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平成 28 年度を迎えて

院長
渡邊 有三
今回の診療報酬改定は 7 対 1 基準看護を実施している当院のような急性期病院にとっては大変厳
しいものでした。厚生労働省は 7 対 1 病床を意図的に減らすべく計画立案しているわけですから仕
方のないことかもしれませんが、当院としても看護必要度の計測をさらに精緻化して、病院全体を 7
対 1 のままで継続していきたいと考えています。また地域医療支援病院では、紹介状を持参しない新
患に対して 5,000 円以上の選定療養費を徴収することも義務付けられ、当院では 5,400 円（税込）
徴収することにしました。従来から病診連携を重視してきた当院にとって、この改定は許容せざるを
得ませんが、この施策が本当に医療を必要とする住民の受診抑制につながらないことを望むばかりで
す。当院は、尾張北部医療圏の基幹病院の一つとして、今後も地域完結型の急性期医療を継続してい
きます。実地医家の先生方におかれましては、必要時には何時でも当院へ患者をご紹介いただき、地
域住民の不利益につながらないように、ご協力をお願いいたします。紹介患者は当院での所定の医療
が終わり次第、紹介元に逆紹介させていただきます。
さて、医師需給が逼迫していた呼吸器科も、松本修一医師の着任とともに医師が増加し、今春から
5 名体制に移行します。代務医でつないできた皮膚科も名古屋市立大学の森田教授のご協力で常勤医
2 名体制で再出発することになりました。医師確保に対しては今後も関連大学医局との連携を密にし
て努力してまいります。また入院ベッドには制約があることから、救急搬送される患者であっても入
院を許可するには高いハードルが存在していましたが、平均在院日数も短縮し、救急病床も 6 床増加
したことから少しベッドに余裕もできました。今後はできるかぎり患者の希望通り入院加療させるこ
とも考えています。
当院の診療上で気付かれたこと、ご不満に感じられたことなど、何時でも小職にお知らせください。
皆様方のご指摘、ご叱正を貴重な情報として、さらなる改善に努めるべく職員一同思っておりますの
で今後ともよろしくお願い申し上げます。
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平成 28 年度を迎えて
副院長からのご挨拶、医務局長からのご挨拶
スキルス・ラボ
お世話になります！新任医師紹介コーナー
つむぎ
脳梗塞急性期のアルテプラーゼ (rt-PA)静注療法；
当科での取り組みと 397 例の臨床解析について
P 12 研修会のご案内
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副院長からのご挨拶

副院長

成瀬 友彦

このたび副院長を拝命いたしました内科の成瀬友彦です。現院長の渡邊有三先生と当院に赴任した
のが 19 年前、まだ病院が八田町にあった頃であり、月日の経つ早さを改めて感じております。その
当時と比べ私は髪に白いものが目立つようになったくらいで、成長できているのか、はなはだ疑問で
はありますが、病院の変化には目を見張るものがあります。医師数も 40 名前後増加、がん診療拠点
病院取得、地域医療支援病院取得、三次救急病院指定など院長先生の強いリーダーシップのもと日々
進歩を遂げ、赴任当時とは比べ物にならないほどの充実ぶりを肌で感じています。しかし無敵を誇っ
もっ けい

た大横綱双葉山は “いまだ木鶏たりえず”と 69 連勝でストップした際に自身を戒めた、と言われ
ており、私たちも奢ることなく常に謙虚な姿勢を持ち続けたいと考えています。日々変わりゆく厳し
い医療情勢の中、地域の先生方との強い連携
は当院が急性期病院として生き残っていく
上での最優先課題であり、顔の見える医療連
携の大切さを強く感じております。地域の基
幹病院として最先端の医療水準を追求しつ
つ “患者さんに優しい病院” “患者さんに
笑顔をプレゼントできる病院”作りを目指し
努力する所存でありますので、今後もご指導
のほどよろしくお願いいたします。

