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病院理念 「生命の尊厳とキリスト教の愛の精神」を重んじ、病める人を癒す、愛ある医療を目指します

東横連携だより

19NO.

聖マリアンナ医科大学東横病院

令和3（2021）年1月

令和3年の新年を迎えまし

た。地域の皆様方におか

れましては、平素より病診連

携・病病連携を賜りまして心よ

り御礼を申し上げますととも

に、本年のご多幸を祈念申し上

げます。

　一昨年の12月に端を発しまし

た新型コロナウイルスが第三波

の流行のために日本全国で猛威

を振るっております。首都圏で

は患者数が増加の一途をたど

り、神奈川県もベッドが逼迫し

ている状況に陥っております。

聖マリアンナ医科大学は法人を

あげてコロナ対策に取り組み、

各病院が個々の役割を果たすべ

く日々努力しています。法人四

病院で常に連絡を密にして新型

コロナウィルス対策を行ってお

ります。

　聖マリアンナ医科大学東横病

院では抗原検査、Lamp検査の

態勢を整え、さらには発熱検査

外来も開設いたしました。また

入院の患者様全員にスクリーニ

ング外来でLamp検査を行い安

全で安心な医療を提供するべく

ご協力をいただいております。

当院の状況につきましては随

時、ホームページ上で情報を公

開しております。

　本来ならば「新年おめでとう

ございます」と申し上げたいと

ころではございますが現在の状

況が収束致しました段階で改め

まして御挨拶をさせていただく

ことにいたしたいと存じます。

　本年の目標は、患者様が安心

して病院にかかって頂くことだ

と考えています。今後、新型コ

ロナウイルスの克服に向けて一

層の努力をお誓い申し上げまし

て新年の御挨拶とさせて頂きま

す。本年も何卒、宜しくお願い

申し上げます。

聖マリアンナ医科大学東横病院

病院長　宮島　伸宜

新年のご挨拶



　東横病院では11月からデジタルラパロスコピー

システム（Senhance® Degital Laparoscopy 

System：SDLS）を導入しました。本邦でもこの20

年で腹腔鏡手術は一般的になり、良性、悪性問わず多

数の術式が保険収載され多くの施設で腹腔鏡手術が施

行されています。この度導入したSDLSは次世代の腹

腔鏡手術として開発され東横病院でもいち早く導入い

たしましたのでご紹介させていただきます。

　腹腔鏡手術では従来の術者が直接鉗子を操作する従

来型とロボット支援システムdaVinciなどが知られて

いますが、従来の腹腔鏡手術は直接術者が鉗子を操作

するため手術部位によっては無理な姿勢を強いられた

り、カメラを静止して保持しなければならないなど医

師の身体的負担が多いものでした。また、ロボット支

援手術はコスト面や操作の煩雑さなどから導入可能な

施設は限られています。それに比較してSDLSはいわ

ば開腹手術と従来の腹腔鏡のハイブリットタイプで、

操作性がよく、再滅菌可能な機材であることからコス

ト面でメリットがあることが特徴です。術者は座位で

手術を行うため疲労は少なく、カメラも術者自身の目

の動きで視野が設定できるので術者が手術視野をとり

やすく、これまでの腹腔鏡手術でのストレスが緩和さ

れています。これらのメリットは何よりも安全性の担

保につながり患者さんのメリットに他なりません。

　現在当院では消化器外科と婦人科でSDLSを用いて手

術を行なっています。今後も手術に新しい技術を取り入

れ、修練し、更なる医療技術の向上に努めて参ります。

専門外来一覧 8：30～11：00 ／ 13：30～16：00
※土曜日は午前のみです2021.1月現在

診　　療
受付時間

専門外来 曜日 時間 予約

失神外来

火曜日 午前

要

水曜日 午後

SAS外来

火曜日 午後

要

木曜日
午前（第1～5）
午後（第2・4・5のみ）

ペースメーカー
外来

金曜日 午後 要

禁煙外来
水曜日
木曜日

午後 要

CGM外来 月曜日～金曜日 10時～12時 要

腎症外来
水曜日

（第１・３）
午前

初診時は
代内初診
を予約

フットケア外来 月曜日 午後
初診時は
代内初診
を予約

専門外来 曜日 時間 予約

不整脈外来
金曜日

（第２・4）
午後 要

ボツリヌス
治療外来

火曜日 午前 要

脳血管内
治療外来

月曜日
水曜日

午前 要

神経難病外来 火曜日 午後 要

頭痛外来 木曜日 午後
なくても
可能

心臓血管外科 金曜日（第２） 午後 要

肥満外科外来 水曜日 15時～ 要

ヘルニア外来 水曜日 15時30分～ 要

肝臓疾患外来 金曜日（第４） 午後 要

ピロリ菌外来 火曜日 午後 要

Senhance® Degital Laparoscopy 
Systemの導入

　 ▲ ▲ ▲  

婦人科部長　戸澤　晃子



