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胸 部 大 動 脈 瘤
心臓血管外科部長　山本　知則

 

胸部大動脈瘤とは
　胸部大動脈は、心臓から出てすぐの場所にある、直径３センチメートルほどの血管の中で
は最も太い血管です。
　この大動脈が部分的に 1.5 倍以上に膨らみ、瘤のようになった状態が【胸部大動脈瘤】です。
主な原因は、コレステロールなどが血管壁にたまり血管が弱くなる「アテローム性動脈硬化」
といわれています。発生率は、年間で人口 10 万人あたり６～ 10 人でそれほど多くはありま
せんが、破裂すると命に関わる病気のため注意が必要です。特に動脈硬化の進んだ中高年の
男性で、喫煙者、高血圧、糖尿病の人は瘤が拡大しやすいとされます。

症　状
　瘤が小さいうちは症状がありません。そのため、他の病気を精査している途中や、健康診断な

どで偶然発見される場合が多いのですが、拡大してくると周囲の臓器を圧迫するため、咳や血痰、

胸や背中の痛みがでることもあります。また声がかれたり、ものが飲み込みにくくなったりします。

ただし、症状がない人も６割程度いるといわれています。レントゲン写真で瘤がわかることもあ

りますが、確実に診断するには、CT 検査や MRI 検査が重要で、診断機器が広く普及している日

本では発見されやすい病気といえましょう。

　胸部大動脈瘤は大きくなると破裂しやすくなります。破裂するとその死亡率は８割を超える

といわれており、運よく救急搬送され手術をしても３割から５割の人が亡くなってしまいます。

最大径が５ .５センチメートルを超える瘤や、６か月で５ミリメートル以上拡大する瘤、また一部が

袋状に拡大している形の瘤は破裂しやすいといわれていますので、破裂する前に治療を受けましょう。

外科治療が主体

大動脈瘤の予防対策

　この瘤を薬で小さくすることはできません。従って、外科治療

が主体となります。以前は胸を大きく切開して、瘤を人工血管に

置き換える手術が唯一の治療法でした。しかし、最近では脚の付

け根に小切開をおき、ここからカテーテルを使って、瘤の内側に

ステントグラフトを挿入するステントグラフト内挿術が開発され、

健康保険を利用して治療が出来るようになりました。

　この治療法は、患者さんにとって体の負担が少ないため、合併

症や年齢を理由に今まで手術の出来なかった患者さんも治療が受

けられるようになりました。ただし、すべての胸部大動脈瘤がこ

の治療に向いているわけではありません。瘤の形や場所、瘤周辺

の動脈の形によってはうまく入らない場合もあるため、術前には

造影 CT 検査を行い、立体的な動脈瘤の形を把握し、従来の手術

とステントグラフト内挿術、どちらの治療が向いているか、慎重

に選ぶ必要があります。

　大動脈瘤の主な原因は、動脈硬化と考えられています。そこで動脈硬化の危険因子である高血

圧や高脂血症、糖尿病にならないように日常生活を送ること、禁煙によって瘤を大きくしないよ

うにすることが予防になります。

　心当たりのある人は、健康診断や特定保健指導を活用し生活を改善することも重要です。

＜術前＞

＜術後＞

瘤
こぶ

こぶ

きょう　　 ぶ　　　だい　　 どう　　みゃく　  りゅう

胸部大動脈瘤
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地域住民の方に向けた講演会やイベントを多数開催しています。
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クールビズ実施中
６/1 ～ 10/31

　期間中、ノーネクタイ 等による対応とさせていた

だきます。また、昨年に引き続き電力の削減を実施し

ており、院内の冷房温度を高めに設定しております。

　ご来院の皆さまの、ご理解とご協力をお願い申し

上げます。

七 夕
　６月 15 日～７月７日まで、

病院１階にて七夕を実施しました。

　今年もたくさんの短冊が飾られました。ご自分やご家

族への願い等、皆様の願いがこもった短冊は、「神田明

神」で祈願しお焚き上げをお願いしました。

皆様の願いが
　叶いますように…

救急外来からのお知らせ

◆時間外選定療養費の徴収について

◆院内トリアージの実施について
緊急度の高い患者さんに対し優先度に応じて医療を提供できる体制を確保する目的で、【院内トリアージ】を実施しています。

【院内トリアージ】とは
　患者さんの状態を確認し、治療の “緊急度” に応じて、診察の優先順位を決定するものです。
　したがって、受付順で診察できないことがあり、待ち時間が長くなる場合があります。

　当院は、区東部における二次救急医療機関として、入院を必要とする緊急性の高い患者さんを対象に 24 時
間体制で診療を行っております。しかし、夜間・休日には多くの患者さんが来院しており、本来の重症患者
さんの診療に支障をきたしております。このような状態を改善するために、救急外来では、以下の事項を実
施しております。
　円滑な救命救急活動に、ご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

