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植物のある環境や植物を育てることを用いて、対象とな
る方々の心身機能維持、
回復に取り組む。
日本園芸療法学会認定・上級園芸療法士。
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情報等、随時更新。ぜひご覧ください。
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初期臨床研修医1年目

津田 宏重 先生

かおり

チューター／
脳神経外科 部長

むらかみ

（笑）
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こんにちは︑研修医の村上です︒茨城県出
身︑宮崎大学 卒業で︑北海道とは縁遠いと一
見思われてしまいそうですが︑実は両親共に
北海道出身で︑夏休みはよく家族で北海道に
旅行を兼ねた帰省をしていました︒しかし︑
今まで一度も経験したことのない北海道の冬
を目前にして戦々恐々としている今日この頃
です︒
趣味はスキー︑テニス︑ゴルフ︑ピアノで
す︒共通のご 趣味の方︑お声をかけていただ
ければ幸いです︒
写真は入職時より
ほど痩せていた頃の
写真です︒これより痩せた私を見かけました
ら﹁痩せたね﹂と声をかけてくだ さい︒その
言葉を聞くべくダイエットします ！
2年間よろしくお願い致します︒
15
kg
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十勝自立支援センター
介護老人保健施設 かけはし

10月の終わりから11月にかけて何度か霜が降りるうち
に、星の庭やかけはしの各階にある菜園、花壇の植物は次
第に色褪せて枯れていきます。木々は葉を黄色や赤に染め
て、束の間の美しい風景を見せてくれました。一方で花や野
菜は徐々に水分を失い、静かに葉を落として枯れていきま
す。星の庭にはおよそ100種類ほどの宿根草が植えられて
いますが、ほとんどのものは霜が何度か降りた11月中頃に
根元から刈り取ります。春が訪れて暖かくなる4月から5月
頃に芽を出して、ふたたび花を咲かせますが、それまでは
土の中で根だけで長い冬を過ごします。
植えてある花の多くは10月末までに咲き終えて葉だけに
なるか、枯れてしまっているのですが、キクの仲間であるア
スターは、霜が何度か降りても綺麗に咲き続けて庭を彩っ
てくれました。アスター コーディフォリウス アイデアル と
いう清楚な薄紫色の花を咲かせる花は、この季節にこそ映
える花で、影が伸びてくるような夕方の光を浴びるととても
美しく、花の少ないこの時期の注目を独り占めしているよう
でした。
今年の春先から冬の始まりまで、星の庭ではたくさんの
花が咲きました。先の見えない状況は続きますが、また来
年も多くの花々と出会えるのを楽しみに冬を過ごしたいと
思います。

内視鏡を使用した小切開心臓手術、僧帽弁形成術の様子

井上先生︑そもそも心臓
の﹁弁﹂とはどのようなもの
なのでしょうか？

す︒心臓は筋肉が収縮すること

おちの真上︑胸の真ん中にありま

方が多いですね︒でも実際はみぞ

すか﹂と聞くと︑左胸を押さえる

血液の逆流を防いでいます︒これ

はそれぞれ一方弁が付いていて︑

です︒心臓の4つの部屋の出口に

うフィルタがあるというイメージ

れます︒左右の心臓の間に肺とい

右室
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皆さんに﹁心臓はどこにありま

で︑酸素と栄養を含む血液を全身

肺から

が心臓の﹁弁﹂です︒今回は4つ

肺へ

肺から

左室

に送り出します︒ポンプの役割で
すね︒血液を送るパイプを動脈︑
枝分かれする前の太い部分を大動
脈と言います︒送られた血液は全
身の臓器を巡って︑汚れて酸素が
薄くなり︑静脈というパイプを通

