
お問い合わせ
〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目9番7号
大手町フィナンシャルシティ サウスタワー2階
TEL.03-3527-9520 （平日 9：00～17：00）

聖路加�ラン��ンフ_和文版-2020.indd   1 2020/06/15   11:05



聖路加国際病院は創設（1901年）以来、その時々の社会動向や環境の変化、そして
さまざまな医療ニーズを敏感にとらえ、次代の病院像を描きながら進化・発展を
続けてきました。その間に培われてきた「患者の心と体に寄添う医療と看護」そして
伝統の「チーム医療」は今やスタンダードとして全国に広がっています。また、1954
年に日本ではじめて人間ドックを行った病院の一つとして、その先進性、先見性は
わが国に予防医療を根付かせる上で大きく貢献したといえます。そして2012年秋、
再開発で大きく変貌する大手町一丁目に新しい聖路加《聖路加メディローカス》を
オープンしました。国際金融街として発展が期待される新しい大手町、そこで働く
さまざまな国から来られた方々を含む多忙な人々のために、聖路加のよき伝統を
背景にしたプライマリ・ケアと予防医療を提供するクリニックを設置いたします。

新しい場所で、新しい聖路加をはじめる。
「伝承×創造」

お一人おひとりに、
「質」と「ゆとり」の健康管理。

健康こそ、最大の資産。多忙な毎日が続く現代にあって、その思いを抱く人

はますます増えています。もっと入念な診療を、もっと質の高いアドバイスを

といった声が高まってくるのも当然のこと。聖路加メディローカスは、そん

な「現代人の健康への切実なニーズ」にお応えすべく生まれた会員制の健

康プロデュースクラブです。聖路加国際病院の培ってきたよき伝統を背景

に、医療と運動を合体させ、行き届いた健康管理プランを提供。お一人おひ

とりの健康状態やライフスタイルに最適なサポートをいたします。

《医療の、医学の》を意味する「Medical」と《場所、活動の中心》を表わす「Locus」を重
ねた言葉です。それはエリアのシンボル的な場所で、中心的存在として医療サービス
を提供する施設であることを表現するものです。私たち《聖路加メディローカス》は、
新しく生まれ変わる大手町とともに、新発想の国際医療サービスを提供します。

メディローカス（MediLocus）とは

聖路加国際病院

福井 次矢院 長
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人間ドック 運動サポート 連携・情報

年齢

性別

多忙

病歴

ライフスタイル

アスリート志向

充実のメニュー

生活習慣病健診

がん検診

血管系検診

身体機能の確認・評価

栄養指導

セミナー・医療情報

会員様の
ヘルシーライフ

充実の予防医療メニュー

聖路加メディローカスでは、生活習慣病に加え３大疾患（がん、脳血管疾患、心疾患）をカバーするフルラインアップ
の人間ドックをワンストップで受診できるほか、アスレティックトレーナーによる身体機能の確認・評価、栄養士に
よる栄養指導、セミナーを通じた情報提供など、充実のメニューで会員の皆様のヘルシーライフをサポートします。

会員制サポート3つの柱

聖路加メディローカスでの
アフターフォロー。

万が一、人間ドックで注意を要する結果が出た場合、
そのフォローは人間ドックの受診そのもの以上に大切。
人間ドックの結果、専門治療を必要としなくても経過
観察や定期的なフォローアップを要する場合、聖路加
メディローカスの外来が対応します。

聖路加国際病院

聖路加メディローカス 内科待合室

聖路加メディローカスがお届けする「会員制健康
サポート」は、人間ドック、運動サポート、そし
て連携・情報が３つの柱。すべてのアプローチ
から、会員様個別のきめ細かな予防医療プラン
を策定、ご提案します。また、総合病院の運営
である強みを活かし、フルラインアップの健診
をワンストップで提供。多種多様な心身の問題
解決にあたります。

総合病院が母体だからできる、
包括的な支援。
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乳がんの早期発見に貢献するマンモグラフィ。聖路加メディローカ
スで導入する装置では、最新技術により低被ばくで高画質の撮影
が可能になりました。

