
LINKLINK東LINK東LINKLINK横LINK横LINKLINK連携LINK連携LINK連携LINK連携LINK連携LINK連携LINKLINKLINKだよLINKだよLINKだよLINKだよLINKだよLINKだよLINKLINKLINKりLINKりLINK東横連携だより

地域との
つながりを
大切に

第5号
平成28年
4月聖マリアンナ医科大学東横病院

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

聖マリアンナ医科大学
東横病院
病院長　宮島伸宜

　　　春を過ぎたとはいえ、まだ

　　　朝晩は底冷えのするような

毎日が続いています。体調を崩さ

れることのありませんよう、祈念

しております。聖マリアンナ医科

大学東横病院の最近のトピックス

は電子カルテの更新です。診療に

影響が出ることを極力避けるた

め、職員一同努めて参りました。

近隣の皆様方との連携を少しでも

深めることができるようにと追加

で連携システムを導入することに

いたしました。このシステムを使

用することによってご紹介いただ

いた患者様の画像データを閲覧し

ていただくことが可能となりま

す。また、文書もほぼリアルタイ

ムで送付などが可能になり、一層

の病診連携が進むことと確信して

おります。

　画像診断は最近、件数が増加した

ため予約から撮影までに時間がかか

り、ご迷惑をおかけしています。少

しでも枠を増やすべく努力して参り

ますのでどうか暫時ご容赦賜ります

ようお願い申し上げます。

　東横病院がリニューアルオープ

ンしてからまもなく 8 年となりま

す。近隣の皆様方の支えがあって

こそと深く感謝申し上げます。昨

年 4 月からは生活習慣病センター

も新設されました。また、下肢静

脈瘤の診断とレーザー治療も開始

いたしました。今後も、患者様の

負担の少ない先端の低侵襲治療と、

地域に密着した医療に邁進してい

く所存でおります。どうか今度と

も、東横病院へのご支援をお願い

申し上げ、ご挨拶とさせていただ

きます。

　平成 28 年 3 月 1 日（火）に「小杉救急医療連携

連絡会」を 5 階会議室、カンファレンスルームにて

開催しました。日頃より救急隊として救急医療を

担っている川崎市消防局、横浜市消防局の救急隊員、

合計 26 名にご参加いただきました。症例発表では

救急隊から要望のあった 7 症例（脳卒中科 4 例、

循環器内科 1 例、消化器外科 2 例）について救急

隊から概要説明が行われ、各センターの医師から各

症例についての講演が行われました。救急隊員から

の質疑も活発に行われ、有意義な時間を過ごすこと

ができました。当院では年 2 回の予定で「小杉救急

医療連携連絡会」を行っています。今後もこのよう

な企画も含めて救急医療の連携強化を図り、地域の

救急医療に貢献していきたいと考えています。
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平素より東横病院との医療連携にご協力いただき、地域の医療機関
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ともにより良い医療を提供していきたいと存じます。連携だより LINK では当院

の紹介を行ってまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。（T.M）
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「小杉救急医療連携連絡会」開催

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。 ・まずお電話にてご希望日時の相談を賜り仮予約を

お取りいたします

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）

脳卒中センター 080-5498-9536

心臓病センター 080-5498-9493

消化器病センター

救急外来　連絡先

電話・FAX対応時間

救急外来　ＦＡＸ

080-5498-9516

TEL：044-722-2121（代表）

TEL：044-722-2216
（医療機関専用・連携室直通）

・仮予約後、紹介状（FAX 用）を FAX 送信してく

ださい

・本予約後、予約票を返送いたします

※原則 30 分以内に返送いたします

平日  　 8：30～ 17：00
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※FAX は 24 時間稼働しておりますが、時

間外の FAX 返送対応は、翌日又は休診日

明けとなりますので、ご了承くださいます

ようお願い申し上げます。
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　　　寒の候、地域の皆様におかれましては益々の

