
GSセンターにお電話かHPのメールフォームでご相談を！
相談窓口専任スタッフがみなさまのお悩みをお伺いします。

IMSグループ医療機関の選定、医療機関・制度などの情報提供。
GSセンターで可能なコーディネート内容の紹介など。

ご希望とマッチングした際、IMSグループ医療機関へ受診決定！
【外来受診】 受診希望施設へ受診日・時間（予約含む）・ 

対象者さま基本情報等の連絡
【入院（所・居）・転院】希望施設の医療福祉相談室担当者を紹介

イムスロイヤル健康倶楽部が皆さまの健康をサポートします。

病院受診、入院・介護施設選びに困ったら
イムス総合サービスセンター（GSセンター）へ

アイセルネットワークスは身元保証機関として
経済産業省に登録されている（登録管理番号 B-009）
国際医療コーディネーターです。

http://www.ims.gr.jp/gscenter/

http://www.ims.gr.jp/

相 談STEP
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情報
提供
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受診
決定

STEP
3

0800-800-1632
※「050」からはじまるIP電話および国際電話からはご利用いただけません。
受付時間／平日 8：30〜17：30　土曜日 8：30〜12：30（日祝・年末年始休み）

詳しくは右記まで
お問い合わせください。

入会費・
年会費無料

IMSグループ広報誌を
ご送付

IMSグループの最新ニュースを掲載
した広報誌『マイホスピタル』等を
お送りいたします。

1
IMSグループ病院情報、

健康情報などをメルマガ配信
IMSグループ内の病院や施設などの
最新情報や健康情報などを定期的に
お送りいたします。

2

好評配信中
疾患別セルフチェック

IMSグループ病院、介護施設な
ど相談無料でご案内

（イムス総合サービスセンター）
IMSグループの専門医療機関をご紹介、
受診までサポートさせていただきます。

4
IMSグループ予防施設で

特別健診をご提供
お客様のニーズに合わせて様々な
健診コースをご用意しています。

3

４つの入会特典

0800-800-6186
受付時間／平日 9:00〜17:00　土曜日 9:00〜12:00（日祝・年末年始休み）

IMS（イムス）グループは、140の施設の運営を通し、
急性期・回復期・慢性期・予防医療から施設・在宅介護までの
一貫した医療・介護を提供する、総合医療・福祉グループです。

（2020年1月現在）

19.12.4000TP

イムスロイヤル健康倶楽部

gscenter@ims.gr.jp
◎右のQRコードをご利用いただくと便利です。
◎24時間365日受付。２営業日以内にご返信します。

健康セルフチェック 検 索

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング11F

■医療機関マッチング
患者さまの医療情報をもとに、最適な治療ができる医療機関とのマッチングを行い
ます。治療にかかる概算費用の見積を提示し、来日スケジュールの調整を行います。

■受診時のアテンド・医療通訳
検査・治療のスケジュールに沿って医療施設でのアテンドを行います。また、必要
に応じて医療通訳士が同行、医療機関との間に入り、適切な通訳を行います。

