
ロボットアームロボットアーム

Heart to Heart 栄 養 部栄 養 部

特 集

CT搭載車です！CT搭載車です！

高精度に短時間でセットアップ
手術時間の短縮により患者さんの負担が軽減
高精度に短時間でセットアップ
手術時間の短縮により患者さんの負担が軽減

医療用空気清浄機搭載
遠隔画像診断システム車載（出勤先でも画像診断が可能）
医療用空気清浄機搭載
遠隔画像診断システム車載（出勤先でも画像診断が可能）

患者さんの治療を栄養面からサポート患者さんの治療を栄養面からサポート

横浜市立大学
附属病院
横浜市立大学
附属病院

脳神経
外　科
脳神経
外　科

附属病院だより

第 52号
横浜市立
大学

2021年
12月

患者さんと地域と病院をつなぐ広報誌

発　行



1

てんかん：頭蓋内電極留置／
　　　　　定位的頭蓋内脳波（SEEG：stereotactic electroencephalography）

脳腫瘍：定位的脳生検

脊椎・脊髄疾患：脊椎固定術

　横浜市立大学附属病院では、2021年10月に手術支援ロボットアーム（Cirq
ロボットアームシステム：右写真）を脳神経外科領域では日本国内で初めて導
入しました。これにより、脳神経外科領域の手術で必要な、精度の高い手技に
よる高度で安全な治療が実現します。
　脳神経外科の手術では、脳内に電極や治療装置を挿入したり、小組織を採取
したりといった、ミリ単位の操作が必要となる手技があります。このロボット
アームシステムを導入することで、位置設定を高精度に、短時間でセットアップ
することが可能となりました。手術時間の短縮により患者さんの負担が軽減さ
れ、ミリ単位の精度を求められる手技でのヒューマンエラーを回避して、脳の
手術を安全に行うことができます。当院脳神経外科では高度な医療技術を取り
入れて、患者さんに安全で効率的な治療を提供していきます。

脳神経外科

ロボットアーム

Cirqロボットアームシステムによる
深部電極留置
脳の深部の活動を記録する電極を挿入するために、術者がロ
ボットアームを操作して位置設定をしている場面です。モニタ
上の頭部3D画面上に映ったガイドを見ながら操作して、計画し
た部位に迅速かつ正確に、機器を誘導することができます。従
来の定位脳手術用フレームを用いる方法に比べて、大幅に手技
時間を短縮することが可能となります。

Cirqロボットアームシステム

対象となる疾患・治療法

特　集

助　教　池谷　直樹脳神経外科
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　当院の1階正面玄関横に、一風変わったトラックが停まっていることに気づかれた方も多いかと思います。この
トラックは、2020年7月から当院の放射線部（放射線診断学教室）が運用している、新型コロナウイルス肺炎の
早期診断を主な目的としたCT搭載車（いわゆるCT検診車、またはモバイルCT）です。
　CT搭載車は、肺がんCT検診や、病院の被災・建て替えなどの際に使われることが多いのですが、今回はいろい
ろと工夫を凝らして、「コロナに強い横浜市大ならでは」のCT搭載車を作り上げました（残念ながらレンタル品で
す。昨年度は日本医療研究開発機構、今年度は日本財団の財政支援を頂戴して運用しています）。コロナの患者さ
んも、コロナの結果はまだ出ていないが肺炎が疑われる患者さんも、また周囲の住民の皆さんにも、安全・安心な
CT検査を提供できるように、車内に医療用空気清浄機などの感染防御装置を搭載し、出動先でも画像診断ができ
るための遠隔画像診断システムも車載しています。これまで、新型コロナウイルスのクラスターが発生した高齢者
施設でのCT検査の提供や、研究として市内の宿泊療養施設の実態調査、また、横浜市や横浜市病院協会と連携し
た新型コロナウイルス感染者の重症度を再判定する事業などで活躍しています（出動していない時には、当院発熱
外来専用のCTとして稼働しています）。CT搭載車が当院に停まっていない時には、きっと市内や県内のどこかに
出動して、皆さんのお役に立てるよう頑張っていることと思います。引き続き皆さんの応援をよろしくお願いいた
します！

横浜市立大学附属病院

准教授　山城　恒雄

特　集

湘南泉病院（泉区）の仮設診療スペースに展開中の CT搭載車（左）。
民間救急車等が CT搭載車のすぐ横に停車し、一般の外来患者と動線が交わらない状態で新型コロナウイルス肺炎等の CT診断が可能になる。

CT 搭載車です！
放射線診断学
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部　長　宇都宮大輔
技師長　石川　栄二

