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診療内容　（対象疾患と特徴）
循環器内科では、心筋梗塞、狭心症、不整脈、心不全、弁膜症、心筋症、先天性心疾

患、大動脈瘤などの心血管系疾患の診断と治療や糖尿病などの患者さんの虚血性心疾患の
スクリーニング検査等行っております。

循環器疾患は生死に関わることもあり、診療は慎重な診断に基づき、それぞれの患者さ
んに合った、優しい治療を的確に行うよう努めています。急性心筋梗塞や急性心不全など
緊急を要する患者さんの受入れを迅速にするために東京都CCUネットワークに加盟して
おり救急医療に精通したスタッフが揃っています。不整脈に対しては日本のガイドライン
策定に関わるスタッフもおり、高いレベルの医療を提供させて頂いています。

心臓の悪いご高齢の方はしばしばほかにも病気を持っていることが多いものです。総合
病院の特質を活かし、心臓以外の管理を行いながら心臓の治療を施したり、あるいは反対
に心臓の管理をしながら他の病気を治療することができるのも当院の特徴です。また特
殊な高度先進治療（心臓外科手術、TAVI、Mitra Clip、ICD植え込み、カテーテルアブ
レーションなど）が必要な場合には、大学病院等と緊密に連携をとっており、患者さんに
とって最善の治療を受けていただけるよう心がけています。

《東京都CCUネットワークについて》
急性心筋梗塞を中心とする急性心血管疾患に対し、迅速な救急搬送と専門施設への患者

収容を目的に、1978年に東京都に組織された機構が東京都CCUネットワークで、東京消
防庁、東京都医師会ならびに東京都福祉保健局との共同の活動であり、東京都の特殊救急
事業として位置付けられています。

循環器内科
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東京都全域の心臓救急に携わる主要医療機関を包括してネットワークとして組織化さ
れた心臓疾患専門治療施設は、2022年7月1日現在で計75施設、総計534床のCCU病
床がその組織下にあり、東京都全体の夜間人口1300万人を、海抜0mから奥多摩の標高
2000mに届く山岳地帯までヘリコプター搬送を含む計236救急隊がカバーし、全救急車
に救急救命士が配置されています。

心臓カテーテル室
本館1階の救急外来の隣に心臓カテーテル室を配置し、急性心筋梗塞の患者さんを迅速

に搬入し治療出来るようにしています。ST上昇型急性心筋梗塞（STEMI）の治療におい
て最も重要なことは、いかに早く確実に再灌流を得るかという事であり、そのためには患
者さんの来院からカテーテル治療（PCI）を行いバルーン拡張などにより再灌流を得るま
での時間（Door to balloon Time）をできるだけ短縮することが、我々医療者側に求め
られています。

ACC（アメリカ心臓病学会）／AHA（アメリカ心臓協会）のガイドラインでも発症12
時間以内のSTEMIに対しては、来院から90分以内にPCIを行うことを求めています。

東京都CCUネットワーク加盟施設における　Door to balloon Time は、平均55分に
なります。

こんな症状の患者さんがいましたらご紹介ください
「先生、最近、胸が痛くなることがあるんです。」
胸の痛みは狭心症や心筋梗塞や肺塞栓症などの可能性があります。突然起こった背中や

胸を突き抜けるような激烈な痛みの場合には大動脈解離などを疑います。

「先生、最近、息切れ感じることが多くなりました。」
心不全による症状かもしれません。心臓弁膜症・虚血性心疾患・不整脈などが原因に

なっている可能性があります。あるいは、肺塞栓症による症状かもしれません。

「先生、最近、動悸を感じることが多くなりました。」
心房細動や期外収縮などの不整脈の可能性があります。不整脈のために突然死になった

り、脳梗塞を患って寝たきりになってしまうこともあります。

「先生、最近、足がむくむようになりました。」
心不全による症状の可能性があります。心不全は命にかかわる病気です。

その他、糖尿病患者さんの冠動脈疾患のスクリーニング検査なども積極的に行っており
ます。

　

医師紹介
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三田村　秀雄
・顧問
・日本循環器学会　循環器専門医
・日本不整脈心電学会　不整脈専門医
・専門分野　循環器全般・不整脈

