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新設科の紹介

　2020年４月１日、当院循環器センターに新たな

診療科が生まれました。「心大血管リハビリテー

ション科」です。近年、加速度的に進んでいる本県

の高齢社会化に伴い心不全患者の爆発的な増大、

いわゆる「心不全パンデミック」の到来が危惧され

ています。一方で短命県の一因ともなっている狭

心症や心筋梗塞を代表とした虚血性心疾患も全国

平均と比べると高く、平成30年度青森県保健医療

統計では心疾患の死亡率は第２位、脳血管疾患の

死亡率を加えると、心血管系死亡率はがんを抜い

て第１位となります。そうした背景を踏まえ、循

環器疾患治療の一環として、心臓リハビリテー

ション（以下「心臓リハ」という）の果たすべき役割

を鑑み、当科が新設されました。

　当院では疾患別リハを円滑に行うため、それぞ

れに対応したチーム編成を行っていましたが、当

院循環器センターにおけるリハの専従的な導入は

2011年に遡ります。心臓血管外科術後患者の早期

１）士法療学理（TP、てしとみ組り取るす対に床離

名が循環器センター病棟（８階東病棟）に配置され

ました。病棟師長や看護師と課題を検討しなが

ら、ICUや循環器科の患者の離床についても徐々

に対象を拡大していきました。そして、藤野院長

の後押しを得て2014年３月に８階東病棟の特別室

を改装して心臓リハ室が開設され、４月から心大

血管疾患リハ料Ⅰの施設基準を取得しました。現

在のPT配置は５名（心臓リハ指導士取得者４名）に

増え、医師・看護師・管理栄養士・薬剤師・臨床

検査技師・医療連携スタッフとの多職種チームに

よるカンファレンスも日常的となり、病院機能評

価ではICUからの早期離床や多職種連携に対して

高い評価を頂きました。また、2011年度の心臓血

管外科・循環器内科のリハ新患処方件数は120件

でリハビリ科全体の10％にも満たない状況でした

が、2019年度は600件を超え全体としても20％を

占めるようになりました。

　冒頭にも述べましたが、本県は心不全パンデ

ミックを避けて通ることはできず、もはや渦中に

あると言っても過言ではないでしょう。心不全患

者の増大に対する心臓リハの果たす役割は、疾患

管理や患者教育あるいは末期心不全患者に対する

緩和ケアの提供など多岐にわたり、その重要性を

高めていくことと思います。そして、心不全を上

手に管理するためには、訪問看護や通所リハ施設

等の地域の医療サポートが重要であり、医療関係

者との情報共有と心臓リハへの理解が今後の鍵に

なると感じています。

　一方で、弘前大学で開始された経カテーテル大

動脈弁植込術（Transcatheter Aortic Valve Impl

antation：TAVI）や当院のハイブリッド手術室と

いった新しい治療や技術が本県でも導入され、特

に再生医療や心臓移植、デバイスの進化は、通信

インフラの発展に伴い、今まで以上に多くの患者

が新しい医療の対象となります。そして、元の生

活に戻るためには身体的にも心理的にもリハビリ

が必要であり、その橋渡しをすることが当科の使

命であると思います。

　心大血管疾患は、生活習慣の変容とその継続が

なければ本当の効果が得られません。脳血管疾患

や腎疾患とも深く関連しており、心臓リハはそう

した二次疾患の予防や管理にも大きく影響を及ぼ

します。全国あるいは東北圏内をみても発展途上

の本県の心臓リハであり、院内においても取り組

まなければならない課題が山積していますが、当

科が本県の心臓リハの発展の礎となることができ

るよう邁進していきたいと考えています。

心大血管リハビリテーション科部長　

今田　篤
リハビリテーション科技師　

須藤　宗
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はじめに
　2019年12月、武漢での流行を契機に世界的な
流行、パンデミック、となった新型コロナウイル
ス感染症COVID-19は、日本にも伝播し５月27日
