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　この研究会は地域の開業医と病院勤務医が地域連
携を円滑に、地域住民が安心して医療を受けられるこ
とを目的として平成9年から毎年開催しています。
　今回は長岡市と長岡市医師会が地域包括ケアシステ
ム実現に向けて進めている「タブレット端末を活用し
た医療連携」への取り組みをテーマに関係する方々に
ご講演いただきました。
　当日は地域医療に携わる開業医をはじめコメディカ
ル、消防署救急隊や法人職員など約120名の方にご参
加いただきました。
　その後の懇親会では長岡市医師会長の太田裕 先生
からご祝辞を、乾杯の音頭は立川綜合病院OBを代表
し大貫内科医院の大貫啓三 先生よりご発声をいただ
きました。
　また４月から立川綜合病院に勤務になった医師と今
年１年目の臨床研修医の自己紹介が行われました。

立川メディカルセンター
医療連携研究会2015

5/20
㊌

自己紹介を行う新任医師

満席の会場

日　時／平成27年5月20日㈬
場　所／ホテルニューオータニ長岡　白鳥の間
医療法人立川メディカルセンター 理事長  吉井　新平

［講　演］

 Ⅰ．当院の医療連携の現況報告 副院長  阿部　博史

Ⅱ．長岡在宅フェニックスネットワークについて
 長岡市医師会 会長  太田　　裕 先生

Ⅲ．タブレット端末を用いた訪問看護ステーションとの
連携について 長尾医院 院長  長尾政之助 先生

Ⅳ．医療連携システム「Team」デモンストレーション
 株式会社アルム  吉田　健士 様

Ⅴ．こぶし園におけるタブレット端末の活用事例
  高齢者総合ケアセンターこぶし園  　　　　　　　
 総合施設長  吉井　靖子 様
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●脳血管内治療が対象となる脳梗塞●脳血管内治療が対象となる脳梗塞
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●当院の治療成績●当院の治療成績

●最新の脳血管内治療●最新の脳血管内治療

脳梗塞②～脳梗塞に対する血管内治療と　
   当院の治療成績～

脳神経外科
特集1

　脳梗塞の中でも心原性脳塞栓症は、主に心臓の
不整脈（心房細動）により生じた心臓内の血栓（血
の塊）が血液の流れに沿って脳の血管に詰まるこ
とで起こります。特に脳の太い血管に血栓が詰ま
る状態を脳主幹動脈閉塞症（図1）といい、突然脳
の血管が詰まるため症状は突発性でかつ重篤なも
のとなり、時には命に関わる場合があります。早急
に治療が必要な脳梗塞であり、前回の特集でもご
紹介したように、通常発症から4.5時間以内であ
ればrt-PA（遺伝子組み換え型組織プラスミノー

ゲンアクチベータ：アルテプラーゼ）という強力な
血栓溶解剤の点滴治療が適応となります。しかし
rt-PA点滴治療を行っても全例で血栓が溶解でき
るわけではありません。そのため点滴治療を行っ
ても症状が改善しない方、または発症からすでに
4.5時間を経過していてrt-PA点滴治療を行えな
い方、さらにはrt-PAを投与してはいけない項目
に該当する方などでは、その他の治療として脳血
管内治療すなわちカテーテル治療を検討する必要
があります。

　80歳、女性。元々お元気な方。突然右片麻痺
と言葉が出なくなり当院に救急搬送。頭部MRI／
MRAにて脳主幹動脈閉塞症の一種である左内頚
動脈閉塞症と診断。脳梗塞発症から4.5時間以内

のためrt-PA点滴治療を行いながら脳血管内治
療を施行。ペナンブラシステムにより血栓を回収
し完全再開通が得られ、症状は直ちに消失。2週
間後に独歩自宅退院されました。

　当院では2014年の1年間で16名の方に脳主
幹動脈閉塞症に対する脳血管内治療を行いました。
平均年齢は71歳、男性10名、女性6名。脳梗塞
発症から病院到着までの時間は平均78分、脳血
管内治療の前にrt-PA点滴治療を行った方は10
名（63%）。16名全例でペナンブラシステムを用

いて急性期再開通療法を行い、うち1例にステン
ト型の器材を併用しました。脳血管内治療を始め
てから脳主幹動脈の再開通が得られるまでの平均
時間は23分で、10名（63%）の方に良好な再開
通が得られ、歩行可能な状態で退院された方は9
名（56%）でした。

　心原性脳塞栓症による脳主幹動脈閉塞症に対
する脳血管内治療は“急性期再開通療法”と呼ばれ、
カテーテルを脳の血管内に誘導し詰まった血栓を
直ちに除去する治療です。過去には血栓を溶解す
る薬剤を脳の血管に注入する治療が行われてきま
したが、その後時代とともに血栓をより効率的にか
つ侵襲少なく除去する取り組みがなされ、様々な
器材が開発されてきました（図2）。

