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脳卒中対策基本法と脳卒中センター認定制度
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昨年12月の国会にて「脳卒中・
循環器病対策基本法」が成立し

ました。これは脳卒中と循環器病が、
国民の生命及び健康にとって重大な問
題となっている現状から、本疾患の予
防、医療、介護等に取り組むことによ
り国民の健康寿命の延伸等を図り、あ
わせて様々な負担の軽減に資すること
を目的としたものです。
　本法により、脳卒中を発症した疑い
がある場合の搬送及び医療機関による
受入れの迅速かつ適切な実施、リハビ
リテーションを含む医療の迅速な提
供、保健、医療及び福祉に係るサービ
スの提供が継続的かつ総合的に推進さ
れ、あわせて脳卒中に関わるあらゆる
研究が推進されることとなります。各
地方自治体では本法が施行される本年
12月までに、様々な対策が計画され
ています。
　それに併せて日本脳卒中学会では、
以下の3段階の「脳卒中センター」の
認定審査を本年7月から始めました。
①一次脳卒中センター：ｔPA静注療
法が24時間365日可能な施設、②血

栓回収脳卒中センター：脳血栓回収療
法が24時間365日可能な施設、③包
括的脳卒中センター：①および②を含
み、高度な脳神経外科診療も可能な施
設。まず年内には一次脳卒中センター
の認定結果が公表される予定です。
　東横病院では、まず本年中に一次脳
卒中センターの認定を受け、来年度以
降血栓回収脳卒中センター、さらに最
終的には包括的脳卒中センターの認
定を受けることを目指しています。当
院脳卒中センターでは、2008年のリ
ニューアルオープン以来、脳卒中ホッ
トラインを設けて、24時間365日体
制で地域の先生方や救急隊からの緊急
受け入れ体制を整えています。もちろ
ん脳卒中だけでなく、頭痛、めまい、
しびれ、頭部外傷、てんかん、脳炎・
脳症などあらゆる神経救急疾患をすべ
てお断りすることなく受け入れていま
す。今後も川崎・横浜地区において、
地域の急性期脳卒中診療に少しでも多
くの貢献ができますよう、職員一同取
り組んでいきますので、よろしくお願
い申し上げます。



専門外来一覧 

2019年度医療連携講演会　今後の予定 

専門外来 曜日 時間 予約 専門外来 曜日 時間 予約

失神外来 水曜日
木曜日 午後 要 ボツリヌス

治療外来 火曜日 午前 要

SAS外来
火曜日
木曜日

（第２・４・５）
午後 要 脳血管内

治療外来
月曜日
水曜日 午前 要

ペースメーカー
外来 金曜日 午後 要 神経難病外来 月曜日

火曜日 午後 要

禁煙外来 水曜日
木曜日 午後 要 頭痛外来 木曜日 午後 なくても

可能

CGM外来 月曜日～金曜日 10時～12時 要 物忘れ外来 火曜日 午後 要

腎症外来 水曜日
（第１・３） 午前 初診時は

代内初診を予約 肥満外科外来 水曜日 15時～ 要

フットケア外来 水曜日 午後 初診時は
代内初診を予約 ヘルニア外来 水曜日 15時30分～ 要

不整脈外来 金曜日 午後 要 肝臓疾患外来 金曜日
（第２・４） 午後 要

　私は、本年4月より東海大学医学部付属病院脳神経
内科より当院へ赴任し、神経難病外来を開設させて頂
きました。神経難病といっても、多くの疾患がありま
すが、当院では、慢性炎症性脱髄性多発神経炎（以下
CIDP）、パーキンソン病（以下PD）を中心に診療し
ています。CIDPは、感覚障害を伴い、四肢の近位筋
と遠位筋が同時に筋力の低下を起こすという稀な疾患
です。CIDPに罹患している皆さんの多くは、はじめ
歩いていると疲れる、両手足が痺れる、足の裏が素足
で河原を歩いているような感覚があるといった主訴で
始まります。そのため整形外科を受診する頻度が高い
のですが、経過を観察しているうちに症状が進行し
て歩けなくなるなど、増悪するケースが多いです。

CIDPは、通常γグロブリンによる大量静注療法が効
果を示します。当院では、外来で維持療法の点滴を
行っています。完全に治癒させることはできなくとも
適切な治療を受けることで、日常生活を送れるまでに
なっている方も多くおります。また近年、PDの治療
法は、飛躍的な進歩を遂げています。安静時に手が震
える、最近表情が乏しくなり、言葉が小さくなり、動
きが鈍くなった等の症状があるような方はPDが疑わ
れます。神経難病といっても、最初の症状はちょっと
したものです。しびれがある、動きが鈍くなった、手
が震えるなど気になる症状があったときには、当院の
神経難病外来を御紹介頂ければ幸いです。

8：30～11：00 ／ 13：30～16：00
※土曜日は午前のみです

2019.9月現在

診　　療
受付時間

神経難病外来について
健康診断センター　副センター長
大熊　壮尚

☆ 次回講演会は　2020年2月19日（水）　前半：症例発表を循環器内科　伊藤史之、後半：講演を失神センター長
　古川俊行にて予定しております。ぜひご参加ください。