現在で16,000名以上の感染者が確認され、850名
以上の方がお亡くなりになりました。
　新型コロナウイルスはSARS-CoV-2と呼ばれ、
このウイルスによる感染症がCOVID-19と呼ばれ
ます。現在は国民の皆様の努力により新規感染
者が減少している小康期です。しかし、再び大流
行が起こり得る状況であります。そこで、私たち
ひとりひとりが気を付けるべき感染対策につい
てお知らせします。
１．手洗いとうがい
　SARS-CoV-2は感染者の咳やくしゃみとともに
排出され、ウイルスが付着したところを触った
手を介して口、鼻粘膜、目（結膜）から感染します。
そのため、手洗いは感染予防で最も重要です。外
出からの帰宅時はもちろん、家にいる時にも１
時間ごとの手洗いを推奨している方もいます。
手洗い　 https://nettv.gov-online.go.jp/prg/

prg20343.html
うがい　https://youtu.be/P6wWzDZDWU0
２．自分の体調管理、咳エチケット
　今回の活動自粛の中で、体調管理として体温
や風邪症状の記録が推奨されました。体調不良
時の出勤・会合への参加、旅行などの行動が感
染拡大につながりましたので、「体調不良を理由
に仕事を休むと迷惑をかける」よりも、「体調が
悪いのに休まないと他人に感染させて迷惑をか
ける」と考えを変える必要があります。
　ウイルスは咳やくしゃみとともに排出されま
す。基本はマスクですが、それに加えて、咳やく
しゃみの際にはハンカチやティッシュ、あるい
は肘を曲げて袖を利用して口を覆うと良いです。
咳やくしゃみの際に手にウイルスが付着し、触
るところにウイルスを塗り付けることになるか
らです。この咳エチケットはとても重要です。
３．三つの密を避ける
　密集、密接、密着の三つの密（３密）が重なる場
所でクラスターと呼ばれる集団感染が見られま
した。政府インターネットテレビで放映された
動画のURLを記載します。
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg20553.
html

４．Stay home
　不要不急の外出を控えることです。現在は、
with coronaとして外出制限は厳格ではなくなり
ましたが、不要不急の外出を避けるのは同様で
す。
５．医療機関では院内感染への注意が必要（「診
療お断り」では防げない）
　国内で感染者が広がるにつれ「診療お断り」が
見られました。医療機関での院内感染による感
染拡大を防ぐことが目的と思われますが、流行
地域への訪問者、発熱者がお断りされたようで
す。発熱する２日前から感染力があるので、発熱
者お断りだけではSARS-CoV-2の感染伝播を防げ
ません。感染者がいても、それを施設内で横に広
げないように、普段からの感染対策を見直し改
善する必要があります。患者さんが少ない現在
が、チャンスです。
１）環境整備
　患者さん等がよく触れるところ（ドアノブや
ベッド柵、テーブルなど）は１日１－２回、適切
な消毒液を利用して拭き掃除を行いましょう。
２）標準予防策
　すべての人は伝播する病原体を保有している
と考え、患者及び周囲の環境に接触する前後に
は手指衛生を行い、血液・体液・粘膜などに曝
露するおそれのあるときは個人防護具を用いる
ことです。今回、物資不足により、感染防護具も
不足しました。生産数や輸入などの流通の問題
もあり、さらには不要な場面での使用など不適
切な使用もありました。感染防護具は、防護具の
表面にはウイルスが付着しているので、適切に
使用しないとかえって危険です。自分の手にウ
イルスを付着させないように着脱するのにも技
術が必要です。なお、標準予防策については当院
で研修会を開催する予定です。
① 接触感染予防策：速乾性擦式手指消毒薬、手袋
② 飛沫感染予防策、エアロゾル対策：サージカ
ルマスク、エプロン、フェイスシールド、N95
マスク

まとめ
　COVID-19は、いつまた大流行が始まるかわか
りません。ただ、最近は検査方法が確立され、治
療薬も検討され、当初の状況とは全く異なって
います。次の流行に対応するため、ウイルスや疾
患についての知識、特に感染対策に関する正し
い技術を身につけることが大切です。

