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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

23NO.

聖マリアンナ医科大学東横病院

令和4（2022）年６月

日 頃より、地域のみなさま
には病病連携・病診連携

にご協力をいただき感謝いたし
ます。新型コロナウイルス感染
症の拡大と収束の波も、第６波
から第７波を思わせ、３年目の
春を迎えています。おかげさ
までワクチン接種は３回目を終
え、暮らしを守るためにも、感
染予防と経済活動の両立を目指
す日常になっています。どのよ
うな暮らし方が「自分らしさ」
なのか。多くの人が模索してい
ます。
　超高齢化の進む中、健康寿命
だけでなく、むしろ「幸福寿

命」を伸ばすこと。死ぬまで
ずっと幸せでいることが目標と
提唱されており、私も賛成で
す。そのためには、“一人ひと
りが自分自身の健康に関心を持
ち、医療者を含めたさまざまな
資源を活用しながら、主体的に
自分の健康管理をしていく”こ
とが必要です。こうした行動の
ことを「セルフケア」するとい
います。そして、この行動の基
は「どのようにありたいか」と
いう意思に深く関わっていま
す。そこで、自分自身の幸福と
は何か？健康的な暮らしとは何
か？自身の生活を振り返り、病

気を持つ人の「できることを増
やす」支援であり、病気を持つ
人自身が自分の「できること」
に目を向ける支援こそ、看護専
門職者としての役割です。人々
のもつ力（できること）を伸ば
す支援は、看護師自身の成長や
幸福にもつながります。
　医療現場でセルフケアの織り
成す幸福感を感じたいもので
す。
　今後ともご理解、ご支援を心
よりお願い申し上げ、ご挨拶と
させていただきます。

聖マリアンナ医科大学東横病院

副院長・看護部長　近藤　昭子

新年度のごあいさつ新年度のごあいさつ



　当科では、消化管に対する内視鏡診療に特に力
を入れています。消化管の早期癌は早い段階で発
見することが出来れば内視鏡治療を行うことで治
癒することができます。そして、基本的には傷さ
え治ってしまえば以前と同じ食生活を送ることが
できることが大きなメリットです。しかし、その
ためには症状のない早期の段階で病変を発見する
必要がありリスクの高い方に定期検査を受けてい
ただくことが重要になります。そして、使用する
内視鏡光源およびスコープも高解像度のものを用
いることで早期に病変を発見することが可能とな
ります。今年度より当科においてオリンパス社製
の次世代内視鏡システムEVIS X1および専用内視鏡
スコープが導入されました。遠くまで明るく見通
すことができるBAI-MAC機能を備え４Ｋ画質で５
LEDによる画像を得ることができます。新しく搭
載された新規特殊光であるTXIは粘膜面のわずかな
変化に対する視認性が向上しており早期癌をより
早く見つけることができます。そのようにして発
見した病変は、拡大内視鏡観察などで精密検査を
行い治療につなげてまいります。内視鏡治療適応
病変であれば内視鏡的粘膜下層剥離術などによる

治療を速やかに行
います。その際に
は、出血点の認識
が容易となるRDI
という観察モード
を併用することで
安全確実な治療を
行うことができま
す。先生方におか
れましては内視鏡検査のご依頼などありましたら
ご紹介をいただけますと幸いです。

　2021年度の内視鏡センター検査件数は1.2万件
を超え、コロナ禍での感染防止対策を徹底しなが
ら検査数を増加できています。これもひとえに地
域医療機関皆様からの紹介があってのことと感謝
しております。
　内視鏡室は飛沫が多い検査環境でありますが、
当院ではクラスター感染を起こすことなく検査を
実施できるよう様々な対策を行っています。内視
鏡センターの感染防止対策は以下の内容です。

❶経口内視鏡：飛沫対策マスクの使用
❷ 経鼻内視鏡：口元はサージカルマスクを装着・

交換
❸スタッフ：フルPPE装着・脱衣の指導　
❹動線のルール作成
❺換気、空気清浄機、サーキュレーターの設置、
二酸化炭素測定
❻患者ごとベッド敷布交換、拭き掃除
❼10日前からの体調確認を行う
❽ワクチン接種した方は1週間後に実施する
❾感染症陽性となった場合は1か月以上経過されて
いるか確認する

　10日前からの体調を確認し発熱や風邪症状があ
る場合、またワクチン接種後1週間以内の内視鏡検
査はお断りさせていただいています。感染症に罹
患してしまった場合は一か月経過後の予約をお願
いいたします。内視鏡検査当日の変更は予約を取
りなおすことになりますので、事前に予約変更を
お願いします。お電話でご相談ください。
　そして、2022年4月より内視鏡機器を最新機器
に揃えることができました。
　内視鏡センター医師と看護師の経験豊富な技術
と最先端技術を搭載した機器による検査・治療を
提供いたします。
　これからも、感染防止対策を徹底し、温かい心
で患者に寄り添い医療の質の向上に努めてまいり
ます。

消化器内科の最近のトピックス

▲ ▲ ▲

 消化器病センター副センター長　落合　康利

コロナ禍の内視鏡センターの状況

▲ ▲ ▲

 看護部　内視鏡センター師長　島澤　淳子

通常光観察 TXI観察
　萎縮性胃炎　



専門外来一覧 8：30～11：00 ／ 13：30～16：00
※土曜日は午前のみです2022.4月現在

診　　療
受付時間

専門外来 曜日 時間 予約

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 午前 要

ヘルニア外来 水曜日 午前 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

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
火曜日 午後

要
木曜日

（第2・4・5） 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 水曜日
木曜日 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

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

有福　厚孝（ありふく　ひろたか）
　専 門　 消化器外科

　出 身　 2018年（平成30年）聖マリアンナ医科大学卒

近江　亮介（おうみ　りょうすけ）
　専 門　 消化器内科

　出 身　 2012年（平成24年）聖マリアンナ医科大学卒

菊池　崇之（きくち　たかゆき）
　専 門　 脳神経内科

　出 身　 2017年（平成29年）聖マリアンナ医科大学卒

福元　拓郎（ふくもと　たくろう）
　専 門　 放射線科

　出 身　 2018年（平成30年）大分大学卒

飯島　直樹 （いいじま　なおき）
　専 門　 脳神経内科（脳卒中、神経疾患全般）

　出 身　 2016年（平成28年）聖マリアンナ医科大学卒

荒木　建一（あらき　けんいち）
　専 門　 消化器内科

　出 身　 2018年（平成30年）聖マリアンナ医科大学卒

土井　駿一（どい　しゅんいち）　
　専 門　 循環器内科（心不全、心臓リハビリテーション）

　出 身　 2015年（平成27年）聖マリアンナ医科大学卒

新任・着任医師紹介 2022年4月新任・着任



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

令和４年６月第23号発行　　発行元：医療支援・連携室連携便り編集委員　　https://toyoko.marianna-u.ac.jp/

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：月曜日～土曜日　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

平素より東横病院へご支援いただきお礼申し上げます。
3年目の春を楽しむ間もないまま、あっという間に緑輝く季
節を迎え、日々の速さを痛感しつつも、毎日を家族と共に元
気に過ごしていくことができるのを嬉しく感じています。
これからも感染対策を十分に、地域の皆様へよりよい医療、
愛ある医療をお届けできるよう連携を取ってまいります。今
後ともよろしくお願い申し上げます。（S.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。
※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。


