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　心房細動で著名人が脳梗塞を発症

したことがニュースで報道されるこ

ともあるので、最近よく耳にする循環

器疾患のひとつです。

　心房細動になると心臓内で血液がう

まく流れず、よどんでしまいます。血液

はスムーズに流れていると固まりませ

んが、流れがよどむと固まりやすく

なってしまいます。血液が固まり血栓

が形成され、心臓から大動脈を伝わっ

心房細動と脳梗塞

　心房細動は不整脈のひとつです。通常、心臓は一定のリズムを刻んでいますが、心房細

動になると脈拍が不規則になりバラバラになります。自分で脈拍の異常に気付いて病院

を受診する方もいますが、まったく無症状で経過して健診などで偶然に異常を指摘され

て病院に紹介される方もいます。この不整脈のみで生命の危険にさらされることはあり

ませんが、この心房細動をもった方の中に心臓病がかくれている場合があります。また、

この心房細動によって心臓内に血栓が形成され脳梗塞を引き起こす場合があります。

て脳の血管に詰まってしまうと脳梗

塞を発症します。

　心房細動の人は正常の脈の人と比

べて脳梗塞を起こす危険性が約５倍

高いといわれています。その中でも高

血圧症や糖尿病がある方、７５歳以上

の高齢者、心疾患があり心機能が悪い

方はさらに脳梗塞のリスクが高いと

いわれています。

原因・予防法は？

　心臓弁膜症、心筋症、高血圧症、甲状腺

疾患などが原因となる場合もあります

が、まったく原因となる疾患がなくても

心房細動を起こす場合もあります。その

ため、はっきりとした予防法は確立され

ておりません。

　多量飲酒やストレス、過労、睡眠不足、

脱水なども原因となる場合があります

ので、これらを避けるように心がけま

しょう。

治療法は？

　心房細動は一度の治療で退治するのは

難しい病気ですので、長くつきあってい

く必要があります。心房細動の治療の目

的は、血栓を予防し脳梗塞を予防するこ

とと、動悸などの自覚症状を改善させる

ことです。

　血栓予防のためには抗凝固薬の服用が

必要です。以前からワーファリンという

薬剤を使用していますが、この薬剤は納

豆などの食事制限が必要で、薬剤の効果

にも個人差があり、血液検査で血液のサ

ラサラ程度を測定して投与量を調整する

必要があります。最近、新しい抗凝固薬

が発売され、その薬剤では食事制限の必

要もなく投与量の調整も必要ありませ

んので、その効果が期待されています。

　一部の患者さんでは、薬剤やカテー

テルアブレーション治療で心房細動か

ら正常の脈に戻し、心房細動の再発を

予防する治療法が有効な場合がありま

す。ただ、今のところ全ての患者さん

に効果が期待できるわけではありませ

んので、実際の個々の治療法について

は、専門医を受診し、ご相談ください。

　今後もこういった医学の進歩に伴い、

多くの患者さんに有効な治療法を確立

できるよう努めていきたいと思います。

しん　 ぼう　 さい　 どう
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　下肢静脈瘤の患者さんに朗報です。平成２５年７月から当院でも健康保険の適用さ