◎ マンモグラフィ(Philips MicroDose Mammography™)

革新素材の使用と、新画像構成技術により、従来の10分の1程度
の超被ばくでの検査を実現。毎年の検査だからこそ、低被ばくであ
ることが重視されます。

◎ CT(GE Discovery CT 750 HD)

ブドウ糖に似た薬品（18F-FDG）の集積を画像化することによりが
んを検出するPETと、CTを融合した検査装置。がんの有無に加え体
内の位置情報をより正確に画像化することが可能となりました。

◎ PET-CT(GE Discovery PET/CT 690)

最新式3.0テスラMRIでは、体全身の撮像はもちろん、造影剤を使
用せず血管の撮影を行うことも可能。開口径が従来より広く開放感
のある検査環境を実現したほか、最新技術により撮像時間も大幅
に短縮※されています。

◎ MRI(Philips Ingenia 3.0T)

※最大40％の時間で検査可能。Philips社比

1954年に開始。
私たちは人間ドックのルーツ。

今では健康管理の基本とされる人間ドックも、その日本での始まりは1954年国立第一病院(現国立国際医療セン
ター)と、聖路加国際病院でのこと。聖路加メディローカスでは、充実の人間ドックを年２回（１回目は生活習慣
病、２回目はがん検診又は血管系検診のいずれかを選択）受診していただき、聖路加国際病院本院の専門医とも
連携して質の高い結果をお返しします。

安心して受診していただける
最先端の検査機器を導入。

PET-CT、MRIなど最先端の機器を導入。特に、放射線の被ばく量には細心の配慮をし、日本の平均医療被ばく
量に比べ大幅な「低被ばく健診」を実現するなど、安心できる検査環境の実現にも努めています。

GE Discovery CT 750 HD

Philips Ingenia 3.0T

GE Discovery PET/CT 690

聖路加国際病院は、日本ではじめて人間ドックを
行った病院の一つであり、予防医療分野のまさに
先駆け。ここ聖路加メディローカスにも、健診に
よって自らを知り、うちなる可能性を引き出して、
Quality Of Life（生活の質）を高めることをいち
早く提案した先駆の精神が息づいています。他と
は一線を画す、聖路加メディローカスならではの
予防医療にご注目ください。

生活の質を高めていく、
予防医療の先駆者として。
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“運動（Exercise）”が正しく実践されれば、その運動自体がパフォーマンスアップのための
“訓練（Training）”になるはずです。また、不適切な動作が原因で身体に痛みを抱えている
場合は、機能的な動作との比較が“評価（Assessment）”になり、正しい動作で痛みが改善
されれば運動自体が“治療（Therapy）”にもなります。つまり、運動が機能的であれば、さま
ざまな目的に活用できる“薬（Medicine）”のような存在となるのです。
運動は予防医療には欠かせません。自分の身体を理解することで身体に関する不安を取り
除きましょう。自分の身体を動かして，予防とさらなる向上を身体に与えましょう。シンプルで
すが、それこそ健康で幸せに生きるための基本・根本ではないでしょうか。

Exercise is Medicine  運動はすべてにまさる薬。

アスレティックトレーナーの専門集団
「R-body project」のノウハウを提供。

聖路加メディローカスでは、国際的トップアスリートにスポーツ医学的運動サポートを提供してきた実績を持つ
「R-body project」と提携。「R-body project」のアスレティックトレーナーが、皆様一人一人にあったオーダーメイ
ドの運動プログラムを提供します。会員様が自分自身の身体について学び、運動習慣を生活の一部とし、自己管
理能力を養えるようになることが私たちの想いです。

「R-body project」による運動プログラム

〈S・O・A・P〉
あなたの現在の姿勢や日常動作の習癖、柔軟性、筋バランスを含む体組成
などを正確に測定し、お一人お一人の目指す目標や目的を踏まえて改善プラ
ンを提供する身体機能の確認・評価プログラムです。

