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医療連携パスの運用を開始しました

文：医療情報部・地域医療連携室 主任　高橋 英幸

それぞれの長所を生かした医療を
提供するために

当院は循環器疾患の専門病院として、夜間・
休日も含めた緊急時の救急搬送に積極的に取り
組み、緊急手術にも対応しています。また心
臓カテーテル検査や心臓マルチスライスCTと
いった最新の検査設備、心臓リハビリセンター
など専門病院ならではの医療を提供しています。

反面、午後は入院患者さんの検査や手術を
行っているため、かかりつけ医の先生のように
往診や午後の通常診療の対応が難しいという点
があります。

そこで当院とかかりつけ医の先生がお互いに
連携しあって、それぞれが得意な分野を提供し
ていくために医療連携パスを作成しました。

1.医療連携パスとは

医療連携パスは患者さんを中心に当院とかか
りつけ医の先生が情報共有し、継続的に治療を
するためのものです。医療連携パスには患者さ
んの検査結果、処方内容、治療方針や今後の通
院スケジュール等が記載されています。

2.医療連携パスを使った今後の診療

1.循環器専門治療が終了し症状が安定した時
点（およそ退院1ヵ月後）から「かかりつけ
医（地域の診療所、病院）」で日々の診察
（処方や定期検査）を行います。

2.9ヶ月〜1年後には綾瀬循環器病院で冠動脈
の精査（心臓カテーテル又は心臓CT）を行
います。

特集 1

医療連携パス
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検査結果

問題
なし

問題
なし

かかりつけ医療機関へ
（以後1年に1回、あやせ循環器クリニック受診）

病状安定後

綾瀬循環器病院
心臓カテーテル
検査目的入院

問題あり
病状安定まで当院で診療継続

綾瀬循環器病院
退院

あやせ循環器
クリニック受診

かかりつけ
医療機関受診

主治医から病状説明後、地域医
療連携室で医療連携パスにつ
いての補足説明を行います。

医療連携パスを渡し患者さん
の意思の最終確認をします。

かかりつけ医療機関で、経過観
察中に急変した場合は当院で
受入を行い、経過について報
告をします。

2週間後

2週間後

9ヶ月
～1年後

外来にて
冠動脈CT
検査施行

後日改めて
クリニック診察し
病状説明

心臓カテーテル検査 冠動脈CT

あやせ循環器クリニック受診

3.かかりつけ医療機関で施行出来ない検査に
ついては当院で行うことが出来ます。

4.急変時は、夜間休日を含めいつでも綾瀬循
環器病院で診察が受けられます。

3.医療連携パスに期待されること

1.主治医がかかりつけ医の先生と当院主治医
の複数となり、異常の早期発見やきめ細や
かな対応が期待できます。

2.かかりつけ医（ホームドクター）を持つこ
とで、健康上の相談もしやすく、また家
（又は職場）の近くのかかりつけ医を持つ
ことで待ち時間の短縮等が期待できます。

3.医療連携パスを利用することで急性期循環器
疾患を発症した場合は当院での精密検査、
専門治療、入院治療が迅速に行えます。

患者さんの気持ちを最優先に

医療連携パスを適応とするかどうかはまず、
退院時前の病状説明を主治医から説明を受けた
後、地域医療連携室で病診連携や医療連携パス
についての説明を十分に行い、患者さんの気持
ちを最優先として納得いただいた上で適応とな
ります。

またこの時に繰り返し服薬の重要性、食生活

医療連携パス使用時の診察の流れ
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特集1　医療連携パスの運用を開始しました

