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急性心筋梗塞の治療は
時間との勝負！！
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ぞおちや肩、腕、あごの痛みであったり、吐き気だ

らにH22年には病院到着から治療までの体制の

けの方もいます。そして、急性心筋梗塞を起こさ

病院到着から急性心筋梗塞に対する
治療までの時間

れた方の半数はお亡くなりになり、そのうちの約

当院では急性心筋梗塞に対して積極的にカテー

時間を短縮することができ、８割以上の患者さ

6割が病院に到着する前に死亡すると言う非常に

テル(細い治療用の管)を使った治療を行っていま

んが90分以内に治療を受けることが可能となり

恐ろしい病気です。一方で病院に入院された患者

す。過去の研究で、病院に着いてからカテーテル治

ました。

さんの９割以上は救命が可能です。そして、１分

療までの時間(Door to Balloon Timeと言います）

１秒でも詰まっている血管の流れを早く戻して

が短ければ短いほど、死亡率が下がることが証明

あげればあげるほど心臓のダメージは少なくて

されています(下の図)。

すみますし、お亡くなりになる可能性を減らすこ
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とが出来ます。

死亡率︵％︶

栄養されている心臓の筋肉が、どれくらいの時間
生き残っているのかを表したグラフです。心筋梗

心臓の血管の病気
心臓は全身に血液を送り出すポンプの働きを
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という心臓の表面を走る血管で栄養されていま

過ぎると急激に死んでいき４時間でほとんどの

す。心臓の血管（冠動脈）はタバコ、高血圧、高脂

筋肉が死んでしまいます。その後も少しずつ生き

特に病院に到着してから治療まで90分以上を

血症、糖尿病、腎臓病、年齢などの影響で動脈硬

残っている筋肉の量は減っていきます。何度も繰

要すると死亡率が急激に上昇するため、治療まで

化が進み狭くなってしまうと、十分な血液が心

り返しになりますが、急性心筋梗塞の治療は時間

の目標時間は90分とされています。しかし、先ほ

臓の筋肉に送りとどけられなくなることにな

との勝負なのです。

どの図をみてお分かりのとおり治療は、やはり早

急激に狭くなって詰まることがあり、この状態
を急性心筋梗塞といいます。
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しかし本当に大事なのは・・・
この３年間に、病院到着からカテーテル治療ま

(循環器内科か心臓血管外科の医師)が常にいる体

までに一番時間がかかっているところはどこな
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制をとっており、夜間における病院に到着してか

のでしょうか？実を言うと、病院に到着するまで
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ら治療までの時間を大幅に短縮し、90分以内の目

に一番時間がかかっているのです。過去３年間の

20

標を達成することが出来るようになりました。さ

平均では病院に来るまで約３時間(197分)かかっ
ています。おそらく患者さんが我慢していたり、
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しかし急性心筋梗塞を発症してから治療を行う

急性心筋梗塞は恐ろしい病気！！

くるくらい強い痛みのことが多いのですが、み
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下の図は、急性心筋梗塞の時、詰まった血管で

見直しなどを行った結果、より一層治療までの

H20年

H21年

H22年

全体（分）

84.8

78.3

70.4

日中（分）

73.5

72.9

61.4

夜間（分）

97.3

84.0

83.8

す。とにかく今までにない強い胸の痛みが続く場
合や、冷汗を伴う胸の痛みのときは遠慮をせずに
救急車を呼んでください。そしてそのあと、私達
は全力で急性心筋梗塞の治療にあたらせていた
だきます。
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東日本大震災
東日
東
本
をふり
りかえって
かえって
かえ

