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循環器内科 のご紹介

循環器内科というと一般内科に比べて専門的で重大な疾患のときにかかる診療科というイメージを
お持ちの方も多いと思います。今回の特集では、循環器内科ではどのような疾患を扱っているのか、
どのようなときに受診したらいいかなどをご紹介します。

循環器内科とは
血液を循環させている管とポンプ、つまり
心臓と全身の血管を扱う診療科です。
心臓のリズムが乱れている、胸が苦しい、
あるいは心臓の問題で足がむくんだり
（うっ血）、息苦しくなったり、心臓や全身の
血管に何か問題が起きているかどうかの
診断や治療を行っています。

対象疾患

●虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞）
●心筋症（拡張型、肥大型、その他）
●弁膜症
●先天性心疾患
●大動脈疾患 ●末梢血管疾患

●心不全
●不整脈
●高血圧症
●肺高血圧症 など

こんな症状はありませんか？
循環器系疾患の大部分を占める虚血性心疾患のほとんどが動脈硬化（血管の壁が厚くなったり、固くなった状態）
が原因であり、
これを悪化させる因子を危険因子(リスクファクター)と呼んでいます。

主な危険因子
高血圧 ストレス 肥満 運動不足 喫煙 高尿酸血症 糖尿病 高脂質血症 など
危険因子をお持ちの方は症状がなくても一度専門医に受診されることをおすすめします。

特に気をつけたい症状について
胸の痛みや動悸（どうき）等の発作がある方は、
狭心症や心筋梗塞の可能性がありますので、早めに循環器内科を受診し
てください。
また、
胸痛以外で以下のような症状のある方も、
一度受診することをおすすめしています。

1 胸痛発作

数分間持続する胸のしめつけられるような
痛み、
やけつくような感じ。
喉元、
左肩、
胃の
あたりの痛みのこともあります。
この場合、
狭心症や心筋梗塞の可能性があります。

夜間、仰向けに寝られず、
座っていたほうが楽に寝られる。
また、登り坂や階段で、息切れがする。
このような場合は心不全が考えられます。

3 間歇性跛行（かんけつせいはこう）

4 むくみ

5 背部痛

6 めまい・失神

数百メートル歩くとふくらはぎの痛みで歩けず、
少し立ち止まると楽になる。
原因として下肢動脈の狭窄（閉塞性動脈硬化症）
が疑われます。

突然胸部や背中に激痛が生じ、痛みが上下に走った
ときは大動脈解離の可能性があります。
とくに高血
圧の方は、
すぐに受診をしてください。
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2 呼吸困難

顔（まぶた）や、下腿・足を押すとへこみが残るむくみ
がある方は、心疾患、腎疾患、肝疾患、下肢静脈閉
塞などの疑いがあります。診察と採血、エコーなど
簡単な検査で診断が出来ます。

前兆のない突然のめまいや失神は、
不整脈によるものの可能性があります。

閉塞性動脈硬化症(ASO)の治療に力を入れています。
閉塞性動脈硬化症(ASO)とは、下肢動脈の動脈硬化による閉塞が原因で起こる病気です。
下肢動脈が閉塞すると足の血液の流れが悪くなり、足がしびれたり歩行が困難になります。
症状をそのまま放置してしまうと足先が壊死を起こし、下肢切断に至ってしまうこともある
ので注意が必要です。名古屋共立病院では最新のカテーテル治療技術を駆使して
膝下から足背動脈に至るまで可能な限りの血行再建を行っています。

治療法の一例

経皮的血管形成術（EVT）
による治療
治療前

●経皮的血管形成術(EVT)

