特集 地域連携

モービルCCU（ドクターカー）
導入について
文：副院長

丁 毅文

モービル CCU（ドクターカー）稼動
2007 年 9 月から綾瀬循環器病院専用の救急
車を稼動いたします。
当院以外の医療機関から状態の不安定な救急患



動く集中治療室
モービル CCU には心拍モニター、救急医薬品、
電気的除細動器を装備し、携帯型心超音波装置、
気管内挿管、人工呼吸器、大動脈バルーンパンピ

者さん、特に緊急手術を要する患者さんを当院へ

ング（IABP）
、
経皮的心肺補助循環装置（PCPS）

紹介搬送される場合、当院専用の救急車（モービ

が搭載可能です。同乗する医師及びスタッフがこ

ル CCU）で医師と看護師または技師スタッフが

れらを駆使して早期診断、早期治療を行い救命に

お迎えに参ります。

あたります。

大動脈内バルーンパンピング

経皮的心肺補助循環装置

循環器疾患救命の難しさ

左冠動脈主幹部病変

現在、救急救命士さんや AED（自動除細動器）
を使った心肺蘇生法の普及が進み救急医療体制は
日々向上しています。しかし循環器疾患の診断と
治療は時として一分一秒を争うため未だに救命が
難しいことがあります。
循環器救急患者さんが当院へ搬送される際、一
般の救急車内で容態が急変した場合は専門的治療
が十分に行えず、時として救命できない恐れがあ
ります。
これを未然に防ぐには、搬送中の救急車に循環
器科医師、専用救命装置、薬品を準備して治療す
る必要があります。一人でも多くの重症救急患者
さんを救うために動く集中治療室、つまり綾瀬
循環器病院専用のモービル CCU（ドクターカー）
が稼動いたします。

モービル CCU の注意点
モービル CCU（ドクターカー）は循環器の緊
急手術を要する患者さんを紹介もと医療機関から

左冠動脈主幹部病変は左冠動脈が大動脈から分岐した根元が
動脈硬化のため狭くなってしまう状態です。多くは胸の痛み
を伴いますが、まれに無症状のこともあります。この部分が
つまると広い範囲で心臓（心筋）に酸素や栄養が届かなくな
るため、重篤な心筋梗塞、突然死を引き起こします。したがっ
て一刻も早い診断と治療が必要となります。もしこの診断が
つき、要請がありましたらモービル CCU でお迎えにあがり
ます。

綾瀬循環器病院への搬送のために出動いたしま
す。直接患者さんの自宅へお迎えには上がれませ
んのでご注意ください。
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救急患者件数とその内訳
現在、当院への救急搬送の際には患者さんの
当院は ICU、CCU、手術室ともに 24 時間体

容態が不安定な場合、搬送もとの先生が救急車

制で急性循環器疾患に対応しております。昨年

に同乗される場合があります。しかし紹介して

の救急車搬送台数は 841 件で、入院を要したの

くださる先生方の施設にも多くの救急患者さん

は 479 件、そのうち他院からの紹介患者さんが

が訪れます。施設内の医師が搬送にとられてし

208 件でした。搬送もとの地域は近隣地区から

まうと他の救急患者さんの診療に支障をきたす

足立区全域および周辺都内、他県にまで及びます。

恐れがあります。さらには地域の救急医療に支

2006 年 の 当 院 ICU、CCU へ 収 容 さ れ た 循

障をきたす恐れがあります。また東京消防庁の

環器救急疾患の内訳をグラフで示します（グラ

救急車出動件数は毎年増加し救急搬送に要する

フ 1）。

時間が延びています。

救急搬送の問題点

地域救急医療のために
一人でも多くの循環器救急患者さんを救うた
め、地域救急医療のためにも当院からドクターを
含むスタッフが綾瀬循環器病院専用の救急車で
お迎えに上がることでさらなる地域医療への貢
献が可能となります（ただし当院も状況によって
は医師、スタッフがお迎えに上がれないことがあ
ります）。