医務局長からのご挨拶

医務局長 祖父江 聡

本年４月から医務局長を拝命いたしました、消化器科の祖父江聡と申します。
私は今からちょうど 10 年前、平成 18 年 7 月名古屋市立大学病院から当院に赴任してまいりまし
た。赴任当初は副院長の伊藤和幸先生を筆頭に、消化器科スタッフは全員で 8 名。現在の約半分の人
員で各々が脇目も振らず働き、とにかく毎日が無事に終わるのを確認しあっていた、そんな生活でし
た。それから 10 年の間、私は消化器内科医として、大学と同等の高い水準を保ち、患者中心の良質
な医療を提供しつづけることができるよう、自分なりに努力してまいりました。平成 22 年 7 月から
は妹尾部長の後任として消化器科部長を命ぜられ、消化器科のレベルアップのため若い医師への教
育・指導を行い、また新患外来体制の変更、透視検査枠の拡大や救急外来内視鏡室の新設など様々な
システム改革にも取り組んできました。また、近年の内視鏡検査の発展は目覚ましく、高度な内視鏡
技術を安定して患者さんに提供するために、平成 26 年内視鏡センターを開設し、さらなる充実を図
っております。院長はじめ、他科の医師、またコ
メディカルのおかげで、現在消化器科スタッフの
数は 14 名に増え、検査・治療件数も年々増え、
業績も少しずつ上がってきております。
これからは医務局長というより大きな視野に立
ち、尾張北部の医療をさらに質の高いものにして
いくため、地域の医療機関の皆様方とともに、精
一杯努力を注いでゆく所存でございますので、何
卒ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げま
す。
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研修管理室長 寺澤彰浩
スキルス・ラボとは、臨床機能学習施設、Clinical Skills Laboratory を略してスキルス・ラボと
呼ばれています。医療人の基本的さらには専門的技術・技能の練習や、実際の場面を想定した学習の
場のことを言います。
医療システムにおけるシミュレーション教育は、実際の現場を再現した学習環境で体感しながら学
び、実践力（知識・技術・態度）の向上を目指す訓練方法を言います。航空機システムや原子力発電
プラントなどにおいては普通に用いられている訓練の一つです。近年、患者さんの肉体的・精神的負
担や潜在的な危機を最小限に抑え、安心安全な医療を提供する観点から、医療でもシミュレーション
教育の重要性が認識されています。シミュレーション教育では、直接患者を相手とする場合には不可
能な臨床現場を反復して再現することが可能で、技能レベルを大幅に向上させることができます。臨
床現場を再現する様々なシミュレーション機器も開発されています。
当院のスキルス・ラボではこのような背景のもと、研修医や、看護師などコメディカルに、さらに
はすでに臨床の一線で従事している医師が新たな医療を行う際にシミュレーション教育の場として
スキルス・ラボを開設しました（２階、
脳卒中センター外来奥）
。現在は、心肺
蘇生のトレーニング（BLS、ACLS な
ど）
、静脈採血、注射、CV カテーテル
留置、皮膚縫合のトレーニングが行え
る体制を整えています。
今後、医療現場の要望に合わせてス
キルス・ラボを充実させ、シミュレー
ション教育を通じて安心安全な医療の
提供に貢献していきたいと思います。
視聴覚教材活用のための大型スクリーン、モニタを配置し
インターネットも使用可能。

スキルス・ラボでの採血、静脈路確保のトレーニングをする研修医
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か と お の

上遠野 由紀
血管内治療センター 部長
平成 7 年卒
前任：名古屋第一赤十字病院
「「春日井市民の大動脈を守れ！」
と言われ送り出されました。何卒よ
ろしくお願い申し上げます。
」

佐藤 文哉
外科 医長 平成 15 年卒
前任：中部労災病院
「約 8 年ぶりに春日井に戻って
まいりました。地域医療に貢献で
きるよう頑張りますので、どうぞ
よろしくお願い致します。」

野木森 健一
呼吸器科 医長 平成 17 年卒
前任：豊田厚生病院
「不慣れな点が多々ありますが、地
域医療に貢献できるよう頑張って
いきたいと思います。よろしくお願
いします。
」

小林 貴江
小児科 医長 平成 17 年卒
前任：当院非常勤医師
「地域の皆様のお役に立てるよ
うに頑張りますので、どうぞよろ
しくお願い致します。
」

森 寛暁
循環器科 医長 平成 18 年卒
前任：名古屋大学病院
「地域の皆さまのお役にたてるよ
う精一杯頑張ります。
」

古橋 卓也
皮膚科 医長 平成 18 年卒
前任：稲沢厚生病院
「春日井市民病院での初期研修
後、8 年を経て皮膚科医として赴
任しました。中核病院皮膚科の役
割を果たし、地域連携が双方向に
スムーズにいきますように努め
てまいります。お気軽にお声掛け
頂ければ幸いです。」