森谷　和徳
・循環器内科部長
・日本循環器学会　循環器専門医
・専門分野　循環器全般、心不全



循環器内科　初診外来担当表

立川病院　循環器病診連携の会
「立川病院　循環器病診連携の会」を７月29日（金）に開催しました。

月 火 水 木 金

柴田 南方 影山 森谷 江頭
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柴田　勝
・MEセンター部長
・ 日本心血管インターベンション治療学

会　認定医
・専門分野　循環器全般・虚血性心疾患

影山　智己
・循環器内科医長
・日本循環器学会　循環器専門医
・ 日本心血管インターベンション治療学

会　専門医
・専門分野　循環器全般・虚血性心疾患

江頭　徹
・循環器内科医長
・日本循環器学会　循環器専門医
・専門分野　循環器全般・虚血性心疾患

南方　友吾
・循環器内科医員
・日本循環器学会　循環器専門医
・専門分野　循環器全般・心エコー



平素より地域連携にご協力いただきまして誠にありがとうございます。
立川病院、血管外科について「知ってるよ！」という皆様はより知っていただけるように、

「知らないな〜？」という皆様にはぜひ、この機会に知っていただけましたらと思います。

まず、血管外科が扱う疾患はどのようなものでしょうか？
対象は、末梢動脈、静脈、リンパ管疾患が対象です。簡単にいうと、頭の中、心臓以外

の脈管が対象となります。

部位 頸部、上肢、胸腹部内臓、下肢

病態 狭窄・閉塞、瘤、炎症、外傷、形成異常

動脈疾患 閉塞性動脈硬化症（末梢動脈疾患）、血管炎、動脈瘤、塞栓症、外傷

静脈疾患 血栓症・塞栓症、静脈瘤、うっ滞皮膚炎、静脈炎

リンパ管 がん術後上肢・下肢リンパ浮腫

その他 腎不全に対する内シャント作成、内シャント再建、悪性腫瘍切除時の血行再建

紹介いただく症状としては、四肢の冷感、痛み、色調異常、むくみ、表在血管の異常な
どが多くなっています。

では、それぞれの代表的疾患と、かかりつけ医の皆様が実践できるポイントをご紹介し
ます。

閉塞性動脈硬化症（末梢動脈疾患）
動脈疾患を疑ったときの簡単な診察、診断方法
触診の方法

下肢の脈はそれぞれ4箇所で触知が可
能です。総大腿動脈、膝窩動脈、後脛骨
動脈、足背動脈です。膝窩動脈は膝裏
を両手で支えるようにすると触知しや
すくなります。足背動脈はアノマリーが
あり触知できにくいこともありますが、
後脛骨動脈は触れやすいです。足部の
動脈が触知できるようであれば動脈疾
患の可能性は低いと判断できます。

下肢動脈疾患が疑われる時の触知の
ポイントは、まず、上肢の動脈の拍動も
確認しておくことです。左鎖骨下動脈狭
窄はそれほど稀な病態ではありません。

血管外科紹介
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両側の橈骨動脈の拍動をまず確認しましょう。次に、両側大腿動脈、両側膝窩動脈、両側
足部動脈の拍動を確認します。自己の動脈拍動を患者の拍動と間違えないようにすること
も重要です。大腿動脈は両側同時に触診すると左右の比較がしやすいです。膝窩動脈は膝
窩部を両手で支えるようにして触診します。足部は両手で足背と内顆を同時に触診すると
良いです。

下肢の色調変化について
両下腿や足部が紫色になって、チアノーゼか！と疑った場合には、一度下肢を挙上し足部を

マッサージしてみると良いです。よくあるのが高齢者で体動低下、長時間の座位などでうっ血
している場合です。うっ血の場合は即座に色調が改善しますので試してみてください。

ABPIについて
Ankle Brachial Pressure Indexの

略です。下腿にて測定した血圧を上腕
で測定した血圧で割った比の値です。
通常は下肢の血圧が上肢より高く測定
されるので1.0を超えることになりま
す。一般的に0.8を下回ると間欠性跛
行などの症状が認められます。また、
動脈病変があると安静時では正常でも
運動負荷後の数値の低下が認められる
こともあります。