〈グラフ 1〉2006 年度、当院循環器疾患内訳



モービルCCUが必要な
疾患について
文：副院長

丁 毅文

モービル CCU を必要とする患者さんの疾患と
治療方法には、次のようなものがあります。

解離の場合も上行大動脈に解離がある場合などは
緊急手術を要します。
2006 年に当院で治療を行った緊急大動脈疾

（1）虚血性心疾患

患は 25 件でした。

急性心筋梗塞、不安定狭心症、緊急冠動脈
バイパス適応症例
急性心筋梗塞、不安定狭心症の場合、一刻も早
い診断と治療が必要です。特に致死的不整脈の監
視と心筋梗塞に合併する心不全の予防が重要で
す。状況により搬送中に血栓予防の抗凝固薬、血
栓溶解薬や冠拡張剤の投与を行います。特に心筋
梗塞に合併する不整脈である心室細動には迅速な
徐細動が必要で、状況によっては心肺蘇生術を施
します。
2006 年に当院で治療を行った急性心筋梗塞
は 118 件でした。

大動脈解離
大動脈解離の CT 画像です。上行大
動脈が裂けています。胸から背中の
激痛で発症し放置すると破裂などを
合併し突然死をきたします。多くの
場合、緊急手術を要します。
モービル CCU での搬送が必要です。

（3）致死性不整脈
心室頻拍、心室細動、完全房室ブロック、
洞機能不全症候群
心臓が痙攣を起こした状態の心室細動は血圧が
なくなるため一刻も早い除細動と心肺蘇生および

（2）大動脈疾患

厳重な監視、予防が必要です。また心拍数が極端

胸部、腹部大動脈瘤破裂または切迫破裂、

に減少する房室ブロック、洞機能不全症候群など

大動脈解離

にも厳重な監視と薬物投与、体外式ペーシングを

すばやい診断と手術までの迅速な対応を要しま
す。
大動脈疾患は真性瘤と大動脈解離に分けられ、
どちらも超音波検査または CT で診断します。ま

行います。
2006 年に当院で治療を行った緊急不整脈疾
患は 24 件でした。

た厳重な血圧コントロールを行い搬送中の瘤の破
裂、大動脈解離の進行を防ぎます。真性瘤の破裂

一人でも多くの方を助けるために、これからも当

または切迫破裂には緊急手術を行います。大動脈

院は様々な技術、サービス向上に努めていきます。
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地域医療交流

日頃より、当院の医療に多大なるご理解、ご協
力を頂き、誠に有難うございます。
本号では、様々な交流会、勉強会等を通して、
地域の先生方と地域連携をすすめている取り組み
をご紹介します。

足立循環器フォーラム
足立区医師会主催で足立区の循環器領域の更な
る向上と地域連携の向上を目的に発足された会
で、医師をはじめ、コメディカルも多数参加して
いる会です。
2007年4月11日（水）に「第7回足立循環器
フォーラム」が開催され、当院循環器科 佐藤伸医
師が「高周波カテーテルアブレーション治療と植込
み型除細動器について」と題し、最新の不整脈治療
法について講演いたしました。当日は、実際に使用
するカテーテルやガイドワイヤー、植え込み型除細
動器、ペースメーカー等の見本などをご用意し、皆
さんに直接触ってもらい、実際にどのようなもので
治療しているか身近に体感してもらうことが出来
たのではないかと思います。講演後も活発な質問や
貴重なご意見を頂戴いたしました。
また、当院放射線科技師

安達 雅昭による「循

環器領域におけるマルチスライス CT の活用」の
講演をいたしました。昨年 3 月に導入した 64 列



MDCT（マルチスライス CT）が、循環器疾患に
おいて有用である点を症例を中心に報告しまし
た。その後他の医療機関の医師ならび技師の方々
からもご質問が相次ぎました。