開催日 講演者 演　題

11月20日（水）
19：30～

症例発表　代謝内分泌内科　大森慎太郎 ビタミンD不足について
ー食生活の見直しと副甲状腺感染との鑑別

講　　演　生活習慣病センター長　太田明雄 肥満外科手術　生活習慣病センターの取り組み



　皆様、平素より大変お世話になっております。
2018年10月より聖マリアンナ医科大学東横病院に婦
人科が再開設されました。今回は当科がもっとも力
を入れている腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術についてご紹
介させていただきます。私達は婦人科腫瘍を中心と
して良性から悪性まで幅広く診療しております。腹腔
鏡下手術は、昨今最小侵襲手術（Minimally Invasive 
Surgery:MIS）として良性悪性にかかわらず腹部創部
が小さいことから整容性や術後の疼痛などが少ないこ
とで患者さんに好まれる傾向があります。しかし腹腔
鏡下手術には開腹手術と異なる特性があることから、
これを熟知し修練を重ねた医師による実施が望ましい
と考えられます。特に悪性腫瘍手術では根治性を担保
しなければいけないことから悪性腫瘍に関する知識も

必要です。米国で早期子宮頸がんに対する腹腔鏡下広
汎子宮全摘術と従来の開腹手術の再発率・生存率を比
較する大規模なデータが出されました。この臨床試験
では腹腔鏡下手術の方が、再発率が高くなり、生存率
が低くなると報告されました。（LACC trial という
もので、これに日本の施設は含まれておりません） 
原因はまだ不明確ですが、海外の不慣れな術者の技術
や術式の問題などが考えられます。日本産婦人科学
会、日本産科婦人科内視鏡学会ではこの結果を受けて
日本でのデータ解析を始めています。当科では日々の
修練や臨床試験データに基づき患者さんに最適な治療
を勧めてまいります。また地域の先生方のニーズに応
えられる診療科を目指しています。今後ともご指導ご
鞭撻賜りますようよろしくお願い申し上げます。

●腹腔鏡手術とは

●子宮悪性腫瘍に対するMIS

  手術概要  
お腹の小さな傷から二酸化炭素ガスを充填しドーム状にします
腹腔鏡でお腹の中を見ながら鉗子などの器具を用いて手術操作を行います

  適応疾患  
子宮筋腫、子宮内膜症、良性卵巣腫瘍、異所性妊娠など

  従来の開腹手術との比較  
●メリット　
　傷が小さく目立たない ／ 術後の痛みが少ない、入院期間が短い
　術後の癒着が少ない ／ カメラで拡大して見られるのでより細かい操作が可能
●デメリット
　視野が限られている ／ 適応疾患が限られている
　※卵巣癌や進行子宮体癌・子宮頸癌は開腹術で行います（2018年12月現在）
　開腹に移行する可能性がある

＜手術創のイメージ＞

　　 腹腔鏡創
　　 開腹創

当院では整容性（見た目）と安全性の兼ね合いから
● へそ　12mm　● 下腹部　5mm 2～3ヶ所
の傷で手術を行います

腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術について
婦人科
戸澤　晃子

2018 腹腔鏡下子宮頸がん手術の保険収載
 ロボット支援下子宮体がん手術の保険収載

2017 腹腔鏡下PAN郭清術の先進医療承認

2016 ロボット支援下広汎子宮全摘術の先進医療B承認

2014 腹腔鏡下子宮体がん手術の保険収載
 腹腔鏡下広汎子宮全摘術の先進医療A承認

2010 DaVinchiの薬機法承認

2008 腹腔鏡下子宮体がん手術の先進医療A承認



検 索

緊急のご紹介について

　当院は救急指定病院として地域住民や地域医療に貢献すべく、 
各センターがホットラインを備え、救急隊や近隣の医療機関からの
要請に対し24時間365日体制で的確な診断、迅速な治療を行うため
の体制を整えております。

医療機関専用・各センターホットライン（医師直通）
各センターの医師が直接対応いたします（24時間）

脳神経・脳卒中センター 080-5498-9536

消化器病センター 080-5498-9516

心臓病・失神センター 080-5498-9493
※ 心臓病・失神センターにおいて2019年4月より下記の通りホットラインの対応を 
変更させていただきますのでご理解・ご協力をお願いいたします。

月 火 水 木 金 土 日
 8：30 ～ 17：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
17：00 ～  8：30 × ○ × ○ × ○ ×

救急外来
TEL：044-722-2121（代表）　FAX：044-722-1771（救急外来）

通常の診療・検査予約

TEL：044-722-2216
（医療機関専用・連携室直通）

・ まずお電話にてご希望日時を相談ください

▼
FAX：044-733-6658
（医療機関専用・連携室直通）

・次に、紹介状（FAX用）を FAX送信してください

▼
・本予約後、予約票をFAXにて返送いたします
　※原則30分以内に返送いたします

電話・FAX対応時間
平日 8：30～18：00
土曜日（第2,4,5） 8：30～12：30

　FAXは24時間稼働しております。
　※ 時間外のFAX返送は、翌日または 
休診日明けとなります。

現在開催中のラグビーワールドカップ。ラグビー開催国以外ではアジ
ア初の大会だそうです。来年には東京オリンピックも控えており、こ
の町にもより多くの外国の方が訪れることでしょう。私は外国語が堪
能ではないため、英会話を習い始めました。地域の皆様をはじめ、
色々な国の方々の健康と笑顔のために近隣の皆様と協力させていただ

き、診療、看護における貢献ができたらと思います。
今回の号よりLINKも衣替えをいたしました。今後ともどうぞよろしくお願いい
たします。（Y．Y）

医療支援・連携室の平日受付時間を変更しました！

　令和元年6月3日（月）より、地域の医療機関の先生方のさらなるお役に立つために、医療支援･連携室の
平日受付時間を18：00まで延長しております｡

（変更前） （変更後）

平　日 8：30 ～ 17：00 ➡ 8：30 ～ 18：00

土曜日
（現行通り） 8：30 ～ 12：30


