春日井市民病院

情報誌

Vol.17 平成 27 年 2 月 25 日

循環器診療の充実をはかりました
院長

渡邊 有三

近年、疾病構造の変化により心疾患での死亡率は、がんに次いで 2 番目になっています。また、
今後の高齢社会の進展により、心疾患で診療を受ける患者さんは、さらに増加すると予想されま
す。
当院は、愛知県がん診療拠点病院として昨年度末にトモセラピーを導入し、がん診療の充実に
努めてまいりましたが、今年度は循環器診療についても拡充するべく、平成 26 年 12 月に心臓
血管撮影装置を更新いたしました。それと同時に頻拍性不整脈治療のアブレーション（心筋焼灼
術）におけるナビゲーションシステム（位置分析システム）も導入いたしました。これらの最新
鋭の機器は、地域の急性期病院としての機能をさらに充実するものと期待しています。
心臓血管撮影装置は、従来の装置と比べ被ばく線量が少なくなるだけでなく、2 方向から同時
に撮影できることで検査時間の短縮と造影剤の量の減少が可能になります。造影剤は腎機能に大
きな影響を与えるため、今までよりも腎臓に優しい検査が可能となりました。また、ステントの
視認性を向上させることのできる技術を備えており、より正確な治療と時間の短縮、被ばくの低
減が図れます。アブレーションにおけるナビゲーションシステムは、カーナビが車の位置を表示
するように、電界と磁界を利用することで心臓の立体画像と心腔内に挿入した電極カテーテルの
位置を正確に視覚することができるシステムで、カテーテルの先端の位置が瞬時にわかります。
これにより、心房細動の原因となる余分な伝導路を遮断することも可能です。
今後も地域の方々へ良質な医療を提供できるように医療機器の整備と職員の育成を推進して
まいりますので、よろしくお願いいたします。

平成 23 年人口動態統計月報年計の概況（厚生労働省）
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図３ 心室性期外収縮に対するカテーテルアブレーション
カルト３システムにより、心室性期外収縮の起源は、右室流出路中隔側後壁よりと同定された（矢
印の部分）
。同部位に対しカテーテルアブレーションを施行、心室性期外収縮は消失した。

放射線被ばくの低減
近年、血管内治療は、より複雑かつ高度に進歩しました。そのため、治療時間も長時間化して
います。放射線を使用する検査・治療であり、被ばくの低減は患者さんだけでなく医療スタッフ
にも大きな課題となっています。また、高度な治療には高画質も要求されます。この低被ばくと
高画質は相反する要求に思えますが、当院に導入した最新の装置は、同社の従来の装置と比較し
て、ほぼ同画質を維持して被ばく量を 73％低減することができます。これにより、患者さんも
安心して治療を行うことができます。

ステント強調画像
ステントの視認性を向上させることのできる技術が“StentBoost（ステントブースト）”です。
これにより、①留置されたステントの状態 ②ステント拡張時や再拡張時のバルーン位置 ③留
置されたステントとのオーバーラップの状態、などの確認が容易に行えます。拡張前のステント
の位置決めや拡張後のステントと血管内壁の状態を把握することが可能になり、より正確な治療
と時間の短縮、被ばくの低減が行えます。

カルト３システム
自動車のカーナビでおなじみの GPS のように、磁界を用いてカテーテルの正確な位置を割り
出し心臓の立体画像を構築する技術と電界によってカテーテルを視覚化する技術を利用して、心
腔内に挿入した電極カテーテルの位置を正確に認識することができるシステムです。
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心房細動のアブレーション
カテーテルアブレーションは、足の付け根の静脈や動脈から心臓内に挿入した電極カテーテル
により、頻拍の原因となっている異常興奮の発生部位や興奮旋回の通路を焼灼（アブレーション）
し、頻拍を根治するという治療法です。今まで心房細動は、異常興奮の発生部位を特定すること
が難しく、アブレーションの治療が困難でした。しかし近年、肺静脈（肺と左心房を連結する血
管）から発生する反復性の異常興奮が心房細動の引き金となることが明らかとなり、肺静脈を隔
離するアブレーション法が行われるようになりました。経中隔左房穿刺法で、左心房内に電極カ
テーテルを挿入し、片側 2 本の肺静脈の入口部の外側を大きく取り囲んで焼灼することで、肺静
脈からの興奮が左房へ伝わらないようにする治療です。

循環器科医師の紹介
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医 療 機 器 の 紹 介
心臓血管撮影装置とカルト３以外の今年度更新した主な医療機器をご紹介します。

結石破砕装置
今年度、結石破砕装置を「ドルニエ Delta II」
（ドルニエ社製）に更新いたしました。この装置
はドルニエ社の最新機種で、結石破砕に必要な破砕力・操作性・安全性を格段に向上させただけ
でなく、様々な新機能を搭載しています。
【装置の特徴】
 衝撃波発生装置は結石を中心に自在
に回転し、あらゆる方向から最適な
照射が可能です。
 X 線装置と超音波装置を使い分けな
がら結石探査・位置決め・リアルタ
イムでの破砕状況を確認ができます。
 治療に必要な機能と性能を重視して
設計されており、結石探査・位置決
め・微調整から破砕まで全ての治療
を確実に進めることができます。

ベッドの更新
入院患者さんの転倒や転落の防止など、安全な入院環境を整備することは医療安全の中で重要
な課題です。患者さんの安全な入院のために平成 26 年度から３年計画でベッドの入れ替えを行
っています。低床ベッド、離床センサー付きベッド、座位で横に倒れないサイドアップベッドな
ど患者さんの状態に合わせて使用します。離床センサーは、
「患者さんが起き上がる」
「ベッドに
座る」
「ベッドに腰掛ける」
「離床する」など様々な設定が可能で、ナースコールと連動していま
す。患者さんの状態に合わせて適切な設定を行うことで転倒転落を防止することができます。
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当院認定看護師の紹介！

