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ドクターのリレー講座

経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）
循環器内科 医長 掛札 雄基

入退院サポートステーション
” SSさくら”

チーム医療
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心にほっとお届け
病院の話題がいっぱい！
“TMC公式Facebookページ”
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図：経大腿アプローチのTAVI

図：正常な弁と大動脈弁狭窄症の弁
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経カテーテル大動脈弁留置術
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閉じているとき

（TAVI）

鉛筆ほどの太さに折りたたまれ
た生体弁を装着したカテーテル
を、太ももの付け根の1cm弱の
小さな穴から大腿動脈に入れ
て、心臓まで運びます。

狭窄した
大動脈弁
開いているとき

図提供：エドワーズライフサイエンス株式会社

生体弁を留置した
後は、
カテーテルを
抜き取ります。

生体弁が大動脈弁の位置
に到達したらバルーン
（ふう
せん）を膨らませ、生体弁を
広げ、留置します。

図提供：エドワーズライフサイエンス株式会社

タ ビ

循環器内科
かけふだ

医長

く人生を楽しんでいただくために、負担の少ない

ゆうき

掛札 雄基

大動脈弁狭窄症は有効なお薬がありませんの

息切れや疲れやすさから解放されてお元気に

最善の治療を提供し続けたいと思っています。毎

で基本的には外科手術（弁置換術）が必要です

退院する姿を見るたびに、そして患者さんの心か

週木曜日に弁膜症外来を行っていますので、もし

が、ご高齢で手術リスクが高い患者さんの場合

らの笑顔を見るたびに、良い治療を提供すること

大動脈弁狭窄症をはじめとする弁膜症、心雑音で

には治療できないことも多く、その割合は大動

ができて本当に良かったと感じます。ご高齢だか

お困りの患者さんがいらっしゃいましたら、いつ

脈弁狭窄症全体の４割とも言われていました。

らと治療を諦める必要はありません。お元気に長

でもご相談ください。

しかし現在は新たな選択肢としてカテーテルを
用いた大動脈弁治療（TAVI）を提供できるよう

図：人工弁拡張の前後

図：使用する人工弁

になりました。
あなたもしくはご家族で、動悸や息切れ、疲れ

拡張前

やすさ…そんな症状を最近感じていませんか？

拡張後

タビ

実はそれが、最近高齢者に増えている心臓弁膜症
の一つ、大動脈弁狭窄症の可能性があります。大
動脈弁狭窄症は心臓の出口の部分にある大動脈

TAVIは開胸することなく、人工心肺も使いま

弁の開きが悪くなり、血液の流れが妨げられてし

せんので体にかかる負担はかなり少ないのです

まう疾患です。進行すると症状が出現し命に関わ

が、大動脈弁狭窄症を根治することが可能であ

ることもありますので、適切なタイミングで治療

り、その効果は非常に大きいものです。TAVIを受

が必要となります。

けている患者さんの平均年齢は約84歳で、ご高齢
な患者さんの体力でも十分受けることが可能な

主な症状
主
な症状

図提供：エドワーズライフサイエンス株式会社

図：治療の様子

治療です。
TAVIは太ももの付け根の血管から挿入する
「経大腿アプローチ」
と、
肋骨の間を小さく切開し、
心臓の先端（心尖部）から挿入する「経心尖アプ
ローチ」の２通りがありますが、約90%以上の患者
さんが経大腿アプローチで治療可能です。カテー

めまい
め
まい
疲れやすさ

息切れ
息切れ

テルを挿入して開きが悪くなった大動脈弁の位置
で人工弁を拡張・留置して治療を行います。
留置し
た直後から心臓機能の改善や血圧の上昇を認める

TAVIはご高齢な方を対象とする
治療であるため、その適応決定には
患者さんの考え方や人生観も非常に
重要です。当院では必ずご家族・ご本
人とともに十分な時間をかけて検討
を重ねるようにしています。

