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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

22NO.

聖マリアンナ医科大学東横病院

令和4（2022）年３月

新 型コロナウイルス感染症
流行が始まり、約２年経

過しようとしています。東横病
院も様々な計画が変更を強いら
れ、新型コロナ感染症対応の長
いトンネルに入ってしまいまし
た。昨年の年末年始は第３波
の真っ最中であり、経験のない
感染拡大のために大変な年末年
始でありました。今年は第５波
が前年と比較して落ち着きを見
せていたために、穏やかな年末
年始でありました。ただ神奈川
県もオミクロン株の出現で、第
６波の大きな波と戦うことにな
りそうです（2022年1月10日現

在）。そのためまだまだ油断で
きない状況が継続しておりま
す。ただ我々もPCR検査、抗原
定量検査、抗体カクテル療法、
経口治療薬などの新型コロナウ
イルスと戦うための武器を少し
ずつではありますが手に入れて
きましたので、東横病院にでき
るコロナ対策医療を真面目に継
続していく所存であります。そ
して当院に受診する患者様が安
全に医療を受けられるように、
職員一同で今後も努力してまい
ります。
　東横病院は総合病院ではあり
ませんので、感染症の専門家

も、呼吸器内科の専門医なども
院内に常駐していません。現在
当院にある脳卒中センター、消
化器病センター、心臓病セン
ター、生活習慣病センター、婦
人科、健康診断センターが一丸
となって、発熱外来や入院疑似
症対応などできる範囲で対応し
てまいります。当院の各診療科
の新たな試みと実績はホーム
ページ等をご参照ください。今
年も聖マリアンナ医科大学東横
病院をよろしくお願いいたしま
す。
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　当センターでは糖尿病や内分泌疾患のみならず
肥満症治療にも取り組んでいます。
　令和元年の国民健康・栄養調査報告によりま
すと、肥満者（BMI≧25kg/m2）の割合は男性
33.0%、女性22.3%で、この10年間で男子の肥満
人口は有意に増加しました。コロナ禍では在宅勤
務で運動不足になり体重が増えてしまった方が多
くいました。肥満者は糖尿病や心血管疾患、睡眠
時無呼吸症候群、整形外科的疾患など多くの合併
症を伴っていますが、精神的な影響も加わり、さ
らに肥満症の悪化を招きます。食事や運動療法な
ど生活習慣の指導や抗肥満薬による治療が行われ
ますが、なかなか効果が得られないことが多いと
思われます。当センターでは１～２週間の肥満症
入院をしていただくことで、減量の成功体験を実
感してもらい、継続した減量を外来診療でつなげ

られるように努めています。また、内科的治療だ
けでは減量困難なBMI 35kg/m2以上の高度肥満の
方には、ご希望により肥満手術（代謝改善手術）
を導入することがあります。この手術の目的は肥
満を軽減させるだけでなく、合併症を改善させる
ことにあります。腹腔鏡下スリーブ状胃切除術
は、2018年神奈川県でいち早く当院で行われまし
た。生活習慣病セ
ンターでは、手術
の可否についても
精査させていただ
きます。
　今後とも先生方
のご支援のほど何
卒よろしくお願い
申し上げます。

　当院で行う糖尿病患者様に対する教育入院の特
徴は、7日間と14日間の教育入院パスをベースに
個人指導を組み合わせて行っています。
　入院期間は7日～14日程度で、医師・看護師・
薬剤師・栄養士・理学療法士・ソーシャルワー
カーのそれぞれの立場から専門的指導を行いま
す。
　医師から糖尿病についての病態や合併症、低血
糖症状等について説明し、看護師は知識の確認と
自己血糖測定、自己注射の手技について指導しま
す。特に個別的対応を必要とするものが、インス
リン等の自己注射手技です。
　高齢、認知症や記憶力の低下、手指巧緻性の低
下、視野視力障害等により、自己注射の手技習得