足立東部地区勉強会

も関らず、多数ご参加頂き、そして活発なご質問、
ご意見が交され、有意義な勉強会となりました。

2007 年 7 月 27 日（金）に日頃より医療連携
をすすめている病医院の先生方と誤嚥性肺炎、口

今後とも、積極的に地域の先生方や関係者との

腔ケアを中心とした講演、検討会を開催いたしま

医療交流を通じ、情報の共有、地域の医療・福祉

した。当日は、
「誤嚥性肺炎の実践的治療〜口腔

の発展につなげていきたいと考えます。

ケアと不老長寿薬 ACE − I の意義〜」と題しまし
て東京大学大学院医学系研究科
師

加齢医学講座講

寺本 信嗣先生にご講演をいただき、その後

寺本先生を交えたご質問、討論会がございました。
当院からは座長として副院長 丁 毅文、そして
院長 丁 栄市、福本 淳医師、佐藤 伸医師も参加
しました。各病医院の先生方は診療後の夜遅くに

足立循環器フォーラムとは…
足立循環器フォーラムとは、足立区病院医師、医師会医
師により2004年11月に設立されました。本会は以下の
4項目を目的として活動しています。
1. 足立区の循環器領域を中心とした
診療内容のより一層の向上
2. 地域医療の推進
3. 地域医療連携のより一層の緊密化
4. 臨床研修の推進
現在年3回の循環器に関する勉強会を足立区医師会
館で開催しております。当院では、
副院長 丁 毅文が幹
事として積極的に活動しております。



2007 年 11 月あやせ循環器クリニック誕生

あやせ循環器クリニック
建設状況報告
文：第 3 期事業建築部門責任者 管理部長

金 忠司

新しい「あやせ」まで、もうすぐです

優しく患者さんを迎え入れます。予約制、電子化
等で座席数を削減し、ゆとりのある快適な空間を

平成 19 年 11 月 5 日オープンを目指し、クリ
ニック建設が順調に進んでおります。
クリニック完成後は、既存の病院 1 階フロアー

実現します。待っている間も光が差し込む、心和
らぐ空間でお茶を飲みながら坪庭を眺め素敵な時
間を楽しんでいただける事と思います。

を改修し、心臓リハビリや患者さん向け講習会に

また、今回設計上大きく改善されている点と

も利用できるようリニューアルし、平成 20 年 1

して、薬の待ち時間を短縮するため薬局のスペー

月には改修工事が完成する予定です。

スを広く取り、調剤棚を 2 ユニット設置します。

今回は、
「あやせ循環器クリニック」建設の進

このことにより、薬の待ち時間短縮が期待でき

捗状況をお知らせいたします。

ます。

● 地下 1 階

●2階

・外来診察室

・病棟 ・ナースステーション

・各種検査室 （レントゲン・心電図・採血・超音波）

・デイルーム

地下は床面積を最大に利用できるという利点が

心肺管理を要する慢性期患者さん用の病棟とし

あり、外来診察の主要階としました。地下は全体

て、人工呼吸器、持続透析を要する重症慢性期に

に暗いイメージがありますが、吹き抜けを多く取

も対応できる機能を有します。24 時間全ての病

り入れ、ガラスのエレベーターを採用し、明るく

室を見渡せるように中央にナースステーションを

地下を感じさせない設計にしています。機能面で

配置しました。

は診療体制を充実するために診察室 5 室を確保

病室は、患者さんの視点に立ち、隅々まで配慮

しました。患者さんのプライバシーに配慮し中待

した設備・仕様に致します。デイルームは、患者

合いは廃止しました。

さんや御家族に心和むくつろぎのスペースを提供

クリニックはプライバシーの保護をはじめ、機能

します。

とやすらぎの両面を充実させ、可能な限り待ち時間
を短縮できる構造とソフト面の機能を持たせました。

●3階
・個室

●1階
・受付・会計 ・薬局 ・相談室 ・医事課 ・喫茶コー
ナー
1 階エントランスホールは明るく、広々とし、



患者さんの御家族やご本人が泊まれるグレード
が高く、心休まるお部屋をご用意します。

「あやせ循環器クリニック」の建設進捗状況
平成18年10月27日 起工式

平成19年2月9日 レベルコン打設

病院側21名、設計者側4名、施工者側8名が参
加し行われました。鍬入れの儀では、丁 栄市理事
長・院長、丁 毅文副院
長、丁 毅学理事によ
る鍬入れが行われま
した。