小原 圭太郎
歯科口腔外科 医師 平成 21 年卒
前任：信州大学医学部歯科口腔外科
「口腔外科疾患・周術期の口腔管理
を中心に、この地域の医療に貢献で
きるよう頑張ります。よろしくお願
いします。
」

加藤 耕治
小児科 医師 平成 22 年卒
前任：名古屋大学病院
「春日井地域の小児医療に貢献
できるよう精一杯頑張りますの
で、宜しくお願い致します。
」

大立 知子
呼吸器科 医師 平成 23 年卒
前任：安城更正病院
「慣れないことも多く、ご迷惑をか
ける事もあるかと思いますが、精一
杯頑張りますので、よろしくお願い
致します。
」

林 優佑
内科 医師 平成 23 年卒
前任：愛知医科大学病院
「これから多くの方々にご迷惑
をおかけすると思いますが、少し
でも早く、皆様のお力になれるよ
う努力していきます。よろしくお
願い致します。
」

上野 小百合
放射線科 医師 平成 25 年卒
前任：名古屋市立大学病院
「地域医療に貢献できるように精
一杯頑張りますので、よろしくお願
い致します。」

小田 隆夫
皮膚科 医師 平成 25 年卒
前任：名古屋市立大学病院
「1 年間皮膚科の常勤医師が不在
で皆様にご迷惑をおかけしたと
思います。期待に応えられるよう
頑張ります。」

隈井 大介
消化器科 医師 平成 25 年卒
前任：当院専修医
「春日井市民の皆様のために一生
懸命やらせて頂きます。よろしくお
願いします。」

山本 友輝
消化器科 医師 平成 25 年卒
前任：当院専修医
「地域医療に貢献できるように
がんばりますので、よろしくお願
い致します。」
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岡山 幸平
消化器科 医師 平成 25 年卒
前任：当院専修医
「春日井で皆様のお役にたてるよ
う精進してまいりますのでよろし
くお願いします。
」

高原 邦彦
循環器科 医師 平成 25 年卒
前任：当院専修医
「春日井市の医療に貢献できるよ
うに頑張ります。よろしくお願いし
ます。」

山本 泰資
外科 医師 平成 25 年卒
前任：当院専修医
「地域に貢献できるように精一杯
がんばります」

真宮 崇
脳神経外科 医師 平成 25 年卒
前任：当院専修医
「生まれは秋田ですが、ここ最近は
春日井っこです。今後ともよろしく
お願いします。
」

大塚 崇史
脳神経外科 医師 平成 25 年卒
前任：当院専修医
「地域の皆様のため、精一杯努力
します。よろしくお願い致しま
す。
」

医師 10 名、歯科医師 2 名の初期研修医 1 年目です。
真っ白な白衣に身を包み引き締まった心で
精一杯がんばりますのでよろしくお願いします。
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看護副部長

