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地域連携室だより

高精細CTを導入しましたTOPICS 放射線科のご紹介診療の
ご案内

◆基本理念
　私たちは、患者さんと家族の方に信頼され、安心していただける、心あたたかい医療を提供します。

◆基本方針
　１．循環器・呼吸器病の専門病院として、高度先進医療と救急医療を提供します。
　２．インフォームド・コンセント（説明と同意）による患者さんとの相互理解と信頼にたった医療を推進します。
　３．各医療機関との連携を強化し、地域医療の充実に努めます。
　４．県民の皆さんとのニーズに対応できる病院運営を行い、経営の健全化をめざします。
　５．専門医療機関として、医療スタッフの育成に努めます。
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 たかさき内科 院長 髙﨑 泉 先生
Introduction of registered physician 登録医のご紹介

診療所の特色を教えてください
当院は院長と横浜市大の循環器専門医（５名）の
医師６名が各日２名体制で診療を行っており、内
科全般に対応しています。超音波検査、ホルター心
電図、運動負荷心電図検査、眼底検査、ABPM（携
帯型24時間連続血圧記録）などは院内で行うこと
ができます。

特に力を入れている診療はなんですか？
診療にあたる医師は全員、日本内科学会認定内
科医かつ日本循環器学会循環器専門医の資格を有
しており、特に高血圧や狭心症、不整脈、心筋梗
塞などの循環器内科領域において専門性の高い診
療を行っています。その他腎臓内科分野（腎臓病、
腎不全、ネフローゼ症候群など）や内分泌代謝内科
分野（糖尿病、脂質異常症、甲状腺や副腎疾患など）
も専門的に診察します。

CLINIC INFORMATION
〈診療科目〉
内科、循環器科、腎臓内科、内分泌・代謝内科

※日曜日、祝日、年末年始は休診。
※月曜～金曜の13：00～16：00は横浜市立大学病院の医師が診察。
　それ以外の時間帯は院長が診察します。

ACCESS
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横浜市金沢区富岡西２-３-１ 野本ビル１F
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診療科のご案内 ～放射線科（治療）～高精細CTを導入しました

肺がん（すりガラス陰影拡大表示）

従来CT画像 高精細CT画像

登録医療機関を当センターのホームページでご紹介しています

今年７月より当センターのホームページに登録医療機関の紹介ページ（メディマップ）を開設しました。
医療機関の個別紹介ページでは、アクセスマップや診療時間のほか、医療機関からのメッセージ欄や写真を載せること

ができます。当センターではかかりつけ医の紹介で使用するとともに、医療機関の PR として地域の先生方にもご活用い
ただけたら幸いです。

放射線科 医長 糟谷 健夫

当科には、肺がんで放射線治療をお受けになる患者さんが数多くいらっしゃいます。ピンポイント照射などを用いて正
常組織への影響を極力抑えることにより、ご高齢の方や体力に自信のない方でも安心して治療を受けることができます。
呼吸器内科医師と連携しながら入院治療も可能です。経験豊富なスタッフがお待ちしております。

肺がんの放射線治療はお任せください

当科のもうひとつの特徴は、近隣の病院から放射線治療のご依頼を多く受けていることです。当センターは循環器と呼
吸器の専門病院ですが、当科では肺がんに限らず、乳がん、前立腺がん、悪性リンパ腫、その他様々な疾患の治療を行っ
ております。一日も早く症状が和らぐよう、迅速な対応に努めています。

他院からの患者さんも多く受け入れています

放射線治療医直通ダイヤル（045－701－2777）
放射線科医師が直接連絡を承ります。ご紹介や、放射線治療の適用かどうかの相談など、お気軽にご連絡ください。
※医療機関からのみの専用ダイヤルですので、患者さんやご家族などからのお電話は受け付けておりません。

ご紹介方法

今年 10 月より、高精細 CT「Aquilion Precision™」
が稼動しました。この CT は「細かく」撮影することに
フォーカスし、従来の HRCT よりも高画質化を実現し
ました。微細な人体構造を鮮明に抽出することができる
ようになったため、これまでは検出が難しかった細かな
生体情報を得ることができます。具体的には冠動脈の狭
窄、肺がんの種類や微細な特徴がはっきりと評価できる
ようになります。また、低被ばく技術を搭載しているの
で、安全、安心な検査を実現します。
今後は稼働中の 320 列 CT ともに２台体制で運用し、

検査枠を増設するなど、地域の先生方のニーズに応えら
れるよう努めて参ります。
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