大動脈

肺静脈

左房

肺静脈

右房

って心臓に集まってきます︒心臓
には4つの部屋があり︑戻ってき

肺動脈

肺動脈

肺静脈 肺静脈

下大静脈

肺動脈

肺動脈

肺へ

心臓弁

全身へ

上半身から

上大静脈

た血液は︑右側の心臓に入りま
す︒右側の心臓は︑この血液を一
旦肺に送ります︒肺を通してきれ
いになった血液は左側の心臓に戻
り︑動脈を通してまた全身に送ら

下半身から

最近︑テレビやネットでよく耳にする﹁心臓弁膜症﹂︒
この心臓弁膜症の症状や治療方法について︑
心臓血管外科の井上先生に解説していただきました︒

心臓弁膜症
特集

ついて説明します︒左側のうち︑

ある弁のうち︑左側の2つの弁に
る心拡大とは違います︒

されますが︑心臓自体が大きくな

なります︒透析患者さんはよりカ

カルシウムが沈着してカチカチに

み︑動悸などの症状が出てきま

行すると息切れ︑だるさ︑むく

す︒

もうひとつは︑弁がしっかりと

は︑加齢でもよくみられる症状な

ルシウムが沈着しやすくなりま

上の部屋を左心房といい︑ポンプ
閉じずに隙間ができ︑そこから血

また︑生まれつき心臓や血管に

ので︑診察時には﹁同年代の人と

心臓の弁が悪くなるタイプには

いて教えてください

葉をよく耳にしますが︑これにつ

最近﹁心臓弁膜症﹂という言

液は一方向に流れていきます︒

といいます︒これらの弁により血

くところにある弁を﹁大動脈弁﹂

弁に隙間ができて血液が逆流する

場合は﹁大動脈弁狭窄症﹂︑僧帽

ら︑例えば大動脈弁が固くなった

れの弁に名前が付いていますか

す︒これが心拡大ですね︒それぞ

なり︑心臓は徐々に大きくなりま

血液が常に多く入っている状態と

う︒この状態が続くと心臓の中に

りますが︑また3戻ってきてしま

ってくると︑次は 送ることにな

イ菌がつくことや︑加齢による弁

には︑全身の感染症により弁にバ

も起こします︒閉鎖不全症の原因

悪く隙間が生じる﹁閉鎖不全症﹂

この弁の奇形は︑弁の合わせが

因になります︒

の弁の奇形も大動脈弁狭窄症の原

枚の形をしている方がいます︒こ

成されていますが︑生まれつき2

のです︒大動脈弁は3枚の弁で構

も一番多いのが大動脈弁の奇形な

ださい︒

なっているとイメージしてみてく

血液の渋滞によって肺が水浸しに

液が前に送りにくい状態なので︑

せんね︒

一概に年齢のせいとは言い切れま

けが肩で息をしていたりすると︑

自分だけ遅れたり︑階段で自分だ

す︒例えば︑同年代の方と歩いて

運動した時の息切れやだるさ

の役割である下の部屋を左心室と
液が逆流する状態です︒これを

何かしらの異常がある病気を先天

比べてどうですか﹂とお聞きしま

2種類あります︒ひとつは出口が

場合は﹁僧帽弁閉鎖不全症﹂とい

の変形もあります︒

す︒

いいます︒この2つの部屋の間に
﹁閉鎖不全症﹂といいます︒例え

性心疾患といいますが︑その中で

狭くなるタイプです︒本来の弁は

う病名になります︒これらの弁の

そうぼうべん

ある弁を﹁僧帽弁﹂といい︑左心
ば血液を 送っても逆流して3戻

向こうが透けるくらい薄くて柔ら

病気をまとめて心臓弁膜症といい

だいどうみゃくべん

かく︑ヒラヒラとしているのです

ます︒

弁の動きが妨げられます︒この状

が心臓弁膜症なんですね︒これら

弁が正常に機能しなくなるの

肉が分厚くなってきます︒これを

ようなもので︑だんだん心臓の筋

す︒心臓が毎日筋トレをしている

化は血管だけでなく弁にも生じ︑