　体調のわるいとき、怪我をしたとき等に医療機関に通うわけですが、
どのような病気でどのような治療を行うかを考えるに際して、まず「病
気を診断する」ことが大切になってきます。当院の放射線部ではCT、
MRI、核医学を用いた画像診断、医療画像をもとにカテーテル等を用
いたIVRと呼ばれる診断と治療、そして放射線治療を行っています。今
回は画像診断にスポットをあててご紹介させていただきます。
　放射線部というと病院のなかでも馴染みのうすいところであろうと思いますが、実際には多くの患者さん
が病気・病態の診断や経過観察のために放射線部での検査を受けておられます。画像でわかる病気には様々
な疾患がありますが、①腫瘍、②炎症、③血管病変、④救急疾患が代表的です。これらを患者さんに少しでも痛
みのない形で診断していくことを目指しています。実際にCT、MRI、核医学検査ではほとんどの場合、造
影剤等を注入するための静脈注射以外には痛みを伴うところはありません。
　放射線部の運営において大切なことは適切な検査を行い、適切な診断をすることです。同じ検査でも病態
を考え、適切な方法で検査をしなければ正しい診断には繋がりません。そこで検査を組み立て、最大限の情
報を引き出すべく実行していくのが診療放射線技師の仕事です。患者さんごとの状況を理解し、放射線科医
師とも連携して大型検査装置の能力を最大限に活かします。当院では2021年度に最新鋭の320列マルチ
ディテクタCT、1.5テスラのMRI、半導体検出器を有するPET/CTを一気に導入し、ハイエンドの機械を用
いて精度の高い、安心な検査を行っています。
　放射線部の診断部門を担うのが放射線科医師です。13名の放射線診断専門医と4名の放射線科専門医を擁
して、迅速な画像診断を行っています。これからも各診療科のクオリティの高い治療に繋げられるよう、
日々精進を重ねていきます。

放射線部について

TOPICS

放射線部

正確な診断には
画像診断が大切です

「
」
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　皆様こんにちは。令和3年8月1日から泌尿器科学教室主任教授および泌尿
器科部長を拝命いたしました槙山です。
　泌尿器科は副腎・腎臓・膀胱・前立腺・精巣などの疾患に対して、手術
療法や薬物治療を行います。当院泌尿器科はがん診療に重点を置いており、
腎癌と前立腺癌の治療数は全国トップレベルにあります。手術はロボット
腹腔鏡手術数が多く、ロボット手術には全国から見学者が訪れます。ロボッ
ト手術は小さい傷から複雑な操作を繊細に行うことができます。患者さん
の負担が少ない正確な手術が可能になっています。腎癌に対する凍結療法
や前立腺癌に対する小線源治療など、患者さんの身体的な負担がさらに少
ない、希少な治療法も施行しています。泌尿器癌に対する薬物療法、治験
も数多く手掛けております。
　今後も最先端医療を安全に多くの患者さんに提供し、当院で治療を受け
てよかったと多くの患者さんに感じていただけるよう、泌尿器科スタッフ
一丸となって努力いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

TOPICS

教授就任
泌尿器科

まきやま

泌尿器科学教室
主任教授

泌尿器科部長

槙山　和秀

【開催形式】 　動画配信
【視聴期間】 令和 4 年 2 月 1 日（火） 10時 ～
　　　　　　令和 4 年 2 月14日（月） 16時
【定　　員】 特になし（事前申し込みが必要です）
【費　　用】 無　料

横浜市立大学附属病院 市民講座

当院の 社会福祉士、 老人 看護専門看護師、薬剤師 が、
認知症ケアの基本についてわかりやすくお話しします。

内 容

問い合わせ先
TEL 045（787）2887（9：00～ 17：00・土日祝休）　　FAX 045（787）2866

令和 4 年 1 月11日（火）～
令和 4 年 1 月25日（火）まで受付

地域連携課

病院ホームページより
申込方法

大切な人が認知症になったら
～認知症は他人事じゃない！～
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患者さんの治療を栄養面からサポートします。
栄養部の紹介

特別な栄養管理が必要と判断された入院患者さんの栄養管理計画書を作成してい
ます。病棟訪問では必要に応じ、食事内容の調整、栄養量の調整など実施してい
ます。

入院時は退院後の食事のとり方
について、外来では日常生活で
の食事のとり方や食事療法の
フォローアップを行っています。

院内のチーム医療に参加し、多
職種と協働して入院患者さんの
治療に携わっています。
栄養サポートチーム、褥瘡対策
チーム、糖尿病性腎症透析予防
外来、摂食嚥下支援チーム、糖
尿病ケアチーム、心臓リハビリ
テーションに参加しています。

盛り付けも
きれいに

摂食嚥下支援チーム

栄養サポートチーム

給食管理

栄養管理

チーム医療

栄養相談

季節献立
の取入れ人気メニ

ュー

レシピ配
布人気メニ
ュー

レシピ配
布栄養バランスはもちろん、味

や見た目にも配慮して食事提
供を行っています。衛生管理
も心掛け、安全でおいしい食
事作りを目指しています。

パンフレットや
フードモデルで
分かりやすく
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一般財団法人