〈Conditioning〉
〈S・O・A・P〉の結果を踏まえて提案・実施するトレーニングプログラムです。

この一連のプログラムにおいて、人の持つ本来の機能を向上させ、その人に
とって最高のパフォーマンスを引き出します。ここで言うパフォーマンス向上
とは、スポーツ競技だけでなく、外傷障害からの復帰や日常動作の改善、体
力増進など今の状態から新たなるステージへステップアップする全てのこと
を指します。

身体機能の確認・評価

R-BODY PROJECT

鈴木　岳代 表

医療＝Medica l、健康＝Physica l両面からの
ボディコントロールを求めて。聖路加メディ
ローカスは、日本におけるパーソナルトレーニ
ングのパイオニア、「R-body project」と提携し、
そのプログラムを提供。アスリートから一般の
方まで幅広い支持を受けているアスレティック
トレーナーが会員様お一人おひとりを身体機能
面から確認・評価します。

運動も「薬」と考える、
最新のフィットネス理論と提携。
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セミナー、医療情報

少人数での健康セミナーの開催や各科専門医監修の医療・健康情報など健康に役立つ情報誌のお届けなど
を通じて、人間ドック受診時だけでない繋がりを会員様と構築します。 細心の健康管理をお届けできる

少人数会員制。

少人数の会員制だからこそできる、行き届いたおもてなしときめ細や
かな対応。病院へ出かけるという日常とは少し異なった、特別な時間
をお過ごしください。

医療連携
～紹介や受診予約のお手伝いをいたします～

聖路加メディローカスの人間ドックの結果、専門的な診療・治療が必要と判断される場合には、聖路加国際病院
を中心に、適切な医療機関をご紹介いたします。聖路加メディローカスと聖路加国際病院本院は、スタッフや情報
の連携においてシームレスな体制を構築。聖路加国際病院が聖路加メディローカスを全面バックアップします。

レトロスペクティブ・モダンの空間。
リラックスできる会員専用エリア。

聖路加の伝統をイメージしたレトロスペクティブ・モダンの内装。
ロビースペースにはアーチ状の梁を使用しゆったりした空間を演出、
リラックスした雰囲気の中で心地よいひとときを愉しんでいただける
空間です。

会員エリア

エントランスホール

会員エリア

人間ドックによる健診だけが会員様と聖路加
メディローカスとの繋がりではありません。たと
えば、会員様へさまざまな健康情報をお届けす
ることで。あるいは、人間ドックの結果、診療・
治療が必要となった時に。スタッフは、いつも
会員様の側で最善のバックアップを続けます。

スタッフと、
そして聖路加国際病院本院と。
どんな時にも繋がっている安心。

会員制をとる聖路加メディローカスでは、聖路加
の伝統と実績にふさわしい会員様専用のスペー
スをご用意。おもてなしの空間で、健診や運動
プログラムをお受けいただけます。

おもてなしの空間で、
行き届いた医療サービスを。
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聖路加メディローカスは、ビジネスの中枢とし
て新しい飛躍を遂げようとする大手町を牽引す
る、大手町ファイナンシャルシティに開設。グ
ローバルに活躍するみなさまに最先端の医療
サービス・健康増進サービスを提供し、ビジネ
スセンターの医療を担います。

最前線のビジネスに、
最先端の健康を。

群を抜くアクセス。
ビジネスの中心地、大手町に立地。

大手町駅に直結、東京駅からも徒歩10分圏内。都心3区はもとより都内・近郊からも、お気軽にアクセスいただ
けるロケーション。忙しい毎日を過ごすビジネスマンの皆様にも、まさに最適な立地となっています。

大手町で先進の医療サービスを提供。

大手町は、日本の金融・資本市場の国際競争力強化を目的とした都市再生緊急整備地域に位置づけられており
ます。グローバルなビジネスセンターとして、この地域にも国際レベルでの医療施設が求められます。ここ聖路加
メディローカスで、総合医療および予防医療を実践するプライマリケア・クリニックを実現していただいていること
はたいへんな喜びです。日本を代表する国際性・先進性を有する聖路加国際病院様といっしょに街作りできるこ
とを心より感謝するとともに、今後もより多くの方々に健康と安心を提供できるものと確信しております。