地域医療連携

医療連携パスを使用して
かかりつけ医の先生と当院主治医の
2人の主治医で患者さんをサポートします

医療連携パス（ファイル）で患者さ
んの情報を共有します。受診時は必
ず持参してください。

医療法人社団 栄悠会
綾瀬循環器病院

あやせ循環器クリニック
かかりつけ医

紹介・逆紹介
（診療情報提供書で患者さんの情報共有）

検査結果、診断結果の情報共有を行います

退院後9ヶ月～1年の間に精査を
行います。あやせ循環器クリニッ
クへ受診してください。急変時は
いつでも綾瀬循環器病院で対応
します。

循環器疾患の専門治療
及び救急、急変時の受入

1. 循環器専門治療
2. 手術や精密検査
3. 救急、急変時の受入
4. 心臓リハビリテーション
上記の専門的な医療を提供します

退院後は、かかりつけ医の先生に
定期的に受診し、きちんと内服及
び定期的な検査を受けましょう。

安定期の疾患管理

1. お薬の処方
2. 定期的な検査（採血や胸
部レントゲン、心電図等）

3. 食生活及び運動について
の指導

その他健康上の相談を行います

急変時はいつでも
綾瀬循環器病院で対応します

医療連携パス（PCI 術後パス）での診察の流れ
地域医療連携室で医療連携について説明します。

の注意点、異常の早期発見のため定期的な検
査を受けることの必要性を十分に説明を行い
ます。

また主治医には伺えなかったことや不安があ
れば率直に伺い、2 週間後のあやせ循環器クリ

ニック受診までに主治医や看護部とも連携し、
対応を考え患者さんが納得してから医療連携パ
スをお渡ししています。
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1 脂質管理の目標 4 自宅でも血圧を測りましょう

診療室血圧：130／80mmHg未満
家庭内血圧：125／75mmHg未満

コレステロールを調節するための10か条

1. 食べ過ぎは禁物です

2. 動物性脂肪は
 控えましょう

3. コレステロールの
 多い食品は控えめに
 しましょう
 （卵の黄身、たらこ、
 レバー等）

4. 甘いものはほどほどに

5. 食物繊維を多く
 とりましょう

6. ビタミンを多く
 とりましょう

7. 食事はゆっくりと

8. アルコールはほどほどに
 （1日に清酒は１合、
 ビールは1本まで。
 中性脂肪が高い方
 は少なめに）

9. たばこはやめましょう

10. 適度な運動を
 習慣づけましょう

家庭での正しい血圧の測り方

1. 朝起きたら1時間以内

 1.排尿後に
 2.食事や薬を飲む前に

2. 夜寝る前に

 1.夕食をすませ、
 　薬を飲んでから
 2.入浴後1時間以上してから
 3.排尿後に

3. いつも同じ姿勢で
  座って測定

4. 腕がでやすい服装で

5. 数分間安静にして
 測りましょう

6. 測定中は会話をしない
 ようにしましょう

2 糖尿病の管理
HbA1cが6.5％未満になるようにしましょう

3 体重管理の目標
BMI 18.5～24.9の範囲を保ちましょう

5 運動療法
1. 1回の有酸素運動時間は20分以上

2. 運動中も会話ができる程度で
 （楽～少しきついと感じる程度）

3. 運動回数は週3～5回を目安に（可能なら毎日）
4. 準備運動、整理体操を行いましょう

5. 運動前後で水分をとりましょう

6. 食後・入浴後は1～2時間くらいあけてから

LDLコレステロール（悪玉）：100mg／dl以下
HDLコレステロール（善玉）：40mg／dl以上

総コレステロール：130mg／dl未満
中性脂肪：150mg／dl未満

悪玉÷善玉の比が1.5以下を目標にしましょう

日常生活での注意点
地域医療連携室で検査結果（採血データ・血圧・身長・体重等）を基に、再度説明を行います。

今後の課題

現在は PCI 術後パス（経皮的冠動脈形成術
後）のみの運用となっていますが、将来的には
開胸術後パスやペースメーカー植込後パスとい

うように、医療連携パスを順次拡大したいと思
います。また医療連携パスは当院だけでは完成
しません。患者さんをはじめ地域の医療機関の
皆様よりご意見やご要望を頂きよりよい医療連
携パスを作っていきたいと思います。
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当院ドクターカー（モービルCCU）により、

救命治療した患者さんの紹介
文：循環器科 医師　梅津 拓史

パンピング（補助循環装置）を挿入し、心臓カ
テーテル検査を実施しました。心臓カテーテル
検査の結果、心臓を栄養する 3 本の冠状動脈が
全て詰まりかけていて、うち 2 本は根元から血
液の流れが悪くなる、重症な急性心筋梗塞であ
ることがわかりました（図 1、2）。

検査所見を見ていた当院心臓血管外科チーム
がすぐに手術室を準備し、緊急冠動脈バイパス
手術を心拍動人工心肺使用下に行い、詰まって
いた 3 本の血管全てに新しい血管が移植され
ました。手術後は ICU に収容し、徐々に患者
さんの状態は回復に向かいました。手術後 10
日目で一般病棟へ転棟となり、21 日目に確認
の心臓カテーテル検査を実施しました。移植し
た 3 本の血管は流れがよく（図 3、4、5）、そ
の後実施した心臓超音波検査でも心臓の動きは
よく保たれていて、心臓の働きを表す駆出率は
47% で、健常者の約 80% の心機能が残存し
ており、一度心臓が止まったとは思えないよう
な回復ぶりとなりました。その後はご高齢のた
め、ゆっくりと心臓リハビリテーションを行い
手術後約 50 日目で軽快退院となりました。

