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　この時期美味しい秋鮭ですが、塩焼
きが定番になりがちなご家庭も多い
はず。
　今回は洋風に仕上げた、見た目にも
きれいな「秋鮭のマスタード焼き」を
ご紹介します。
　ソースを乗せて焼くだけなので、手
順はとても簡単です。鮭に塩を振ら
なくても、粒マスタードの酸味で美味
しく食べられるため減塩にもなります。
　お子様には粒マスタードのかわりに
ケチャップを使用すると、家族みなさ
んで美味しくいただけますよ。

秋鮭のマスタード焼き

❶ 右記材料Aを混ぜ合わせておく。
❷ 鮭の上にAを塗り、焼き色がつくまでグリルで焼く。

エネルギー 174ｋcal
たんぱく質 19.6g
塩　分 0.5g

栄養価＜1人分＞

＊鮭の生臭みを消すため、調理を始める前に酒を振り
かけておきましょう。

　しっかり生臭みを消すことで、マスタードの風味が
生きてきます。

調理の
ポイント

作り方

•秋鮭  ２切

•マヨネーズ 大さじ １

•粒マスタード 小さじ ２

•粉チーズ 小さじ ２

〒940-8621 新潟県長岡市上条町字谷内561番地1
TEL（0258）33-3111   ＦＡＸ（0258）33-8811
http://www.tatikawa.or.jp  E-mail tatikawa@niigata-inet.or.jp

※バックナンバーをご希望の方は上記までご連絡下さい。
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6★管理栄養士おすすめ

A

触ってみようエコー・内視鏡（消化器内科）
病院見学体験会2017にて
※詳細は5Pでご覧ください。
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◆大動脈弁狭窄症とは？
　大動脈弁は、心臓から全身に血液が送り出される時、
逆流を防止する大切な弁です。加齢による変性などで
弁が硬くなり開きが制限されると心臓に負担がかかり、
進行すると心不全や不整脈、突然死に至ることがあり
ます。65歳以上の方の３%に見られ、高齢化社会とな
り患者さんは増加しています。

◆症状と予後は？
　しばらく無症状で進行しますが、息切れ、胸痛、失
神など一旦症状が生じると２年生存率は50%, 外科手

術不可能な患者さんの１年生存率は50%と極めて予
後は不良です。

◆治療法は？
　残念ながら弁の変性、硬化を改善させる薬は無く、
弁を切り取り人工弁を縫い付ける外科的人工弁置換
術が行われています。しかし、胸を開け、手術中は心
臓を止めて人工心肺によって全身の血流を維持する必
要があるため、脳血管障害や内臓疾患の併存、高度に
石灰化した大動脈、心臓手術の既往、高齢で体力のな
い患者さんなどは、手術の危険性が高く、また術後に

大動脈弁狭窄症について

見つめる先にあるものは
患者さんの未来

大動脈弁狭窄症について 経カテーテル大動脈弁置換術（TAVI）について

正常な大動脈弁
（開いた状態）

人工弁は留置された直後から
患者さんの弁として機能します

TAVIに使用される人工弁
(金属フレームに装着された
ウシの心膜から作られた人工弁)

変性、硬化して開きが
制限された大動脈弁

大動脈弁

人工弁を装着
したバルーン

太腿の付け根の
血管から挿入し
たカテーテル

TAVITAVI
大動脈弁狭窄症の最新治療

経カテーテル大動脈弁置換術

特集1

体力が戻らず日常生活が自力で困難となったり、認知
症が進行する場合もあります。術後の入院期間も約３
週間を要します。このような現状において、国内では
３年前より体に負担の少ないTAVIが行われるように
なりました。

TAVIについて
◆TAVIの方法は？
　血管撮影装置と手術室を兼ね備えたハイブリッド手
術室でレントゲンを見ながら行います。
　太腿の付け根の血管から挿入したカテーテルを介し
て、バルーンに装着した人工弁を植え込みます。
　全身麻酔は必要ですが、胸を開けず、心臓を止めな

いため負担は少なく、手術時間は約2-3時間で翌日歩
行となり、術後の入院期間も1週間程です。
　患者さんによっては、心臓や大動脈に直接カテーテ
ルを挿入して行うこともあります。

◆当院における実施
　H29年6月当院にて県内初症例が行われ、患者さん
の経過は良好です。循環器内科、心臓血管外科、麻酔
科、放射線科医師や多職種からなるハートチームで
TAVIの適応を検討し施行しています。しかし患者さ
んが TAVIを希望しても、外科的人工弁置換術をすす
めることや、心臓の負担を軽減する薬で経過をみて頂
くこともあります。国内の成績では2年生存率95%と
良好ですが、希にTAVIに伴う合併症や死亡例も報告
されています。
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特集2

