
セカンドオピニオン

あなたの為の「特別な外来」
セカンドオピニオン外来とは

患者さんの立場に立ち、
さまざまな角度からアドバイスを行い、
必要に応じて病院のご紹介なども
させて頂きます。

今後の治療法が、
本当にこれで良いの
か分からない

診断結果が医師に
よってバラバラである

ネットや雑誌など、
情報が多すぎて何が
正しいか分からない

現在、治療を行って
いるが、一向に良くなら

ない

何から手をつける
べきか分からない

紹介状が無いため、
どこに行っても断られて

しまう

後悔しないために、
あらゆる選択肢を聞き

たい

このような方に
オススメします。

＋あなたのお悩みや症状に合わせた
担当ドクターにご相談できます

お電話でのご予約・お問い合わせ 

303-5157-7281
お電話でのご予約・お問い合わせ 

303-5157-7281
※電話やメールでの医療相談、回答は行っておりません。

予めご了承下さい



脳に関するご相談

脳に関するご相談 血管内治療に関するご相談

血管内治療に関するご相談 耳鼻咽喉科に関するご相談 歯科口腔外科に関するご相談

心臓に関するご相談 呼吸器外科に関するご相談

＋脳神経外科（脳血管疾患）
医療相談

＋脳神経外科（脳腫瘍）
医療相談

＋神経内科（パーキンソン病）
医療相談

＋脳神経外科（顔面けいれん・三叉神経痛・脳腫瘍）
医療相談

＋神経内科 （　　　　　　）
医療相談

＋脳神経外科（脳動脈瘤・血管腫・血管奇形）
医療相談

＋脳神経外科（脳血管障害・脳動静脈奇形・脳動脈瘤）
医療相談

＋耳鼻咽喉科
医療相談

＋歯科口腔外科
医療相談

＋循環器内科・心臓血管外科
医療相談

＋心臓血管外科
医療相談

＋呼吸器外科
医療相談

●出血性疾患（脳動脈瘤、
解離性脳動脈瘤、くも膜
下出血）、脳虚血性疾患
（脳梗塞、頚部頚動脈狭
窄）など脳神経外科に関
する相談

●髄膜腫・神経膠腫などの
脳腫瘍を含む、脳疾患に
おける外科手術に関す
る相談

●頭痛、めまい、物忘れ、け
いれん、意識障害、しびれ、
手足の麻痺、ふるえ、パー
キンソニズムなど神経内
科疾患に関する相談

●顔面けいれん・三叉神経
痛・良性腫瘍手術に関す
る相談

●神経内科（特に脳梗塞の
治療と再発予防）、生活
習慣病（高血圧、糖尿病、
高脂血症）に関する相談

●脳や脊髄の血管性の病気
と、小児に多い顔面や頭
部の血管腫・血管奇形の
血管疾患に関する相談

●脳血管内手術MOにお
ける脳血管障害に関す
る相談

●鼻、副鼻腔炎など耳鼻科
における相談

●顎変形症、唇顎口蓋裂、
インプラント、顎顔面外
傷、口腔ケア、歯科口腔
外科全般に関する相談

●狭心症や心筋梗塞、弁膜
症、心筋症、不整脈など
心臓血管外科・循環器全
般に関する相談

●狭心症や心筋梗塞、弁膜
症、心筋症、不整脈など
心臓血管外科・循環器全
般に関する相談

●胸部疾患、肺がん、呼吸
器疾患に関する相談

昭和大学脳神経外科学講座
主任教授

慶應義塾大学病院 副院長
外科主任教授 / 脳神経外科教授

順天堂越谷病院 院長
順天堂大学病院 神経内科教授

昭和大学医学部 脳神経外科教授 東京都済生会中央病院院長 / 
脳神経内科部長

聖路加国際病院 神経血管内治
療科部長 / 脳神経センター長

昭和大学横浜市北部病院
脳神経外科特任教授

松脇クリニック品川 顧問
聖路加国際病院 耳鼻咽喉科部長

東京女子医科大学病院
歯科口腔外科学講座
口腔顎顔面外科学分野教授

須磨スクエアクリニック 院長 東京女子医科大学病院 副院長
心臓血管外科主任教授

東京医科大学呼吸器・
甲状腺外科学分野主任教授

水谷 徹 先生 河瀬 斌 先生 水野 美邦 先生 

清水 克悦 先生 高木 誠 先生 新見 康成 先生

寺田 友昭 先生 柳 清 先生 古賀 陽子 先生

須磨 久善 先生 新浪 博士 先生 池田 徳彦 先生 

脳梗塞・
生活習慣(高血圧 糖尿病 高脂血症)