小田 あつ子

平成 28 年 4 月から副看護部長となり、毎日悪戦苦闘をしていますが、３月までは放射線治療・外
来化学療法センターの配属でした。２月が終わる頃、抗がん剤の種類を変更した患者さんのところへ
訪問しました。
「 抗がん剤が変更になり、副作用で生活リズムがかわっていないだろうか？困ってい
ることはないだろうか？ 」という思いがありました。日常生活の変化や現状について話をした後、
患者さんから「 僕、死ぬのは怖くないよ。抗がん剤が効いていることも体で感じる。
」と言われまし
た。その後は、患者さんと初めて「 死 」について静かに語りあうことができました。以前働いてい
た外科病棟時代に、術後患者と終末期患者が混在する中での看護に限界を感じ、
「 もっと良い環境で
最後の時間を過ごす選択もあるはずだ。
」と思っていた時期がありました。そんな思いで、患者さん
に「 自分の最後を迎える場所はどこがいいか 」を聞けないかと医師に尋ねたことがありましたが、
「 急性期病院で治療をしている患者さんにホスピスの話なんかできるわけがないだろう。
」と一喝さ
れました。現在では退院支援があり、訪問診療や訪問看護の調査、緩和病棟への転院など選択肢があ
ります。平成 27 年度「 人生の最終段階における医療体制整備事業 」のモデル医療機関として取り
組んできましたが、なかなか難しいことだと思います。人生の終わり方についても患者さんの思いを
尊重する医療・看護に変化してきています。患者さんや患者さんを取り巻く家族などと語り合いがで
きる関係性を築き、看護を提供していくことが重要になってきます。外来や地域からの情報を活かし、
病院から地域に情報を返すことで、一般的なケアから「 健康 」を維持する、悪化させないケアをめ
ざしたいです。
「 変化している看護 」についての思いを書いてきましたが、ナイチンゲールは「 すべての幼児、
すべての人たちが、健康への最善の機会を与えられるような方法、すべての病人が回復への最善の機
会を与えられるような方法が、学習され実践されるように看護を提供しよう。」と言っています。急
性期病院に入院した機会に生活を振り返り、一緒に知恵を出し合い工夫する看護が、患者さんの生活
習慣を改善できる手助けになるのではないでしょうか。患者さんが「 健康のために○○する。
」など
目標を自分で決めることが自己管理への始まりではないでしょうか。そんな支援ができるよう、患者
さんに関心をよせ、情報収集や観察をし、看護を提供していきたいと思います。変化しているのは、
医療を取り巻く状況であり、変わらないナイチンゲールの唱えた看護の原点を着実に実践することで、
信頼をしてもらえる病院になれると信じています。
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脳梗塞急性期のアルテプラーゼ (rt-PA)静注療法；
当科での取り組みと 397 例の臨床解析について
神経内科・脳卒中センター
部長 寺尾 心一

はじめに
脳梗塞急性期の血栓溶解療法には遺伝子組み換え組織プラスミノゲン・アクティベータ(アルテプラーゼ、
以下「 rt-PA 」)の静脈内投与があります。米国での認可から 10 年遅れて、2005 年にわが国では発症
3 時間以内の脳梗塞患者に本治療法が認可されました。2012 年 8 月には治療可能時間が延長され、現在
は発症後 4 時間 30 分以内が保険適応となっています。実際の施行例数は決して多いものではなく、全国
的にみても急性期脳梗塞患者の 5％以下です。昨年 6 年ぶりに改訂された脳卒中治療ガイドライン 2015
によれば、rt-PA の静脈内投与は発症から 4.5 時間以内に治療可能な虚血性脳血管障害で慎重に適応判断
された患者に対して強く勧められる(グレード A)とされています。さらに発症後 4.5 時間以内であっても、
治療開始が早いほど良好な転帰が期待されるため、患者が来院した後少しでも早く、遅くとも 1 時間以内
に rt-PA 治療を始めることが強く勧められています(グレード A)。治療の適応判断は rt-PA 静注療法適正
治療指針に準じて進めますが、脳出血の既往・1 か月以内の脳梗塞・血圧 185 / 110mmHg 以上・ワル
ファリン服用で PT-INR 1.7 超えなど一つでもあれば禁忌となります。他にも多くの禁忌項目や慎重項目
があり、治療の判断に迷う場合もあります。本治療適応外の患者に対する急性期薬剤も従来からいくつか
あります。抗凝固薬や抗血小板薬の点滴治療は、急性期の再発予防や病巣拡大の防止を目的に使用されま
すが、いずれもグレード B(行うように勧められる)以下です。また、エダラボン点滴による脳保護療法は、
わが国でのみ認可されたものです(グレード B)。現状では血管に詰まった血栓を溶かし血流改善によって
神経症状の回復を得るための薬剤は rt-PA のみです。
当院は救急車の搬送患者が愛知県内でもトップクラスの実績があり、脳卒中患者も多いことから何とか
一人でも多くの患者の後遺症を減らしたいという強い想いがありました。しかし、rt-PA 治療を行うには、
患者が搬送されてから時間との闘いの中で、諸検査を含めた厳しい適正条件をクリアし、患者家族の同意
を得る必要があります。診療態勢の不十分さも感じつつ準備期間も必要であり、当科では試行錯誤を繰り
返しながら、2009 年から系統的に rt-PA 治療を施行し症例実績を日々積み重ねてきました。当初は治療
に携わるスタッフが少なく夜間の待機当番