　　　御健勝のこととお慶び申し上げます。また平素か

ら、当院診療に対しまして格別のご高配を賜り厚く御礼

申し上げます。

　さて、当院では脳梗塞や脳出血の後遺症としてよくみ

られる上肢下肢の痙縮に対するボツリヌス治療を行って

います。痙縮とは筋肉が緊張から関節可動域に障害を生

じ、動かしにくい状態です。手指では握ったままとなり

開こうとしても開きにくく、足先では足の裏側のほうに

曲がるなどの症状が生じます。長期に及ぶと着替え困難

や、爪が手のひらに食い込む、歩行姿勢の障害などの日

常生活に支障を生じやすくなります。

当院のボトックス治療外来について

ボトックス＝A 型ボツリヌス毒素製剤

　ボツリヌス治療の適応は①脳卒中後の上肢下肢に対す

る痙縮、②眼瞼けいれん、③顔面けいれん、④斜頸、⑤２歳

以上の脳性麻痺の下肢痙縮にともなう尖足、⑥重度原発性

腋窩多汗症がありますが、当院では特に上肢下肢に対す

る治療を中心に行っています。基本的には入院にてリハ

ビリテーション評価を行いその後のストレッチ方法など

の指導や画像精査なども行っています。

　皆様方の外来や入院の患者様で対象の方がいらっしゃ

れば是非ご連絡ください。外来表示は週に一度（火曜日

の午後）となっておりますが、ご相談だけでも構いませ

んのでご紹介いただければ幸いです。今後とも何卒ご指

導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。　　　　　　

　　　階病棟は、病床数５５床の一般病棟です。消化器

　　　外科と消化器内科、循環器内科の患者様が中心の

混合病棟です。一か月に８０人前後の予定入院の他、４

５人前後の緊急入院も受け入れています。消化器手術（腹

腔鏡下、開腹、内視鏡下）や内視鏡治療・検査、心臓カテー

テル治療・検査、下肢静脈瘤手術から癌化学療法、癌ター

ミナルや慢性心不全等様々な状態の患者様が入院します。

看護師３０名で、２交代制で、急性期から終末期まで個々

に合わせた看護を提供しています。

　看護部の理念である「地域住民のニーズに対応できる

専門知識と技術に温かい心を調和させ、安全で安心な看

護を提供する」ために、３階病棟の看護を２点ほど紹介

します。

　１点目は、病棟看護師が２４時間心臓カテーテル検査

や治療の介助、消化器造影検査の介助を行う点です。介

助を行いながら専門的知識を高め、個々の状態を把握し

病棟での看護に役立てています。

　2 点目は、入院時から退院を見据えた看護を提供する

ために、各科別毎に週 1 回退院支援カンファレンスを実

施しています。看護師の他、医師や薬剤師、理学療法士、

栄養士、ソーシャルワーカーで多職種カンファレンスを

行い、患者様にとって最良な支援方法を考えて日々の看

護に活かしています。「すべては患者のため、患者中心の

看護をしよう！！」をモットーに、チーム医療が円滑に

行えるように看護の力を発揮しています。

　これからも、地域の方々が病気になった時に最新の医療

と看護を提供できるようにスタッフ一同努力していきます

ので今後ともよろしくお願いいたします。

脳神経外科　小野 元

看護師長 中野 亜美

管理栄養士 雑賀 華名子

余
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部門の
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栄養管理室

　　　養管理室は、管理栄養士・調理師など 14 名のスタッ

　　　フで、患者食の提供、栄養管理、栄養相談を行っ

ています。

　栄養相談は、入院・外来の患者様に、医師の指示のもと、

一人一人の生活スタイルに合わせた食事指導を個室（栄

養相談室）で行っています。

　退院が決まり、在宅での食生活に不安がある方への栄

養相談は、医療支援連携室と細かな情報交換をしながら、

その方が継続できそうな食生活の提案をさせていただい

ています。栄養補助食品や宅配食の紹介、献立の提案、

嚥下食の作り方など内容は様々です。

　4 月からは、嚥下食や低栄養の方への栄養指導の算定

が可能となったこともあり、食事のことでお悩みの患者

様にできるだけ多くの栄養相談を実施していきたいと

思っております。

　患者食を作っている厨房は地下 1 階に位置し、１日 200

食～ 250 食の食事を 4 か所の病棟フロアに配膳します。

　エネルギー制限食や塩分制限食の他に、嚥下食、易消

化食そして食欲不振の方には個別の献立（マリアンナ食）

で対応し、食の支援をしています。

　食事は治療の一環であると同時に、入院生活のささや

かな楽しみでもあるので、できる限り美味しく食べてい

ただけるよう、そして回復の一助となるよう心がけてお

ります。

３

栄
栄養相談室

マリアンナ食 嚥下食

平成 28 年 4 月現在

消化器内科

消化器外科
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化食そして食欲不振の方には個別の献立（マリアンナ食）

で対応し、食の支援をしています。

　食事は治療の一環であると同時に、入院生活のささや

かな楽しみでもあるので、できる限り美味しく食べてい

ただけるよう、そして回復の一助となるよう心がけてお

ります。

３

栄
栄養相談室

マリアンナ食 嚥下食

平成 28 年 4 月現在

消化器内科

消化器外科

セカンドオピニオン

（9：00～ 11：00)

宮島　伸宜

肝臓外来

（14:00～ )

医局員交代制

下肢静脈瘤外来
（第 2・4 PM)

千葉 清、桜井 祐加

セカンドオピニオン

（15：00～ 17：00)

植田　敏浩

ボツリヌス治療

（14：00～)

小野 元、野越 慎司

脳血管内治療

（AM)

植田　敏浩

（AM・PM)

菱山　美絵

神経内科（AM)

頭痛外来（PM)

野越　慎司

※専門外来は基本的に事前予約制になっておりますのでご了承くださいAM　  8：30～ 11：00

PM　13：30～ 16：00

土曜日は第 2、4、5 の午前中のみです

物忘れ外来

（PM)