第61回 創立記念式典
アオーレ長岡／平成29年7月21日㈮

立川メディカルセンター 

医療従事者への道

減塩なのにおいしい！！病院の食事プチ試食会（栄養科）

病院見学ツアー 検査って～ミクロの世界～（検査科）救急車をのぞいてみよう

あなたのバイキン３５億、
手洗いできてる？

医療クイズ大会

記念コンサートでの
TOKUさんのステージ

理事長挨拶

永年勤続表彰

めざせ！おくすり
マスター！（薬剤部）

　立川綜合病院では7月29日㈯に見学体験会2017を
実施し、248名の方にご参加いただきました。
　この会は楽しみながら病院の現場を体験することで、
医療への関心を高めてもらうことを目的に、小学生の
夏休みに合わせて2003年より毎年開催しています。
ブースでは医師やコメディカルの指導のもと医療機器
などを使って検査や治療の体験を行いました。
　また、本年も長岡市消防本部より救急車を展示して
もらい、救急車内部の見学や救急搬送・救急処置の様子
について説明していただきました。
　新病院へ移転後初めての開催ということで病院見学
ツアーを行い、一般の方が普段入ることができない
ハイブリッド手術室やヘリポートなどを見学して頂き
ました。
　そして、将来医療職を目指す子供達のキャリア教育の
一助となるよう「医療従事者への道」と題して医師・看護
師・薬剤師より職に就くまでの道のりや医療職のやりが
いなどについて講演を行いました。 

　立川メディカルセンターの第61回創立記念式典が
7月21日㈮アオーレ長岡で開催され、全体で777名の
方にご参加頂きました。
　第1部は法人役員紹介に続いて、永年勤続表彰が
行われ、今年は勤続40年5名、勤続30年10名、勤続20
年49名、勤続10年81名の計145名の職員が表彰され
ました。
　続いて、理事長挨拶では立川綜合病院が無事に移転
でき順調に稼働していること、数々の雑誌に取り上げら
れたこと、新病院のコンセプトやデザインが表彰された
ことが報告されました。
　建設の過程を記録したムービーが上映されると工事
の規模の大きさに驚きの声が聞かれました。
　第2部の記念コンサートでは三条市出身でヴォーカリ
ストでフリューゲルホーン奏者のTOKUさんより素晴ら
しい歌声と演奏を披露していただきました。JAZZの
スタンダードからポップス、オリジナルナンバーまで
幅広い楽曲で会場は大いに盛り上がりました。

医療や体について楽しく学ぼう！特集3
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TOPICS

※土曜日は12：00まで　※第1土曜日は休診

みなさんおいしそうに食べています。

OPEN SYSTEM登録医のご紹介立 川 綜 合 病 院
オープンシステム

黒条内科・消化器クリニック
院長

大関 康志 先生
●開業年月／平成28年5月
●診療科目／内科、消化器内科
●中心となる診療科／内科、消化器内科
●住所／〒940-0011　長岡市下々条町2836-1
●ＴＥＬ／0258-24-7946　ＦＡＸ／0258-24-1567
●ご出身／長岡市
●ご趣味／テニス、キャンプ

診療日
診療時間

8：30～12：30

15：30～18：00

月 火 水 木 金 土

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 　 ○ 　

日・祝

休
診
日

自院の特徴と診療方針
私たちが目指すのは、「地域の皆さまに信頼される
かかりつけ医」です。そのために患者さん１人ひとり
の健康上の悩みや不安に真摯に向き合い、納得いた
だいたうえで治療を受けていただけるよう、わかり
やすい、丁寧な説明を心がけております。

第24回ふれあいぱくぱくまつり開催
社会福祉法人晴真会

　平成29年8月26日㈯、社会福祉法人晴真会 障害者
社会福祉施設 米山自在館にて、『第24回ふれあいぱくぱ
くまつり』が開催されました。
　今年は、天候が不順で開催がどうなるか心配しました
が、まつり当日は晴天に恵まれ、地域住民の方々や柏崎
厚生病院の患者さん、職員の方々などたくさんのお客様
にお越しいただきました。冷しうどんはボランティアさん
のご協力もあり、おいしいうどんが提供できました。
　また、ビンゴ大会も毎年恒例となっており、今年も大い
に盛り上がりました。ぱくぱくまつりは、法人が設立され
た翌年からずっと続いてきたまつりで、利用者さんにも
職員にも思い入れのあるイベントです。
　これからも人とのふれあいを大切にしながら続けて
いきたいと考えています。