　2010年にはループ状の金属および糸により血
栓を絡めとってくる器材（メルシーレトリーバー）、
2011年には吸引ポンプで血栓を吸引してくる器
材（ペナンブラシステム）、そして2014年にはス
テント型（筒状）の金属で血栓を絡めとってくる器
材（ソリティア／トレボ）などが開発され現在使用
されています。

　前回の特集で脳梗塞の種類と症状、内科的治療についてご紹介しました。2回目の今回は、脳梗
塞の中でも心原性脳塞栓症に対する最新の脳血管内治療（カテーテル治療）ならびに当院での治
療成績についてご紹介します。

　今回2回の特集に分けて脳梗塞についてご紹介しました。当院は脳主幹動脈閉塞症に対する急
性期再開通療法を行うことが可能な病院です。現在様々な器材が開発され、急性期再開通療法の
治療成績は大きく向上してきており当院でも良好な成績を得ています。脳梗塞の中には内科的治
療だけではなく、緊急で脳血管内治療が必要となる病態もあります。脳梗塞かもと思われた場合
には、直ちに病院を受診し、適切な検査・および治療を受けられることをお勧めします。

脳神経外科    神保康志　高橋陽彦　阿部博史

図1：脳主幹動脈閉塞症のMRI

＜正常＞ ＜脳主幹動脈閉塞症＞

図2：急性期再開通療法で使用する様々な器材

図3：実際の治療例

（左）左内頚動脈閉塞症と診断
（中央）ペナンブラシステムを
用いて完全再開通
（右）回収された血栓

＜メルシーレトリーバー＞ ＜ペナンブラシステム＞ ＜ソリティア／トレボ＞
太いチューブで栓子を吸い取っ
て回収

コイル型のデバイスで栓子を牽
引し回収

ステント型のデバイスに栓子を
からめて回収
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造成地定点撮影 ラジコンヘリで上空から撮影した建設現場風景 ラジコンヘリで上空から撮影した建設現場風景 ラジコンヘリで上空から撮影した建設現場風景

平成27年7月9日法人による現場巡回　［平成27年7月9日］平成27年7月9日法人による現場巡回　［平成27年7月9日］

平成27年7月6日病棟4階梁鉄骨建方状況　［平成27年7月6日］平成27年6月30日インナーモール壁PCW取付状況　［平成27年6月30日］

平成27年6月30日JAカントリーエレベーターから見た建設現場全景 ［平成27年6月30日］平成27年6月29日診療棟1階押出成形セメント板建込状況　［平成27年6月29日］

平成27年6月25日診療棟3階鉄骨建方状況　［平成27年6月25日］平成27年6月15日診療棟2階床コンクリート打設状況　［平成27年6月15日］

平成27年6月9日診療棟2階床コンクリート打設状況　［平成27年6月9日］平成27年6月8日病棟2階PC柱建方状況　［平成27年6月8日］

平成27年6月5日診療棟1階立上り躯体工事状況　［平成27年6月5日］平成27年5月23日病棟2階鉄骨梁取付状況　［平成27年5月23日］

進捗状況 ［平成27年5月23日～7月9日］

立川綜合病院・腎センター・健診センター 3施設 　新立川綜合病院の建設工事も順調に進み、平成26年10月8日に着工して7月で9ヶ月になります。6月末時
点で建物3階部分の床の工事まで完了しており、国道17号線バイパスからも立ち上がった病院の躯体が確認でき
るようになりました。来年秋の開院に向けて一層期待が高まります。また、工事は安全に細心の注意が払われ
着工以来の無災害労働時間は5月末で15万時間を達成しています。11月に50万時間達成の見込みで、竣工時
には120万時間達成を目指し無災害で作業を行っております。

平成27年6月29日平成27年6月5日平成27年2月26日平成26年11月28日

新病院建設これまでの軌跡 ●立川綜合病院・腎センター・たちかわ総合健診センター移転情報サイト 　http://www.tatikawa.or.jp/newhp/index.php　進捗情報は左記サイトでも随時更新ご紹介しております。どうぞご覧下さい。
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Lecture Report講座・講演会レポート OPEN SYSTEM登録医のご紹介立 川 綜 合 病 院
オープンシステム

さいとう医院

院長

寺師 宏之 先生
●開業年月／大正１２年９月（平成１４年５月継承）
●診療科目／内科、整形外科
●中心となる診療科／整形外科
●住所／〒９５４-００５３　見附市本町１-４-４６
●ＴＥＬ／０２５８-６２-０１３７　ＦＡＸ／０２５８-６２-２２３７
●ご出身／見附市
●ご趣味／読書

寺師医院

院長

齋藤 淳志 先生
●開業年月／昭和６１年１２月（平成２７年５月継承）
●診療科目／内科、循環器内科
●中心となる診療科／内科、循環器内科
●住所／〒９４０-２１０５　長岡市緑町１-３８-５６
●ＴＥＬ／０２５８-２８-１１５８　ＦＡＸ／０２５８-２８-１１６８
●ご出身／長岡市
●ご趣味／読書