Fig.1

制すらできず、主に昼間の時間帯で救急外来
に搬送された患者に rt-PA 治療を行ってい
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る状況でした。それでも急性期脳梗塞入院患
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これは全国レベルで見ても非常に多い施行例数であり、脳梗塞急性期入院患者の 4～6 人に 1 人は rt-PA
治療を施行していることになります。2016 年も既に 41 例の治療を行っています。決して医師一人でで
きる治療ではなく、初診医師や看護師・受付事務職員など診療に携わるスタッフの熱意と協力が絶対不可
欠であり、またその教育も大切です。

代表例の提示
患者は 86 歳の女性。主訴は動けない、左半身の脱力。右大腿骨頸部骨折の既往があるが、普段は杖で
歩行は自立。午後 1 時 40 分に自宅台所で倒れているのを家族が発見、
午後 2 時 20 分に当院へ救急搬送。
救急隊からは発症時刻不明と連絡があり、同居している嫁が同伴。意識は JCS II-10、血圧は 172-93
mmHg、右共同偏視と左半身麻痺があり、後に説明する NIHSS 値は 19 点。頭部 CT 検査で脳出血を否
定、心電図で心房細動を確認した。まだ発症間もない右頸動脈系の主幹動脈閉塞、心原性脳塞栓症と判断。
同伴した嫁は朝仕事へ行き昼間は居ないので

Fig.2

全く状況が分からない。普段は昼食を午後 12
MRI

時に摂る、倒れているのを発見したのは孫で

MRA

あるという。孫に電話をして状況を確認した。
祖母が台所で倒れているのを発見したのが、

治療直後

午後 1 時 40 分。
口の中に食事が残っており、
入れ歯が半分床に落ち、残り半分は口の中、
湯呑みが落ちて割れていた。いつもは 30 分
かけてゆっくり食事をするという。以上から
発病は昼食後の 12 時 30 分以降と判断した。

翌日

発症 3 時間後の午後 3 時 30 分から rt-PA 治
療を開始した。翌朝には会話が可能となり、

右

右

左半身の麻痺も改善した。頭部 MRI では右中
大脳動脈領域の梗塞がある。MRA では当初は右中大脳動脈の描出が不良であるが、翌日の画像では血流
は改善している(図 2)。このように本来であれば、寝たきりないしは車椅子介助の状態でリハ病院への転
院が予想されますが、rt-PA 治療によって介助は必要なく歩いて自宅に退院されました。

脳梗塞 rt-PA 治療施行例の全体像
2009 年から 2016 年 4 月までの約 7 年間における発症 24 時間以内の脳梗塞入院患者(一過性脳虚血
発作を含まず) 2,666 名のうち、
2012 年 9 月までは発症 3 時間以内、以降は発症 4.5 時間以内に、
rt-PA
静注療法を施行した症例は 397 例(14.9%)あります。男性が 58％で、年齢分布は 36～100 歳、平均
73.6±12.2 歳で 80 歳以上が 33％、
90 歳以上が 9％です。
脳梗塞発病の場所は自宅が最も多く 65％、
施設内が 8％、職場や運転中・パチンコ店・畑・居酒屋・公園など外出中が 18％、入院中や開業医受診
中など医療機関が 9％ありました。来院手段は救急車搬送が 80％、自家用車・タクシーなど救急車搬送
以外が 15％あり、発病から当院受診まで 70.5±44.6 分です。治療適応を決める上で短時間で神経診察
を行い、重症度の評価には NIHSS スケール(National Institutes of Health Stroke Scale)が用いられま
す。これは意識レベルや脳神経、四肢の麻痺、失語・失認などを含めたもので、症候なしが 0 点、最重症
が 42 点です。意識が清明で軽度の構音障害と片麻痺などで約 10 点以下、意識障害や失語、半身麻痺な
ど頸動脈系の主幹動脈閉塞で約 20～25 点、脳底動脈閉塞など最重症例ではこれ以上となります。初診時
の NIHSS 値は 13.2±8.0 であり、治療適応ありと判断し患者家族の同意を得て、治療開始に至る時間は
発病から 146.6±48.6 分でした。脳梗塞の臨床病型は心原性脳塞栓症が 50％、アテローム血栓性脳梗
塞など非心原性が 50％で、責任血管は中大脳動脈末梢が 46％、同起始部ないしは頸動脈閉塞が 37％で
す。背景要因には高血圧が 71％、脂質異常が 36％、糖尿病が 22％、喫煙が 20％、慢性心不全が 21％、
心房細動が 27％ありました。
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治療 24 時間後の NIHSS 値は 7.4±9.0 と初診時に比べ有意に改善を示しています(p＜0.01)。また退院
時の ADL 評価には、modified Rankin Scale (mRS)値を用いました。
これは 6 段階の評価で、0 がまったく症候なし、1 が症候はあっても障害はない、2 は軽度の障害、3 は
中等度の障害、4 は中等度から重度の障害、5 は重度の障害、6 は死亡であり、0～2 は日常生活が自立
し介助は不要で主に歩いて自宅へ退院、3～5 は程度の差はあれ何らかの介助が必要な状態、主にリハ病
院への転院を示すものです。退院時の mRS 値は 0～2 が 56％、3～5 が 31％、6 が 13％ありました。
重症の脳梗塞で rt-PA 治療によっても十分な効果が得られず脳ヘルニアによる死亡が 6％、入院中に肺炎
や心不全などの合併症による死亡が 8％ありました。また症候性脳出血の発現は 2％ありました。単一施
設でこのような多数例でのデータは貴重であると考えています。

