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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
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猛 暑を終え、過ごしやすい
季節になって参りまし

た。地域の皆様には、平素より
病診連携、病病連携にご協力賜
り御礼申し上げます。
　４月以降、新型コロナウイル
ス感染拡大の第６波、第７波
によって病院スタッフの欠勤者
が増加し、病床稼働の制限、救
急受入れの制限を行わざるを得
ない事態が断続的に発生し、ご
迷惑をおかけしたことと存じま
す。また、皆様の施設におかれ
ましても、同様のご対応を要し
たのではと拝察いたします。ウ
イルスの感染力の強さ、社会活

動の継続が望まれている現状を
鑑みると、今後も同様の事態が
繰り返し発生すると思われます
ので、これまでの経験を活か
し、少しでも影響が小さくなる
よう知恵をしぼって参りたいと
思います。
　新型コロナウイルス感染拡大
以降、様々な疾患でやや進行
した状態で、受診されている患
者様が増加しているように感じ
ます。市民の方々に健康につい
て関心を持っていただくために
毎年開催していた東横健康増進
フォーラムを2020年、2021年と
中止しておりましたが、本年は

入場者数制限など感染対策を十
分に行い、開催させていただき
ました。お陰様で多くの方々に
ご参加賜りました。本フォーラ
ムが早期受診の促進につながる
ことを願っております。
　限られた医療資源を有効に使
うことが求められている今、地
域連携の質が問われている時と
思います。当院としての役目を
果たせるよう、皆様からのご指
導を賜れましたら幸甚に存じま
す。今後もよろしくお願い申し
上げます。

聖マリアンナ医科大学東横病院

病院長　古畑　智久

限られた医療資源の限られた医療資源の
有効活用有効活用



図1：脳血管内治療中の画像

図2： ステントリトリーバーと
回収した血栓

「脳血管内治療科」新規開設のご案内

▲ ▲ ▲

 副院長、脳神経・脳卒中センター長　植田　敏浩

　東横病院脳卒中センターでは、2020年より
「脳血管内治療センター」を運営して参りまし
たが、今回組織改革を行って脳血管内治療セン
ターを廃止し、本年5月1日に「脳血管内治療
科」を開設致しました。「○○センター」とい
う名称では実態がなく、皆様によりわかりやす
くするために、新規診療科として「脳血管内治
療科」を立ち上げました。外来および入院診療
科としても本名称で患者さんの受け入れを行い
ます。現在当院では、日本脳神経血管内治療学
会専門医は5名（指導医1名）勤務しており、24
時間365日体制で専門医療を提供できる体制を
整えております。
　「脳血管内治療科」では、カテーテルを用い
て様々な脳血管障害の治療を行います。代表的
な治療は、①急性期脳梗塞に対するステントリ
トリーバーを用いた血栓回収療法、②頸動脈・
頭蓋内動脈狭窄に対するステント留置術、③脳
動脈瘤（破裂および未破裂）に対するコイル塞

栓術、④脳動静脈奇形・硬膜動静脈瘻に対する
塞栓術、⑤脳腫瘍に対する栄養血管塞栓術など
です。
　「脳血管内治療科」の外来は、月曜日午前お
よび水曜日午前に植田が担当させていただきま
す。脳梗塞、脳動脈瘤、頭蓋内動脈や頸動脈の
閉塞・狭窄症、脳動静脈奇形、硬膜動静脈瘻等
を疑う患者さんにつきまして、ご紹介頂きます
と幸甚でございます。今後とも宜しくお願い申
し上げます。



電話予約
平日　9時～16時　　土曜（第2・4・5のみ）9時～11時
TEL：044-722-2243 または 044-722-2249

Web予約 東横病院ホームページから24時間予約可能です。※すべての専門ドックは24時間予約可能です。

心臓ドックのコース内容　※料金はすべて税込価格です。

基本検査 問診、身体測定、採血、採尿、心電図、胸部X-P、
血管年齢（脈波検査）

心臓ドック
A 60,000円  基本検査 ＋心臓超音波検査＋冠動脈CT検査　

心臓ドック
B 80,000円  基本検査 ＋心臓超音波検査＋冠動脈CT検査＋

ホルター心電図検査

心臓ドック
C 90,000円  基本検査 ＋心臓超音波検査＋冠動脈CT検査＋

ホルター心電図検査＋運動負荷検査＋運動処方

●近日中に心臓MRI検査を含めたコースも導入予定です。
●結果は、受診日より2～３週間後に、循環器専門医、放射線科医師、心臓リ
ハビリ指導士による診察や検査の結果判読後、郵送でお送りいたします。
●心臓ドックを受診し結果に安心される方や循環器内科を受診し治療を受け
る方もいらっしゃいます。

心臓ドックについて 心臓ドックの予約は、電話予約・Web予約が可能です。

▲ ▲ ▲

 心臓病センター長　田中　修

専門外来一覧 8：30～11：00 ／ 13：30～16：00
※土曜日は午前のみです2022.9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

脳血管内治療
外来

月曜日
水曜日 午前 要

神経認知症外来 月曜日
（第2・4） 午後 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

専門外来 曜日 時間 予約

ピロリ菌外来 火曜日 午後 要

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

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

是非ご活用
ください。

心臓ドックを受診する方の平均年齢は59.47歳　80%の方がweb予約となっております。

心臓CT検査

運動負荷検査

ａ：ボリュームレンダリング画像 ｂ：CPR画像



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

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（24時間）
消化器病センター 080-5498-9516（24時間）
心臓病センター 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）

covid-19 感染が蔓延し 3 年目の夏を行動制限の
ない中で過ごすことになりました。
世の中の対策にも柔軟な対応が求められるように
なると思われる今後です。患者さまの安全を第一
に対応させて頂きたいと思います。（S・S）

医療支援連携室　受付時間（電話・FAX）

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。

※ 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。