ことが多く、術後は息切れなどの心不全症状も改
善いたします。入院期間も約７~10日と短いため、
ご高齢の患者さんでも足腰の筋力低下は少なく、

動悸
動
悸
2

非常に良い治療であると実感しています。
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入退院サポートステーション
（ＳＳさくら）
は
さくらひろば

SSさくら

売店

“入院”や“手術”と聞いただけで、
さまざまな

SSさくらは、
「 患者さんが当院での診療や

不安で頭がいっぱいになってしまいますね。

療養生活に満足し、適正な日数でスムーズ

入院前に準備するものは？ 検査や手術の

に退院・社会復帰できるように、入院前から

内容？ 入院期間は？ 費用は？ 退院後は

退院後まで、多職種で連携して支援する部

いつから仕事に復帰できる？ など・・・。

署」として2010年10月にできました 。多職

私たちは、丁寧に説明を行い、入院前の準

入退院サポートステーション
（SSさくら）
３号棟１階の広い執務スペースと
５つの面談室を備えたエリアです。

受付

種、多部署（医師、歯科医師、外来看護師、薬

備をお手伝いすることで、患者さんやご家族

剤師、
ソーシャルワーカー、地域医療連携課、

の不安を解消したいと考えています。実際の

リハビリテーション療法士、ベッドコントロー

入院から退院までのイメージを入院前に持っ

ラー、退院調整看護師、訪問看護師、ケアマ

ていただき、種々の手続きを事前に済ませて

ネジャーなど）が係わって①入院支援、②療

おくと、
スムーズに入院生活へ入ることができ

養病床支援、③退院支援の業務を行ってい

ます。そして、
こうした説明や手続きをできる

ます。

だけ一箇所で、
しかも少ない回数で行えるよ

入院が決まったら、
どんなお困りごとや相

うにしたのが、当院の入退院サービスの“しく

談でもお気軽にSSさくらにお声がけくださ

み”と入退院サポートステーション
（通称：SSさ

い。きっとお力になれると思います。

病院入口

みんなのサポーター
病状・治療の説明
手術前状態の確認
麻酔の説明

主治医
術前外来医師

くら）
です。

口腔内チェック

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

歯科

入院前から退院後までのかかわり
退院後も安心して療養生活を
送るために、かかりつけ医や
ケアマネジャー等と連携する

患者さんが質の高い医療を
効率よく受けるために、丁寧
な説明と準備を行う

入院前

入口からまっすぐ
突き当たりです

入院前から退院後まで、患者さんを支援する部署です。

入院中
多くの患者さんが受療の機会を得る
ために、最適な治療と効率的な病床
運用を行う

術前のリハビリテーション
日常生活のサポート

患者さん
ご家族

看護師
入退院の案内と準備
検査・治療の確認
介護相談

ソーシャル
ワーカー

事務

薬剤師

受付・案内・診療予約
かかりつけ医の紹介

退院後
医療費・福祉制度
退院後の生活について

服薬中の薬・アレルギーの確認
中止薬の説明

一人ひとりの患者さんに対し、
関係する専門職が集まり、
チームと

No.2

して治療やケアに当たることをチーム医療と言います。
医師や看護
師のほかに、
さまざまな職種が連携して、
情報を共有し意見を交換し

チーム医療

ます。多くの専門職が関わることで、より良い治療やケアだけでな
く、
安全な医療の提供にもつながります。
また、
患者さんやご家族に
とっても治療やケアの選択肢が増え、
相談もしやすくなります。
私たちは、患者さんやご家族もチーム医療の一員と考えていま