治療後

足の血管に細い管を入れてそこから特別なバルーン(風船)を使い
血管の細いところや塞がっているところを拡げる治療です。

●運動療法

歩行訓練などの筋肉運動をすることにより、

微小血管を増やして、
足への血流を増加させる治療法です。

この療法は医師の指導のもとで行うことをおすすめします。

※黒く表示されているのが､血液が
正常に流れている箇所です。治療
によって血流が再開しています。

●薬物療法

血栓をできにくくし、血液をさらさらにする、あるいは細くなった血管を拡げる薬が用いられます。

経皮的血管形成術・ステント留置術の術後も再発を予防するために、抗血小板薬などを服用します。

●外科的（バイパス）手術

狭くなったり閉塞した動脈の先に血液が流れるように、
人工血管や患者様自身の血管を用いて血管をつなぎあわせ、
血液の迂回ルート
（バイパス）
をつくる外科的手術です。

生活習慣病の増加に伴い、動脈硬化などを基盤とする疾患が増加しており、循環器系疾患は日本人の死因の第2位に
のぼります。循環器系疾患は、すぐに症状が出ることはなく少しずつ進行していき、突然症状が出ることが多いのが
特徴です。自分の心臓や血管の状態を定期的に確認することで健康を維持しましょう。

医師のご紹介

大島 覚

榊原 貴司

医師

●循環器センター･
ASOセンター センター長
●循環器内科 部長
●PET心臓核医学センター長

●外来体制

9：00～
12：00

●循環器内科

副部長

月

●循環器内科

火

伊藤 竜太
榊原 貴司（ASO）

治療をご検討されている方、
ご不明な点がある方はお気軽にお問い合せください。

伊藤 竜太

医師

大島 覚

治療のお問合せ

山邊 小百合 医師

医師

副部長

お気軽に
ご相談
ください！

水
石井 秀樹

（10：00～12：00）
名古屋共立病院

木

金

榊原 貴司

山邊 小百合

診療予約センター

052-353-9100（月曜～金曜

8：00～18：00 祝日･年末年始除く）
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地域包括ケア病棟 のご紹介
名古屋共立病院では2018年4月より西2階病棟の45床が地域包括ケア病棟に生まれ変わります。
今回は地域包括ケア病棟の役割と機能についてご紹介します。

地域包括ケア病棟とは？
急性期治療が終了し、病状が安定している患者様や急性期病院に入院するまで重篤ではないが、
在宅復帰（自宅退院）
を目標に治療やリハビリテーションを行う病棟です。
治療を要する患者様に対して、
その他にも、身体機能の低下を防ぐためリハビリテーションを希望する場合や、介護者の方が諸事
情で在宅介護が一時的に困難となった場合（近親者の冠婚葬祭、介護者の病気、出産や旅行など）等、
ご自宅や介護施設からの入院にも柔軟に対応することが可能な病棟です。
病院での
急性期治療後で、
在宅や施設の生活に
不安のある方。

病棟の移動

地域包括ケア病棟
継続治療やリハビリテーションを行い、
患者様の在宅復帰を
サポートします。

入院
ご自宅や施設等で
暮らしており、
リハビリや治療の
必要がある方

在宅復帰

（自宅退院）
※リハビリテーションは主治医の指示に基づいて行います。

入院期間はどれくらいですか？
他の病棟での入院と同様、治療内容に応じて主治医の判断で入院期間が決まります。
しかし、地域包
括ケア病棟は最長で60日間の入院が限度となります。そのため、入院後早期に在宅復帰（自宅退院）に
（※入院期間は患者様のご希望に沿えないことがあります。）
向けた支援が開始されます。
地域包括ケア病棟の入院中に治療(手術等)が必要になった場合は、患者様・ご家族へ説明の上、
主治医の判断で急性期病棟に移ることがあります。

地域包括ケア病棟では患者様の在宅復帰に向けて医師、看護師、リハビリテー
ションスタッフ、
医療ソーシャルワーカー等の様々な職種が連携し、
退院支援を
行っています。
患者様、
ご家族様が不安なく日常生活に復帰できるよう支援を行ってまいります
ので不安なことや分からないことがございましたらお気軽にご相談ください。
今回の内容についてご不明点、
ご質問などございましたら
お気軽にお問合せください。
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医療法人偕行会 名古屋共立病院 医療連携課
TEL 052-362-5151

(受付時間：月～金曜 9：00～17：00 ※祝日、
年末年始を除く)