急性心筋梗塞 80 代男性

午前 4 時ごろ、路上でうずくまっていたとこ
ろを救急車にて近隣病院へ搬送されました。近
隣病院で急性心筋梗塞と診断され、患者さんが
呼吸停止したため、気管内挿管、人工呼吸が実
施され、当院へドクターカー要請がありまし
た。循環器医師 1 名含む 3 名がドクターカーで
出動し、患者さんを収容し、搬送しましたが、
車内で心肺停止状態となり、心肺蘇生を行いな
がら当院へ向かいました。

当院では連絡をうけたスタッフが心臓カテー
テル検査治療室を準備しており、直接カテーテ
ル検査治療室へ搬送、即座に大動脈内バルーン

特集 2

（図 1）左冠状動脈 （図 2）右冠状動脈



6

重症不整脈 30 代女性

3 ヶ月前から動悸発
作があり、近隣病院で
内服治療をおこなって
いましたが、失神発作
も出現するようになり、
近隣病院へ入院となり
ました。入院後、重症
な心室性不整脈（図 6）
が認められたため、当
院へドクターカー要請
となりました。

すぐに循環器医師 1
名含む 3 名が出動し、心電図モニター下に当
院へ搬送となりました。搬送中も心室性不整脈
を繰り返しており、ICU へ緊急入院となりまし
た。翌日、準緊急で、カテーテル心筋焼却術が
実施され（図 7）、不整脈が出現している部位
の心筋を治療し、不整脈は消失しました（図 8）。

カテーテル手術後は経過良好で、術後 4 日で
軽快退院となりました。

（図 3）
右内胸動脈 - 左冠状動脈
（左前下行枝）

（図 4）
左内胸動脈 - 左冠状動脈
（鈍縁枝）

（図 5）大伏在静脈-右冠動脈

（図 6）
24時間心電図、大きな速
い波形が心室性不整脈
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まとめ

当院では、緊急治療が必要な重症心疾患、血
管疾患の初期対応、治療開始時間までの時間
短縮を目的として 2007 年 9 月からドクター
カー（モービル CCU）を運用しております。

特に 1 例目の患者さんでは、救急車内で迅速
に診断が行われ、心肺蘇生や強心剤投与等の治
療を行いながら搬送することができ、当院着後
の治療もスムーズに行われました。急性心筋梗
塞では、発症から治療の時間が短いほどその後
の生命予後が良好で、最初の 6 時間以内に治療
することが重要です。

私たちの使命である地域の循環器救急を守る
ために、重症心疾患、血管疾患を迅速に救命す
るために、ドクターカーはこれからも走り続け
ます。

特集 2　当院ドクターカー（モービル CCU）により、

 救命治療した患者さんの紹介

（図 7）
カテーテル心筋焼却術

（図 8）
24 時間心電図、正常
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喫煙することは、循環器疾患をはじめとして、癌、
脳卒中などの危険因子となることは良く知られて
います。また喫煙後に運動すると、息切れなどを
早く実感することもあるのではないでしょうか。

そこで今回は、喫煙と運動についてお伝えします。

まず、喫煙が運動に及ぼす影響は下記の通りです。

1.最大酸素摂取量が低下
→持久力が落ちる。
2.無酸素性代謝閾値が低下
→ 早く乳酸が出現し疲れてしまう。乳酸は筋

肉が疲労してくると体に溜まってきます。
3.気道抵抗の増加
→ 呼吸をするために使う酸素の消費が増え、

その分、運動のために使える酸素の量が減
る。疲れ易くなります。

さて、当院でも心大血管疾患に対する運動療
法を実施しておりますが、禁煙できない患者さ
んも見受けられます。喫煙習慣を続けたまま運
動して効果があるのか、それを調査した研究発
表があります。この調査は『運動と虚血性心疾
患について』ですが、他の疾患にも当てはまる
と思います。結果から言いますと、「運動によ
る虚血性心疾患の予防効果は非喫煙者のみで見
られ、喫煙者には認められなかった。それと同
時に、運動の虚血性心疾患の予防効果をも減少
させる」というものでした。

運動は、
1.血圧値を低下させる
2.インスリン感受性が上昇する
3.HDLコレステロール値を上昇させる
4.血管内皮細胞機能を改善させる

などの効果をもたらすことで虚血性心疾患を予
防すると考えられています。

一方喫煙は、
1.高血圧を発症させる
2.インスリン感受性を低下させる
3.HDLコレステロール値を低下させる
4.血管内皮細胞の機能を障害する（血栓が出来易

くなる、出血しやすくなる等。）
などの悪影響を及ぼす為に虚血性心疾患につな

がると考えられています。
これらの相反する影響を持つために、喫煙者で

は運動の虚血性心疾患の予防効果が減少すると考
えられます。また、喫煙者では虚血性心疾患予防
に必要な強度の運動が出来ないために、運動の予
防効果を得られない可能性があります。