れるレーザー治療が出来るようになりました。当院に導入された、ELVeS レーザーは、

国内で初めて「下肢静脈瘤血管内治療用レーザー」としての医療機器承認を取得し、健

康保険が適用されるようになった医療機器です。

　今まで行われていた下肢静脈瘤の手術はストリッピング術（血管抜去術）と言われる

方法でした。これは、股の付け根や下肢に数カ所の傷（３ｃｍ程）をいれ、特殊な器具を

使用して血管を体外に引っ張り出し、血管そのものを抜き取ってしまう方法です。ただ

し、血管を抜き取るため、手術後の痛みが大きく、入院日数も１週間から１０日程か

かっていました。そのため、現在、静脈瘤治療の先進国と呼ばれる、欧米（特にアメリカ）

では、このような手術による治療は全体の５％程度しか行われていません。

　これに対し、下肢静脈瘤血管内レーザー治療は、よりスマートで患者さんに対する侵

襲（負担）の少ない治療です。すなわち、膝周囲の皮膚を小さく切り、そこから血管内に

細い光ファイバーを通し、血管内にレーザーを照射、その熱によって静脈を焼灼し、ふ

さいでしまう方法です。従来の手術に比べ傷は小さく、痛みも少ないため、局所麻酔の

みで手術が行え、手術時間は１時間程で終わります。入院も短期間で済み場合によって

は、日帰り手術も可能となります。

　このような下肢静脈瘤血管内治療は、従来、健康保険適用外でしたが、この ELVeS

レーザー治療は、健康保険を利用して出来るようになりました。

　足のだるさ、疲れ、むくみ、夜中のこむら返り等の症状があり、下肢（太もも、ふ

くらはぎ等）に血管がこぶのようにボコボコと浮き出て見えているような状態であれ

ば、下肢静脈瘤である可能性があります。いちど心臓血管外科に受診してみてはいか

がでしょうか。

ELVeS レーザー（下肢静脈瘤血管内治療用レーザー装置）のご紹介

ELVeS レーザー装置本体

下肢静脈瘤の治療方法

Endo Laser Vein System

　平成 25 年 10 月 19 日（土）「タワーホール船堀」にて、

『増え続ける大腸がん』～必ず受けよう検診～　をテーマに講演会を開催しました。

　区民公開講演会は、平成 23 年 7 月より年２回開催

してきました。今回も江戸川区民の方を中心に多数の

方にお集まりいただき、盛況のうちに終了することが

できました。

『第６回 東京臨海病院区民公開講演会』を開催しました。

次回区民公開講演会は、

平成26 年 5 月17日（土）

開催予定です。

詳細はあらためて

お知らせいたします。

▲消化器内科部長 山田俊夫

▲外科医長 原口美明 ▲管理栄養士 青木淳子

▲“大腸手術器械”展示コーナー

▲ご参加いただいた皆様、

　誠にありがとうございました。

▲山本保博病院長

▲手術器械のデモンストレーション
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東京臨海病院

原則として予約診療は
いたしません

■受付時間■
　午前８時～
　　午前10時30分

10月12・26日
11月  　　 9日
12月　　14日

10・11・12月
土曜診療日

10・11・12月
土曜診療日

 

平成 25 年９月に着任した医師を紹介します。

■専門■

　耳鼻咽喉科頭頸部外科一般

医員　吉越　彬
よしごえ 　あきら

耳鼻咽喉科
８月末で退職した医師

西嶌　嘉容耳鼻咽喉科

 

●今後の「糖尿病教室」の予定（平成 25年 11 月～ 12 月）

糖尿病専門医

糖尿病看護認定看護師

11/25（月）

（木）

（木）

（月）

12/ ５

12/19

11/11

日　程 テーマ 担　当

糖尿病とは
糖尿病の検査の話

薬剤師

糖尿病看護認定看護師

管理栄養士

糖尿病の食事　基礎編
～バランスよく食べよう～

糖尿病の食事
～減塩と外食の調整を知ろう～

糖尿病の防災対策
～その時が来ても慌てないために～
シックディ
～風邪やケガをしたときの対処法～

　月に 2 回程度、糖尿病教室を開催しており

ます。予約不要、参加費無料です。詳しくは病院

ホームページか院内においてあるパンフレット

をご参照下さい。

 毎月キャンサーカフェを開催しています毎月キャンサーカフェを開催しています毎月キャンサーカフェを開催しています
がん患者さん・ご家族同士の交流の場です
毎月ミニ講座も開いておりますので、どうぞご参加ください。

12/13（金）

11/29（金）
内服抗がん剤・

分子標的薬の服薬管理と副作用対策

がん治療中の日常生活における感染対策

薬剤師

がん看護専門看護師

感染管理担当看護師

日　程 講座内容 担　当

※詳細は、院内ポスターやホームページをご覧下さい。お問い合わせ：がん相談支援センター

■時間 /14 時～ 16 時

　ミニ講座 /14:30 ～

　　　　　（15 ～ 30 分程度）

■場所 /2 階 第 1･2 会議室

■費用は無料

■出入り自由

■当日参加可

■時 間 /14 時～ 1５時

■場 所 /2 階 大会議室
管理栄養士

第３回世界糖尿病デーキャンペーンのご案内第３回世界糖尿病デーキャンペーンのご案内
　インスリンを発見しノーベル賞を受賞したフレデリック・バンティング博士の誕生日

である 11 月 14 日は、国連、WHO により糖尿病予防啓発活動の一環として「世界糖

尿病デー」に制定されています。昨年に引き続き地域住民の皆さまの糖尿病予防・治療

に貢献することを目的とし、以下の内容で世界糖尿病デーキャンペーンを行います。

■日　時 / 平成 25 年 11 月 14 日 ( 木 )　10 時～ 15 時

■場　所 / エントランスホール

■対　象 / 糖尿病にご興味のある方なら、通院の有無に関わらずご参加いただけます

■内　容 / 各種測定（血糖値、ヘモグロビンエーワンシー [ 先着 50 名 ]、血圧、身長体重等）

　　　　　専門職による健康相談（糖尿病専門医、管理栄養士、糖尿病看護認定看護師等）

　　　　　糖尿病予防に役立つミニ講座（糖尿病とは、食事、体操）やカロリークイズ

　　　　　ポスター展示

■費　用 / 無料

お気軽にお越しください。

※写真は昨年のキャンペーン風景

　明るく、丁寧な診療を心がけ

たいと思います。

今後ともよろしくお願いいたし

ます。

※年末年始の診療につきましては、
12月中旬発行の「はあと」にて
お知らせいたします。
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東京臨海病院
診療実績

