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地域連携室だより

MRIの更新TOPICS 循環器内科のご紹介診療の
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、地域医療の充実向上に努めます。
　４．県民の皆さん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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Introduction of registered physician 登録医のご紹介

医療法人社団志朋會

 樹 診療所 かまりや
理事長・診療所長 山田 朋樹 先生

診療所の特色を教えてください
「地域のために」をモットーに外来、訪問ともに

診療しています。また、医療保険によるデイケアを
開所しています。（重度認知症デイケア/高次脳機
能障害デイケアは来年度中に開設予定）

お気軽に相談いただけるよう認知症無料相談
開設、また第５土曜に「認知症カフェ」を開催して
ます。

ACCESS
〒236-0046
横浜市金沢区釜利谷西１-２-25

◆京浜急行線「金沢文庫駅」西口より車で６分
◆「野村住宅センター」行きバスにて「北谷」下車 徒歩１分

循呼センターにひとことお願いします！
認知症診断の一つにMRI検査を利用しています。
検査予約はインターネットを利用し予約可能で

事務作業の効率化が図れます。
また、検査結果レポートも即日発行して頂き大変

助かっています。

CLINIC INFORMATION
〈診療科目〉
精神科、心療内科、脳神経内科

●：一般外来（山田医師、小西医師、佐藤医師）
◆：もの忘れ外来・発達外来（小田原医師、藤田医師、浅野医師、山田医師）
★：心理テスト・カウンセリング（土井公認心理師）

・初診・再診共に完全予約制
・健康保険証・医療証・介護保険証、お薬手帳をお持ちください。
・他の医療機関におかかりの場合は、可能な限り紹介状を持参ください。
・カウンセリング・心理テストだけの受診はできません。
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診療科のご案内 ～循環器内科～最新MRI装置を導入

PHILIPS Ingenia 1.5T

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

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）を開設しています。
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。

循環器内科は、地域に愛される信頼と安心できる病院を目指します。迅速に対応すること・わかりやすい説明をするこ
とを心がけています。循環器の病気は生命に関わる疾患が多く、診断がつくまで不安な日を過ごすことになり、不安な時
間をできるだけ短くしたいと考えています。特に胸痛のある患者さんは当日にCTや必要であれば心臓カテーテルも出来る
体制となっており、結論を速やかに出すことを意識しています。一方、心不全や心房細動等の不整脈は治療の選択肢が多
くあります。医師だけでなく、コメディカルの協力も得て、説明を複数の者が担当し、幅広く対応できるようにしています。

救急時は循環器内科の医師が当直体制で対応し、医師直通ホットライン（TEL：045-701-9900）にご連絡ください。胸
痛、動悸、心電図異常、心雑音、不整脈、心不全、下肢跛行、虚血性心疾患スクリーニング等あらゆる循環器疾患に対応
いたします。循環器は症状だけでは診断の難しい疾患も多くあり、専門病院が診ると納得されるケースも多々あると思い
ます。どうぞお気軽にご紹介ください。

《ごあいさつ》　部長 福井 和樹

・320列の心臓CTが導入され、冠動脈疾患のスクリーニングが容易になりました。初期の冠動脈硬化の発見にも有効で、
被爆量も低減し、気軽にできます。

・心臓カテーテルは原則1泊2日にして、仕事への影響を最小限にしています。
・経皮的冠動脈形成術（PCI）の成功率は96％以上で安定した成績をあげています。その適応は、運動負荷試験や核医学検査、

冠動脈造影時の造影所見だけではなく、冠動脈内超音波、冠動脈内圧測定などを用いて、より客観的にその必要性を判
断しています。

・PCIは安全が第一ですが、患者さんの負担の軽減を考え、低侵襲をモットーとしています。できるだけ橈骨動脈から施
行し（TRI）、安静の時間を短くできるように心がけています。

・薬剤溶出性ステントを積極的に使用し、再狭窄率も10％以下に改善されています。
・合併症予防のため、造影による評価だけでなく、血管内超音波（エコー）を用いた治療がほとんどの患者さんに行われ、

冠動脈の壁が固く石灰化を起こしている病変部にはロータブレーター治療を行い、良好な成績をあげています。
・虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞）の再発予防が最も重要と考え、心臓リハビリテーションによる安全な運動指導、適正

な体重管理、栄養士による食事指導なども行っています。

狭心症などの虚血性心疾患

・徐脈性不整脈に対するペースメ－カー植え込み術は、
2018年度82件（交換も含む）行っています。

・心房細動患者においては、心房細動センターを設立。多
くの治療法、選択枝があるこの疾病に対してわかりやす
い説明を行い、患者さん自身に治療法を選択してもらえ
る体制となっています。

・カテーテルによる不整脈治療カテーテルアブレーション
の件数も大幅に増加し2018年度は184件、うち心房細
動のアブレーションは149件でした。2019年度は週5件
できる体制となっています。

不整脈

今後増加してくる心不全に対しては、包括的チーム医療
で対応します。治療には、薬物やデバイス治療も重要です
が、やはり生活環境そのものの改善が大切です。これに対
して医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士がチー
ムを組んで患者さんに一人ひとりに対応します。

心不全

現在24時間体制で、循環器内科医師、放射線科技師、
検査科技師、看護師が院内に待機しています。

2018年度1年間の急性心筋梗塞の患者さんは、58人
でした。

急性心筋梗塞

2020年４月６日（月）より、最新のMRI装置（フィリップス社 Ingenia1.5T）
を導入します。本装置は最新の技術デジタルコイルの使用により、高画
質な画像が短時間で撮影できます。

また、最新鋭のソフトを導入したことにより、様々な検査に対応して
おります。

従来のMRI装置よりトンネル部分が幅広く設計されており、閉所が苦
手な患者さんにも安心して検査を受けて頂ける“優しい検査”が可能とな
りなりました。

入替作業のため利用できない期間：2020年２月８日（土）～４月５日（日）

検査する部位にセッティングするコイル
（画像の信号を受信する機械）の使い易さ
が向上したため、時間短縮に繋がります。

◆早く快適に検査を行い、きれいな画像を提供することが可能

◆初めてのデジタルコイル採用

◆用途の広いコイル

◆70cmワイドボアガントリー
アナログ信号からデジタル信号

の変換を患者に最も近いコイルで
行うことでノイズを大きく減少さ
せることができ、高画質な画像を
得ることが出来ます。

従来のMRI装置のガ
ントリーの大きさは直
径60cm、新しいMRI装
置は70cmと大きくなっ
ており、患者さんの負
担が軽減されます。

時間の比較 頭部血管の画像

従来装置5分 最新装置2分30秒

2019年 循環器内科スタッフ
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助かっています。

CLINIC INFORMATION
〈診療科目〉
精神科、心療内科、脳神経内科

●：一般外来（山田医師、小西医師、佐藤医師）
◆：もの忘れ外来・発達外来（小田原医師、藤田医師、浅野医師、山田医師）
★：心理テスト・カウンセリング（土井公認心理師）

・初診・再診共に完全予約制
・健康保険証・医療証・介護保険証、お薬手帳をお持ちください。
・他の医療機関におかかりの場合は、可能な限り紹介状を持参ください。
・カウンセリング・心理テストだけの受診はできません。

TEL：045-353-5015
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13：00～15：00

9：00～12：00

診療時間

樹 診療所
かまりや

至 金沢八景

笹下釜利谷道路

金沢中

グリーン
ファーム

宮ヶ谷

郵便局

アピタ

京急
金沢文庫駅

駐車場完備
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