脳梗塞 rt-PA 治療施行例の臨床解析
約 7 年間に rt-PA 静注療法を行った 397 例の中で、入院中の合併症死亡 31 例を除く 366 例を対象
に、1)患者の発症年齢と退院時 mRS 値からみた治療効果、2)重症度と退院時 mRS 値からみた治療効果、
3)重症度と治療開始時間による治療効果についての検討結果を紹介します。

1. 発症年齢と退院時 mRS 値からみた rt-PA 治療の効果 (図 3)
患者の発症年齢によって rt-PA 治療効果に差があるかどうか、65 歳未満を A 群(81 例：男 63 例、平均 55.6 歳)、
65 歳から 74 歳を B 群(110 例：男 73 例、69.9 歳)、75 歳から 84 歳を C 群(114 例：男 59 例、79.5 歳)、
85 歳以上を D 群(61 例：男 16 例、89.2 歳)に分けて比較検討した。
【結果】1)初診時の NIHSS 値は、A 群が 10.1±6.5、B 群が 11.7±6.5、C 群が 13.1±8.2、D 群が 15.7±8.5
であり、
D 群では他群よりも有意に高かった(p＜0.01)。
2)発病から治療開始までの時間は、A 群で 147.8±44.3(分)、
B 群で 141.1±50.9、C 群で 147.9±50.4、D 群

Fig.3
Fig.3

で 148.0±50.8 で各群間に有意な差はなかった。3)
臨床病型では心原性脳塞栓症が A 群で 31％、B 群で
43％、C 群で 44％、D 群で 64％であり、D 群で他
群に比し高かった。4)退院時 mRS 値は 0～2/3～
5/6(％)が、A 群で 72/24/4、B 群で 65/30/5、C
群で 57/37/6、D 群で 43/47/10 であった。
【結論】患者の年齢とともに、後遺症として介助を要
しない mRS 0～2 が減り、介助を要する mRS 3～5
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が増える傾向がある。とくに 85 歳以上の高齢者では
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心原性脳塞栓症の重症例が多く、退院時 mRS 値が高
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くなる理由は患者の年齢よりもむしろ脳梗塞の重症度
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が大きいと考えられる。

2. 重症度と退院時 mRS 値からみた rt-PA 治療の効果 (図 4)
初診時 NIHSS 値が rt-PA 治療の効果に影響するかどうか、初診時 NIHSS 値が 9 点以下を A 群(軽症、168 例、
平均 70.6 歳)、10～17 点を B 群(中等症、96 例、72.0 歳)、18 点以上を C 群(重症、102 例、77.7 歳)の 3 群
に分けて比較検討した。A 群は意識が清明で、軽度の顔面麻痺や言語障害、軽度の上肢麻痺や上下肢の麻痺などを呈
する軽症の脳梗塞、B 群は顔面麻痺や言語障害があり上下肢の麻痺や感覚障害を示す中等症の脳梗塞、C 群は意識障
害や失語症状、高度の半身麻痺などを呈する重症脳梗塞を考えると理解しやすいと思います。
【結果】1)来院手段は救急車搬送が A/B/C 群で 68/83/92(％)で、とくに A 群では自家用車など非救急車搬送が
28％もあった。2)初診時 NIHSS 値は A 群 6.0±2.0、B 群で 12.8±2.3、C 群で 22.8±4.7 であった。3)発病か
ら治療開始までの時間は A/B/C 群で 153.4±52.0/143.4±46.1/135.8±45.8(分)と A 群で有意に時間を要し
た(p＜0.05)。4)臨床病型は心原性脳塞栓症が A/B/C 群で 15/46/88(％)であった。5)退院時 mRS 値は 0～2/3
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状改善を示したことは注目されるべき点である。

