公益財団法人 東京都保健医療公社

東京都がん検診センター
所 在 地
Ｔ Ｅ Ｌ

〒183-0042

府中市武藏台２－９－２

０４２－３２７－０２０１（代表）

http://www.tokyo-cdc.jp

東京都がん検診センター
所長 阿部 和也
皆さま、明けましておめでとうございます。また、旧年中のご厚誼に感謝申し上げます。
昨年の 4 月に赴任し、9 か月間を無事過ごせましたのも、皆さまのおかげと存じておりま
す。前任地である同敷地内の多摩総合医療センターでも医療連携を担当していたことが幸
いし、お顔を存じ上げている先生方が多かったのではありますが、まったく違う立場での
連携となり、いろいろ学ばせていただきました。大変ありがとうございました。
今年は大変な対応が迫られる忙しい 1 年になりそうです。改元と、それに関連する未曾
有の 10 連休が 4 月から 5 月にかけてあり、10 月には消費税の税率アップがあります。そ
のほかにも 4 月から働き方改革が本格化しますし、ラグビーW 杯が開催され、2020 年東
京オリンピック・パラリンピックの準備も本格化します。大変なのは医療機関だけではな
いと思いますが、特に医療機関にとっては厳しい 1 年であると思います。
医療情勢も刻々と変化しており、私どもの設置者である東京都保険医療公社も昨年新理
事長を迎え、いよいよ今年は大きく力強い一歩を踏み出すことになると思われます。東京
都がん検診センターでも、一次検診から二次検診へ軸足を移す作業が本格化します。昨年
度までは所長を中心に各診療所などの医療機関にご挨拶とお願いに伺いましたが、今年か
らは、各診療科の責任者を中心にご挨拶に伺い、より臨床に密着した連携を構築するよう
にしてまいりたいと存じます。
機能分化、医療連携が重要なのはいうまでもありませんが、そのためには各医療機関が
健全に機能することが前提であると思います。当センターの健全な運営を維持すべく努め
るとともに、連携各医療機関の運営の一助となれるよう努力していく所存でございます。
本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。

副所長 入口 陽介（消化器内科）
当センターでは、これまで、がん検診センターとして一次検診から二次精密検査・術前検査まで、
精度の高い検診・検査を提供できるように診療および臨床研究を行ってまいりました。
今年から、約 5 年後の多摩メディカルキャンパス構想の実現を目指して、地域の医療機関の皆様
のニーズに対応し、より精度の高い精密検査・術前検査を迅速に提供できるような体制づくりに取
り組み、専門外来を設置して、外来及び検査の予約が取りやすいよう工夫してまいります。皆様の
お役にたてる施設、精密検査センター及び内視鏡治療センター、日帰り手術センターを目指して頑
張りますので、今年もよろしくお願い申し上げます。
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CT 検査とその結果通知を行うようにしており

士養成所の一部の講座は公開しており、個別研

ます。

修も行っています。本年もよろしくお願いいた

今年もよりよい診療連携に向け努力してまいり

します。

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

消化器内科医長

小田

丈二

消化器内科では、胃がん、大腸がんの一次

内視鏡内科医長

水谷

勝

日頃より患者様をご紹介下さりまして、誠
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平成 30 年度

胃Ｘ線検査従事者講演会のお知らせ

【テーマ】胃Ｘ線検診のための読影判定区分と技師読影補助について
【講 師】宮城県対がん協会がん検診センター

副所長

加藤 勝章

先生

【日 時】平成 31 年 2 月 22 日（金）18：00～20：00
【会 場】東京都がん検診センター

3 階講堂

【対 象】胃Ｘ線検査に従事している医師、放射線技師、臨床検査技師、事務等
ご不明な点がございましたら、お気軽に医療連携室へお問い合わせください。
※詳細は当センターホームページをご覧ください。

大腸 CT 検査（CT コロノグラフィー検査）のご案内
ＣＴコロノグラフィー検査は、大腸内視鏡検査の挿入が困難かつリスクを伴うと判断され
た方、ご高齢で大腸内視鏡検査が困難と判断された方にもお勧めです。
当センターでは３D ワークステーションを AMIN 社製 Zio Station2 に更新し、画像処理精
度が大幅に向上しました。更に、前処置負担を軽減（※）することで、患者さんにも優しい
検査となるよう努めています。
※詳細は、別紙「大腸 CT 検査 前処置変更のお知らせ」をご覧ください。
〈申し込み方法〉
紹介元の医療機関様から、医療連携室へ電話またはＦＡＸ申込書でお申し込みください。
まずは、消化器内科外来の初診受診日をご予約させていただきます。検査のみの利用（結果
説明は紹介元の医療機関様にて実施）も可能ですので、ご要望がありましたら、ご予約時に
お伝えください。

〈CT コロノグラフィー検査依頼の流れ〉
①FAX または電話にてお申し込み
ください。
②初診日にはＣＴコロノグラフィ
ー検査は行いません。医師と相
談の上、検査日を決めます。

地域の医療機関
かかりつけの医院
やクリニック

紹介
③当センターにて CT コロノグラ
フィー検査の説明及び同意書の
取得を行います。

⑤検査後 4～5 日で、医療連携室
より読影結果と画像（CD-R）
を発送します。

返送

東京都がん
検診センター

④検査予約日に、前処置を行っ
た上でＣＴコロノグラフィ
ー検査を行います。

ご不明な点がございましたら、お気軽に医療連携室へお問い合わせください。

《 医療連携「都がん便り」に関するお問い合わせ 》
医療連携室（保健指導係）

担当：丹羽、横山、蒲野

電話番号 042-327-0201（代表）内線 2217
FAX

042-327-0450（医療連携室直通）

東京都がん検診センター

大腸 CT 検査
前処置で飲む洗腸液の量が 1/10 になりました
2018 年 12 月より大腸 CT 検査の前処置が変わりました。
従来の前処置では検査前日に下剤を服用し、さらに当日
1800ml の洗腸液を飲用していました。
新たな前処置方法では、洗腸液が 180ml になりました。

大腸 CT 用造影剤を導入しました→精度向上！！
大腸 CT 用経口造影剤「コロンフォート」を導入しました。
検査前日に服用することで大腸内の残渣・残液を標識します。
3D ワークステーションにて画像処理を行うことで画像診断
における残渣・残液と病変の識別が可能となり、今まで見えな
かったところが見えるようになりました。

伏見製薬所製「コロンフォート」

デジタルクレンジング
処理

標識された残渣・残液
近隣医療機関様からの検査も受けております。
下記までお問い合わせ下さい
検査予約
検査のお問い合わせ

医療連携室
放射線科

TEL

042-327-0201(代)

FAX

042-327-0450（医療連携室直通）

042-327-0201(代)

内線 2245

内線 2390