□ 聖路加メディローカス所在地
  東京都千代田区大手町一丁目9番7号大手町フィナンシャルシティ サウスタワー2階

□ アクセス
  東京メトロ丸の内線大手町駅直結
  JR各線東京駅丸の内北口徒歩10分

大手町フィナンシャルシティ周辺

東京メトロ半蔵門線
大手町駅連絡通路
（サンケイビル経由）

東京メトロ丸ノ内線
大手町駅連絡口

大手町フィナンシャルシティ
サウスタワー

吉田　淳一

大手町フィナンシャルシティ　アトリウム
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●心血管センター（循環器内科、心臓血管外科）　●消化器センター（消化器内科、消化器・一
般外科、ヘルニアセンター）　●呼吸器センター（呼吸器内科、呼吸器外科）　●リウマチ膠原
病センター　●脳神経センター（神経内科、脳神経外科、神経血管内治療科）　●腎センター
（腎臓内科、腎センター、腎臓移植）　●リエゾンセンター（心療内科、精神科、精神腫瘍科）　
●小児総合医療センター（小児科、小児外科、児童精神科）　●救命救急センター　●一般内科
　●内分泌・代謝科　●血液内科　●感染症内科　●緩和ケア科　●皮膚科　●形成外科　●
乳腺外科　●女性総合診療部　●泌尿器科　●耳鼻咽喉科　●整形外科　●眼科　●歯科口
腔外科　●腫瘍内科　●放射線科　●放射線腫瘍科　●免疫・細胞治療科　●麻酔科　●病
理診断科　●人間ドック科　●遺伝診療部

聖路加国際病院の主な診療科

聖路加国際病院は1901年、米国聖公会の宣教医師であるルドルフ・
B・トイスラー博士により創設され、キリスト教精神の下で患者中心の
医療と看護を行っています。創立から数えて百余年、文字通り国際病
院として海外の方々に愛され親しまれてきました。海外からの要人も数
多く受け入れており、これまでに114ヵ国を越える国の方々が来院され
ました。さらに国際病院としての評価と共に、日本ではじめて人間ドッ
クを行った病院の一つとして予防医療の先駆的病院としても高い評価
と信頼を頂いております。

行き届いた医療で、
今も昔も愛され続ける聖路加国際病院

聖路加国際病院

礼拝堂

聖路加メディローカスは、
外来診療にも対応しています。

学校法人聖路加国際大学は2012年7月、JCI（Joint 
Commission International）の認証を、4事業体（聖路加国際
病院、聖路加国際病院附属クリニック予防医療センター、
聖路加助産院 マタニティ・ケアホーム、聖路加訪問看護ス
テーション）で取得しました。複数医療施設の同時認証はわ
が国初、病院としての認証は3番目となります。
そして2014年3月、新たに聖路加メディローカスがJCIの認証
を取得しました。

国際的な医療施設認証機関であるJCIの認証を取得

当施設は我が国有数のビジネス街に位置し、様々な分野で活躍されている方々
の健康維持にお役に立つことをめざしております。聖路加国際病院は『人間
ドック』の先駆けの施設で、そこには長年積み上げてきた経験・知見がありま
す。それを踏まえ、私どもはより上質で、個々の受診者に合わせた、きめ細かな
『人間ドック』を目標としております。同時に、充実した医療設備を駆使した質の
高いプライマリ・ケアと、本院とも連携し、専門医による高度な専門医療をご提
供出来るよう努力しております。ストレスの多い日々の生活の中で、皆さまの《健
康》というかけがえのない財産を守り、豊かで実り多い人生を送って頂くお手
伝いが出来ることこそが、私どもの最大の喜びです。

健康で豊かな人生の
お手伝いを

聖路加メディローカス

本多 一文所 長

近年の医療は高度化し、医師の専門とする分野は日々細分化が進んでいます。しかし、現実には患者さんの多くは複数の疾病を
抱えており、専門医師は連携して適切な診断や治療を施す必要があります。そこで重要になってくるのがプライマリケア、つま
り身近で何でも相談に乗ってくれる総合的な医療です。聖路加メディローカスでは、総合医が皆様のかかりつけ医として診療
を行います。