3. 患者の重症度と治療開始までの時間による rt-PA 治療の効果 (図 5)
初診時の重症度と発症から治療開始までの時間に注目し rt-PA 治療の効果を検討した。初診時 NIHSS 値が 9 点以
下を A 群(軽症)、10～17 点(中等症)を、18 点以上を C 群(重症)とし、さらに発症から治療開始まで 90 分以内を a
群、91～120 分を b 群、121～150 分を c 群、151～180 分を d 群、181 分以上を e 群に分けて比較検討した。
【結果】1)初診時 NIHSS 値は a/b/c/d/e で、A 群では 5.7/6.6/5.8/6.3/5.6、B 群では 13.1/12.9/12.9/12.9/
12.1、C 群では 25.0/22.8/22.2/21.9/21.9 であった。2)発病から治療開始までの時間は、A 群で 69.5/105.8/
138.3/165.9/220.1(分)、B 群で 74.3/107.8/133.6/169.2/219.2、C 群で 80.1/110.4/135.9/167.3/
235.1 であった。3)退院時 m RS 値 0～2 が、A 群で 87/89/82/79/82(％)、B 群で 83/53/54/54/60、C
群で 16/35/33/17/20 であった。mRS 値 3～5 は、A 群で 13/8/18/21/18(％)、B 群で 8/37/46/42/40、
C 群で 68/57/50/57/60 であった。主に脳ヘルニアが死因となった mRS 値 6 は、A 群で 0/3/0/0/0(％)、
B 群で 9/10/0/4/0、C 群で 16/8/17/26/20 であった。
【結論】軽症の脳梗塞では退院時の mRS 値 0～2 は
Fig.5