東京臨海病院
診療実績

時 平 日 第2･4土曜日 

7 35 35 
8 05 35 05 35 
9 10  35 05 35 
10 12 56 12 40 
11 21 59 11 48 
12 31　56 38 
13 26 26 
14 01 46  
15 31 59  
16 26 56  
17 31 56  
18   

 

時 平 日 第2･4土曜日 

7 54 54 
8 24 59 24 54 
9 24 24 
10 01 45 01 29 
11 10 48 00 37 
12 20　45 27 
13 15　50 15 
14 35  00 
15 20 48  
16 15 45  
17 20 45  
18 15  

ホームページもご覧ください
http://www.tokyorinkai . jp/

〒134-0086
東京都江戸川区臨海町 1-4-2
電話 03-5605-8811( 代表）
FAX03-5605-8113

日本私立学校振興・共済事業団

東京臨海病院

平成２５年８月の当院の実績は
以下のとおりです。

病床数：400 床

医師数（平成２５年８月1日現在）：80 名

外来延患者数： 20,052 名

入院延患者数： 9,638 名

手術件数： 324 件

葛西駅 発　東京臨海病院 行　

東京臨海病院発　葛西駅 行　

◆発行：東京臨海病院
◆発行責任者：山本　保博
◆編集：広報委員会・企画経営課

※外来診療のない日（休日、第1・3・5土曜日、
　年末年始等）は運行しておりません。

  

 

 

 

 

 

 

編集後記・次回予告

　記録的な猛暑が続いた今夏の記憶も薄れ、秋の気配が深まってきました。秋と言え

ば「食欲の秋」、「スポーツの秋」、「読書の秋」、「芸術の秋」というように、様々な表

現をされますが、この秋に何か一つ新しいことにチャレンジしたいものです。

　朝晩は肌寒い日々が続いています。「インフルエンザ」なんていう言葉もチラホラ聞

こえてくる季節になりましたので、皆様もご自愛のうえお過ごし下さい。

　インフルエンザは、地域差はありますが、1 月から 3 月にかけて毎年流

行します。

　インフルエンザワクチンは 40 ～ 60％の発症を予防できるとされていま

す。集団感染や高齢者（65 歳以上）の方や、基礎疾患がある方は重症化を

予防する意味でもワクチンの有効性が示されています。ワクチンは接種後

2 週間から 5 ヶ月程度効果が持続します。過去の流行状況から 10 月下旬

から 12 月中旬には予防接種を行うことが望ましいと思われます。医師に

ご相談のうえ、ワクチン接種が可能な方は是非ご検討ください。ただし、

ワクチン接種したからと言って、インフルエンザにかからないわけではあ

りません。外出後の手洗いやうがいなどの日常の健康管理がインフルエン

ザ対策の基本となります。

　常日頃からしっかりと健康管理を行いましょう。

インフルエンザ対策について

　東京臨海病院では、感染予防対策の実践チームとして、医師、看護師、

薬剤師、検査技士、栄養士、事務員の他職種で組織された、感染制御チー

ム（以下ICT）が、患者、患者家族、職員と病院に関わる全ての人を対象

に感染症対策を行っています。

主な業務は、

　①病院内を巡回し、各部署での感染対策の不備や、

　　問題点を担当部署とともに改善する。

　②感染症が発生した場合どのようにしたら感染を拡大させないか、現場

　　で感染対策を実践する。

　③担当医と相談して効果的な抗菌薬治療を推進するなどの活動を行って

　　います。また、江戸川区内の他施設と連携し、地域における感染対策

　　などにも取り組んでいます。

ＩＣＴは感染予防対策室が窓口となり、どなたでも感染症や感染対策の相

談ができます。感染症や感染対策で心配な事や不明な点がございました

ら、お気軽にご相談ください。

ICT times Vol.2

感染制御チーム（ICT）の紹介

手洗い うがい 栄養 睡眠

感染制御チーム（ICT）の紹介