　東横病院では、COVID-19感染に対する院内の対策

として、9月より院内Lampが可能となり、外来で以

下の検査体制を実施しています。

【スクリーニング検査外来】

　手術や侵襲的な検査を目的に当院へ入院される患者

様に対しては、入院前にLamp

検査を実施しています。これを

「スクリーニング検査外来」と

称して、平日午後1時30分より

行い、安心して入院できるよう

対応しています。

【発熱検査外来】

　発熱または咳・咽頭痛・味覚異常・嗅覚異常・関節

痛・筋肉痛などの症状を有する患者様に、COVID-19

抗原検査を実施しています。「発熱検査外来」とし

て、平日午後2時より予約制で行っています。同時に

インフルエンザ検査も可能です。

　対象は発熱症状が生じてから24時間以上経過した

帰宅可能な方です。検査結果は当日に患者様にご説明

します。さらに必要に応じてLamp検査を追加する場

合もあります。

　「発熱検査外来」につきましては、ご希望の患者様

がございましたら、当院医療支援連携室まで電話にて

お問い合わせ下さい。

当院におけるCOVID-19に対する検査について

▲ ▲ ▲  

副院長・医療支援連携室長　植田　敏浩

2月～7月 8月 9月 10月 11月 12月

疑似症対応・発熱対応 75 21 50 52 57 54

スクリーニング外来 51 88 109 110 102

発熱検査外来 12 41

当院における遺伝子検査及び抗原定性検査実績

■疑似症対応
　緊急入院の際に発熱等の症状がある場合に遺伝子検査を施行

■スクリーニング外来（8月開始）
　予定入院患者対象。医師が必要と判断し入院予定日前の1週間以内に遺伝子検査を施行

■発熱検査外来（11月開始）
　外来の発熱症状の患者に予約制で抗原定性検査を施行

予約時問診票の一部

１．発熱（現在の体温）、発熱はいつからか、最高体温

２． 熱がない場合でも以下の症状発症後24時間以上経過

していれば予約可能

　　咳・咽頭痛・味覚異常・嗅覚異常・関節痛・筋肉痛

３．息苦しさの有無　

４．周囲に同じ症状の方の有無

５．感染したと思い当たる事

発熱検査外来

来院時の注意点

１． 検査後に帰宅可能な方、インフルエン

ザ・新型コロナウィルス抗原検査が可能

です。

２． 判定結果が出るまで屋外での待機となる

ため、暖かい服装での来院を依頼してい

ます。

３． 受付は救急外来受付で行うため、入り口

左側のインターホンを押してください。



聖マリアンナ医科大学東横病院
〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-435

TEL：044-722-2121 （代表）

TEL：044-722-2216 （医療機関向け・連携室直通）

FAX：044-733-6658 （連携室直通）

検 索
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緊急のご紹介について

通常の診療・検査予約

　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）

❶ お電話にてご希望日時を相談してください

▲

TEL：044-722-2216（医療機関専用・連携室直通）

❷ 紹介状（FAX用）をFAX送信してください

▲

FAX：044-733-6658（医療機関専用・連携室直通）

❸ 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

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
は、右記の通りホットラインの
対応をしております。
　 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）

平日　8：30～18：00 ／ 土曜日（第2・4・5）　8：30～12：30
電話・FAX

対応時間

新年明けましておめでとうございます。
新たな年を迎えましたがCOVID-19の影響で例年とは異な
る年末年始を過ごされた方が多くいらっしゃるのではないで
しょうか。
関係医療機関の皆様には安心して患者様をご紹介頂けるよう

に、去年に引き続き予防体制強化と感染拡大防止に取り組みながら通常
診療を行えるように努めてまいりますので、今年もどうぞ宜しくお願い
致します。（M・K）

医療支援連携室　受付時間（電話・FAX） CT・MRI　電話受付

平日 8：30 ～ 18：00 電話受付時間 18：00まで

土曜日（第２・４・５） 8：30 ～ 12：30 撮影の最終予約時間枠 18：30まで

※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。
※ CT・MRIの17時以降の撮影につきましては、COVID-19の影響によりご希望に添えない場合がございます。
詳しくはお電話にてお問合せください。