■文書の翻訳
来日前の医療情報の翻訳、入院案内、治療説明書・同意書などの文書の翻訳、検査結果、診断書などの文書の翻訳を行います。

■その他空港への送迎、宿泊・交通の手配、観光案内等

I
イ ム ス

MSグループ
専門医療・新規事業
2019-2020

Professional Healthcare IT Solution Provider
株式会社 アイセルネットワークス

海外からの受診目的で来日する外国人患者さまへの

医療ツーリズム支援サービス
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医療法人社団 明芳会

板橋中央総合病院

術後尿禁制・性機能維持に大きなメリット
前立腺がんの根治を目指す、手術支援ロボット「ダビンチ」
2019年4月、最新型の「ダビンチXi」を導入しました。ダビンチは腹腔鏡下手
術を支援するロボットで、前立腺がん手術＝前立腺全摘除術に大きなメリットが
あります。最大の利点は細いロボットアームが体の深部に楽々と届き、コンピュー
タ制御で7方向360度、操作できることです。手ぶれ防止機能もあり、人間の
手指はここまで自由自在に動きません。カメラアングルも操作性が高く、術者
はコンソールの拡大3D画像を確認しながら手術を進めていきます。それにより、
腫瘍のとり残し（断端陽性率）が有意に少ないことがわかっており、いずれ再発
率の低下につながると予測されます。また、前立腺の全摘に伴う合併症には尿
失禁などの排尿障害や性機能障害がありますが、ダビンチでは尿失禁も比較的
軽症で、回復も早いといえます。性機能（勃起機能）の維持を目的とする
神経温存手術の成績もダビンチは優秀です。被膜内には排尿に関わる神経
も存在しますし、組織の温存は近接する外尿道括約筋や骨盤底筋を守ること
にもつながります。性機能だけでなく、排尿
コントロールにも良い影響が期待できるの
です。今後、泌尿器科では膀胱がんと腎細
胞がんのダビンチ手術をスタートさせる
予定です。さらに、外科でもダビンチ手術が
スタートしており、呼吸器外科、産婦人科など
の他の診療科にも拡大していく予定です。

合併症があるなど難しい症例も断らない
最善の治療法で肺がんの早期回復を目指す
早期の肺がんはもちろん、進行がんで遠隔転移があっても、患者さんを積極的
に受け入れています。肺がんの手術にはさまざまな術式がありますが、主に
非小細胞がんのⅠ～Ⅱ期、小細胞がんのⅠ期では小開胸手術と胸腔鏡を組み
合わせた「ハイブリッドＶＡＴＳ」が基本で、画質に優れた４Kモニターを採用
しています。直視下と胸腔鏡で観察したモニターの両方で病巣部分やリンパ節
をしっかり確認し、がんをできる限り安全・確実に取り除く術式です。筋肉や
肋骨は温存されますので、体への負担を最小限に留めています。Ⅲ期であって
も薬物療法と放射線治療を併用することによって手術で腫瘍を完全に取り
除ける可能性は十分あります。腫瘍が浸潤した肋骨・胸膜・横隔膜・心膜などの
周辺組織を肺と共に合併切除する手術が必要となり「拡大手術」と呼ばれます。
肺がんを切除した後に気管支をつなぎ直す「気管支形成術」や、肺動脈の
吻合を行う「肺動脈形成術」など、あらゆる手技を駆使して肺がんの切除に
全力を尽くしています。Ⅳ期では免疫チェックポイント阻害薬を導入しています。
また、ほかの病気を抱えている患者さんに対しても、他の診療科と連携して
最善を尽くします。当院の術前の呼吸リハビリテーション、術後のリハビリテー
ションも高く評価されています。

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2-12-7
TEL：03-3967-1181

医療法人財団 明理会

新松戸中央総合病院 〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1-380
TEL：047-345-1111

専門医療

医療法人社団 明芳会

横浜新都市脳神経外科病院

24時間365日、万全のチーム医療でのぞむ 
脳梗塞の新しい治療「血栓回収療法」

「血栓回収療法」は脳血管内治療で、脚のつけ根の動脈からカテーテルを 
挿入。脳の梗塞部位に金属メッシュの「ステント」を送り込み、血栓をからめ
取ります。それだけでは血栓の欠片が奥へ流れてしまうリスクがあるので、
吸引ポンプによる回収も同時併行的に行います。再開通率は90％を超え、
経験を積んだチームが行えば安全性も高く、開頭手術と比較すれば、患者 
さまの体への負担は最小限で済みます。画像で確認できた血栓を直接除去
するので、救命の可能性がぐんと高まります。適応は、当初発症後8時間以
内とされましたが、現在は24時間以内でも症例によって適応になります。

〒225-0013 神奈川県横浜市青葉区荏田町433
TEL：045-911-2011
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医療法人財団 明理会

