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「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
心臓病センター
副センター長　田中修

　　   つも東横病院を支えていただ

　　   き誠にありがとうございます。

心臓病センターの田中 修です。

新しい東横病院開設時から心臓病

センター長だった三須医師が退職

し 2015 年 4 月から副センター長

を拝命しました。2016 年 6 月に

なり東横病院も 8 年目を迎えてお

ります。

2008 年 6 月の開院から心臓病セ

ンター、消化器病センター、脳卒

中センターの 3 センターで再ス

タートし女性検診センター、健康

診断センター、2015 年 4 月から

は生活習慣病センターが始まり先

生方により利用しやすく東横病院

も変化しております。

心臓病センターとしては心臓血管

外科外来、下肢静脈瘤の外来や入

院治療が始まり、そして 2016 年 8

月からは失神外来も始まりました。

脳卒中センターでは頭痛外来や物

忘れ外来、ボツリヌス治療外来な

ど消化器病センターでは腫瘍外来

や肝臓疾患外来などが始まり、ま

すます先生方にご紹介頂きやすく

なっております。

他にも先生方や患者さんにお役に

立つように土曜日午後から公開講

座、木曜日夕方から医療連携講演

会などおこなっております。是非

お時間があるときにご活用くださ

い。

さらに東横病院では 2016 年秋に

ヒューマンブリッジという病診連

携ソフトを導入予定です。

登録して頂ければ先生方からご紹

介頂いた患者さんの CT や MRI 画像

を先生方のクリニックでみられる

予定です。どうぞご期待ください。

まだまだ残暑が厳しい季節ですの

で先生方、患者さんもどうかご自

愛くださいますよう祈念いたして

おります。

これからも東横病院一同、先生方

とともに武蔵小杉近隣の地域医療

に努めて参りたいと思っておりま

す。これからもなお一層のご指導

およびご援助をよろしくお願い申

し上げます。

当院では、隔月第 2 木曜日 19：30（講演 19：45 開始）より医療連携講演会を開催しております。

当院各センターのトピックスのご紹介や、ご紹介いただいた患者さんのその後の経過などをご報告させていただ

きます。今後の講演に関する詳細が決定しましたら、病院ＨＰにて掲載させて頂きますので、ぜひスタッフの皆

様とともにご参加いただければと存じます。

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）

日頃より東横病院との医療連携にご協力いただき誠にありがとうご

ざいます。今号では皆様からのご依頼・ご紹介の多い内視鏡センター

について掲載いたしました。センター内の写真も載せておりますの

で患者さんのご紹介の際にご参考にしていただけたら幸いです。まだまだ暑い日

が続きそうですがご自愛ください。今後もよろしくお願いいたします。（Ｎ・Ｉ）
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緊急のご紹介について

「医療連携講演会」のご案内

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）

い

お知らせ

月日

9 月 8 日（木）

11 月 10 日（木）

平成 29 年
1 月 12 日（木）

3 月 9 日（木）

演題名

健診現場でのトライアルについて

脳神経外科治療最前線：血管内治療併用のハイブリッド手術

日本初　失神センター設立に向けて

痔について

一過性脳虚血発作の診断と治療

糖尿病と悪性腫瘍

当院の内視鏡治療関連

循環器の最近の話題（仮）

担当医 場所

長田　尚彦

小野　元

高木　泰
当院管理棟 5 階

カンファレンス

ルーム

嶋田　仁

植田　敏浩

大森　慎太郎

吉田　良仁

徳丸　睦

センター

健診

脳卒中

心臓病

消化器病

脳卒中

生活習慣

消化器病

心臓病

※日時や講演者は変更となる場合がございますのでご了承ください。
お問合せ先　医療支援連携室（9:00～ 17:00）TEL（直通）：044-722-2216　TEL（代表）：044-722-2121