診療日
診療時間

9：00～12：00

15：00～18：45

月 火 水 木 金 土

○ ◎ ○ ○ ○ ○

○ ◎ 　 ○ ○ 　

日・祝

休
診
日

※火曜日は斎藤古志が診察します

休
診
日

診療時間

9：00～12：30

14：00～18：00

月 火 水 木 金 土 　

○ ○ 　 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 　

自院の特徴と診療方針
理学療法（高齢者の整形外科疾患に対する）及び
保存的療法が中心。高血圧、高脂血症等に対する
内科的治療

日・祝

自院の特徴と診療方針
当院は生活習慣病の管理・治療をはじめとして、心臓病、
睡眠時無呼吸症候群の検査や治療まで幅広く診療を
行っています。諸検査についても、迅速に結果をお伝え
できる体制を整えています。地域の皆様に安心して受
診していただけるように、これからも努めてまいります。

診療日

災害訓練 6／10㈬　立川綜合病院
　今年で3回目となる災害訓練を14：00～16：30に
7A病棟で行いました。
　今年の訓練の目的は以下のようにしました。
①災害訓練を通して病棟における発災初期の対応行動
ができる
②安全に留意して患者搬送をすることができる
　長岡市近郊を震源とする地震（震度7）が発生し、院
内では地震に伴う火災が発生、震災60分後に避難が必
要という条件でした。各部門の患者役（22名）は、病
棟で待機し放送を聞きながら搬送役の職員が7A病棟
へ集合し搬送を行いました。搬送の研修で学んだこと
を活かして実践し、シーツを利用して7階から3階まで
避難しました。
　患者役からは「何かするときは声掛けが欲しい」「今

 立川綜合病院では平成24年から、死亡診断書の精度
向上を目指し、死亡診断書検討会を立ち上げ取り組ん
でいます。多職種からなるメンバーでのオリジナルな
検討方法は、全国でも例がなく注目されています。
 この度、その取り組みが「第64回日本病院学会」に
おいて、優秀演題賞として表彰されました。前年の第

避難開始

検討会の様子 表彰式（右から4番目が筆者の石田氏）

指示を出す7A病棟師長

シーツで患者役を搬送 評価者（赤）のチェック

「第64回日本病院学会」優秀演題賞

の状況の説明が欲しい」「シーツを6人で搬送されたが
安定していた」等、搬送役からは「リーダー役がいない
とスムーズな搬送が出来ない」「搬送する者同士の声掛
けが大切」「思ったより大変」等があり、次回の課題にし
ていきたいと考えています。

演題名『死亡診断書の精度向上を目指す多職種チームの取り組み ―１年間の成果と今後の課題―』

63回日本病院学会においても優良演題賞を受賞して
おり、2年連続の受賞となりました。検討会リーダー
である病院長をはじめスタッフの地道な努力と、死亡
診断書に携わる医師、看護師の協力と病院の理解によ
りなし得たものと考えています。

診療情報管理室長　石田なほみ
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　この研究会は地域の開業医と病院勤務医が地域連
携を円滑に、地域住民が安心して医療を受けられるこ
とを目的として平成9年から毎年開催しています。
　今回は長岡市と長岡市医師会が地域包括ケアシステ
ム実現に向けて進めている「タブレット端末を活用し
た医療連携」への取り組みをテーマに関係する方々に
ご講演いただきました。
　当日は地域医療に携わる開業医をはじめコメディカ
ル、消防署救急隊や法人職員など約120名の方にご参
加いただきました。
　その後の懇親会では長岡市医師会長の太田裕 先生
からご祝辞を、乾杯の音頭は立川綜合病院OBを代表
し大貫内科医院の大貫啓三 先生よりご発声をいただ
きました。
　また４月から立川綜合病院に勤務になった医師と今
年１年目の臨床研修医の自己紹介が行われました。

立川メディカルセンター
医療連携研究会2015

5/20
㊌

自己紹介を行う新任医師

満席の会場

日　時／平成27年5月20日㈬
場　所／ホテルニューオータニ長岡　白鳥の間
医療法人立川メディカルセンター 理事長  吉井　新平

［講　演］

 Ⅰ．当院の医療連携の現況報告 副院長  阿部　博史

Ⅱ．長岡在宅フェニックスネットワークについて
 長岡市医師会 会長  太田　　裕 先生

Ⅲ．タブレット端末を用いた訪問看護ステーションとの
連携について 長尾医院 院長  長尾政之助 先生

Ⅳ．医療連携システム「Team」デモンストレーション
 株式会社アルム  吉田　健士 様

Ⅴ．こぶし園におけるタブレット端末の活用事例
  高齢者総合ケアセンターこぶし園  　　　　　　　
 総合施設長  吉井　靖子 様
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医療連携研究会2015プログラム

ホテルニューオータニ長岡
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