動脈疾患の背景・予後
これまでの報告では間欠性跛行を生

じるような中等度の下肢動脈病変の方
の生命予後は5年で生存率70％、10年
で50％程度と報告されており、虚血性
の下肢潰瘍や壊死を生じるような重症
虚血肢では1年で80％、5年で40％と
報告されています。平均的ながん患者
よりも生命予後が悪い疾患であること
がわかります。また、下肢動脈病変の
方の50％弱が冠動脈や脳血管障害を
持っているとも報告されています。

禁煙の勧め
高血圧、脂質異常症、糖尿病、肥満に加えて、喫煙が

動脈硬化のリスクとなります。これらのリスクファク
ターをお持ちの方はもちろん、リスクがなくても喫煙者
には禁煙の指導を、ぜひ、お願いします。
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下肢静脈瘤
静脈瘤の治療適応は、本人がどれだけ困っているかで決まります。治療を希望される理

由としては、足の見た目、だるさ、朝方のつり、皮膚炎・潰瘍などが中心です。まず、弾
性ストッキングによる圧迫療法を開始して経過にて治療を決定するようにしています。弾
性ストッキングにて改善がない場合には、他の要因も考える必要があります。

外来にてポータブルエコーを用いて本人と一緒に画像を見ながら診断を進めます。

血管内治療の進歩
以前より、レーザーやラジオ波での低侵襲血管内治療を実施していましたが、さらに最

新の治療としてヒストアクリルを用いた、血管内塞栓術も開始しました。

下肢深部静脈血栓症
深部静脈血栓症を疑ったときの簡単な問診

むくみが出た経過が急性か、長時間の座位や、長時間の運動はしていたか、入院やギブ
ス固定など下肢の運動制限はなかったかなど聞いてみるとよいでしょう。

下肢静脈エコーは、迅速な診断にとても有用です。
下肢全長のエコーを実施しなくても、膝窩静脈の検索とDダイマー値で除外診断が可能

とも報告されています。
（Pulmonary embolism and deep vein thrombosis Lancet.2012 May 12
（379）:1835-46）

抗凝固療法の変遷、ガイドラインの改定が進み、外来での治療も可能となっています。
必要に応じ標準化したクリニカルパスを用い、短期入院での治療も実施しています。
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 血管内接着剤　Medtronic ホームページより

 ポータブルエコー　FUJIFILM　ホームページより



がん術後リンパ浮腫
浮腫の鑑別診断は、急性か慢性か、全身性か局所性かなどから

鑑別診断を進めています。
鑑別のための検査としては、血液検査（Dダイマー値、甲状腺

機能も含めて）、尿検査、胸腹部レントゲン検査、心電図、心エ
コー、浮腫の部位にて上肢静脈エコー、下肢静脈エコー、胸腹部
CT検査を実施し鑑別診断を進めます。
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<<<<入入院院診診療療計計画画書書・・退退院院療療養養計計画画書書>>>>