吉江　智秀

SAS 外来（14：00～ )

関塚　宏光

ペースメーカー（PM)

徳丸　睦

SAS 外来
（第 2,4,5 の 14：00～)

吉田　浩幸

SAS 外来
（14：00～)

吉田　浩幸

禁煙外来

（AM)
循環器内科

心臓血管外科

脳卒中科

脳神経外科

リウマチ内科

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

心臓血管外科
（第 2・4PM、外来診療のみ )

医局員交代制

診療

受付

時間
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地域との
つながりを
大切に

第5号
平成28年
4月聖マリアンナ医科大学東横病院

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

聖マリアンナ医科大学
東横病院
病院長　宮島伸宜

　　　春を過ぎたとはいえ、まだ

　　　朝晩は底冷えのするような

毎日が続いています。体調を崩さ

れることのありませんよう、祈念

しております。聖マリアンナ医科

大学東横病院の最近のトピックス

は電子カルテの更新です。診療に

影響が出ることを極力避けるた

め、職員一同努めて参りました。

近隣の皆様方との連携を少しでも

深めることができるようにと追加

で連携システムを導入することに

いたしました。このシステムを使

用することによってご紹介いただ

いた患者様の画像データを閲覧し

ていただくことが可能となりま

す。また、文書もほぼリアルタイ

ムで送付などが可能になり、一層

の病診連携が進むことと確信して

おります。

　画像診断は最近、件数が増加した

ため予約から撮影までに時間がかか

り、ご迷惑をおかけしています。少

しでも枠を増やすべく努力して参り

ますのでどうか暫時ご容赦賜ります

ようお願い申し上げます。

　東横病院がリニューアルオープ

ンしてからまもなく 8 年となりま

す。近隣の皆様方の支えがあって

こそと深く感謝申し上げます。昨

年 4 月からは生活習慣病センター

も新設されました。また、下肢静

脈瘤の診断とレーザー治療も開始

いたしました。今後も、患者様の

負担の少ない先端の低侵襲治療と、

地域に密着した医療に邁進してい

く所存でおります。どうか今度と

も、東横病院へのご支援をお願い

申し上げ、ご挨拶とさせていただ

きます。

　平成 28 年 3 月 1 日（火）に「小杉救急医療連携

連絡会」を 5 階会議室、カンファレンスルームにて

開催しました。日頃より救急隊として救急医療を

担っている川崎市消防局、横浜市消防局の救急隊員、

合計 26 名にご参加いただきました。症例発表では

救急隊から要望のあった 7 症例（脳卒中科 4 例、

循環器内科 1 例、消化器外科 2 例）について救急

隊から概要説明が行われ、各センターの医師から各

症例についての講演が行われました。救急隊員から

の質疑も活発に行われ、有意義な時間を過ごすこと

ができました。当院では年 2 回の予定で「小杉救急

医療連携連絡会」を行っています。今後もこのよう

な企画も含めて救急医療の連携強化を図り、地域の

救急医療に貢献していきたいと考えています。

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）

平素より東横病院との医療連携にご協力いただき、地域の医療機関

の皆様には大変お世話になっております。今号がお手元に届くころ

には平成 28 年度診療報酬改定に伴う作業でお忙しくされているこ

とと思います。ますます厳しさを増す医療環境ですが、地域の医療機関の皆様と

ともにより良い医療を提供していきたいと存じます。連携だより LINK では当院

の紹介を行ってまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。（T.M）

東横病院

編集

後記

平成 28 年 4 月 1 号発行　発行元：医療支援・連携室連携便り編集委員

緊急のご紹介について

「小杉救急医療連携連絡会」開催

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。 ・まずお電話にてご希望日時の相談を賜り仮予約を

お取りいたします

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）

脳卒中センター 080-5498-9536

心臓病センター 080-5498-9493

消化器病センター

救急外来　連絡先

電話・FAX対応時間

救急外来　ＦＡＸ

080-5498-9516

TEL：044-722-2121（代表）

TEL：044-722-2216
（医療機関専用・連携室直通）

・仮予約後、紹介状（FAX 用）を FAX 送信してく

ださい

・本予約後、予約票を返送いたします

※原則 30 分以内に返送いたします

平日  　 8：30～ 17：00

土曜日（第 2,4,5）  8：30～ 12：00

※FAX は 24 時間稼働しておりますが、時

間外の FAX 返送対応は、翌日又は休診日

明けとなりますので、ご了承くださいます

ようお願い申し上げます。

FAX：044-733-6658
（医療機関専用・連携室直通）

FAX：044-722-1771（救急外来）

立

医療支援･連携室課長　村松隆志

LINKをお届けいたしますLINKをお届けいたしますLINKをお届けいたしますLINKをお届けいたしますLINKをお届けいたします

お知らせ