With corona時代の感染予防対策

トピックス

感染管理室室長　

北澤　淳一
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現在のカテーテル治療

　急性心筋梗塞や狭心症に対する治療には、カ

テ ー テ ル 治 療（PCI：Percutaneous coronary 

intervention）と手術治療（冠動脈バイパス術）が

あります。どちらの利点が大きいかを考えて治

療方針の決定を行いますが、患者様の負担が少

ないPCIが多く行われております。冠動脈（心臓

を栄養する血管）のPCIは、狭くなった血管を内

側からバルーン（風船）カテーテルで拡張して、

最後にステント（金属のチューブ）を血管に内張

りするようにして留置し、良好な血液の流れを

作ります。カテーテルを用いた治療のため大き

な傷も残さず治療ができ、患者様への負担も少

ないわけですが、全く問題が無いわけではあり

ません。ステントを留置する問題点として、①ス

テント血栓症と②再狭窄があります。①は血管

内に異物を残してくるため、異物に対する反応

が生じ、治療後に血栓が生じてステントが閉塞

してしまうことです。②は異物に対して血管壁

の細胞増殖が生じることで、せっかく確保した

血管内腔が小さくなってしまうことです。ステ

ント治療の問題点としてずっと指摘されていま

したが、①は抗血小板剤の使い方で改善を認め、

②は薬剤溶出性ステント（留置後に生じる細胞増

殖を抑制する薬をステント表面に塗布している

ステント）が使用されるようになり、大きな改善

が得られました。現在は薬剤溶出性ステントを

用いて治療することが主流であり、その成績は

かなり良好であります。

残された問題点

　治療成績の向上は得られましたが、まだ解決

できていない問題があります。遅発性ステント

血栓症、ステントフラクチャー（留置したステ

ントの一部が壊れてしまうこと）、neo-atherosc

lerosis（ステント内に増殖した血管の細胞に動

脈硬化が生じ、狭心症症状などを引き起こすこ

と）があげられますが、これらは全て異物を残す

ことが原因で生じることが分かっています。そ

のため、留置後数年で吸収されて消えて無くな

るステントの開発が進められていますが、いろ

いろな問題がありまだ実現していません。

ステント病からの脱却

　現在の薬剤溶出性ステントの成績が良いため、

当科の若い先生方もステントを留置して治療を

終えることが当たり前になっています。つまり、

PCI=ステント留置であり、これほど治療成績の

よいものを使用しないという選択肢がないわけ

です。実は多くの循環器内科医がこのステント

病にかかっているのです。残された問題点を解

決するためには、ステントの更なる進化も求め

られるのですが、私たちがステント病から脱却

して、異物を残さない=ステントを留置しない（ス

テントレス）治療も考えていく必要があるので

す。

異物を残さない治療

　ではステントを使用せずに治療が終われるの

でしょうか？すべての症例ではまだ難しいと思

いますが、可能な症例は実は少なくありません。

重要なポイントはいかにきれいにバルーンで拡

げられるかです。バルーンで血管を拡げると血

管の内側の膜が壊れます。普通のバルーンでは

どこが壊れるかは予想できず、時には血流がな

くなってしまうほどひどい壊れ方をすることも

あります。きれいに壊すためにはスコアリング

バルーン（風船の外側に刃がついている特殊なバ

ルーン）が有効であり、これで拡げると刃の部分

に亀裂が入るため、風船だけでもきれいに拡張

することができます。そして、最後に薬剤コー

ティッドバルーン（細胞増殖を抑制する薬を塗布

したバルーン）を使用して、血管の内側に薬を塗

ります。そうすることで血管を修復する最小限

の細胞増殖だけが生じ、再狭窄も予防でき、さら

には異物を残さずに治療ができるわけです。早

くからステントレスPCIに取り組んでいる病院で

は、すでに半数以上をステントレスで治療して