伴う動脈硬化があります︒動脈硬

動脈弁狭窄症﹂の原因には加齢に

様々な原因がありますが︑﹁大

が浮き上がって逆流を起こすこと

アノ線のような腱が突然切れ︑弁

若い方でも僧帽弁を引っ張るピ

ですから︑弁膜症が原因で不整脈

臓に負担がかかり続けている状態

されて気づくこともあります︒心

周囲の人から︑顔のむくみを指摘

また健康診断

軽い場合には無症状ですが︑進

ょうか？

や人間ドックでは見つかるのでし

状はありますか？

何か心臓弁膜症に特徴的な症

症﹂の原因になります︒

があり︑これは﹁僧帽弁閉鎖不全

ると︑むくみの原因になります︒

また血液の渋滞が静脈にも起こ

これは狭窄症も閉鎖不全症も血

が︑血管の動脈硬化と同じように

態を﹁狭窄症﹂といいます︒本来

はどのような原因で起きるのでし

カルシウムが沈着して硬くなると

は心臓が収縮すれば簡単に開いて

ょうか？

心臓肥大といいます︒よく勘違い

さないと血液を送れない状態で

いた弁が開かず︑頑張って押し出

13

室からの出口︑大動脈に流れてい

人工心肺

機械弁

-4-

10

の状態です︒心不全とは病名と捉

らは心臓弁膜症が進行した心不全

す︒これが動悸の原因です︒これ

を起こすことがしばしばありま

てみてはいかがでしょうか︒

不安があれば我々専門医に相談し

齢のせいで済ませずに︑少しでも

を行っています︒仕事の疲れや年

をターゲットとした心臓精密検査
2種類があります︒

自体を取り換える﹁弁置換術﹂の

修復して治す﹁弁形成術﹂︑と弁

す︒機械弁は︑耐久性に優れ特に

﹁機械弁﹂と﹁生体弁﹂がありま

置換術で使用する人工弁には

えられがちですが︑心臓が十分に
機能していない状態をいいます︒

トラブルがなければ一生もので

や他の手術時に薬を休薬できるメ

もし心臓弁膜症と診断された

さんに一番適合するサイズを使い

リットがあります︒しかし一生も

専門医が聴診すると︑狭窄か逆

ます︒カーボン製で血の塊ができ

のの機械弁に比べると耐久性が弱

す︒手術中に大きさを測って患者

心臓弁膜症が軽度の場合は︑薬

にくい素材ですが︑ワーファリン

く︑ 〜 年で故障する方もいま

ら︑どんな治療方法がありますか？

ゲン写真で心臓が大きいと言われ
で症状を和らげます︒例えばむく

という血栓予防薬を飲み続ける必

流か心雑音からある程度判断でき

たら︑心臓弁膜症の可能性があり

みには利尿剤︑不整脈の方は不整

発見するためには定期健診や人間

精密検査をして確認します︒早く

薬はありません︒症状が進行した

ります︒残念ながら弁の形を治す

脈を抑える薬など内科的治療にな

やわらかい素材の弁です︒機械弁

る膜や︑豚の弁自体を加工した︑

生体弁は︑牛の心臓を包んでい

療法︑弁を選択させていただいて

齢や状態に合わせて︑一番良い治

ットを踏まえ︑また患者さんの年

す︒それぞれのメリットとデメリ

ドックはとても大事ですね︒早い

場合︑いくつかの症状と検査で重

糸をむすび固定する

段階で気付けば軽症のうちに治療

ます︒健康診断で心雑音やレント

ます︒その場合は︑循環器内科で

生体弁

要があります︒

15

6
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10

人工弁のカフに糸をかける

います︒

5

に比べて血栓予防薬をそれほど必

弁の縁に糸をかける

症度を判断し︑手術をするかどう

4

の選択肢が広がります︒当院の心