このように運動による予防効果を得る為には、
まず禁煙することが重要です。せっかく運動をし
ても、その後に喫煙しては運動の効果はなくなっ
てしまいます。これは喫煙者だけでなく、その周
囲にいる人が煙を吸い込んでも同様に影響を受け
ます。そのため喫煙する場合には、周囲に対する
配慮が大切になるわけです。

運動効果を得て健康で過ごすために、まずは禁
煙に取り組みましょう。

喫煙と運動
文：理学療法科 理学療法士　大原 雅浩
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血圧・耐糖能異常・高脂血症・肥満などの合併
症も起きやすくなります。

治療は？

まずは食生活の改善！！魚の干物や卵・動物の
内臓・ビールなどを控えましょう。あわせて、有
酸素運動・肥満の解消・ストレス解消を行います。

これで改善が見られない場合は、薬物療法を
行います。薬物療法では、痛風発作を防ぐこと
が第 1 となります。
1.無症状の期間に尿酸の排泄が低下している方

には尿酸排泄促進薬（プロベネシド・ベンズ
ブロマロン）、産生過剰の方には尿酸産生抑
制薬（アロプリノール）を投与します。

2.発作の予感期・前兆期はコルヒチンを投与
し、痛風発作を抑制します。

3.発作が起きて痛みが強い時はNSAIDs（非
ステロイド性抗炎症薬）を投与します。 

★尿酸値を6mg/dl以下にコントロールしてい
きましょう。

ただし…これらの薬を飲んでも、環境因子を是正
しなければ、痛風は良くなりません。いずれにし
ても、予防と再発防止が大切になります。まずは、
食生活や生活スタイルを見直してみませんか。

痛風とは？
　

尿酸の固まりが関節内で炎症を起こし、激痛を
伴うものです。痛風発作は数日〜1週間ほどで治
まる場合が多いです。かつて「ぜいたく病」と呼
ばれ、わが国では非常にまれな疾患でした。しかし
1960〜70年代にかけて爆発的に増加し、現在の
患者数は30〜50万人です。その予備軍は500
万人といわれています。発症年齢のピークも50歳
代から30歳代へと若年化しています。この背景に
は、食生活の欧米化やアルコール摂取量の増加が
あると言われています。発症するのは女性より男
性の方が圧倒的に多く、その比率は9：1です。

原因は？

ずばり高尿酸血症です。性別・年齢を問わず、
尿酸値が 7.0mg/dl を超える状態です。

そもそも尿酸の元はプリン体という、私た
ち生物が存在するために必要なエネルギーや
DNA の原料となるものです。これが、下記の
様な要因により体内に蓄積すると、高尿酸血症
を引き起こしてしまいます。

　
高尿酸血症が進行すると、痛風・動脈硬化・

腎機能の低下などが起こってきます。また、高

読むクスリ〜 薬局だより 〜

知っ得！ おくすり情報箱
 痛風治療薬

文：薬局 薬剤師　斉藤 明子

第6回 

尿酸排泄低下

プリン体を多く含む食事（魚の干物や卵、動物の
内臓、ビールなど）・アルコール過剰摂取・肥満・
ストレスなど

遺伝因子

それ以外の因子
ｍ
ｇ
（
総
プ
リ
ン
体
表
示
）

●プリン体の多い食品1食分あたり
250

0

50

100

150

200

レバー あん肝 ビール 発泡酒さんま切身牛ヒレ
ステーキ
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ごぼうやかぼちゃなど寒い地方や時期に収穫さ
れる野菜には体を温める性質があるので冬に採
れる旬の野菜を積極的に摂りましょう。

ポイント2　朝食はしっかりと食べましょう。
朝食を抜くと、身体の体温が上がらず低体温

になりがちです。また、食事を抜くことにより
栄養バランスが乱れてしまい、たんぱく質やビ
タミン・ミネラルの不足が起こり冷えの悪化を
招いてしまいます。1 日のスタートでもある朝
ごはんをきちんと食べると、体温を上げ、脳も
働きやる気と集中力も UP します。

どんなに体を外から温めても体の中が冷たく
ては効果がありません。体を温める食材や食生
活を心掛けていけば少しずつ体質は改善されて
いきます。また、適度な運動やぬるま湯にゆっ
くりと浸かるなどの生活習慣の改善も大切です。