患者氏名 様 病名： 症状： 担当医： 印 受け持ち看護師： 印

注１　場合によっては内容を変更することがあります

上上記記内内容容ににつついいてて説説明明をを受受けけ、、内内容容をを理理解解しし（（同同意意ししまますす・・同同意意ししまませせんん））

年年 月月 日日 患患者者氏氏名名 （（代代理理人人のの場場合合））代代理理人人名名 （（続続柄柄））

国家公務員共済組合連合会　立川病院

2021.08.13　03500450

深部静脈血栓症で治療を受ける患者様へ

深部静脈血栓症 腫脹

月月日日 1月0日 1月1日 1月2日 ～ 1月3日 1月4日

項項目目 入院日 退院日

達達成成目目標標 治療について理解できる 胸部症状がない・日常生活について理解できる 日常生活について理解できる

治治療療・・薬薬剤剤

（（内内服服））

・内服薬を確認します

・点滴を開始します

・（　　）時に採血をします

・採血があります

・15時で点滴は終了と

   なります

・19時に血栓を溶かす

　飲み薬があります

・指示されたお薬はいつも

　通りに飲んでください

・採血があります

・夕食後に血栓を溶かす

   飲み薬があります

・指示されたお薬はいつも

   通りに飲んでください

《退院後の生活について》

・お薬は忘れずに飲み続けてください

　また飲み忘れに注意をしてください

　飲み忘れても翌日に倍量を飲んだりせずに

　1日量を守ってください

・転倒や怪我に注意をしてください

・鼻血のリスクがあるため、鼻は強くかまないでください

・歯茎より出血しやすくなるため、強く歯磨きをしない

   ように注意して下さい

・髭剃りはできるだけ電動シェイバーを使用してください

・食事：制限はありません

・仕事：通常のお仕事は構いません

　（怪我をしないように注意して下さい）

・入浴：制限ありません

・運動：激しい運動は避けてください

・血栓がある足が赤く腫れ上がったり、強い痛みが出た

   ときは病院に連絡して下さい

・ストッキングは医師の許可が出るまで退院後も履き

   続けてください

・他の病院や歯医者さんを受診する際は飲んでいる薬を

   必ず伝えてください

・今後は外来で定期的に経過をみます

活活動動・・安安静静度度

・病棟内のみ歩いて構いません

・心電図のモニターをつけます

・点滴終了後より、制限は

   ありません

・心電図のモニターは

  12時頃に外します

・制限はありません

食食事事

・制限はありません

特別な栄養管理の必要性　無

・制限はありません

排排泄泄 ・制限はありません

患患者者様様おおよよびび

ごご家家族族へへのの

説説明明

・入院、治療について説明

   します

・患者様識別のためにIDバンド

   を装着します

・身長と体重を測ります

・両足首とふくらはぎのサイズ

   をはかります

・治療のストッキングを履いて

   いただきます

・両足首とふくらはぎのサイズを1回/日はかります

・ストッキングは履き続けてください

　（洗い替え分は売店で購入してください）

・ストッキングは1回/日履き直ししてください

・体をぶつけたり、転倒しないように気をつけて

   ください



当院のリンパ浮腫外来にて治療
している浮腫は、前ページの右
下、腋窩リンパ節廓清や骨盤内リ
ンパ節廓清を施行したがん術後二
次性リンパ浮腫です（リンパ節切
除によるリンパ還流障害を原因と
する四肢のリンパ浮腫）。

治療の中心は複合理学療法で
す。

この中でも特に日常生活の注意
点として、スキンケアの重要性・
蜂窩織炎予防が大切であることを
指導しています。

弾性ストッキング着用継続のポイント
弾性ストッキングの着用については、薄手のス

トッキングを使うときには膝下や足関節での食い
込みがないように気をつけるように伝えていま
す。

弾性ストッキングを着用することは、基本的に
苦痛であり、めんどくさいことを理解し、継続す
ることでの治療効果を本人が実感するために、外
来では必ず下肢の周径測定を行い、改善を実感し
ていただくようにしています。体重測定し体重減少を実感することも有効です。

スタッフ：秋山芳伸
日本外科学会　認定医・専門医・指導医
日本消化器外科学会　消化器外科専門医・指導医
日本脈管学会　脈管専門医・研修指導医
下肢静脈瘤血管内焼灼術実施管理委員会　実施
医・指導医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
日本緩和医療学会　緩和医療認定医

外来診療：月曜日
＊ 迅速かつ的確な診断・治療のため、ぜひ事前予

約、診療情報提供書の事前郵送にご協力くださ
い。疾患内容によって初診日に検査・診断ができるよう画像検査等の準備をしていま
す。

今後もさらなる診療技術向上に努めてまいります。血管外科へのご紹介よろしくお願い
申し上げます。
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安来節披露中
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地域医療連携センター
TEL：042-524-2438 
FAX：042-523-3160

国家公務員共済組合連合会　立川病院
〒190-8531  東京都立川市錦町4-2-22
TEL：042-523-3131 FAX：042-522-5784
ホームページアドレス：http://www.tachikawa-hosp.gr.jp/index.html

ご要望などございましたら､地域医療連携センターまで
ご連絡をお願いいたします。