掘 削を終え、建 物 の
最も深い場所にレベ
ルコンクリート打設が
始まりました。
地下躯体工事の始ま
りです。

平成18年11月30日 山留シートパイル打設

平成19年4月30日 1階床コンクリート打設

敷 地 の 整 地 、仮 設が
終わり、地下掘削工事
を行うための準備工
事がいよいよ始まり
ました。

ようやく1階部分が全
容を現してきました。

平成18年12月11日 杭工事開始
直径70〜90㎝、長さ42mの杭を深さ48mま
で、全本数19本打設しました。建物を支える重
要な基礎工事が進んできたところです。特に鉄
筋の本数、太さに関しましては基準を完全にクリ
アした上でそれ以上の安全幅を見越し、建築基
準法で定める構造耐
力（震度6〜7で倒壊・
崩壊しない）の1.25
倍を確保しました。

平成19年1月15日 掘削工事開始

平成19年6月29日 3階床コンクリート打設
ほ ぼ 1ヶ月に 1 階 の
ペースで立ち上がり、
最上階の3階の床を
作っています。

平成19年7月4日 クリニック地下1階、
1階内部視察

19本の杭打設工事
を1月11日に終え、
地下工事が始まりま
した。

建設中のクリニック内
部を視察確認できる
段階に来ました。

現時点で工事の進捗は、11 月 5 日オープンの目標に向け、着実に一歩ずつ近づいております。
院内では、完成オープンを万全の体制で迎えるべく、ハード、ソフト両面での準備を進めております。
次号では完成した新クリニックの全容をお伝えします。



看護部紹介
談：看護部長

網 信子

質の高い看護と、
円満な人間関係が自慢です。

て、豊かな経験を積み、着実に成長できる環境です。
看護部職員は、現在看護師約 60 名、看護助手
20 名の総勢 80 名。より一層風通しのよい職場

綾瀬循環器病院は、24 時間 365 日救急患者

を目指し、
常に働く皆さんの声に耳を傾けながら、

を受け入れ、地域の循環器センターとしての役割

皆でこの病院の未来を、よりよい看護部をつくっ

を担う病院です。循環器科の宿命として、毎年、

ていきたいと考えています。

冬期にかけて忙しい日々が巡ってきます。春に入
職した新人スタッフが、忙しい冬に向けじっくり

教育

勉強を重ね、ハイケアな現場に無理なく適応でき
るよう、看護部全体でサポートしています。

当院では、在職年数、能力、役職に応じた教育

急性期の循環器科は、尊い命をお預かりする医

を体系的に行っています。循環器病院ならではの

療。救急車でこの病院に搬送された患者さんが、

専門性の高い教育内容で、看護師としてのキャリ

チームの連携で一命を取り留めるたびに、大きな

アアップを支援します。

やりがいと感動を感じます。厳しい局面はもちろ
んありますが、職場の人間関係には自信がありま
す。確かな信頼関係で結ばれたチームの一員とし

新人ナースや、循環器未経験者にも安心・安全

理念と目的

看護体制

看護部の基本理念

1. 一般病床42床

1. 人間の生命と人格の尊重を基盤に信頼関係を築き、患
者中心の看護を実践する。
2. 急性期の高度医療にふさわしい質の良い看護を提供する。
3. 救急患者はいかなる場合も断ることなく受け入れ、
チーム
医療を実践し初期治療に最善を尽くす。

看護部の目的

1. 安全にかつ患者中心の看護を実践する為に迅速な対
応をする。
2. 専門看護師として、緊急を含め救急医療が適切に行え
るために知識・技術を身に付ける。
3. 患者さんの悩み、苦しみを心から支え、応じられ、早期に
社会復帰できるように、精神的・社会的すべての面で援
助する。