春日部中央総合病院

下肢救済センターが患者さまの足を守る
閉塞性動脈硬化症の最新血管内治療
下肢救済センターは、特に下肢の動脈に起こる病気を中心に、診断と治療を行い
ます。まずは、禁煙、運動療法、薬物療法を組み合わせた保存的療法。血液をサラ
サラにする抗血漿板薬や血管を拡張する薬剤で血流を改善し、必要に応じて生活
習慣病の薬も処方します。根治的治療法としては「血管内治療」で、狭窄部位に向
けてカテーテルを挿入し、さまざまなデバイスで血管を広げ、血流を再開させます。
バルーン血管形成術、ステント留置術、最近承認されたのが人工血管を血管内に
挿入する治療です。また、「遠位部穿刺法」も行っており、ふくらはぎに病変部があ
る場合、カテーテルをリードする細いガイドワイヤーを、両端すなわち膝下と足の甲
の２ヵ所から挿入して動脈内でドッキング、血管を確実に確保する手法です。「エキ
シマレーザー」を使った治療は、石灰化が進んだ動脈硬化に卓効を現します。

〒344-0063 埼玉県春日部市緑町5-9-4
TEL：048-736-1221

医療法人財団 明理会

東京腎泌尿器センター大和病院

女性専用フロアで患者さまに寄り添った医療を提供
体に優しい「子宮内膜症」の治療と腹腔鏡手術
婦人科外来を女性専用フロアに設けており、プライバシーを守られながら受診が
できます。子宮以外の臓器にこの内膜組織が生着してしまう「子宮内膜症」は、
重い月経痛を起こします。治療は大きく分けてホルモン製剤を服用する薬物療
法と、手術です。代表的なホルモン療法は、体内の女性ホルモンの周期的な変
動を抑える方法です。服用中は排卵が止まり、子宮内膜の増殖を抑えることで、
月経周期に伴うつらい症状を抑えることができます。手術にはチョコレート嚢胞
のある卵巣を丸ごと取る全摘術と、チョコレート嚢胞だけを剥がして刳り抜く温存
術があります。当院では、ほとんどを低侵襲な腹腔鏡手術で行っており、高い技
術には定評があります。女性のライフステージに合わせ、親身に相談に乗り、生
活の質を守ります。

〒173-0001 東京都板橋区本町36-3
TEL：03-5943-2411

＊Ⅰ期：がんが原発巣にとどまっていて転移がない。Ⅱ期：近接のリンパ節、あるいは肺をおおう胸膜・胸壁に浸潤。
Ⅲ期：広い範囲のリンパ節や、近接する組織に浸潤。 Ⅳ期：胸部以外の骨や肝臓や脳などの他の臓器に遠隔転移

東京都がん診療連携協力病院
（肺がん・大腸がん・肝がん）

手術翌日、歩行開始

＊マイ・ホスピタル「メディカル・ズームイン！」から掲載
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医療法人社団 明和会

こころのクリニック イムス八王子

医療法人社団 明芳会

イムス板橋リハビリテーション病院

医療法人財団 明理会

東戸塚記念病院

医療法人社団 明生会

イムス札幌消化器中央総合病院

医療法人社団 明芳会

横浜旭中央総合病院

医療法人社団 明芳会

イムス東京葛飾総合病院

スムーズな職場復帰を支援する 
リワークデイケア
仕事などのストレスが引き金となって、うつ病や適応障害を発症する方が増え
ています。「リワークデイケア」はメンタルヘルスの不調から休職した方々の
職場復帰をサポートするプログラムです。精神科の治療の延長上にあるセカンド
ステップで、再発予防も重要な目的です。2つのコースがありそれぞれ個別
ワークやグループワーク、心理教育などに取り組んでいただきます。「生活
リズム安定コース」は毎日“通う”こと、「リワーク前コース」はプログラムを
通し“仕事の取り組み方や対人関係を見直す”ことが目標です。医師・看護師・
公認心理師・精神保健福祉士・作業療法士などがサポートします。“卒業”まで
3～6ヵ月が目安です。