この寒い冬を乗り切るためにも『冷え対策』
ぜひ実行しましょう。

寒さが日に日に厳しくなる季節。この時期“冷
え”に悩まされる人は少なくありません。以前
は“冷え性”というと女性特有のものと思われ
がちでしたが、最近では男性も“冷え性”に悩
む人が多くなってきました。
“冷え性”とは簡単にいうと血行不良の状態

をいいます。身体の体温を一定に保つ仕組みで
ある『体温調節機能』がうまく働かなくなり、
実際の暑さ寒さに関係なく異常に冷えを感じて
しまいます。『体質だから・・・』とそのまま
にしていると、心身の不調を引き起こすように
なり、頭痛や睡眠不足、疲れがなかなか解消さ
れにくくなってきたりします。
『冷えは万病の元』ともいいます。日頃から

体を冷やさない努力や工夫が大切です。寒い冬
を快適に過ごすためにも食事で“冷え性”を改
善しましょう！

ポイント1　体を温める食材を摂りましょう。
生姜や唐辛子、にんにくなどには血行を良く

して、体を温める働きがあるといわれています。

食事で冷えを改善しよう！
〜 冬の冷え性対策 〜

文：栄養科 管理栄養士　水谷 康代

作り方

❶	しょうが・大根はすりおろして、万能ねぎは小口切
りにする。

❷	鍋にだし汁・調味料・しょうがを入れ沸騰したら、鶏
もも肉を入れて煮る。

❸	最後におろした大根を入れてさっと煮てから、水溶
き片栗粉で煮汁にとろみをつける。

❹	器に❸と煮汁を盛り付け、万能ねぎをちらし、お好み
で七味唐辛子をふる。

＊お好みで食べやすくカットしてください。

季節のレシピ　鶏肉のおろし煮

エネルギー
139kcal

材料（1人分）

鶏もも肉	… 1切れ（80g）
しょうが	 ……………適量
酒・砂糖・醤油
…………………各小さじ1
大根	………………… 50g
万能ねぎ	……………適量
七味唐辛子	…………適量
だし汁	………………適量
水溶き片栗粉	………適量

たんぱく質
18.4g

塩 分
1g
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医療法人社団　栄悠会

あやせ循環器クリニック

新任医師の紹介

4月1日より常勤医師が新たに着任いたします。

建
たてべ

部 祥
しょう

医師　心臓血管外科

日本胸部外科学会指導医／日本外科学会指導医／
心臓血管外科専門医／呼吸器外科専門医

新潟大学医学部 昭和61年卒
新潟大学大学院 平成4年卒

琉球大学医学部 平成13年卒
日本外科学会専門医

中
なかむら

村 修
しゅうこ

子医師　心臓血管外科

綾瀬循環器病院 2010年標語

1.わたしが綾循の顔です
2.必ずダブルチェック確認
3.救急対応は私たちの社会的使命です

施設基準に関する
手術の症例数のご紹介

平成21年度の診療実績をお知らせいたします。

●冠動脈、大動脈バイパス移植術
　または体外循環を要する手術 …………… 201

●ペースメーカー移植術
　及びペースメーカー交換術 ……………… 106

●その他の手術……………………………… 139

●経皮的冠動脈形成術及び
　経皮的冠動脈ステント留置術 …………… 477

●経皮的カテーテル心筋焼灼術 ……………… 34

●両心室ペーシング機能付き埋込型除細動器
　移植術および埋込型除細動器移植術 ……… 17

●心臓カテーテル検査数 ………………… 1414

●心臓核医学検査数 ………………………… 669

●平均在院日数 ……………………………… 8.7

●病床稼働率 ……………………………… 86.1%

●救急車台数  …………………………… 1373

冠動脈、大動脈バイパス移植術 ……… 141
弁置換術 …………………………………… 30
大動脈瘤切除術…………………………… 16
その他の手術……………………………… 14

遅ればせながら、今年もどうぞ宜しくお願いいたしま

す。昨年1年間の診療実績がでました。開心術、カ

テーテル治療、救急車の台数ともに前年を大きく上

回りました。当院の医療を信頼してくださった患者さ

んの期待にこたえるべく、職員全員が一生懸命取

り組んだ結果だと思います。地域連携パスを活用

し、地域の医療機関の皆様と連携をすすめていき、

今年の当院の標語にもあるように職員一人一人が

「綾循の顔」としてはずかしくないよう、医療のプロ

の自覚をもち、昨年以上に一人でも多くの患者さん

の生命を救えればと思います。	 広報誌編集委員

編 集 後 記