救急看護認定看護師が活動を開始しました。
立澤 宏真
当院の平成 25 年度の救急外来受診者数は 36,856 人で、その中で救急車による搬送は
10,026 人でした。当院の救急車の受け入れ台数は、県内でも上位に位置しています。そのため
救急外来は繁雑で忙しいイメージをお持ちでしょうが、春日井市民はもちろん、周辺の地域住民
が安心して、救急外来を受診していただけるようにしていかなくてはいけないと思っています。
救急外来の患者は突然発症する身体症状や、以前から発症していた症状が徐々に悪化されること
で来院します。そして患者・家族は身体的・精神的にもストレスが多く、そのような状況のなか
で安全かつ安らかに過ごせる環境造りに努めていくことが救急看護です。
救急看護認定看護師の役割は、患者・家族の心理の理解、フィジカルアセスメント能力、急変
対応の技術の向上などがあります。そのため自身が実践し、スタッフへ指導を行っていきます。
さらに多職種との連携を行いながら、当院看護師のモットーである「気づき・気遣いの看護」が
提供できるように努力しています。

救急認定看護師の活動

１）救急外来に受診された患者に対して、発達段階における特徴を踏まえて、フィジカルアセス
メントを実践しています。
２）患者の病態に応じて、問題の優先順位を迅速に判断し、初期対応技術を実践しています。
３）救急外来に受診された患者・家族の権利を擁護し、安全かつその患者に応じた救急看護を実
践しています。
４）救急外来に受診された患者・家族の心理・社会的背景をアセスメントして、他の認定看護師
や医療ソーシャルワーカーと連携して支援しています。
５）呼吸サポートチームのメンバーとして、院内で人工呼吸器を使用している患者の呼吸状態の
評価や、環境が整備されているかをラウンドしています。また、人工呼吸器トラブルに対する
対応策定と啓蒙活動をチームで行っています。

人間の能力は、既有の知識と既得のスキルを繰り返し行う「ルーチン業務」に向いており、「い
つもと違う状況」において「いつもと違う対応」を要求された場合、例えば患者の急変といった場
面ではうまく対応することは能力的に苦手と言われています。
このため、普段あまり遭遇しない患者の急変対応に不安を覚えることは、当然だと思います。患
者の急変時の対応や医師への相談方法など、救急看護に関する疑問や手技に対する不安がありまし
たら、いつでも相談してください。よろしくお願いします。
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Drug

information

医薬品副作用救済制度
－すべての申請で支給されるわけではありませんー
このコーナーでは前々回がビックデータを用いた医薬品安全性、前回は副作用自発報告データ
ベースの利用についてお話ししてきました。
今回は、医薬品副作用救済制度の不支給について紹介します。
■医薬品等の副作用による被害の救済
医薬品や再生医療等製品を適正に使用したにもかかわらず副作用による重度の健康被害が生
じた場合に、医療費等の給付を行い、被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害
救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者等から納付される
拠出金が原資となっています。（図 1）
■不支給事例について
平成 20 年から 24 年に申請されたもののうち、約 10%前後が支給を認めない決定が行われ
ています。その内訳をみてみると、医薬品との因果関係が認められないという理由が最も多いの
ですが、注意すべきは「使用目的・方法が適正と認められない」というものが 23％を占めてい
ることです。
（図 2）
■「適正と認められない」事例について
添付文書で定められた使用方法を守っていない場合や、禁忌症例に使用した場合、また必要な
検査を行っていない場合等が該当します。チアマゾールによる無顆粒球症、ベンズブロマロンに
よる劇症肝炎、サラゾスルファピリジンによる無顆粒球症など、医薬品と副作用の関連がよく知
られており、かつ副作用の未然回避・早期発見のための検査実施が定められています。このよう
な医薬品を使用して副作用を発症した場合は、公的な救済制度の対象とならないことに注意が必
要です。

図１．医薬品副作用救済制度の概要

図２．不支給事例の内訳

引用：PMDSI No.296
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荒木 周（平成 26 年 9 月赴任）
神経内科 医長 平成 16 年卒
前任：名古屋大学医学部付属病院
患者さんが満足して、医療従事者がより
楽しく働けるように工夫していきたいと
思います。宜しくお願いします。

松沼 寛 （平成 26 年 9 月赴任）
泌尿器科 医長 平成 10 年卒
前任：市立四日市病院
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

榊原 昌志（平成 26 年 10 月赴任）
外科 医師 平成 21 年卒
前任：中京病院
精一杯頑張ります。
宜しくお願いいたします。

三輪 知弘（平成 27 年 1 月赴任）
外科 医長 平成 16 年卒
前任：名古屋大学医学部附属病院
地域の皆様の健康に貢献できるよう、精
一杯頑張ります。よろしくお願いいたし
ます。

地域連携ステーションを移設しました

2 月 9 日（月）から地域連携ステーションは正面玄関中央ホールから薬局待合いコーナーへ移
動しました。検査・持参薬・手術前服用薬案内コーナー横に併設しましたが、個室相談室を完備
し、プライバシーにも配慮しております。

ホームページ

http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/

インターネット予約 https://www.hospital.kasugai.aichi.jp/byoshin/
地域連携ステーション TEL 0568-83-9924
FAX 0568-82-9345
Trinity Vol.17

〒486-8510

発行日
発行元

TEL 0568-57-0057(代表)

平成 27 年 2 月 25 日発行
広報委員会

春日井市鷹来町 1-1-1

FAX 0568-57-0067

8

春日井市民病院
ホームページ