　　　横病院で頭痛外来を担当しております脳卒中科

　　　野越と申します。当科における頭痛外来の概要に

つきまして、ご紹介させていただきます。当外来は、 脳

卒中外来を受診される方の多くが頭痛を主訴としている

ことや頭痛に関連した脳血管疾患に迅速に対応するため、

平成 24 年 11 月に開設されました。現在は毎週木曜日の

午後 2 時から 5 時まで、およそ 10 人前後の患者さんを

診察させていただいております。頭痛外来の診療には問

診が非常に重要であり、時間をとって丁寧に話を聞く外

来を心がけております。

  当外来の特徴として、第一に当日初診の方も診察させ

て頂いていることが挙げられます。完全予約制の頭痛外

頭痛外来紹介
来が多い中、当科では当日ご紹介いただいた方でも可能

な限り対応させていただいております。第二に、私自身

が脳卒中専門医であることとも関係しておりますが、脳

血管に関連した頭痛に強みがあることです。一例を上げ

ると脳動脈解離です。以前は珍しい疾患と思われていま

したが、最近は脳卒中科でも年間 10〜15 人程度が入院し、

比較的よく見られる病気との認識が広まっております。

頭痛のみで発症することが圧倒的に多い一方で、頭痛の

性状に目立った特徴がないことことが問題点で、目立っ

た誘引がないことも珍しくありません。当外来では比較

的突然に生じた、今まで頭痛歴のない好発年齢 (40〜50

歳代 ) の男性が受診されたような場合などでは解離を疑

い、緊急 MRI を施行しております。もしこのような方が

受診された場合は、ご連絡いただければ、速やかに対応

させていただきます。今後とも当外来をよろしくお願い

いたします。

体制

内視鏡診療の担当医師は消化器病センターの医師です。

加えて、大学病院、又は第一線で活躍する消化器医師が

非常勤で後輩医師の指導、自らの更なる技術向上の為参

画しています。

内視鏡診療

咽頭から大腸までの全消化管を対象に、胆膵の ERCP 関

連手技も行ないます。内視鏡診断では白色光観察に加え

て NBI、色素法、拡大観察を併用して詳細な所見に基づく

診断に努めています。内視鏡治療では根治の望める疾患

には積極的に内視鏡治療を行なっています。

上部消化管では最近、咽頭表在癌、十二指腸粘膜内腫瘍（腺

腫、粘膜内癌）が診断され、内視鏡切除しています。今

後増加が予想され、診断の難しい除菌後胃癌も留意すべ

きです。

小腸はカプセル型内視鏡、バルーン内視鏡で診療してい

ます。アスピリンを含めたNSAIDs服用者では小腸に潰瘍、

びらんが高頻度にみられ、今後の高齢化で小腸検査は増

すと思われます。

大腸では、適応は限られますがカプセル型内視鏡でも検

査が行えるようになりました。

検査目的にご紹介頂く場合

検査目的の上部消化管、大腸内視鏡（外来切除可能と思

われるポリープ切除を含め）は医療支援・連携室で検査

予約が可能です。患者さんは検査当日の来院となり、検

査結果もかかりつけの先生の下で聞いて頂きます。ただ、

検査当日が初来院となる為、検査施行に必要な説明もか

かりつけの先生の下でして頂く、又は事前に検査説明の

為来院をお願いすることとなります。20％が医療支援・

連携室を介したものです。

最後に

何よりご紹介したいのが内視鏡センターの受付担当者、

看護師、看護助手、内視鏡技士です。どのスタッフも明

るく優しく、患者さんの気持ちを穏やかに導いています。

脳卒中センター　野越慎司

副院長
消化器病センター長 中嶋孝司

東

部門の
ご紹介

診療科の
ご紹介 3 階病棟頭痛外来 内視鏡センター

診療科の
ご紹介 3 階病棟専門外来一覧

平成 28 年 8 月現在

消化器内科

消化器外科

肝臓外来

（PM)

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

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

腫瘍内科
（AM・PM）

小倉　孝氏

SAS 外来
（14：00～)