2017年11月からアトピー外来 を行っています。
アトピー性皮膚炎の総患者数
現在、
アトピー性皮膚炎の総患者数は全国で約45万6千人。

（表1）
しかも毎年増加しています。

また、総患者数の60％以上が20歳以上（特に40歳～44歳が4万7千人）の
（表2）
成人アトピー性皮膚炎患者です。
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名古屋共立病院では名古屋市立大学医学部のお力添えをいただき
「アトピー
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アトピー性皮膚炎の総患者数
（全国・年齢階級別）（表2）

アトピー性皮膚炎の治療にお悩みの方ならば、成人の方
外来」を行っています。

だけでなく、15歳以下の小児の方も診察いたします。

ご希望により管理栄養士が食事指導を行っています。(無料)
お気軽にご相談ください。

出典：
「患者調査」
（厚生労働省）
をもとに作成
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アトピー性皮膚炎の総患者数（全国）

（人）
500,000

炭酸泉浴ができる
「炭酸泉サロン アクア」が
名古屋共立病院横に2017年11月9日にオープン
しました。
名古屋市中川区法華1-202
052-369-1300 営業：10:00～19:00 日曜定休

患者様 から様々なご意見を頂きました。
当院では院内各所にご意見箱を設置しております。
皆様から頂きましたご意見を元に以下のような改善を行っております。

患者様からのご意見

当院の改善点

院内が迷路のようで分かりづらいです。

●壁や床に案内表示を追加しました。
●入院患者様向けのiPad内に院内MAPを
追加しました。

病棟の雑誌が古くて更新されていません。

●病棟専用の雑誌の購入と配置を始めました。

トイレの人感センサーが短く、照明が
すぐ切れてしまいます。

●照明時間を5分から10分に延長しました。

病室のごみ箱が床置きタイプの
ものだけでは使いにくいです。

●ベッドのサイドレールに掛けるタイプの
ごみ箱を用意しています。
ご希望の方は職員にお声掛けください。

病室が臭うときがあります。

●消臭及び空気清浄化目的でセラ水の活用を始めています。
※セラ水は次亜塩素酸水のことで除菌や消臭に効果があります。

外来棟のドアの開閉音が大きいです。

●各ドアの調整を行い、防音対策を施しました。

病室のシャワーヘッドの位置が下すぎるので
立ったまま使うことができません。

●立ったままシャワーが使えるように、ヘッドの位置を変更しました。

一部ではありますがご紹介させて頂きました。
ご協力ありがとうございました。
これからも、患者様･ご家族様の声に耳を傾け
院内環境改善に取り組んでまいります。
ご意見等ございましたら院内各所のご意見箱に投函頂くか職員にお声掛け下さい。
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とってもカンタン！

寒くなると肩こりや腰痛がひどくなった経験はありませんか？

お手軽
エクササイズ

筋肉は寒くなると収縮し、体温の低下を防ぐ作用があります。

そのため筋肉が強張ると、肩こりや腰痛を起こしやすくなります。

今回は自宅で出来る、身体を温めてコリを取る方法を紹介します。

第8回
～冬の筋肉は強張っている～

偕行会 ウェルネスセンター

健康運動指導士

くまざき けいすけ

今日からできる
『温活ストレッチ』
の紹介
『温活ストレッチ』
の紹介
NTT 今日からできる
PPO
OIIN
～血流改善で体温
・
筋温上昇～
～血流改善で体温・筋温上昇～

熊崎 圭佑

①入浴
①入浴

②マッサージ
②マッサージ

38～40℃のお湯に
38～40℃のお湯に
15～20分を目安に
15～20分を目安に
入浴しましょう。
入浴しましょう。
炭酸泉はより効果的です。
炭酸泉はより効果的です。

入浴中や入浴後に軽く揉みほぐします。
入浴中や入浴後に軽く揉みほぐします。
強く揉むと筋肉が強張りますので注意が必要です。
強く揉むと筋肉が強張りますので注意が必要です。
ふくらはぎをかかとから膝裏にかけて
ふくらはぎをかかとから膝裏にかけて
さするようにほぐします。
（
さするようにほぐします。
（右図参照）
右図参照）