今年も“みんなでクリスマス 誰かと思いを伝えあおう！”を開催

す。より良い治療やケア、そして早期退院を目指して協力し合って

しました。

いくことが各チームの目標です。

ここで使用した“もみの木“は、つくばセンターで行われていた

前号(第65号)より始まりましたシリーズ企画
「チーム医療」
。
今回は精神科リエゾンチームをご紹介します。

100本のクリスマスツリーから譲り受けたものです。
毎年クリスマ
ス時期に松見公園から掘り起こし、
使用後は植え戻しています。

花木たちの命を大切にと、
NPOつくばアーバンガーデニングさん

精神科リエゾンチーム

が毎年実施してくれています。
松見公園に戻った“もみの木”をぜひ探してみてください。

リエゾンとは

精神科リエゾンチームの活動

フランス語で「連携」
「つなぐ」
という意味で

担当医、
病棟スタッフから依頼を受け回診します。
回

す。身体的な病気がこころにも影響を及ぼす

診では、患者さんの精神状態を評価し、必要に応じて

ことがあると言われています。

精神科医が薬の推奨をします。専門的な視点でていね

当院には精神科はありませんが、非常勤の

いに患者さんやご家族のお話を聞き、悲しみやつらさ

精神科医とリエゾン精神看護専門看護師と

を和らげ、
その人らしさを取り戻す支援をします。病棟

臨床心理士が精神科リエゾンチームとして入

スタッフと患者さんへのかかわり方を一緒に考えます。

院されている患者さんの精神症状や心理的
問題に対応しています。

毎年
掘り起こしてます

P O 法 人 青 少 年の自 立 を 支 える 会

をご存知ですか?

シオン共催のもと︑
今年も病院前で

イルミネーションが開催されました︒

市場に出ている花木たちはほとんどが使用後破棄されているの

N

毎年
植え戻してます

今後もこころの問題がある患者さんが安心して過ご
せるよう努めていきたいと思います。

次のような症状がある患者さんの支援をしています。

せん妄(※)かもしれない
※（からだの状態や環境の
変化から興奮や混乱を生じる）

怒りっぽい

気分が落ち込む
もともと精神疾患がある
幻覚・妄想がある

消えて
なくなりたい

不安で仕方がない
眠れない

みんなのオーナメントで
飾られました♡

毎週月曜日・木曜日にチーム回診を行っています。
チームは非常勤の精神科医
（3名が交代制）
とリエゾン精神看護専門看護師と臨床心理士で構成されています。
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副院長
石川

博一

よろしく
お願いします

新任挨拶
このたび平成30年１月１日付
で副院長を拝命しました。専門
は呼吸器内科です。近年の医療
技術の進歩は目覚しいものが
あり、がんや感染症を中心に薬
剤や機器の進歩により、治療成
績の向上につながっています。
今後も各部署と連携して、地域
医療に少しでも貢献したいと
思いますので、よろしくお願い
申し上げます。

病院の話題がいっぱい！ “TMC公式Facebookページ ”をフォローしてね

昨年10月2日、公益財団法人筑波メディカルセ
ンターの公式Facebookページを立ち上げまし
た。当法人は、病院事業、健診事業、在宅事業を運
営し、さらに茨城県立つくば看護専門学校、筑波
剖検センターの運営を茨城県から委託されてい
ます。この法人公式Facebookページでは、法人
のさまざまなニュースや情報、法人主催のイベ
ントや催し物などを地域の皆さんに向けて、発
信しています。
中高生に大人気の「つくばメディカル塾」の情報
もいち早くお届けしています。また、入院中でも
季節を感じられるようにとスタッフが装飾した
病棟の様子や自慢の病院食などもご紹介してい
ます。
ぜひ、
“ TMC公式Facebookページ”をフォロー
していただき、催し物などにふるってご参加く
ださい。

QRコードからLet’sアクセス!

表紙の俳句について
『アプローチ』新春号の写真「目覚めの刻」
（かすみがうら市三ツ石森林公園より撮影）に寄せて、当法人代表理事
の志真泰夫（俳号 遊水）が詠みました。
じくや

つくば市天久保１－３－１
TEL０２９－８５１－３５１１

〒305-8558
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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。