大部分が切り取られた弁

要としないので︑飲み忘れの心配

3

かを決めます︒手術は自分の弁を

ハサミにより弁を切除

臓ドックでは心臓弁膜症や狭心症

大動脈弁

2

弁置換術の流れ
大動脈弁

病気になった大動脈弁

心臓弁膜症

1
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心臓弁膜症

を切るのが一般的ですが︑最近は

心臓弁膜症の手術は胸の真ん中

なのでしょうか？

ジがありますが︑どのような手術

心臓の手術は少し怖いイメー

ダードな方法です︒

すが︑心臓手術ではとてもスタン

話をすると怖いイメージがありま

とができます︒機械を取り付ける

け根から小さい傷で取り付けるこ

したが︑低侵襲手術では︑足の付

通常は胸を開いて取り付けていま

て万全の体制で安全に手術を行っ

けるよう努力をしています︒そし

明し︑治療の全般をご理解いただ

手術前には十分に時間を掛けて説

く治療を受けていただくために︑

です︒患者さんやご家族に不安な

にしていることは﹁安心と安全﹂

治療において我々が何より大切

あれば迷わず医師に相談してくだ

気に過ごしていきましょう︒何か

健康寿命を延ばして︑地元で元

いてみてください︒

がちですが︑まずは受診し話を聞

は怖いイメージが先行してしまい

ています︒心臓の病気︑手術治療

わらないレベルでの治療を提供し

さい︒
札幌まで行かなければ高度な心

ています︒

体の負担が少ない低侵襲手術が増
心臓の手術だと術後はどのく

えてきました︒当院でも低侵襲手
術を積極的に行っています︒僧帽

当院では 〜 歳代の方でも手術

きています︒当院では都市部と変

井上 信幸

らい入院することになりますか？

そう思われていたかもしれません

方が持っていると言われていま

たことがあるのではないでしょう

後2週間以内に退院されていま

心臓血管外科

弁の形成手術では︑乳房の右下を

が︑今は大都市でも地方でも医療

臓手術は受けられない︑一昔前は
心臓弁膜症は高齢者に多い病気

心臓の手術では﹁人工心肺﹂と

す︒長寿国の日本では︑弁膜症の

か︒このECMOが人工心肺のこ

す︒低侵襲手術を受けられた方は

最後に︑患者さんやご家族︑

動画配信中

7㎝ 程度切り︑内視鏡で視野を取
りながら︑心臓にアプローチする

です︒統計では 〜 歳で150

いう機械を使います︒最近︑新型

治療を受ける患者さんも高齢化

とです︒簡単にいうと︑チューブ

術後の回復が早く︑1週間程度で

を直接大動脈へ送ります︒心臓の

﹁ほくと7﹂をご覧の方にメッセ

レベルの格差はどんどん埋まって

小切開低侵襲手術をスタンダード

コロナウイルスのニュースで

で心臓に戻ってきた血液を抜き出

中は血液が空になった状態になり

ージをお願いします

全身に送っています︒人工心肺も

ますが︑その間人工心肺が血液を

して酸素を取り込んで︑その血液

退院されます︒

エ ク モ

し︑ 〜 歳代は当たり前です︒

万人︑ 歳以上は235万人もの

74

﹁ECMO﹂という言葉を耳にし

に行っています︒

65

80

し︑肺の役割をするフィルタを通

70 80

インタビューを
動画で見てみよう
！

北里大学卒。
日本心臓血管
外科学会専門医、
日本外科
学会認定医・専門医、
日本
循環器学会認定専門医、
日
本 不 整 脈 学 会「植 込み型
除細動器／ペーシングによ
る心不全治療」認定医、下
肢静脈瘤血管内レーザー
焼灼術指導医