③ストレッチ
③ストレッチ
入浴後、
痛みを感じない程度に弾みをつけながら、
各ストレッチを30秒程行います。
入浴後、
痛みを感じない程度に弾みをつけながら、
各ストレッチを30秒程行います。
仰向けの姿勢で
仰向けの姿勢で
腰
・
お尻
腰
・
お尻 両膝を抱える。
両膝を抱える。

片足を伸ばし、
上体を
片足を伸ばし、
上体を
もも裏
もも裏 前に倒す。
前に倒す。

手を肩に置き、
肘で
手を肩に置き、
肘で
肩回し
肩回し 円を描くように回す。

挙げた腕と反対側へ
挙げた腕と反対側へ
体側
体側 上体を倒す。

円を描くように回す。

上体を倒す。

※伸びている筋肉を意識して、
呼吸は止めないように心がけましょ
う。
毎日少しずつでも継続しましょ
う。
※伸びている筋肉を意識して、
呼吸は止めないように心がけましょ
う。
毎日少しずつでも継続しましょ
う。

身体を温めると基礎代謝や免疫力が向上し、ダイエットや風邪予防にも繋がります！
今回の内容や運動療法について不明な点が
ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい

栄養指導部
コラム

疾病予防・運動療法施設 偕行会 ウェルネスセンター
（名古屋共立病院）
受付時間：祝日を除く月～金
9：00～17：00

TEL 052-353-9124

野菜は毎食100g以上が目安量！
春野菜をたくさん摂りましょう！

低エネルギーで食物繊維が豊富な野菜やきのこ・海藻は、便秘防止に役立つほか、コレステロールを体外に
排出するはたらきや、食後の急激な血糖値の上昇を防ぎます。
また、カリウムも多く含まれており体内の
1食分（約100g）の目安
ナトリウムを体外に排出して血圧の上昇を
防ぐ働きがあります。
野菜は1日に緑黄色野菜120g＋淡色野菜230g、
合わせて350gが目標量です。
(1食の目安量は100g以上)

生野菜なら、両手いっぱい

加熱した野菜なら、片手に乗る量

しかし、平成24年の国民健康・栄養調査の結果では愛知県の野菜摂取量は男性243g(全国平均297g)、
女性240g(同280g)と全国最下位でした。
春野菜は春キャベツ、新たまねぎ、アスパラガス、菜の花、スナップえんどう、
レタス、ブロッコリーなど豊富です。毎食100g以上を目標に食べましょう！
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名古屋共立病院

