


　私たちの体は、心臓から全身に送られる血液に

よって酸素や栄養素が供給されています。心臓は

厚さ約1cmの筋肉からできている袋状の構造をし

ていますが、心臓自身の酸素や栄養は中の血液か

ら直接供給されるわけではありません。心臓には

自分に血液を送る専用の冠動脈という3本の動脈

を持っています。その動脈が急に詰まってしまう

と心筋が壊れて「心筋梗塞」になります。狭くな

ると運動など心臓ががんばらなければいけないと

きに血液が十分流れずに胸が痛くなる「狭心症」

になります。

日本人の三大死因は、

がん、心臓病、脳卒中

です。第2位の心臓病の

なかでは心筋梗塞など

の虚血性心疾患がその

原因の大部分を占めて

います。

　　　　　　　　　　　　  ＜図：動脈硬化＞

特集！
今秋、心臓・血管治療のエキスパート『勝木 孝明』医師赴任

　心筋梗塞で亡くなる方は年間 17 万 5 千人（平

成 19 年度）といわれています。

食事が欧米化していることもあり、最近では虚血

性心疾患にかかる患者さんが年々増加していま

す。その代表的な有名人には、心筋梗塞を起こし

た天海祐希さん、徳光和夫さん、マラソン中に心

筋梗塞・心停止になった松村邦洋さん、狭心症で

冠動脈バイパス術を受けられた天皇陛下、狭心症

でカテーテル治療をうけられた地元古河市出身の

渡辺徹さんなど、たくさんの方がいらっしゃいま

す。

狭心症の症状とは

　運動をしたとき、トイレで息ばったとき、寒い

ところに急にでたときなどに胸全体がきゅーっと

締め付けられるように痛む。痛みの長さは数分間

で、休んだり暖かくすると良くなるという症状が

典型的といわれています。患者さんは自然とその

運動を避けるようになります。

虚血性心疾患とは
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　また、その症状の回数が増えてきたとき、痛み

の程度が強くなってきたとき、少しの運動でも起

こりやすくなったときは、心筋梗塞になる一歩手

前の危険信号です。

　

　以前は心筋梗塞になると3割の方が命を落とす

といわれた病気でした。薬の進歩や致死的不整脈

に対してAEDなどの除細動器が普及したこと、特

にカテーテルによる詰まったり狭くなった血管を

拡げる治療が普及したことによって現在では死亡

率は10%を切るまで改善しました。

この血管を拡げる治療は日本で年間20万件程度

まで広く普及しています。しかし、茨城県や栃木

県は人口当たりの治療件数が全国でも少ない地区

であり、その恩恵を十分受けているとはいえない

状況でした。

　この診断・治療に必要な装置が血管撮影装置で

す。X線を使って血管の状態を調べ、さらに血管

を広げる治療に使用します。今年度、古河赤十字

病院に導入することになりました。茨城県県西地

区での心臓治療が格段に改善されることが期待で

きます。

　心臓カテーテル治療とは、手首または脚の付け

根の動脈からカテーテルという管を心臓の冠動脈

まで挿入します。カテーテルの先端から造影剤を

流し、冠動脈の詰まっているところや狭くなって

いるところを確認します。その部分を風船で拡げ

たりステントという金属の編み目の筒を使って血

管の流れを良くします。これがカテーテル治療で

す（冠動脈形成術、冠動脈インターベンションと

もいいます）。

　血管を拡げることで、命の危険が無くなること

はもちろん、早期の退院、薬の量の減少、日常生

活への復帰が早まる効果があります。

＜図：ステント植えこみ術＞ ＜図：右冠動脈に対するステント術＞

勝木孝明医師からのメッセージ

　自治医大で25年間、約10000件の治療に携わってきました。これまでの経験を生かして古河赤十字病
院で頑張りたいと思います。
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透析センター

透析センターは、現在 37 床で稼働しており、

月水金は午前、午後の 2 クール、火木土は午

前の 1 クールで運営しております。当センタ

ーは腎臓内科専門医 4 名、泌尿器科専門医 1 名、

臨床工学技士 7 名、看護師 6 名で、安心安全で、

クリーンな透析治療を提供しております。本年

4 月より、オンライン HDF 用透析装置 4 台を

導入し、より生体の腎臓に近い治療法が可能と

なりました。

透析とはどんなことをするの？

　正常に機能しなくなった腎臓の代わりに、体

内にたまった老廃物や毒素、余分な水分を取り

除く治療です。週2~3回、1回4時間が標準的な

治療法です。

オンラインHDFとは？

血液透析濾過法の一つで、透析治療をしな

がら、清浄度のすごく高い透析液を体に注入

前列左より　山本医師、本間医師
中列左より　山崎医師、中川医師

透析室スタッフ

し、補充液として使用する新しい治療法であり

ます。

　透析による長期合併症予防に有効でありま

す。またこの治療は、透析患者さんで、心臓の

働きの悪い方や皮膚のかゆみ、ムズムズ足や、

治療中に血圧が低下しやすい方にも有効であり

ます。

当センターは、急性期から慢性期の透析患者さ

んまで、対応させていただいております。また

緊急時の血液吸着、血漿交換療法など、各種血

液浄化療法にも対応しております。地域の患者

さんの命を守るため、スタッフ一同研鑽に励み、

よりよい治療を提供してゆく所存であります。

今後とも、皆様のご指導、ご支援の程よろしく

お願い申しあげます。

　　    表紙のご案内　「こがぼっちゃん」と「けんけつちゃん」が古河赤十字病院ＰＶ撮影のために来院！

「けんけつちゃん」
　 日本赤十字社血液センター公認
　 献血を多くの人に知ってもらうために
　 誕生した愛の妖精！

「こがぼっちゃん」
 　古河市総和商工会公認
　 ２０１３年に誕生しました。
　 日々、古河市のかぼちゃをＰＲしています！
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救急法を開催しました