は困難なことがあり、患者様ごとにアプローチ
の方法を検討して不安と負担の軽減に努めていま
す。指導内容を取り入れ自宅でも安心して生活を
送れるよう、外来やかかりつけ医、訪問看護ス
テーション等、地域の皆様と情報共有を行い、セ
ルフケアを支援していきたいと考えます。
　COVID-19感染症の流行は、集合教育から個別
指導に切り替える機会となり、より個々の患者様
に合わせた医療を提供できるようになったと感じ
ています。
　当院のような小規模な病院だからこそできる個
別対応で、１人ひとりの患者様に寄り添い、生活
スタイルに合ったキュア・ケアの提供を心がけて
まいります。

生活習慣病センタートピックス　肥満症の取り組み

　 ▲ ▲ ▲

 生活習慣病センター長　太田　明雄

糖尿病教育入院について
　 ▲ ▲ ▲

 4階病棟師長　山田　美音子



紹 介 状
同 意 書

東 横 病 院東 横 病 院

検査当日、
患者様に
紹介状と同意書を
東横病院に
お持ち頂きます｡

患者様に地域連携ネットワークシステムの
ご説明をし､同意書をご記入頂きます｡

検査当日に画像情報
（CT・MRI）が閲覧できます｡

❶

❷

❸
システムのご利用には､
医療機関様及び
利用者さまの登録が
必要となります｡

　当院では、地域の医療機関の先生方との連携を更
に密にするため、聖マリアンナ医科大学東横病院
「地域連携ネットワークシステム」の運用を行って
います。このシステムは、患者様の同意のもと、イ
ンターネット回線を用いた医療連携により、診療情
報を共有し、日々の診療に反映させ、地域医療の更
なる質の向上を目指すものです。診療情報の公開対
象は、「放射線画像データ」及び、「放射線読影レ
ポート」としております。本システムがより良い連
携ツールになるよう先生方のご理解、ご協力をお願
いすると共に是非ともご利用下さいますようお願い
申し上げます。ご登録の手続き等、ご不明な点がご
ざいましたらご遠慮なく医療機関向け・連携室直通
までお問い合わせ下さい。

専門外来一覧 8：30～11：00 ／ 13：30～16：00
※土曜日は午前のみです2022.3月現在

診　　療
受付時間

当院の地域連携ネットワークシステム
ヒューマンブリッジについて

専門外来 曜日 時間 予約

神経免疫外来 木曜日（第1） 午後 要

両立支援外来 木曜日（第2） 午後 要

パーキンソン病
外来 木曜日（第4） 午後 要

ジストニア・
ボツリヌス外来 月曜日（第3） 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

肥満外科外来 水曜日 午後 要

ヘルニア外来 水曜日 午後 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

専門外来 曜日 時間 予約
消化管機能
検査外来 金曜日 午後 初診時は消化器

外科外来を予約

失神外来

月曜日（再診）
水曜日 午後

要
火曜日 午前

SAS外来

月曜日（循環器）
火曜日 午後

要
木曜日 第1～5 午前

第2・4・5のみ 午後
ペースメーカー

外来 金曜日 午後 要

不整脈外来 金曜日（第２・4） 午後 要

禁煙外来 火曜日 午後 要

心臓血管外科 金曜日（第2） 午後 要

CGM外来 月曜日～金曜日 10時～12時 要

糖尿病
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
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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

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

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
※対応時間：月曜～土曜　8：30～17：00

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

電話・FAX
対応時間

平素より大変お世話になっております。
2020 年から始まったwith コロナの生活も２年が経過し、
マスクの着用や手指消毒が当たり前となってきております
が、職員一同感染対策を行い、地域の皆様に安心してご受診
いただけるよう努めて参ります。今後ともどうぞよろしくお
願いします。（Ｎ・Ｕ）

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。
※内視鏡検査の1週間前のワクチン接種はお控えいただいております。ご不明な点等ありましたらお電話にて
お問い合わせください。