吉田　浩幸

失神外来
（14：00～ 16：00）

高木　泰

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

内視鏡センターについてのご紹介
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聖マリアンナ医科大学
東横病院
心臓病センター
副センター長　田中修

　　   つも東横病院を支えていただ

　　   き誠にありがとうございます。

心臓病センターの田中 修です。

新しい東横病院開設時から心臓病

センター長だった三須医師が退職

し 2015 年 4 月から副センター長

を拝命しました。2016 年 6 月に

なり東横病院も 8 年目を迎えてお

ります。

2008 年 6 月の開院から心臓病セ

ンター、消化器病センター、脳卒

中センターの 3 センターで再ス

タートし女性検診センター、健康

診断センター、2015 年 4 月から

は生活習慣病センターが始まり先

生方により利用しやすく東横病院

も変化しております。

心臓病センターとしては心臓血管

外科外来、下肢静脈瘤の外来や入

院治療が始まり、そして 2016 年 8

月からは失神外来も始まりました。

脳卒中センターでは頭痛外来や物

忘れ外来、ボツリヌス治療外来な

ど消化器病センターでは腫瘍外来

や肝臓疾患外来などが始まり、ま

すます先生方にご紹介頂きやすく

なっております。

他にも先生方や患者さんにお役に

立つように土曜日午後から公開講

座、木曜日夕方から医療連携講演

会などおこなっております。是非

お時間があるときにご活用くださ

い。

さらに東横病院では 2016 年秋に

ヒューマンブリッジという病診連

携ソフトを導入予定です。

登録して頂ければ先生方からご紹

介頂いた患者さんの CT や MRI 画像

を先生方のクリニックでみられる

予定です。どうぞご期待ください。

まだまだ残暑が厳しい季節ですの

で先生方、患者さんもどうかご自

愛くださいますよう祈念いたして

おります。

これからも東横病院一同、先生方

とともに武蔵小杉近隣の地域医療

に努めて参りたいと思っておりま

す。これからもなお一層のご指導

およびご援助をよろしくお願い申

し上げます。

当院では、隔月第 2 木曜日 19：30（講演 19：45 開始）より医療連携講演会を開催しております。

当院各センターのトピックスのご紹介や、ご紹介いただいた患者さんのその後の経過などをご報告させていただ

きます。今後の講演に関する詳細が決定しましたら、病院ＨＰにて掲載させて頂きますので、ぜひスタッフの皆

様とともにご参加いただければと存じます。

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）

日頃より東横病院との医療連携にご協力いただき誠にありがとうご

ざいます。今号では皆様からのご依頼・ご紹介の多い内視鏡センター

について掲載いたしました。センター内の写真も載せておりますの

で患者さんのご紹介の際にご参考にしていただけたら幸いです。まだまだ暑い日

が続きそうですがご自愛ください。今後もよろしくお願いいたします。（Ｎ・Ｉ）

東横病院
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緊急のご紹介について

「医療連携講演会」のご案内

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）

い

お知らせ

月日

9 月 8 日（木）

11 月 10 日（木）

平成 29 年
1 月 12 日（木）

3 月 9 日（木）

演題名

健診現場でのトライアルについて

脳神経外科治療最前線：血管内治療併用のハイブリッド手術

日本初　失神センター設立に向けて

痔について

一過性脳虚血発作の診断と治療

糖尿病と悪性腫瘍

当院の内視鏡治療関連

循環器の最近の話題（仮）

担当医 場所

長田　尚彦

小野　元

高木　泰
当院管理棟 5 階

カンファレンス

ルーム

嶋田　仁

植田　敏浩

大森　慎太郎

吉田　良仁

徳丸　睦

センター

健診

脳卒中

心臓病

消化器病

脳卒中

生活習慣

消化器病

心臓病

※日時や講演者は変更となる場合がございますのでご了承ください。
お問合せ先　医療支援連携室（9:00～ 17:00）TEL（直通）：044-722-2216　TEL（代表）：044-722-2121


