科系、内科系、外科系、脳神経内科・
外科、小児科・小児外科)の５群から１名ずつ選りすぐられ
た計５名の救急部出向専任医によって運営されています。
多くの科にわたる疾患、既存の科の範疇に含まれない疾患
(外傷、中毒、心肺停止、CPA、
ショック、原因不明の意識障

奥村 徹 助教授

害、敗血症、熱傷、熱中症、偶発低体温症、溺水など）や集
中治療を専門に行う科です。スタッフの数が限られており
ますので、
できることからこつこつと、二次救急医療機関の
使命を全うしていきたいと思います。

麻酔科・ペインクリニック
当科では日本ペインクリニック学会の認定
を受けた専門医を中心に、痛みに対する診断
と治療を行っております。 治療の対象となる
主な病気には、頭痛、三叉神経痛、五十肩、頚
椎・腰 椎 疾 患 ( 椎 間 板ヘルニア、脊 柱 管 狭 窄
症、変形性脊椎症など)、血流障害（閉塞性動
レイノー、膠原病）、
脈硬化症、バージャー病、
糖尿病性神経症、帯状疱疹・帯状疱疹後神経
痛、術後痛、癌性疼痛、非疼痛性疾患（顔面痙
攣、顔面神経麻痺、突発性難聴、鼻アレルギー）などです。
専門的な治療法として神経ブロック治療、高周波熱凝固、硬膜脊髄刺激、
硬膜外内視鏡、光線療法・レーザー療法、ボツリヌス毒素注射などを行って
います。特に腰椎術後の難治性疼痛では硬膜脊髄刺激、高度先進医療であ
る硬膜外内視鏡治療で劇的に効果が得られる患者さまもいらっしゃいます。
より適切な鎮痛薬の選択や有効な服用法についてのアドバ
薬物治療では、
イスを専門的な立場から行っております。
どうぞお気軽に受診ください。
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歯科口腔外科
当科では近年需要が高まっているインプラント治療
を行っております。これはインプラントと呼ばれるチタン
の人工歯根を顎骨(あごの骨)に植え込み、歯冠を取り
付ける方法です。手術は外来で局所麻酔で行います。
部分入れ歯が嫌な方、健康な歯を削りたくないなどの
患者さまはご相談ください。なお、患者さまの健康状態

篠原 光代 講師

や顎の吸収の程度などにより適応とならない場合もあ
りますのでご了承ください。

お知らせ

７月３日
リハビリテーション科 オープン
患者さまにより適切で速やかな治療を行うために、外来１階の総合診療科の一部
リハビリテーション室での治療は、同外来で
に、
リハビリテーション科を設置、今後、
問診を行ってから実施させていただきます。
なお、
リハビリテーション科受診を希望される方は、現在受診中の各科医師にご相
談ください。

http://www.juntendo.ac.jp/hospital/
http://www.juntendo.ac.jp/hospital/
(平成18年６月作成）
(平成18年６月作成）

10

外科-out.indd 10

06.6.26 2:16:43 PM