　まつりの開催に際して、医療法人関係
者の皆さまには多大なご協力をいただ
き、大変ありがとうございました。お越
しいただいた地域住民の方々、ありが
とうございました。

8/26
㊏

※

心臓ドックの内容が変わります
　たちかわ総合健診センターの心臓ドックはＣＴ（放射
線）に代わってＭＲＩ（磁場）を使用する検査に変更いた
します。金額は3万円の値上げとなりますが、造影剤を
使用しなくても直接心臓の冠動脈を調べることが出来る
検査です。また同時に心臓の働きや血液の流れの情報を

得ることもできます。
　病院移転に際し、最新のフィリップス社製の1.5テス
ラのＭＲＩを導入したことで可能となりました。
　またＭＲＩ検査ができない方（体内金属、入れ墨、閉所
恐怖症）には従来通りのＣＴ検査を行います。

　この他にこれまで通り「心臓超音波検査」と「運動
負荷心電図検査」も行います。
　心臓ドックの主目的は、冠動脈疾患の早期認識です。
検査結果が正常だったとしても冠攣縮性（かんれんしゅ

くせい）狭心症や将来の急性心筋梗塞発症を完全に
否定するものではありませんのでご留意ください。
　心臓ドックは胸部症状のある方には不向きですので、
そのような方は通常に循環器内科を受診ください。

これまでのCTによる冠動脈石灰化スコア

MRIによる冠動脈造影法画像（造影剤は使用していません）

医療法人立川メディカルセンター　たちかわ総合健診センター TEL0258（36）6221

狭窄のない冠動脈 狭窄のある冠動脈 フィリップス社製 1.5テスラMRI

冠動脈全体の石灰化の状態をスコア化
して冠動脈狭窄の危険度を算出します。

特集4

0 1 10 100 400

非常に低い 低い 中程度 比較的高い 高い

現在のあなたのスコア

冠動脈疾患のリスク：比較的高い

■ 石灰化スコア（Agatston score）

■ 判定

ラベル／ブロック ボクセル数 ボリューム[mm3]

LM

LAD(6)

LCX(1)

RCA(2)

Total

0

429

20

446

895

0.00

130.88

3.96

154.71

289.56

最小値[HU]

0

130

131

131

130

最大値[HU]

0

974

241

1017

1017

平均値[HU]

0.00

322.23

179.25

357.47

336.59

SD

0.00

201.58

35.94

210.86

206.12

Agatston

0.00

171.23

4.60

205.02

380.85

右側の画像では丸で囲んだ箇所で冠動脈の狭窄が見られます。
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OPEN SYSTEM登録医のご紹介立 川 綜 合 病 院
オープンシステム

黒条内科・消化器クリニック
院長

大関 康志 先生
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休
診
日
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8/26
㊏

※
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大動脈弁狭窄症の最新治療
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経カテーテル大動脈弁置換術
Transcatheter Aortic Valve Implantation
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　この時期美味しい秋鮭ですが、塩焼
きが定番になりがちなご家庭も多い
はず。
　今回は洋風に仕上げた、見た目にも
きれいな「秋鮭のマスタード焼き」を
ご紹介します。
　ソースを乗せて焼くだけなので、手
順はとても簡単です。鮭に塩を振ら
なくても、粒マスタードの酸味で美味
しく食べられるため減塩にもなります。
　お子様には粒マスタードのかわりに
ケチャップを使用すると、家族みなさ
んで美味しくいただけますよ。

秋鮭のマスタード焼き

❶ 右記材料Aを混ぜ合わせておく。
❷ 鮭の上にAを塗り、焼き色がつくまでグリルで焼く。

エネルギー 174ｋcal
たんぱく質 19.6g
塩　分 0.5g

栄養価＜1人分＞

＊鮭の生臭みを消すため、調理を始める前に酒を振り
かけておきましょう。

　しっかり生臭みを消すことで、マスタードの風味が
生きてきます。

調理の
ポイント

作り方

•秋鮭  ２切

•マヨネーズ 大さじ １

•粒マスタード 小さじ ２

•粉チーズ 小さじ ２

〒940-8621 新潟県長岡市上条町字谷内561番地1
TEL（0258）33-3111   ＦＡＸ（0258）33-8811
http://www.tatikawa.or.jp  E-mail tatikawa@niigata-inet.or.jp

※バックナンバーをご希望の方は上記までご連絡下さい。
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　 簡単レシピ 2
6★管理栄養士おすすめ

A

触ってみようエコー・内視鏡（消化器内科）
病院見学体験会2017にて
※詳細は5Pでご覧ください。
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