横浜総合医学振興財団
電話：045-788-8635
メール：yokohama-zaidan@yfams.or.jp
〒236-0004横浜市金沢区福浦3-9

　当院では、ご自宅近くの医療機関等「かか
りつけ医」探しについて、ご相談をお受けし
ております。医師、看護師にお申し出いただ
くか、直接当コーナーまでお越しください。

かかりつけ医案内コーナーを
ご利用ください

かかりつけ医案内コー
ナーは、2階患者サポート
センター２番窓口
――〈 ご案内時間 〉――
9時～16時30分
休診日除く

病院1階の直営売店を
ご利用下さい！

カリフラワーチーズ焼き 入院食
レシピ紹介

Vol.20

アレンジ！

①カリフラワーは小房に切り分けて
茹でる。
（冷凍の場合は必要量を軽く茹で
て水気をきる）。
②フライパンにバターと食塩を入れ
て溶かし、カリフラワーを入れて
軽く炒める。
③アルミカップに②のカリフラワー
を入れ、粉チーズをかける。
④オーブントースターで4～5分焼く。
（自宅のオーブントースターによ
り焼き時間調整）。
こんがりきつね色の焦げ目がつい
たらできあがり。

栄養量(１人分)
熱　量 39 ㎉
たんぱく質 1.6ｇ
脂　質 2.9ｇ
塩　分 0.3ｇ

栄養部

カリフラワー（生） 120g（冷凍でも可）
バター（無塩）   12g（大さじ1杯）
食　塩   少々
パルメザンチーズ（粉）    4ｇ（小さじ2杯）

【分量】（４人分）

カリフラワーは
11月～ 3月が
旬の食材です！

【作り方】

カリフラワーの代わりにジャガイモやブロッコリーで作っても
美味しいです！パルメザンチーズと一緒にカレー粉を混ぜても♪



災害時用ベンチベッド
平成29年度購入

活用事例

医療機器、
院内環境の整備 医療スタッフの育成 研究の推進１ 2 3

横浜市立大学附属病院へのご寄附のお願い

新型コロナウイルス緊急対策基金へのご支援のお願い

クレジットカード、コンビニ、ネットバンキング（Pay-easy）がご利用いただけます。
https://www.yokohama-cu.ac.jp/univ/kifu/

　より良い医療サービスをご提供
できるよう、最新医療機器の購入
や院内環境整備に役立てます。

　医師・看護師をはじめとするすべて
の医療スタッフの育成のため、講演会
・研修の開催や、シミュレーション
センターの機器の拡充、教育資材の購
入などに役立てます。

　新たな医療技術の開発
や治療法の確立、創薬な
どを進めるために
役立てます。

皆さまからお寄せいただいたご寄附は、患者さんに安全で質の高い医療を提供するために大切に活用させていただきます。

1口/1,000円1口/1,000円 以上からありがたく
お受けいたします。

詳しくはこちら

経腸栄養ポンプ
平成27年度購入

窓口発券機
令和元年度購入

WEBサイトからも
お申し込みいただけます

お申し込み方法 お問い合わせ

TEL 045-787-2920
総務課庶務担当担当

お寄せいただいた寄附金は当院の診療機能の拡充や医療従事者への支援等
新型コロナウイルスへの対応に活用させていただきます。

皆様の暖かいご支援をよろしくお願いします。

新型コロナウイルス緊急対策基金

お申込書をお求めの方は、お近くの当院職員へお声がけ
いただくか、右記担当までご連絡ください。本寄附制度、
お申し込み方法等についてご案内いたします。

災害時に
背もたれを倒して
ベッドとして使用します。
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TEL:045-787-2800（
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表
）
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w
w
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a-cu.ac.jp/fukuhp/

職種の垣根を超え、病院一丸となって
新型コロナウイルスに立ち向かっています。
「当院」のCOVID-19 への取り組みを
動画にまとめました。
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お知らせ掲示板
がん相談支援センターについて (相談料無料)

【こんなご相談に対応しています！】

・告知を受けてからの気持ちの整理
・医療費や生活費
・在宅医療や介護福祉サービス
・脱毛・外見ケア・ウイッグ
・緩和ケア
・抗がん剤の副作用
・妊よう性（「妊娠する力」のこと）

他にも社会保険労務士やがん経験者との相談なども
承っています。

【ご相談】
患者サポートセンター
②番窓口にてご相談をお受けしています。
（平日 9:00 ～ 17:00）

がんに詳しい専門の看護師や
ソーシャルワーカーによる面談など
電話でのご相談を中心とした、
様々なサポート体制を整えています。

がん患者さん ご家族の方へ

QRコードより
ぜひご覧ください