入院を必要とする重症患者さんや緊急の処置対応が必要な患者さん以外の方々には『厚労省告示第 107 号』に従い

診察料とは別に、【時間外選定療養費】を徴収させていただきます。

　１．徴収金額　 5,400 円（税込）
　　※初診時、他医療機関からの紹介状をお持ちでない方は、上記の他に初診時選定療養費として

　　　3,240 円（税込）徴収させていただきます。

　２．対象となる時間帯　
　　◆平　日　0:00 ～ 8:00 および 17:00 以降
　　◆第 2・４土曜日（祝日を除く）　0:00 ～ 8:00 および 12:00 以降
　　◆第 1・３・５土曜日、日曜日、祝日、年末年始　終日

※以下に該当する場合は徴収対象外とします。

◇受診後そのまま入院となった場合　◇他院から、救急外来受診のため紹介状を持参された場合　◇当院で当日受診があり、症状

の増悪によって時間外に再受診する場合　◇予約のある場合（外来処置等の為、医師が受診日を指定した場合）

「第１4 回 東京臨海病院 区民公開講演会」 のお知らせ

江戸川区民の方を対象とした公開講演会を開催いたします。

●日時 / 平成 2９年   　   　　　　　　　　（土）
13:15 ～ 15:50（12:50 受付開始） 江戸川区船堀 4-1-1

 10 月 21日 ●場所 / タワーホール船堀（小ホール）

★ご参加には、事前申込が必要です。

　①氏名 ②年齢 ③性別 ④住所 ⑤電話番号  を明記の上、下記のいずれかでお申し込みください。

　●院内に設置してある「受付 BOX」へ投函　

　●FAX 送信　FAX 番号：03-5605-7586（企画経営課宛）

　●メール送信　メールアドレス / kouenkai@tokyorinkai.jp

【お問い合わせ】

東京臨海病院 事務部 企画経営課 TEL:03-5605-8811（代）

（受付時間：土日・祝日を除く平日９:00 ～ 17:00）

坂元　晴子（外科医長）

井利　雅信（消化器内科医長）

乳がん健診そのあとは

池田 ゆきみ（がん看護専門看護師）がんになっても自分らしく生きるために
胆のうがんについて ～早期発見が大事～ 

第１部

第 2 部

第 3 部

参加費
無料

定員
250名
定員になり次第
締め切り

〈自分がどう生きたいか〉について、大切な人・医療者と話し合おう

「乳がん」と「胆のうがん」
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最新の医療機器を常に更新しています。
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【９・１０・１１月の土曜診療日】■受付時間■午前８時～午前10時30分　原則として予約診療はいたしません。
※9月23日は祝日のため休診です。

９月９日、１０月１４・２８日、１１月１１・２５日

整形外科 松本　幹生
■資格■
日本整形外科学会専門医、日本脊椎脊髄
病学会指導医、日本整形外科学会認定
脊椎脊髄病医
■専門■
整形外科一般、脊椎外科

整形外科 櫻本　浩司

■資格■

日本整形外科学会専門医

■専門■

整形外科一般、股関節外科

平成 2９年７月に着任した医師を紹介します。

さくらもと  　こうじ まつもと 　　みきお

AST（Antimicrobial Stewardship Team）が発足いたしました

日　時 テーマ 担　当

●時間 /1３時～ 1４時（1２:40 開場）

●場所 /2 階  大会議室

●参加費 / 無料　

●申込み / 不要

※当日は直接会場まで

　　　　お越しください。

　月２回程度、糖尿病教室を開催しておりま

す。糖尿病に興味のある方は、どなたでもご参

加いただけます。

管理栄養士

理学療法士
糖尿病看護認定看護師

糖尿病の食事　外食編

日　程 ミニ講座の内容・担当者

費用
は

無料

当日
参加可

出入り
自由

お問い合わせ/がん相談支援センター
１階「売店」前です

にお立ち寄りください
　キャンサーカフェでは、がん患者さんやそのご家族の交流の場やミニ講座に加えて、個別相談
もお受けしています。薬のことや食事や栄養のこと、仕事や生活全般のことについて、ご心配な
ことやおわかりにならないことなど、遠慮なくお尋ねください。