いずれも 80％以上あったが、とくに 120 分以内で
は約 90%とより効果的である。中等症の脳梗塞では
とくに 90 分以内の投与で mRS 値 0～2 が 80％以
上あり、以降は 50％超に留まりその分 mRS 値 3～5
が増加した。ゆえに治療開始が早いほうが患者の機能
予後はより良好である。一方、重症例では mRS 値の
分布に一定の傾向はなく治療開始が早いほど効果的
であるという結果は得られなかった。これは主幹動脈
閉塞に伴う詰まった血栓量が多いためか、血流の再開
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通には至らず、十分な効果が得られなかったことを示
す。発病から治療開始までの時間よりも神経症状の重
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症度が勝り、rt-PA 治療の効果はむしろ乏しいと考え
られる。
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今後の展望について
今回述べた最新の脳梗塞急性期治療は、発病から一分一秒でも早く開始した方が良く、発病から 4 時間
30 分以内であれば脳保護薬を投与しつつ積極的に rt-PA 静注療法を行い、とくに脳主幹動脈が閉塞する
ような重症脳梗塞に対して十分な治療効果が得られないとき、すなわち血流の再開が得られなければ早急
に血管内治療で血栓回収を行うといった流れで進めています。
脳卒中治療ガイドライン 2015 でも、
rt-PA
静脈内投与により血流再開が得られなかった、あるいは rt-PA 静注療法が非適応の場合、原則として発症
8 時間以内の虚血性脳血管障害に脳血栓回収用機器による血管内治療を追加することを考慮しても良い
(グレード C1)と記載されています。脳梗塞 rt-PA 治療と血管内治療の連携システムとして、Drip(点滴)Ship(搬送)-Retrieve(血管内治療)という言葉があります。最初に搬送された病院で rt-PA 治療を開始し、
十分効果が得られない重症例・主幹動脈閉塞の症例では血管内治療のできる病院に搬送し、血管内治療で
血栓を回収するものです。当院は脳卒中センター兼務の脳血管内治療専門医がいる恵まれた病院です。
さて診療報酬の面について、rt-PA 治療施行例では平成 20 年度から認められている入院初日の超急性
期脳卒中加算(12,000 点)があります。また平成 28 年度の改訂では、救急医療加算の見直しがなされ、
従来は意識障害を有する重症の脳梗塞しか加算できなかったものが、軽症重症を問わず rt-PA 治療を施行
した全ての症例で新たに加算できるように変更されました(1 日 900 点、7 日まで)。さらに脳卒中ケアユ
ニット(SCU)入院管理料の施設基準も緩和されました。SCU とは脳卒中専門病室であり、発病間もない
患者が最高 14 日間までリハを含めた手厚い看護がなされ、死亡率の減少・在院期間の短縮・自宅退院率
の増加・長期的な日常生活能力と生活の質の改善を図ることができるとされています。多職種からなる脳
卒中専門チームが診断と治療を円滑に進めていく態勢で、10 年前の平成 18 年度診療報酬改定で新設さ
れましたが、当院では未だに設置構想は進んでいません。
脳梗塞を疑い発症間もない患者の転院搬送であっても、ただ病院へ行きなさい・救急車を呼ぶだけでは
なく、脳保護薬の点滴投与をしながら搬送すれば、完全な脳梗塞完成に至るまでの時間を少しでも遅らせ
ることが可能です。まず患者を救急搬送し、後に紹介状を FAX して頂ければ治療開始までの時間短縮が
出来ます。一般外来や救急外来を訪れる発症間もない軽症のウオークイン患者を見逃さないためにはどう
するかなど常にいろいろなことを考えています。発病から 60 分以内の治療開始は、治療適応の判断や患
者家族からの同意取得などを含めると、たとえ院内発症例であっても現在の診療態勢では非現実的です。
患者が搬送されてから治療開始に至るまでの院内処置時間をいかに少しでも短縮できるかについても、
試行錯誤を繰り返し、かつ紆余曲折を経て一つずつ進めて行くしかないと思っています。患者が当院に搬
送され、30 分以内で治療開始に至った症例はまだ 10 例しかありませんが、この院内処置時間 30 分以
内が私たちの究極の目標です。しかし、いまだに脳梗塞急性期の治療は時間との闘いであるといった言葉
の意味が十分理解できないのか、発病から最終の治療適応時間である 4 時間 30 分まで、まだ時間的余裕
があるので大丈夫といった発言が院内で聞こえるたびにとても残念に感じています。目の前の rt-PA 治療
適応患者に対して、グレード A の治療を行っても症状が悪化した場合には仕方がないが、治療をせずに症
状が悪化すれば悔いが残るといった気持ちで取り組んでいます。一分一秒でも早く治療を開始することを
常に念頭に置き、一人でも多くの患者の後遺症を減らしたいという熱い想いの中、スタッフ皆が疲れ果て
た体に声をかけつつ日々の診療に追われています。
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1.キャンサーオープンカンファレンス
毎月第 1 木曜日に午後 6 時から当院の講堂にて開催しています。地域の医療従事者の方も参
加できますので、お時間のある方は是非ご参加ください。
開催予定日

6 月 2 日（木）

7 月 7 日（木） 8 月 4 日（木）

テーマ

陽子線治療

膵臓がん

術前オリオリ

講師

座長：放射線科 深谷 信行 先生
講師：西部医療センター 陽子線治療科部長
荻野 浩幸 先生

未定

未定

2.春日井市地域連携糖尿病研修会
当院では、地域の糖尿病療養指導に関わる医療従事者を対象（30 名程度）に、当院の講堂に
て定期的に研修会を開催しています。詳細については別途ご案内いたしますので、お時間のある
方は是非ご参加ください。
開催予定日時

平成 28 年 7 月 9 日（土）
15 時～17 時

平成 29 年 2 月 11 日（土）
15 時～17 時

テーマ

「糖尿病の薬物療法について
知っておこう」

「糖尿病と食事療法 ～最近の話題～」

内容

糖尿病薬物治療の基本から最新の情
報までわかりやすく学ぶ。

最近話題の糖質制限食の是非や、民間療
法などを検証し適切な指導を考える。

講師

春日井市民病院 薬剤師

春日井市民病院 管理栄養士

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.21

〒486-8510
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