婦人科専門外来のご案内

地域医療連携室ニュース

婦人科の専門外来は、第二川崎幸クリニックにて行っております。またさいわい鹿島田クリニックでは女性外来を
行っています。患者さんのご都合に合わせて、最寄りの外来クリニックをご予約下さい。
ご希望の予約がとりにくい場合もございます。その際は、川崎幸病院地域医療連携室までご相談ください。
また、救急疾患や緊急を要する際には川崎幸病院に御連絡ください。

いま求められる医療をもっと高めたい

Vol.2

※ 基本的に川崎幸病院では入院、手術（入院が必要な手術）、放射線治療などを行います。外来、日帰り手術は
第二川崎幸クリニックで対応します。

婦人科専門外来担当表 （2016.3.1現在）
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川崎幸病院 地域医療連携室 TEL:044-544-4611（代）
〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町31番27

川崎幸病院 婦人科
診療体制のご案内

名倉 麻子

■専門分野・得意とする手技
• 婦人科領域全般
• 特に婦人科良性・悪性腫瘍に対する
開腹、内視鏡手術
■略歴
1999年 昭和大学医学部 卒業
1999年 昭和大学産婦人科 入局
2008年 済生会横浜市東部病院
2015年 川崎幸病院

百瀬 栄子

百瀬 栄子＊4

＊1=11時00分までの診療になります。/＊2=診療開始時間は9時30分です。/＊3=診療開始時間は10時30分です。/
＊4=19時00分までの診療になります。

電話予約受付時間
平日/8:00～20:00
土曜日/8:00～17:00
日曜日/8:30～17:00
祝日/9：00～17：00

川崎市幸区都町39-1

044-511-2112

診療時間
月～土 午前 9:00～12:00
午後 14:00～16:30

電話予約受付時間
月・火・水・金/8:30～19:30
木・土/8:30～16:30
日・祝日/休み

川崎市幸区新塚越201番地
ルリエ新川崎3F、4F

044-556-2722

救急/入院
川崎市幸区大宮町31番27

代表： （24時間対応）

 ：044-544-4611
連携室直通：

 ：044-544-4638

2016年2月より、
常勤医2名体制になりました
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2016

診療時間
午前診療
9:00～12:30
午後診療 14:30～16:30
夕方診療 17:30～19:30（木,土除く）
休診日 日曜/祝祭日/年末年始

川崎幸病院 婦人科部長

長谷川 明俊

■学会認定・資格
• 日本産婦人科学会専門医
• 日本婦人科腫瘍専門医
• 日本周産期・新生児医学会周産期（母体・胎児）専門医
• 日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医
• 日本内視鏡外科学会技術認定医
• 日本がん治療認定医機構がん治療認定医
• 厚生労働省認定 臨床研修指導医
• 「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指
針」（厚生労働省 平成20年4月1日付）に基づく研修修了
• 医学博士
• 昭和大学豊洲病院 非常勤講師

お世話になっております。日頃は患者さんの御紹介
誠にありがとうございます。
昨年9月1日より、川崎幸病院での入院治療および
第二川崎幸クリニックでの外来にて婦人科診療を
行っております、長谷川明俊と申します。
川崎幸病院では、新病院開院当初は婦人科診療
を行っておりませんでしたが、昨年9月より、婦人科疾

● 総合的ながん治療
当院では手術療法、放射線療法、化学療法、緩和
療法のすべての治療が可能で、これらの集学的な治
療をおこなうことにより治療効果を高めます。
● 地域医療への貢献
地域の医療機関の皆様と協力し、地域の中核病院と
して貢献できるように努力していきます。

患の患者さんの御紹介にも対応させていただいており
ます。今後とも、よろしくお願い申し上げます。
さて、婦人科では次の理念を掲げ、診療を行ってい
く所存です。
● 患者本位の医療
患者さん自身が病状を正しく理解できるように、丁寧
な説明をしていきます。最近はさまざまな治療法の
選択肢がありますので、十分に話し合って、患者さん
が納得する満足度の高い医療を提供します。
● 先進的な医療
高度なチーム医療を実践し、安全で質の高い先進

以上を当科の理念とし、婦人科診療を行って参りま
す。ご指導・ご鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上
げます。