〒192-0082 東京都八王子市東町1-10  
グランデハイツ八王子1F
TEL：042-649-8221

回復期での充実した心臓リハビリテーション
回復期リハビリテーション病院として自動車運転評価や、ドライビングシミュ
レーターによる運転リハビリが充実、訪問リハビリにも力を入れています。
さらに特色の一つが「心臓リハビリテーション」。心筋梗塞・狭心症・心臓手術
後の患者さまは、心臓の働きが低下していますが、心不全の急性増悪を念頭に
置かなければならず、慎重かつ高度なリハビリが必要になります。心臓リハ
ビリテーション学会認定の心臓リハビリテーション指導士が中心となり、
多職種（医師・看護師など）と集中的かつ専門性
の高いリハビリや患者さま教育を十分な時間をか
け実践。心肺運動負荷試験（CPX）や心電図モ
ニタリング下での自転車エルゴメータなどにより
評価・治療を行っています。

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-11-1
TEL：03-3967-1183

心肺運動負荷試験CPX自転車エルゴメータ

専門医療

狭心症・心筋梗塞の治療の第一選択肢 
低侵襲が進むカテーテル治療
狭心症・心筋梗塞の治療には薬物治療、カテーテル治療、冠動脈バイパス手
術がありますが、カテーテル治療（経皮的冠動脈形成術）は局所麻酔で体に
負担の少ない血管内治療です。基本はバルーン療法とステント留置術で、 
バルーン療法は冠動脈の狭窄・閉塞部位にカテーテルでバルーン（風船）
を送り込み、膨らませて血管を拡張。血流が再開したらバルーンを閉じて 
抜き取ります。ステント留置術はバルーンで形成する部位に金属メッシュ
の筒（ステント）も一緒に届け、血管の内側に圧着します。外科的手術が 
必要な場合はカテーテル治療と外科手術の両方に対応できるハイブリッド 
手術室を完備しており、320列ＣＴなどの最新設備も導入しています。

〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4-18-1
TEL：03-5670-9901

320列CTハイブリッド手術室

個々のケースに合わせた治療を計画 
心と体に優しい「乳がん」の手術
腫瘍とその周辺だけを切除し乳房をできるだけ残す「乳房部分切除術」と 
術後に放射線療法が行われる「乳房温存療法」は、「乳房切除術（全摘）」と
比べても、再発率や生存率に差はありません。ステージによっては「全摘」
をお勧めしますが、近年では人工乳房による再建を希望する患者さまが増えて
おり、その場合は「全摘＋乳房再建」を選択します。手術の前に化学療法や 
ホルモン療法を行い、がんを小さくする術前療法も積極的に実施しています。
乳がんの手術は、がんを取り去って命を守ることと、術後の乳房の整容に 
十分配慮することの両立が求められます。患者さま一人ひとりの心と体に 
寄り添い、オーダーメイドの医療に尽くしています。

〒241-0801 神奈川県横浜市旭区若葉台4-20-1
TEL：045-921-6111

がんの早期発見に「膵臓・胆道ドック」も開設 
内視鏡とレーザー活用で体に優しい胆石の治療
胆石 の 中 で も 総胆管 に 詰 まった 大 き な 結石 を、開腹手術 で は なく、 
内視鏡＋胆道鏡 でレ ー ザ ー 治療 を 行 います。総胆管結石 に は 内視鏡
手術 =「 内視鏡下胆道結石砕石術 」を行 います が、2～3センチ以上 の 
結石が複数個詰まっている難治性の総胆管結石では胆道鏡にホルミウム 
レーザーを併用し、大結石を砕いて取り除く「胆道鏡下レーザー砕石術」を
実施しています。極めて低侵襲で安全性も高いのが特徴です。胃全摘後の
ルーワイ再建症例でもダブルバルーン内視鏡を用いて胆管内に内視鏡を 
直接挿入し、結石を破砕できます。「膵臓・胆道ドック」を開設しており、胆石・
膵石はもとより胆道がん・膵臓がんの早期発見も可能です。