災害対策本部をレストランに移し、毎朝夕、すべての職種の管理者が集まり、本格的に

2011年３月11日14時46分 三陸沖震源 震度７

状況の把握、対応・指示の一本化を開始しました。

このたびの東日本大震災、福島第一原発事故により被害

ラインの一部欠如により、一般外来および定時入院の中止

最初の問題は、停電でした。地震により、電源切り替え装置が破損し、新館側の非常用

を被られました皆様に心よりお見舞い申し上げます。皆様の

など、診療をお受けになっている患者の皆様方には多大な

発電機が稼働しても病棟まで電気が供給されていないことが判明。人工呼吸器装着の

安全と、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

るご迷惑をおかけすることになったことを心よりお詫び申し

重症患者さんを一時的に、電気が使える本館側ICUや手術室に移動し、病棟には院内の

本院も施設の一部を被災しましたが、地震直後から災害

上げます。震災から４ヶ月が経ち、壁などの破損個所は残る

対策本部を設置し、災害拠点病院として被災地への医療支

ものの、安全な診療ができるまで復旧しております。今後

援、被災患者の受け入れを行いつつ、できるかぎりの診療

徐々に修復工事を行って参ります。引き続きご理解とご協力

を行ってまいりました。
しかし、地震直後の数日間は、
ライフ

の程、宜しくお願い申し上げます。

すべてのランタンを集めました。新館に入院されていた患者さんには、薄暗く、余震が続
くなか、非常に不安な思いをさせてしまいました。
レストランに災害対策本部設置

深夜に、電気は復旧し、ホッとしたのもつかの間、翌朝、つくば市内が断水となってお
り、備蓄用受水漕に給水がされず、残量が200トンまで下がっていることがわかりました。
本院が通常の医療活動を行うには１日250トン以上の水を必要とします。手術や血液検

3月11日
０
14時46分 東北地方太平洋沖地震発生 Ｍ９．
茨城県北 震度６強
つくば市 震度６弱
14時50分 災害対策本部設置
被災状況報告開始（病棟・外来 被災者なし）
外来患者 遊歩道へ避難
新館停電（発電機稼働するも電源切り替え装置破損のため）
ガス使用不可
備蓄水対応
15時15分 茨城県沖地震 余震 震度５強
15時20分 遊歩道に防災テント設置
16時43分 停電のため新館の人工呼吸器装着患者を手術室に移動
院内保管のすべてのランタンを停電中の新館へ配置
19時02分 地下厨房から階段を使用し人手で食事を配膳
当院が茨城DMATの参集拠点病院となり、
遠くは高知県から36チーム
が参集し被災地に向かった。
3月12日
2時30分 新館停電復旧
8時30分 水戸協同病院より患者15名受入要請 受諾
つくば市断水により、備蓄用受水槽に給水されていないことが判明
緊急節水指示（残200トン。通常は250トン／日使用）
14日までの定時の手術・入院は中止。
連絡がつく患者さんには電話
連絡。
茨城県・つくば市へ給水要請（至急の対応は難しい）
3月13日
8時30分 備蓄用受水槽 残50トン （給水車８トンあり）
水の使用禁止（すべての蛇口を止水）
しかしトイレ等で最低80トン
使用
15日までの一般外来を中止（電話連絡試みるもほとんど通じない：ホー
ムページ掲載）
食事は備蓄用食品
（残り３日分）
リネン工場被災し、
シーツ類が届かない。
医療材料も供給困難。
16時30分 茨城県・阿見消防署から33トン給水あり
３月18日までの定時入院は中止（本日中に断水が解決しなければ300
人全員の転院も検討しなければならない）
22時残100トンまで回復
18時00分 つくば市から給水支援あり
3月14日
8時30分 備蓄用受水漕 残250トンまで回復 不安定ながら市の水道仮復旧
茨城県は計画停電から除外されたため、
電気は使用可能
食材・医療材料・一部の医薬品の供給が困難
3月16日 一般外来再開
3月18日 避難所（エポカル・洞峰公園）の診療支援開始（つくば市医師会に協力）
福島県の被災病院から２名転院受入
3月19日 定時入院再開
3月23日 災害対策本部 終了

査などにも多くの水が必要なため、緊急事態として、予定の手術や入院を中止にし、病棟
の洗面所をすべて止め、
ナースステーションでの給水とさせていただき、
トイレも１箇所
に制限しました。
ここまでしても１日80トンを使用していました。県や市の災害対策本部
に給水要請をしても、十分な対応が得られず、やむを得ず一般外来も中止し、救急患者
さんのみの対応に踏み切りました。予約の入院・外来患者さん宅に手分けして変更の電
手術室に重症患者を一時収容

話を試みるも、災害のため、ほとんど電話がつながらず、大変なご迷惑をおかけすること
になりました。屋根瓦が落ちたり、
ブロック塀が倒れたりと被災された患者さんに、
ガソリ
ンの供給もままならないなか、無駄足をさせてしまいましたこと、誠に申し訳ございませ

３月11日14時46分ゆっくりとだんだん大
きく非常に長い揺れが襲ってきました 。
立っていられないほどで、経験のない地震
の大きさに恐怖を感じました。

んでした。
一方で、災害拠点病院として、DMAT

注１

の参集病院となり、全国から集まる支援チーム

に情報提供し、被災地に出動していきました。当院DMATも、北茨城や福島県相馬方面へ
出動し転院の支援にあたりました。
また、被災地の病院からの入院患者さんの受入、つく
ば市に設置された避難所の診療支援を行い、職員が今できることを、精一杯努力したつ
もりでおります。今回の災害で感じたことは、通常のライフライン（電気・水・ガス）の他、
当院DMAT