いるところもあり、その成績も良好であること

が報告されています。今後当科でもステントレ

スPCIを増やしていく方針で日々治療を行ってい

ます。残された問題を解決するためには、我々循

環器内科医がステント病を克服する必要がある

のです。

ステントレスPCI
～ステント病からの脱却～

循環器内科部長　　

櫛引　基
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　外来で患者さんから “手術はカメラででき

るんですか？” とか “カメラで簡単に手術で

きるよ、と言われて受診しました” などと言わ

れることが増えてきました。胸腔鏡手術のこと

なんでしょうが、胸腔鏡手術といっても範囲が

広くて一言では説明しづらいんです。お腹の手

術の場合（腹腔鏡）は炭酸ガスでお腹の中を膨

らませる必要があるので、ポートという操作用

の穴を通してのみ操作が行われ、体を切開して

直接臓器に触ったりはできません。しかし胸は

肋骨で守られていて肺が縮むことにより操作

スペースができるので、ガスを注入する必要が

ありません。腹腔鏡と同じようにポートだけの

手術の他に、胸腔鏡を併用した小開胸手術も胸

腔鏡手術と呼ばれています。現在行っている手

術はほとんど胸腔鏡を使っており、胸腔鏡手術

といっても操作する傷に関しては小さなもの

から比較的大きなものまで様々あることにな

ります。

　従来の標準開胸は25〜30cmほど切開して胸

の中全体が確認できるような大侵襲の手術で

した。手術はやりやすいものの術後の創部痛は

かなりのものです。胸腔鏡などの器具の発達に

より、自然気胸など肺の一部分を切除するよう

な簡単な手術は数カ所の穴だけでできるよう

になりました。それに並行して肺癌の手術も

徐々に傷が小さくなってきました。現在の小切

開開胸では筋肉は切断せず、クレジットカード

大くらいの開胸になっています。このような開

胸術は胸の中を直接見るのとカメラの画面と

を併用するのでハイブリッド胸腔鏡手術とも

いわれます。皮膚の切開は４〜５cmですが中で

はその倍程度切開して肋間を広げる必要があ

り、見かけよりは侵襲的と言えるかもしれませ

ん。狭い意味での胸腔鏡手術は完全胸腔鏡手術

ともいわれ、２〜４cmの切開を３カ所におき

直接覗かないで画面だけをみて手術していま

す。見かけはハイブリッド手術とあまり変わり

ませんが肋間を広げることはなく、痛みは以前

より軽微で術後の回復も早くなっています。こ

の差は結構大きく数日後の患者さんの表情や

病棟での動きは明らかに違います。

　このように説明しますと、誰でも小さな傷で

痛くないように完全胸腔鏡下に手術して欲し

いと思いますよね。しかし肺を切除する範囲や

リンパ節を郭清する範囲は以前と同じです。手

術ができるのは肺癌がそれほど進行してなく、

肺を切除しても体が耐えられる方というのも

変わっていません。胸腔鏡手術だからこれまで

できなかった方に手術ができるようになった

わけではないのです。また簡単にできるように

なってきたわけでもありません。大きな傷で手

術をしていても術中の損傷はありましたが、そ

れを小さな傷でやるわけですから胸腔鏡の方

が高度な手技を要求されます。胸腔鏡で手術を

始めても、予期せぬ出血などで続行できないと

判断した場合、大きく傷を広げることがありま

す。

　低侵襲な手術は一つの目標ですから胸腔鏡

手術は今後もさらに進めていくつもりですが、

開胸手術と同じくらいの安全さと治療効果が

見込まれる必要があります。胸腔鏡手術につい

てまとめますと、これまでの手術が器具の進化

によりかなり小さな傷でも可能になりました

が、手術のリスクはこれまでと同様にある、と

いうことをご理解下さい。

　図１. 従来の開胸手術創　　図２. 完全胸腔鏡手術の
　　　　　　　　　　　　　　　　 切開創

　　　　　　　図３. 完全胸腔鏡手術の風景

胸腔鏡手術ってなに？
呼吸器外科部長　　

佐藤　伸之
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