「基本理念」
●

常に最新の先端技術を導入し、高度な専門医療を目指します。

●

真に総合的な医療（予防・治療・リハビリ・社会復帰）
を目指します。

●

患者様の自己決定権を尊重する医療を目指します。

●

他の医療機関と連携して、地域医療の発展を目指します。

●

教育・研究を重視し、職員の自己研鑽に努めます。

患者様の権利と病院からのお願い
❶人権を尊重される権利

❹医療の情報を知る権利

疾病の種類、社会的な立場等に関わらず、すべての人

ご自身の診療に関する情報について、説明を受ける

には良質な医療を平等かつ公平に受ける権利があり

権利があります。診療情報の開示については当院の

ます。患者さま個々の人格や価値観などを尊重され、

規定に従ってください。

自らの意見を述べる権利があります。病院の職員や
他の患者さまの人権を脅かす行為
（暴力、
暴言、
脅迫等）
を行なう方は歓迎しません。

❺理解し納得できるまで
説明を受ける権利
治療や検査の必要性や効果、危険性、他の治療方法の

❷最善の医療を
安全に受けられる権利

を求めることができます。予想される重大な合併症に

最善の医療を安全に受けるために、患者さまご自身の

ついては説明しますが、すべての可能性を説明するこ

健康に関する情報をできる限り正確にお話しくださ

とはできません。疑問があれば何度でも質問してくだ

い。快適で安全な療養環境を保つため、病院内での

さい。

規則や病院職員の指示を守れない方は歓迎しません。

有無などについて、
わかりやすい言葉や方法での説明

❻医療行為を選択する権利

❸プライバシーが守られる権利

自分の意思で主体的に治療方法等を決定することが

ご提供いただいた病気に関わる私的な情報や診療の

できます。また、複数の専門医等の意見を求めたり、

過程で得られた情報は当院の規定に従い厳正に取り

他の医療機関へ移動することもできます。
（必要な資料

扱います。連絡先等の変更があった場合は速やかに

は提供します）
してほしくない治療を断ることもできま

ご連絡ください。
患者さま自身の許可なく第三者へ提供

す。他の医師の意見を求めることで不利な扱いを受け

しません。医療の発展のため、治療の成果等を研究や

ることはありません。当院での医療行為を希望された

教育へ活用させていただくことがあります。使用の際

場合でも、入院費や診療費等を遅滞なくお支払いいた

は、
プライバシーの保護には細心の注意を払います。

だけない方は歓迎しません。

6

患者相談窓口のご案内

当院では患者様･ご家族様への相談窓口を開設しております。

● 病気に関する不安についてのご相談
● 各種制度やその手続きについてのご相談
● 医療の安全についてのご相談

vol.13

● 治療内容や治療方針についてのご相談
● 医療費、
生活費や仕事復帰についてのご相談
● 食事や栄養についてのご相談
など、
なんでもお気軽にご相談ください。

ご相談頂きました内容については相談の内容に応じて
専門の職員が迅速かつ適切な対応を行います。
ご相談頂きました方の不利益にならないよう解決策をご提案しています。
必要に応じて個室等もご用意しますのでお気軽にお声掛けください。
ご希望の方は外来棟1階入り口右手の患者相談窓口、東館1階受付、
または最寄りの職員までお声掛けください。
（月～金曜日 9:00～15：00）

当院に入院される皆様 へ 入院セットのご案内
当院では平成30年2月1日より、入院患者様向けに
「入院セット」
を導入しております。
患者様･ご家族様の手間や負担の軽減、院内感染予防対策の更なる推進のためにもご活用ください。

入院セットとは

Aプラン
●日額300円(税別)
●タオル(バスタオル･
フェイスタオル)
●日用品

医療法人偕行会

Bプラン
●日額420円(税別)
●病衣(パジャマタイプ、浴衣タイプ、
介護つなぎの中からお選びいただけます。)
●タオル(バスタオル･フェイスタオル)
●日用品

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

TEL

052-362-5151

名古屋共立病院では、救急外来を24時間 〈患者様へご案内〉
365日対応しています。
（内科のみ）
救急対応では、通常の診療時間とは異なり、
外来を行ってない時間帯につきましては、 少人数の医師と看護師で治療を行っており
救急外来にご案内をしております。
ただし、 ます。そのため、診療まで時間が掛かったり、
検査、治療のため、後日再度受診をお願いす
整形外科疾患につきましては、医師体制
る場合があります。
が不十分のため、対応出来かねますので ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいた
ご了承ください。
します。

夜間救急応需体制
◎お問合せ 名古屋共立病院
２４時間３６５日対応（内科医１名体制）

TEL ０５２-３６２-５１５１

誌名を募り、
『

』
に決まりました。

見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。

2018年3月発行

広報誌の創刊にあたり、名古屋共立病院の職員から

〒454-0933 愛知県名古屋市中川区法華一丁目172番地

救急外来を２４時間３６５日対応してます

名古屋共立病院

※入院セットはレンタル期間の日数分料金が発生します。

編集・発行／

入院中に必要となる病衣･タオル･日用品類を日額定額制のレンタルでご利用頂くサービスです。
必要に応じて当院より提供しますのでご用意頂く手間がありません。
また、病衣･タオルの洗濯に関しては､院内感染症予防対策･院内の清潔保持を徹底するために高熱殺菌洗濯を行って
おりますので常に清潔にご利用いただけます。