75

70
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HOKUTONEWS

2020.10.15 in Hoshino niwa

帯広北高校
「BLUE CLOVERS」
パフォーマンス
介護老人保健施設かけはし 看護部長

浦島つよみ

10月15日㈭、福祉村星の庭にて帯広北高校チアリーディング部「BLUE CLOVERS」の16名の生
徒さんが、屋内から観覧するかけはし利用者ら、約150名の前で素敵な演技を披露してくれました。
今年は、新型コロナウイルス感染症の為、各種イベントの中止、家族との面会制限などあり、利用者・
職員を元気づけようとイベントの提案を頂きました。肌寒い中、鈴木監督の挨拶でスタートした演技には
「かけはし！あやとり
！元気！勇気！笑顔！」のかけ声が。見ているだけで元気が湧いてくる、素敵な演技で
した。中には彼女達の笑顔・演技を見て涙する利用者もいました。
元気！勇気！笑顔！、
それ以上に
「感動！」
を私達に与えてくれました。
演技終了後には、利用者からアンコールの掛け声もあり、2度目の演技を披露して頂きました。心温ま
る演技をして頂いた生徒の皆さんに感謝します。
これからチアリーディングの大会に参加されるとのこと、
利用者、職員一同応援しています。

「第31回 緑の環境プラン大賞 コミュニティ大賞」受賞のお知らせ
（公財）
都市緑化機構で実施されている“みどり豊かなまちづくり”を応援する表彰

作品名

地域の遊びの場・憩いの場
かけはしパノラマ屋上ガーデン

制度「都市の緑3表彰」
にて、介護老人保健施設かけはしの「屋上ガーデンリニュ
ーアルプラン」
が第31回 緑の環境プラン大賞のコミュニティ大賞を受賞しまし
た。受賞したプランは、
「 北斗福祉村ガーデン星の庭」
と同様、地域共生をテーマ
とし、近隣の幼稚園や高校、
ガーデンボランティアの方々と施設スタッフが協力し
て造り上げていくというものです。造成の過程や公開情報等については老健かけ
はしブログにて随時お伝えいたしますので、
ぜひご覧ください。
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★広報誌★

安心して受診頂くために
社会医療法人北斗はCOVID19への取り組みとして、
下記を徹底しています
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職員の健康管理

三密防止対策

マスクの着用と
手指消毒

毎朝、健康チェック
（体温測定・症状の有無）
を
実施しています

職員一人ひとりが
意識して対応しています

標準予防を
しっかり実施しています

環境清掃と消毒

発熱者の
トリアージ

外部業者の
院内活動制限

患者さんの目に触れない所も
清掃・消毒を実施しています

発熱のある方は、通常とは
別の対応をしています

外部業者の院内での活動を
制限・管理しています

発 行：社会医療法人 北斗
発行人：鎌田
一

★★★★★★★

安全のために

★★★★★★★

withコロナ時代の新しい受診様式にご協力ください

責任者：久保田 亨
編集長：伊藤
慎

検温とマスク

ソーシャル
ディスタンス

待ち時間を
自家用車で

発熱時の受診

マスク着用の上、来院時は
検温と消毒にご協力ください

隣合わないよう間隔を空けて
お座りいただいています

お車でお待ちいただけます
職員へお声がけください

まずはお電話。
指示に従って受診ください

お気軽にお問い合わせください

すべてのお問い合わせ

☎0155-48-8000〈北斗コールセンター〉

〒080-0833 帯広市稲田町基線7番地5
☎0155-48-8000 FAX0155-49-2121

■関連施設
ほくと自立支援ホーム/カンタキあおぞら..................（帯広市）
北斗病院 .................................................................（帯広市） 上士幌クリニック/介護老人保健施設かみしほろ（上士幌町）
北斗クリニック .........................................................（帯広市） 新得クリニック .........................................................（新得町）
十勝リハビリテーションセンター ...............................（帯広市） 熊谷総合病院 .............................................（埼玉県熊谷市）
サービス付き高齢者向け住宅 あやとり....................（帯広市） HOKUTO画像診断センター............（ロシア・ウラジオストク）
十勝自立支援センター介護老人保健施設 かけはし
（帯広市） HOKUTOリハビリテーションセンター
（ロシア・ウラジオストク）