◉一般内科

現代人が抱えるストレス、肥満、高血圧、脂質異常、糖代謝異常などは、すべて「血管の老い」、「心臓への負担」へと繋がります。
社会を支えるアクティブな皆様、セカンドライフを健やかに過ごしたいと希望される皆様に、精度の高い診断に基づき、適切な
治療と、生活の質向上へのアドバイスを通じた再発予防のガイダンスを提供します。

◉循環器内科

口や肛門から内視鏡を入れ、食道・胃・小腸・大腸などの消化管、または胆管や膵管などの中を観察し治療を行う内視鏡検査は、
日本が世界で最もリードしている分野です。
聖路加メディローカスでは、消化器系に関する診察だけでなく、最新の検査機器、技術を駆使し、ドックや健診などスクリーニ
ング検査による疾患の早期発見、他施設の検査で異常が見つかりご紹介いただいた方の精密検査を行っています。

◉消化器内科

風邪の後なかなか咳がおさまらないいわゆる「慢性咳嗽」を訴える患者さんの中には、単に気管支炎だけではなく、気管支喘息
や間質性肺炎・COPDなど呼吸器自体の病気が隠れていることがあります。
睡眠時無呼吸症候群（SAS）は、成人男性では人口の4％以上といわれ、放置すると脳卒中など重大な病気を合併しやすくなりま
す。当施設ではSASのスクリーニング検査はもとより、治療としてのSAS外来を開設しています。
また、健診での胸部Ｘ線の異常陰影は、その後十分検査を行なわなければ、肺癌を見逃すことにもなりかねません。当施設では
CT・（PET－CTも可能）・MRIなどを用い、呼吸器内科専門医師が、受診当日にある程度の診断の方向性をつけることが可能で
す。さらに必要な検査（気管支ファイバースコープ等）があれば聖路加国際病院と連携し、治療を進めていきます。

◉呼吸器内科

私たちは、患者さんの抱える問題を、生物・心理・社会的側面から全人的に評価し解決を図っています。心療内科専門医の数は全
国的にもまだまだ少ないのが現状です。他施設で診断がつかずに医療機関を転々としてきた患者さんや、「この症状さえなけれ
ば…」という無念さを抱えて苦しんでいる患者さんもたくさんいらっしゃいます。そのような思いを抱く心身症、不定愁訴の患
者さんに対して、病状を評価したうえで、症状とともに歩むことも重要な治療の第一歩であることをお伝えしたいと思ってい
ます。

◉心療内科

ビジネスの現場で活躍する女性もたいへん多くなりました。女性のライフスタイルがますます多様化している近年では、こと
に女性特有の健康管理が重要となっています。聖路加メディローカスでは、出産以外の婦人科に関する診療を行います。

◉女性診療科

他施設での健診後の2次精査を中心に、乳腺疾患に対応します。画像検査（マンモグラフィ・超音波検査）および病理検査（細胞
診・組織針生検）を組み合わせて診断を行っています。
さらなる精密検査や治療が必要な場合は聖路加国際病院ブレストセンターと連携して診療しています。

◉乳腺外科

CT、MRIなど高度な医療機器を用いた画像診断の進歩は急速ですが、画像はそれらを評価しなければ単なる画像にしか過ぎま
せん。的確に画像を評価して診断する放射線科医の存在は臨床には不可欠です。聖路加メディローカスでは、国内最大規模の放
射線科医を擁する聖路加国際病院と密に連携し、共通の読影システムを通じて質の高い画像診断を提供します。

◉放射線科

皮膚のことでお悩みの方は聖路加メディローカス皮膚科にお越し下さい。皮膚科専門医が診察をしてアドバイスを致します。
発疹が治らない、内科疾患と皮膚の関係が心配、痒みが辛い、ホクロが濃くなった、皮膚癌が心配など、皮膚の症状でお困りの方
はどなたでも受診できます。 薬剤治療や簡単な処置も可能で，原則保険診療で対応いたします。精密検査や手術が必要な場合
は聖路加国際病院皮膚科と連携して対処いたします。

◉皮膚科
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