〒063-0842 北海道札幌市西区八軒２条西1-1-1
TEL：011-611-1391

脊椎脊髄疾患の手術を支援する 
O-arm（オーアーム）とナビゲーションシステム
CT の一種で、手術中に透視画像と断層画像が撮影可能な装置 O-armと、
リアルタイムで動画をモニタリングできるナビゲーションシステムを県下 
でもいち早く導入。「椎間板ヘルニア」や「脊柱管狭窄症」などさまざまな症例
を対象に、安全で体に優しい手術を積極的に行っています。脊髄神経はもちろん 
近くには重要な血管も通っているので、医師には高度な技術が求められます。
OLIF（前側方〈腰椎〉椎体間固定術）、PPS（経皮的
椎弓根スクリュー固定）はこのシステムが前提の
低侵襲手術です。MEL（内視鏡下腰椎椎弓切除術）
やヘルニアの位置が複雑な場合のMED（内視鏡
下腰椎椎間板摘出術）などでも活用しています。

〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町548-7
TEL：045-825-2111

O-arm

＊マイ・ホスピタル「メディカル・ズームイン！」から掲載
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医療法人社団 明芳会

イムス東京葛飾総合病院

「断らない救急医療」が進化。
51床増床して227床に。
2019年6月、5階に病棟を開設。51床増床して計227床になりました。3階に
あったHCU（高度治療室）8床は8月からICU（集中治療室）として本格的に稼
働しました。8階のSCU（脳卒中ケアユニット）も6床から9床に増床しました。
心臓外科手術は同時に２つの手術が行えるよう体制を強化。救急体制も24時
間365日フル稼働となっていましたが、一人でも多くの患者さまを受け入れる
環境を整えるべく体制を充実させ、「断らない救急医療」を進化させました。
6月より、カテーテルアブレーション治療を開始。重症心不全や致死性不整脈
に対するデバイス治療（ＣＲＴ-Ｄ／ＣＲＴＰ／ＩＣＤ）も開始しました。ハイブリッド
手術室を活用した経カテーテル的大動脈弁置換術（ＴＡＶR）も予定しています。

〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4-18-1
TEL：03-5670-9901

8階SCU（脳卒中ケアユニット）

医療法人財団 明理会

明理会中央総合病院

回復期リハビリテーション病棟開設
2019年1月、回復期リハビリテーション病棟60床をオープン。これにより、
急性期から回復期、維持期までの一貫した完結型医療の提供が可能になりま
した。医師・看護師・リハビリスタッフ・医療ソーシャルワーカー・栄養士など多
くの専門職種がチームを組み、集中的にリハビリテーションを実施しており、
心身ともに回復した状態でご自宅（社会）に復帰していただけます。病棟には
約20名のリハビリスタッフを配置し、デイルームは、リハビリ患者さまがくつ
ろげるように大きめに設計、浴室は車椅子用のスロープを設置しました。
浴槽は自宅復帰のことを考慮して、あえて家庭用のユニットバスを採用して
います。病棟開設に伴い、同フロアのＳＣＵ（脳卒中ケアユニット）は5床から
9床へ増床。脳神経外科病棟との連携もスムーズに行える環境が整いました。

〒114-0001 東京都北区東十条3-2-11
TEL：03-5902-1199

平行棒を設置した6階デイルーム

医療法人社団 明芳会

イムスリハビリテーションセンター東京葛飾病院

30床増床して計80床。
葛飾地区のグループ施設と連携。
2019年5月、30床増床して計80床になりました。2階と5階がリニューア
ルされて計4フロアとなり設備も充実。デイルームや浴室もリニューアルさ
れました。リハビリテーション室は2階と6階の2フロアにあり、6階に設置し
たドライビングシミュレーターでは自動車の運転訓練や能力評価が行えます。
社会福祉相談室は、患者さまの治療に伴う経済的・社会的・心理的な不安や
心配事についてご相談を受け、スムーズな入退院のお手伝いをしています。
葛飾地区には、急性期病院からクリニック、介護老人保健施設、訪問看護ス
テーションなどの IMSグループ施設があり、連携して地域の皆さまの暮らし
を医療介護の面から守っています。

〒124-0006 東京都葛飾区堀切3-26-5
TEL：03-3697-8331

6階リハビリテーション室

千葉ロイヤルクリニック
受診者さまの要望にお応えし、男女別検査フロアを新設。

待ち時間も少なくなり、設備もさらに充実。

施設紹介

＊マイ・ホスピタル「突撃！！イムス探険隊」から掲載

受付

待合ホール