セカンドオピニオン
お電話でのご予約・お問い合わせ 303-5157-7281お電話でのご予約・お問い合わせ 303-5157-7281

先生を選んで満足するまでお話ができます、それが特別外来です。

※電話やメールでの医療相談、回答は行っておりません。予めご了承下さい



形成外科・美容外科に関するご相談

呼吸器内科・アレルギー疾患内科に
関するご相談 甲状腺に関するご相談

婦人科に関するご相談

消化器に関するご相談

整形外科に関するご相談

整形外科に関するご相談 圧迫骨折に関するご相談

がん治療に関するご相談

＋形成外科・美容外科
医療相談

＋呼吸器内科・アレルギー疾患内科
医療相談

＋外科（甲状腺疾患）
医療相談

＋婦人科（腫瘍全般）
医療相談

＋消化器内科
医療相談

＋脊椎疾患（頚椎・胸椎・腰椎）
医療相談

＋上肢疾患（手・肘・肩関節）
医療相談

＋脊柱側弯症
医療相談

＋圧迫骨折・経皮的椎体形成術(骨セメント療法)
医療相談

＋放射線治療科（がん・疼痛緩和）
医療相談

＋放射線治療科（がん・緩和ケア）
医療相談

●美容外科手術の説明、手
術後のトラブル、顔面・手
足の先天異常、がん切除
後の変形など形成外科
全般に関する相談

●気管支喘息、ＣＯＰＤ、肺炎、
びまん性肺疾患、肺癌、食
物アレルギー、睡眠時無呼
吸症候群、膠原病関連肺
疾患など呼吸器・アレル
ギー疾患における相談

●甲状腺・副甲状腺、骨粗
鬆症、脂質異常症（高脂
血症）に関する相談

●婦人科疾患（子宮筋腫、子宮
内膜症、子宮頚がん、子宮
体がん、卵巣がん、卵巣腫瘍、
チョコレートのう胞、絨毛性
疾患など）に関する相談

●食道・胃・十二指腸・小
腸・大腸の消化管と、肝
臓・胆道（胆のう・胆管）・
膵臓などの消化器疾患
に関する相談

●頚椎・胸椎・腰椎疾患に
関する相談

●上肢の疾患（手・肘・肩）、
各人工関節、関節リウマ
チ、スポーツ医学などに
関する相談

●脊柱側弯症、後弯症に関
する相談

●圧迫骨折による経皮的
椎体形成術（骨セメント
療法）に関する相談

●がん放射線治療・疼痛緩
和に関する相談

●がん放射線治療・緩和ケ
アに関する相談

杏林大学病院 形成外科教授

昭和大学病院 院長 
呼吸器・アレルギー内科主任教授

伊藤病院 特別顧問
帝京大学医学部 外科主任教授

船橋二和病院 副院長
東京女子医科大学病院
産婦人科主任教授

社会医療法人達生堂 城西病院 院長
聖路加国際病院 消化器病センター 
センター長 / 消化器内科部長

医療法人社団建松会
白石脊椎クリニック理事長
東京歯科大学市川総合病院 整形外科
教授 / 脊椎・脊髄病センター長

昭和大学病院附属東病院 院長
昭和大学医学部 整形外科学
講座主任教授

メディカルスキャニング東京
脊柱側弯症センター長
東京都済生会中央病院
整形外科脊柱側弯症センター長

聖路加国際病院
放射線科特別顧問
ロチェスター大学非常勤教授
聖マリアンナ大学非常勤教授

がん研有明病院 副院長 /
放射線科部長
日本アイソトープ協会専務理事

東京大学医学部附属病院
総合放射線腫瘍学講座 特任教授

多久嶋 亮彦 先生

相良 博典 先生 高見 博 先生

松井 英雄 先生

藤田 善幸 先生

白石 建 先生 稲垣 克記 先生

鈴木 信正 先生 沼口 雄治 先生

山下 孝 先生 中川 恵一 先生

セカンドオピニオン
お電話でのご予約・お問い合わせ 303-5157-7281お電話でのご予約・お問い合わせ 303-5157-7281

先生を選んで満足するまでお話ができます、それが特別外来です。

※電話やメールでの医療相談、回答は行っておりません。予めご了承下さい



首都圏5つのクリニックにて実施しております

お電話でのご予約・お問い合わせ 

303-5157-7281
お電話でのご予約・お問い合わせ 

303-5157-7281

ホームページからのご予約・お問い合わせ
https://www.tokubetsu-gairai.com/contact/
ホームページからのご予約・お問い合わせ

https://www.tokubetsu-gairai.com/contact/

電話相談・メール相談は行っておりません

著名な医師をご自身でお選び頂きます。

主治医の承諾、紹介状・画像は不要です。

（首都圏）メディカルスキャニングでMRI/
低被ばくCTの画像診断を実施致します。

日程調整後、早期の医療相談が実現。

外来後、必要に応じ病院を紹介致します。

セカンドオピニオン
「特別外来」の特徴

保険診療での
医療相談を
ご受診希望の方

医療機関に
受診せず診断が
付いていない方

電話やメールで
気軽に医療相談
したい方

在籍する医師
以外のご相談を
希望されている方

首都圏にある
当クリニックまで
お越し頂けない方

相談内容に対する
該当医師が当院
にいない場合

死亡した方を対象
とする相談

医療訴訟や医療
給付等に関する
相談

医療事故訴訟、
交通事故に
関する相談

ご注意 このような方は相談対象外となります。

著名な先生に
貴重な時間を割いて
お越し頂きます。 
予約後の

安易なキャンセルは
一切お断りいたします

「特別外来」
受診施設のご案内