●プリセプター制度院内勉強会

2. ICU・CCU

入院基本料

7対1

12床（特定集中治療室管理料）

急性期病院にふさわしい最も手厚い看護体制をとってい
ます。具体的には平均入院患者数47名に対して、看護師
60名、
看護助手20名配置しております。

な医療が実践できるよう、1 対 1 を原則としたプ
リセプター制度を導入。1 人の新人に対して経験

●ローテーション制度
当院には、病棟、外来、ICU・CCU、OPE 室

2 〜 3 年目のナースがプリセプターとしてつき、

の 4 部署があります。一人ひとりが、循環器医療

技術指導はもちろん精神的なサポートも実施して

の全体を把握し、一番向いている職場を見つける

います。
“新人を育てる”という大きなやりがい

ことができるよう、定期的にローテーションを取

を得て、プリセプター自身も成長できるよう、部

り入れています。原則年 1、2 回、本人の希望や

署全体でバックアップしています。

適正を考慮し、所属部署と異なる部署を体験研修
することができます。

●新人教育制度
新入職員に対しては、3 日間で集中的に新人初
期研修を実施しています。病院の理念・医療方針、

●院内勉強会
医師をはじめ、技師、ME など各部主催の院内

就業規則、安全管理などの講義や、点滴や静脈注

勉強会を、原則月 2 回開催しています。最先端の

射などの看護技術の演習などを、3 日間にわたり

循環器医療を担う当院ならではの内容は、院外の

集中的に指導しています。新卒の方も、ブランク

医療従事者からも注目されています。それぞれに

のある方も、どうぞ安心してご応募ください。

忙しい中、医師や看護師だけでなく医事課も積極
的に参加する当院自慢の風景です。また、外部か

平成19年度
1日目
8:10 〜
9:00 〜
9:45 〜
10:30 〜
11:30 〜
13:30 〜
14:00 〜
15:00 〜

2日目
8:30 〜
9:00 〜
10:15 〜
11:15 〜
11:45 〜
13:30 〜

3日目
8:30 〜
9:30 〜
11:00 〜
11:30 〜
13:00 〜

新入職員初期研修プログラム

ナースステーション集合
施設案内、職員紹介
当院の看護部の現況、勉強会について
就業規則説明、綾瀬循環器病院の動向、
栄悠会の方針
個人情報保護法
院長先生訓話
副院長先生の話
職員健診の説明と実施、
ツベルクリン反応の接
種、各予防接種についての説明

医療事故防止対策について
入院カルテ記載～サマリーについて
マナー、身だしなみについて
転倒・転落、針刺事故について
個人情報保護法
機器管理の基本、MEとの連携について、輸液
ポンプ、シリンジポンプの取り扱いについて、
CHDF、呼吸器の説明・実施

感染対策、
OPE室業務と緊急手術の対応について
AED講習
褥瘡対策と創管理について
中心静脈ルート、
点滴、
静注、
ライン固定について
検査科 予防検査、特殊検査について、
輸血の取り扱いについて
13:30 〜 薬剤部 麻薬、向精神薬の取り扱いについて
14:30 〜 放射線 MDCT、RI予約と検査説明

ら講師を招いた勉強会や、院外研修会への参加も
奨励しています。
平成19年度

勉強会年間計画予定表

・狭心症、
心筋梗塞について
・医療安全、
感染対策、
個人情報保護法、
褥瘡
4月
・人工呼吸器について、
感染症と消毒について、
輸血に
ついて

5月 ・「心臓の解剖」
・「不整脈について」
・DC、
アプレーション、
両心室ペーシング「CRTD」
・モニター勉強会 日本光電主催
6月
・血液浄化について（1日）
・RI・MDCTについて
・NSTについて
・「手術について」
メイズ・クライオ
7月 ・「循環管理」
・ペースメーカーについて 日本光電主催

9月
10月

・手術と術後管理 大血管を中心に
・CABG・弁置換の術後管理について
・「栄養とDM管理」
・「心臓リハビリ」

・「不整脈について」
・DC、
アプレーション
11月
・両心室ペーシング「CRTD」
・医療安全、
感染対策

医師 勉強会

毎月第2・4金曜日 17:00〜 4F カンファレンスルーム
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