救護訓練
　6 月 20 ～ 21 日の 2 日間、茨城県高萩市
にて震度 6 の地震発生による災害を想定し
て、医療救護訓練を行いました。当院、水戸
赤十字病院、高萩消防団、救急法・柔道接骨
師奉仕団、地域奉仕団、防災ボランティアな
どが参加しました。第 1 日目は講義・机上
演習・救護テント設営などを行いました。第
2 日目は本番を想定した災害シュミレーショ
ンを行いました。災害発生時には、より多く
の患者さんを救命するために、重症度・緊急
性によりトリアージ（ふるい分け）を行いま
す。当院から救護班 6 名（医師 1 名、看護
師 3 名、主事 2 名）が参加しました。本番

さながらの緊張感を持って望む
ことができました。訓練を通し
て災害に備えることができたと
思います。

救護班班長　医師　金丸　理人

古河赤十字病院では、今年度も6月から救急法が
始まりました。
　赤十字の救急法の特徴として、AED を用いた心
肺蘇生法、包帯法、急病について、骨折や捻挫な
どの固定法や搬送方法を 3 日間かけて実技・講
義を行っています。
いざという時に役立ちます。是非興味のある方は、
下記の日程を参考にし、ご連絡ください。

救急法基礎講習＋救急員養成講習

日時 時間 定員

8 月 27 日 （水）
9 月  3 日 （水）
9 月 10 日 （水）

10 月 29 日（水）
11 月  5 日（水）
11 月 12 日（水）

9：00
　　～
　　　16：00

9：00
　　～
　　　16：00

30 名

30 名

受講受付
古河赤十字病院（平日  8：30 ～ 16：30）
　看護部直通　　☎ 0280 ー 23 ー 7109

日本赤十字社
　公式マスコットキャラクター
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平成26年８月担当日

　当院の救急外来は、入院を必要とするような重症の患者様や緊急の処置や対応が必要とされる患者様を受

け入れることを基本としております。しかし、緊急性の低い患者様が多数受診しているため、本来の目的で

ある重症の患者様へ迅速な対応に支障をきたしております。

　つきましては、医師の診断の結果、二次救急に該当しないと判断した場合、診察代とは別に時間外選定療

養費として 2,500 円をやむを得ずお支払いただくことといたしました。

　何卒、皆様のご理解をお願い申し上げます。時間外選定療養費：2,500 円（税込）

読者の皆様のご意見を募集します小児科救急診療のお知らせ

読者の皆様のご意見、ご感想をお待ちしております。

以下の項目を明記の上、ハガキでご応募ください。

抽選で、赤十字グッズをプレゼントいたします。

当選者は、発送をもって代えさせていただきます。

■紹介状を持参した場合、選定療養費2,500円（平成26年4月1日時点）の請求はありません。

紹介・逆紹介を推進しています

　古河赤十字病院では第2次救急医療機関、災害

拠点病院等の指定を受け、急性期医療を中心と

し、連携機能を果たすべき役割が国の方針でも求

められています。

　専門性の高い医療などを必要とする患者様を、

お一人でも多く治療させていただくために、当院

受診をご希望の方は、診療所（かかりつけ医）に

相談され、紹介状をお持ちになって受診して頂き

ますようお願い致します。

　また、症状が安定されている患者様には連携機

能を果たすため、紹介元の診療所やご自宅の最寄

りの診療所（かかりつけ医）等に紹介させて頂く

ことになります。

時間外選定療養費のお知らせ（平成26年6月1日より）

資格取得紹介

診療情報管理士 消化器内視鏡技師

超音波検査士 糖尿病療養指導士

医師　木口　英子
主事　須田　遥

准看護師　貫洞　勝美

臨床検査技師　
　　阿部　恵美子

看護師　岡安　祥子

当院へのご寄附（金一封）
ありがとうございました

小木　光江 様　　松井　正 様　　猪瀬　貴子 様

鮎川　禮子 様　　原田　政 様

赤平開発株式会社 様

①　郵便番号・ご住所　②　お名前　③　電話番号

④　年齢　　⑤　ご意見・ご感想

応募先／〒 306-0014　　古河市下山町 1150

古河赤十字病院　企画課 広報誌　係

お薬手帳をお持ちの方はご持参下さい

＝詳細＝

当院、又は、古河市ホームページをご覧下さい。

8月1日・8月8日・8月15日
8月22日・8月29日

診療時間：18:00～23:00
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