■時間 /14 時～ 16 時　ミニ講座 /14:30 頃予定（15 ～ 30 分程度） ■場所 /2 階  第 1･2 会議室 

９/２９（金） 医師が語るがんの話し　　消化器内科　谷口 源太郎

（木）９/   7

糖尿病の運動（木）９/ 21

糖尿病の飲み薬について
低血糖について

糖尿病と歯、足の話 歯科医
糖尿病看護認定看護師

糖尿病の食事　基礎編

管理栄養士

耳鼻咽喉科 永井 萌南美

■専門■

耳鼻咽喉科一般

ながい　　もなみ

１０/２７（金）

（木）10/   5

（月）10/ 16

（月）11/   6

（木）11/ 16

薬剤師
糖尿病看護認定看護師

管理栄養士
糖尿病看護認定看護師

シックデイ対策
糖尿病の防災対策

～風邪やケガをしたときの対処法～

　近年世界中で、【抗菌薬】の使用量が増える傾向にあり、それにともない【薬剤耐性菌】が増えてきています。

最近では、ほとんどの抗菌薬の効果がない「悪夢の耐性菌」と呼ばれるスーパー耐性菌まで出現して大きな問題

となっています。

　我が国では、2020 年までに抗菌薬の使用量を 33％減らし、それにともなう耐性菌を減らす計画を打ち出し

ました。国内の医療機関は、その目標に向けて抗菌薬の適正使用に日々取り組んでいます。しかし、感染症治療

に抗菌薬は必要であり、抗菌薬の使用量をただ減らせばよいと言うわけではありません。

　そこで当院では、「抗菌薬適正使用プログラム」を作成し、患者さんが適切に治療を受けられるよう取り組んで

います。この取り組みを支援するのが「AST（抗菌薬適正使用支援チーム）」です。

「AST」のメンバーは、耐性菌や抗菌薬適正使用に対する専門性のある

医師・薬剤師・検査技師・看護師で構成されています。

　今日の感染症治療と、10 年 20 年先の安心安全な医療を見据えて、

日々役割を果たして参ります。

AST（Antimicrobial Stewardship Team）が発足いたしましたAST（Antimicrobial Stewardship Team）が発足いたしました
このたび、当院に「AST（抗菌薬適正使用支援チーム）」が発足いたしました。

血液検査結果の見方　　　臨床検査科　田村　慶一

＊　　　　　　　　＊　　　　　　　　＊　　　　　　　　＊　　　　　　　　＊



　今年の夏は梅雨が短く猛暑が続くのかと思っていたら、『梅雨の戻り』や『台風』など不安定

な天候が続いた印象です。私も雨の中の花火大会に参加して夏風邪を引いてしまいました。ま

た、夏フェスといわれる音楽の野外イベントに参加した時には炎天下の中、熱中症になってし

まいイベントのほとんどを木陰で休むことになってしまいました。

　これからの季節、残暑も厳しいと思われますので皆さまはどうぞご自愛ください。

診療実績診療実績

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２９年６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２９年６月1日現在）:  83 名

外来延患者数： 19,446  名

入院延患者数： 9,216 名

手術件数： 257 件

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

編集後記

電子カルテシステムをいちはやく導入し、安全安心な医療を提供しています。
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平　日 第２・４土曜時
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◎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。
◎お問い合せ先
　京成バス株式会社 江戸川営業所
　TEL.03-3677-5461

江戸川スポーツランド行 江戸川スポーツランド行
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江戸川スポーツランド行

りんかいシャトル
のご案内
りんかいシャトル
のご案内

東京臨海病院発 → 葛西駅行
平　日 第２・４土曜時
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葛西駅発 → 東京臨海病院行

オ ク ラ

オクラの栄養

オクラは夏の食卓の名脇役！

　オクラは、「ねばねば」としたぬめり成分が特徴の一つです。このぬめり成分は、食物繊維由来のペクチンや多糖類由

来のムチンといったものによります。ペクチンには整腸作用、糖やコレステロールの補助的な吸収抑制効果が期待でき

ます。また、オクラは緑黄色野菜特有のβカロテンが多い事も特徴の一つです。βカロテンはビタミン A に変換される

ため、抗酸化作用も期待できる野菜でもあります。他にも骨組成に関係するカルシウムや、塩分排出効果のあるカリウ

ムも多く含んでいます。

　オクラは見た目でも、その独特の粘りでも、食事に変化を与えてくれる名脇役です。

調理方法も選ばない食材なので、和洋中どんな料理にも適しています。

ここでは活躍例をご紹介します。

　オクラは英語でも Okra と呼ばれ、原産地はアフリカ北東部。エジプトでは
紀元前２世紀から栽培されていた歴史のある野菜です。日本へは、江戸時代
末期から明治初期にかけて伝わりました。
　今でこそ、夏には食卓に上がる頻度の高い野菜ですが、伝来
当初は食用ではなく、オクラの花が鑑賞用とされていました。

スライスしたオクラを、汁物・サラダ・和え物等に混ぜると見た目にも変化があり、
1 品をより引き立ててくれます。

キザミオクラを様々な食材と混ぜると、
その粘りで食べやすく食が進みます。

茹でたオクラをそのままメインディッシュの添え野菜にしても、ボリューム感、
食べ応えがあり満足度が上がります。
●100g あたりの栄養量（※オクラ１本は約 10 ～ 15g です。）

　エネルギー 30kcal　たんぱく質 2.1g　脂質 0.2g　炭水化物 6.6g　カロテン 670μg　

　カリウム 260μg　カルシウム 92 ㎎　食物繊維 5.0g