被災地へ出動

情報の大切さでした。受け取る情報、提供する情報。
これらを一元的に正しく管理してい
くことの大切さ、難しさを痛感しました。復興には、長い時間が必要となるでしょう。
この
経験を生かし、地域に頼られる病院となるよう職員一同努力していきたいと思います。

事務部部長

中山和則

注１ ＤＭＡＴとは「災害急性期に活動できる機動性を持った専門的トレーニングを受けた医療チーム」
と定義されており、災害派遣医療チーム Disaster Medical Assistance Team の頭文字をとって略してＤ
ＭＡＴと呼ばれています。

地震直後に、災害対策本部が設置され院
内の被災状況が報告されはじめました。
破損個所は随所にありましたが、
負傷者は
なく、一時的に安心したものの、その後も
大きな余震に見まわれました。
福島県内から転院患者を受入

北茨城市長より当院のDMATに感謝状が贈られました
5月26日、豊田稔北茨城市長が来院され、当院のDMAT（災害派遣医療チ
ーム）
の医療支援活動に対する感謝状を阿竹茂救急診療科長に贈呈しま
した。当院のDMATは、東日
本大震災の翌日に北茨城市
に出動し、全国のDMATとと
もに被災した北茨城市立総
合病院の入院患者の転院搬
送や同市災害対策本部での

遊歩道に避難する患者さん

つくば市内避難所の診療支援

業務など医療支援活動を行
ないました。
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くつろぎ空間へリニューアルしました

もっと

ほっと

外来待合い室・２階家族控え室

！
探険 発見！

No.2
.2

病院ツアーズ

外来の空間

では
今年に入り、
正面玄関にエアカーテンが設置されました。
エアカーテンとは空
気による壁を作る装置のことで、
「冷・暖気を外に逃がさない」
「
、虫や埃の侵入

さて、ここから探検です

省エネの現場を歩く
省
大
大震災を機に省エネの関心が一段と高まってき
たよね。ＴＭＣも本格的に取り組みを始めてい
た
るよ。今回はどんなところでどんな工夫が行な
る
われているのか、院内を案内します。
わ

スタート

を防ぐ」
などの効果があるといわれています。
冬の間は外来の受付付近がとても
寒かったのですが、
エアカーテンにより暖気の流失を減らすことができました。

外来棟エレベーター

パソコンの省エネ対策
パ
ン

夏には、
冷気を外に逃がさないことから冷房効果がアップしています。

平日夜間の19:00から翌7:00まで、土日、祝日は終
日１台のみ稼動しています。

モニタの明るさを100％から40％に

また、
外来の2階には熱帯魚の水槽が設置されました。
今までは殺風景な待
合いフロアでしたが、
200匹程の熱帯魚が可憐な泳ぎを見せており、
多くの患者さんが水槽に近づき、
足を止めて心を和ませている姿が
見受けられます。職員に喜びの声を聞かせていただける事もあり、

「土日、祝日は２階の外来フロアは使用してな

「最初はちょっと画面が暗いなあと思ったけど、
慣れると意外に大丈夫かも。」

いから１台あれば大丈夫だし、平日は夜遅くまで
外来やってるけど１台あれば大丈夫だよね」

患者さんと話がはずむことも少なくありません。

パソコンの省電力機能で
消費電力を減らします
「パソコンの利用状況を学習して、利用者の使

定期的に魚の入れ替えを行なっていますので、
これからも楽しみに

用状況にあった省電力設定が自動でできるソフト

していただければと思います。

があるんだって。
しかもタダ。
これならみんなもで

病院は皆さんのご家庭と異なる環境であり、
長く滞在するのは苦

きるね。」

痛だと感じることもあるかと思いますが、
少しでも患者さんに安らぎ
と満足を提供できるよう努めて参ります。

ほかにもこんなことを考えています
ほかにもこんなことを考えてい
います
心電図室前患者待合所

は

家族控室で

屋上の遮熱ペイント
ト

診察時間中は蛍光灯を間引きしています。また診
察時間終了後は全消灯しています。
「間引きされてても意外に明るい？！」

みどりのカーテン
みどりのカーテ

手術やご入院が必要な患者さんのご家族が利用できる家
さんのご家族が利用できる家
族控室を２階に２ヶ所、３・４階に各1ヶ所設けております。
ヶ所設けております。
特に２階エリアは手術室や救命救急センター、
ター、集中治療
室があり、家族控室を利用される方が多く、時には夜を過ご
を過ご