的な医療を提供することにより、痛みを少なくし、短
期間で社会復帰ができることを目指します。

※ 基本的に川崎幸病院では入院、手術（入院が必要な手
術）、放射線治療などを行います。外来、日帰り手術は
第二川崎幸クリニックで対応します。

診療対象疾患
 分娩以外の産婦人科疾患全般を扱います。
 何かご不明な点や症例の相談はいつでも
電話相談をしていただいて構いません。

婦人科良性疾患診療について

当院での腹腔鏡手術症例

婦人科腫瘍専門医、内視鏡技術認定医である長谷川が治療をします。
一般的には婦人科腫瘍専門医は婦人科臓器の幅広い解剖知識のもと、出血や癒着があり難しい手術の場合や、
予期せぬトラブルの対応に慣れています。また、内視鏡技術認定医は内視鏡手術手技に長けています。これら双方
の技術を用いて、安全で完成度の高い低侵襲な内視鏡手術（傷口が小さい手術）を行います。
さらに内視鏡手術のトロッカー（内視鏡手術の器具を出し入れするための筒）を小さくしたり、数を減らすことにより、さ
らに低侵襲な手術をしていきます。状況次第では臍（へそ）のくぼみにだけ切開を入れる手術（単孔手術）も可能です。
腫瘍が大きいと内視鏡手術は困難になりますが、他院で内視鏡手術ができないような場合でも当院で安全に行うこ
とが可能と判断すれば、内視鏡手術をします。具体的には骨盤内（臍までの高さ）の腫瘍に対しては内視鏡手術が可
能な場合が多いです。また、経腟手術（おなかを切らないで、腟から行う手術）も行います。

婦人科悪性疾患診療について
科学的根拠に基づいた婦人科腫瘍学会のガイドラインに従って、婦人科腫瘍専門医、内視鏡技術認定医が治療を
します。
初期がんで低侵襲な手術でも安全性、根治性が高い場合は内視鏡手術を行っていきます。
関連する他の診療科と連携して集学的治療（手術療法、化学療法、放射線療法、緩和療法）をすることにより治療
効果を高めます。さらに、関連する職種が一丸となって高度なチーム医療のもとで質の高い最先端治療を提供してい
きます。

臍上まである良性卵巣腫瘍に対して、
腹腔鏡手術（3ポート）を行いました。

臍上まである卵巣腫瘍茎捻転に対して、
緊急で腹腔鏡手術（3ポート）を行いました。

子宮筋腫で臍近くまで大きくなった子宮（600g）に対して、
腹腔鏡下子宮全摘手術を行いました。

後腹膜腔に突出発育した多発子宮筋腫と子宮内
膜症性卵巣嚢腫(右）に対して、腹腔鏡下子宮全
摘術と右付属器切除を行いました。

実績
■ 手術件数 （2015年11月～2016年2月）

1件
1件

腹腔鏡手術
腹腔鏡手術
浸潤がん手術
浸潤がん手術

10件

子宮脱手術
子宮脱手術

25件

円錐切除
円錐切除

CVポート設置
CVポート設置

総手術例

25件
7件
1件
10件
1件

44件

診療体制について ～常勤医2名体制になりました～

7件

■ 悪性腫瘍診療実績 （2015年9月～2016年2月）
子宮頸がん
子宮体がん

6症例

6症例

卵巣がん

子宮頸がん

6症例

2016年2月現在、常勤医2人、非常勤医2人で手術療法をしています。
なお外来部門は第二川崎幸クリニックで4人体制です。
来年度から常勤医師が１人増え、さらに体制が充実します。さらに腹腔鏡下広汎子宮全摘を始めます。

内、広汎子宮全摘1件、円錐切除3件、
放射線単独1件、放射線化学療法1件

子宮体がん

3症例

2016年2月より診療開始

3件とも子宮、両側付属器切除、骨盤、
傍大動脈リンパ節郭清

卵巣がん

3症例

6症例

内、手術療法は3件、
術前・術後・再発化学療法5件（重複あり）

川崎幸病院 婦人科

伊藤 雄二

■専門分野・得意とする手技
・婦人科腹腔鏡手術
■認定資格等
・日本産婦人科学会専門医
■略歴
2009年 神戸大学医学部卒業
2009年 国立病院機構埼玉病院 臨床研修医
2012年 草加市立病院 産婦人科
2013年 横須賀市立うわまち病院 産婦人科
2016年 川崎幸病院