窓への
遮熱フィルム貼付
貼

されるご家族も見受けられます。大きなソファーやテーブル

ゴール

が壁際に配置された部屋は複数のご家族が利用しづらく、
居心地のよい控室とはいえませんでした。
昨春から筑波大学芸術専門学群のアート デザイン プロデュース演習で“病院に彩りを”をコンセプトに活動する
「パプリカ」の学生が改修に取り組みました。病院の中でも自然を感じられるようにとヒノキの木目を
活かして塗装を施した葉っぱをモチーフにした6基の“はっぱパーテーション”を制

エアコン設定温度強制カバー

省エネで気をつかって
いることは何ですか？

このカバーをセットすることで、温度を28度以下
に下げることができません。

作しました。“はっぱパーテーション”によって圧迫感なくコーナーを仕切ること
ができ、手軽に移動することも可能です。壁際に配置すると殺風景な壁のアク
セントにもなります。利用者の方がリラックスできるような心配りに溢れた作品
になりました。

6

「もちろん 事 務 職 の
フロアなど、ふだん患者
さんが出入りしないとこ
ろだけだよ」

パプリカのメンバー 左から大学2年の金森陽子さん、
リーダーで大学3年
の谷尚樹さん、
大学院博士前期2年の中鉢耕平さん

施設管理課長 遠藤 薫

不要箇所の消灯や温度管理の徹底
等に努めています。その一環として、冷
暖房温度の管理を徹底するための金
具を考案しました。 (左写真)

7

ご寄付のご報告
多くの皆様からお寄せいただいた、
ご寄附について
報告いたします。平成22年度にいただきましたご寄附
は 415,058円でした。
この篤志は、
ご寄附くださった方々
の意向に沿うよう医療・介護の充実や職員の教育研修
に使用させていただきます。
機器購入の際には、
患者さ
んに直接役立つものを購入いたします。
これまでいた
だきました寄附により、
昨年は20部署に50品目、
総額約
430万円を医療の充実などに使わせていただきました。
購入品の一部をご紹介させていただきます
・外来待合室にソファー、液晶テレビ
・入院患者さんのための各種クッション・エアーマット
・シャワーチェアー３台
・小児病棟内に音楽ＣＤ、DVD
・入院病棟や訪問看護にシリンジポンプ４台
パルスオキシメーター６台
・教育研修用にデジタルハイビジョンカメラ

5月21日

市民健康講座100回達成
記念特別講座を開催しました

2 0 0 3 年 １月 小松脳神経外科診療部長の「頭痛あれこれ」、野口統括副
に 開 講し た

院長の「狭心症、心筋梗塞の症状・治療・予防」の講演を聴

「市民健康講

講しました。満席の会場では講師への質問も多く寄せら

座」が今年2月に100回目を迎え、
これを記念して特別講座

れ、盛況のうちに終了しました。

を開催しました。

毎月第2土曜日に
「市民健康講座（参加無料）」
を開催してお

ご参加ください。
東日本大震災の影響で規模を縮小しての開催になりました りますので、
が、当日は206人がイーアスつくばのイーアスホールを訪

詳細はホームページでご覧いただけます。

れ、会田整形外科診療科長の「腰痛の初期対応法と予防」、 http://www.tmch.or.jp/hosp/overview/course.html

あんなバッジ・こんなマーク
１ ２ ３ １ ５

其の 其の 其の 其の 其の

心 肺 蘇 生 に 関 す る コー ス

を修了したバッジ

ＢＬＳ：一次救命処置

（ACLS:Advanced Cardiac Life Support）

バイスタンダー（救急
現場に居合わせた人）
による救命処置のこと
で、特殊な器具や医薬
品を用 い ず に行う心
肺蘇生法です。
これを
早期に行うことによっ
て救命率を飛躍的にあげることが可能とな
ると言われています。絶え間ない胸骨圧迫
心臓マッサージを行うことが推奨されてい
て自動体外式除細動器（AED)の使用などに
よる蘇生処置を行います。

筑波メディカルセンター病院
〒305-8558

ＡＣＬＳ：二次救命処置

（BLS:Basic Life Support）

つくば市天久保１－３－１

Ｔe l：０２９－８５１－３５１１

医療器具や医薬品を用
いて行う高度な蘇生処
置 のことで す。気 管 挿
管、薬剤投与といった高
度な心肺蘇生法を示し
ますが、心停止時のみ
ならず重症不整脈、急
性冠症候群、急性虚血
性脳卒中の初期治療ま
でを含んだものとなり
ます。

じくや

発行人 病院長

ともあき

軸屋 智昭

E-mailアドレス：h p @t m c h . o r. j p
ホームページ：h t t p : / / w w w . t m c h . o r . j p /

当院では個人情報保護法の施行に伴い、患者さんの個人情報については利用目的を明確にし、その取り扱いには万全の体制で取り組んでおります。

