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通院が難しいお子さんへの『訪問診療』
　当院では、通院が困難な小児患者さんへの小児科医師による
訪問診療を行っています。必要に応じて訪問リハビリテーション
センターと連携し、理学療法士らによる訪問リハビリテーション
もセットで実施しています。医師の体調管理の下、自宅で安心し
て効果的にリハビリを受けることが可能です。小児科受診時に医
師にお気軽にご相談ください。

　当院では、PCR検査機器をさらに２台増設し、８月
から入院時スクリーニング検査を全て院内PCR検査
で迅速に実施しています。
　入院時のスクリーニング検査は院内感染を防ぐた
めに非常に重要で、無症状の感染者からの感染拡大
を防ぐ効果があります。
　これまでは一部を抗原検査で代用していましたが、
抗原検査よりも精度の高いPCR検査に全て置きかえ、
院内感染防止対策をさらに強化しました。

　せいてつギャラリー（がんセンター渡り廊下）では、がん患者さん
とそのご家族を対象とした、絵画や写真、絵手紙コンテスト『リリー
オンコロジー・オン・キャンバス』の受賞作品を展示しています。
がん患者さんと、そのご家族の「がんと共に生きる思い」が表現さ

れています。当院へお越しの際はぜひご覧ください。
（展示期間は、８月２日～９月30日）
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理念 思いやりの心を大切にし、
安全で信頼される医療の提供を目指す 基本方針

1. 自己研鑽に努め、良質な医療とサービスを提供します
2. より安全性の高い、働き甲斐のある職場環境を目指します
3. 地域医療連携のもと、健全な経営体質を築きます



急性大動脈解離
～高血圧の方は特に注意しましょう～

■心臓血管外科専門医・修練指導者
■日本外科学会専門医・指導医
■日本循環器学会専門医
■日本脈管学会専門医、他

心臓血管外科　主任医長

藤田　きしゅう 医師
ふじ　 た

ちょっと気になる病の
話①

急性大動脈解離とは
　突然（＝急性）、太い血管（＝大動脈）の壁が裂け（＝解
離）、血管の内側が、本来の血液の通路（＝真腔①）と、新
しく出来た通路（＝偽腔②）に分かれた状態です（図1）。
病院到着前に約半数が死亡すると言われる、非常に重篤
で致死的な病気です。

治療は患者さんの容態に合わせて
　治療方法は何らかの手術を行う外科的治療と、手術は行わず、
安静と厳重な血圧管理を行う内科的治療に大きく分かれます。
通常、造影CT検査で解離の範囲や血流の状態を診断し、合併症
の程度とあわせて、治療内容とその時期を決定します。
　外科的治療は、緊急手術や準緊急手術となることが多く、開胸
し解離した血管を人工血管に取り替える人工血管置換術（図3）
と、開胸開腹せずに解離した血管に金属の骨組みを取り付けた
人工血管（＝ステントグラフト）で内張りするステントグラフト内
挿術（図4）があり、両者を組み合わせて行うこともあります。

日頃の生活を見直すことが、予防につながります
　大動脈解離は、多彩な病状が現れる致死的な病気
です。その治療は近年大幅に改良され、治療成績も向
上しています。しかし、他の心臓血管疾患・手術に比べ
ても、死亡・合併症率は依然として高確率です。無事
救命できた後も、病状が変化して追加治療が必要とな
る場合もあるため、発症後は生涯にわたる治療の継続
が重要です。
　また、一般的に病気には予防が重要ですが、大動脈
解離はそもそも発症まで病気そのものが存在しない
ため、確実な予防策がありません。よって血圧や睡眠
障害、ストレスといった発症の引き金となる要因、ひい
ては食事・運動・喫煙といった生活習慣全般を、常日
頃から意識して気長に改善していくことが大切です。
　気になる症状がある場合はお気軽に受診ください。

　上行大動脈が解離した場合は、1時間あたり1～2%死亡率が上昇し48時間以内に約50%が死亡するとい
われています。そのため緊急性が高く緊急開胸手術による人工血管置換術が多く行われます。それ以外の場
合は、まず内科的治療を開始することが多く、後日、必要に応じてステントグラフト内挿術を行います。いずれ
にせよ、発症後すみやかに、適切な治療を適切な時期に行うことが非常に重要です。

突然に発症します
　発症時は、突然の激烈な痛みが胸・背中・腰で発症しま
す。痛む場所が移動したり、痛みを伴わないことも稀にあ
ります。血管破裂や出血、心臓や腹部内臓の臓器不全も起
こすので、意識障害、四肢麻痺、腹痛など様々な症状を認
める場合もあります。

高血圧の方は要注意
　遺伝的原因や身体精神的ストレスによる解離もありますが、多くは高血圧や動脈硬化が原因です。特に血
圧の影響は大きく、約8割の患者さんが高血圧で、高血圧でない患者さんよりも約4倍の発症率であると言わ
れています。その他、睡眠障害である睡眠時無呼吸症候群との関係も知られています。

　全国的な統計がなく、正確な頻度は分かりません。人口10万人あたり年間3～10人が発症したという地域
別の報告がありますが、実際の医療現場では、地域にもよりますがそれよりも多い印象です。男女間の差はな
く70歳代が多いと言われますが、生活習慣の変化により、30～50歳代での発症も見受けられます。また夏
よりも冬に多く、深夜や早朝よりも日中に多いとされています。

心臓血管外科　外来診療予定表

月　　火　　水　　木　　金

午前

午後 －

【受付時間】　8:30～11:00
【診療時間】　9:30～（金曜日は10：00～）

【お問合せ】　病院代表
　　　　　　☎0143ｰ44ｰ4650
　　　　　　（15：００～16：30）

赤坂 多田 赤坂 藤田

赤坂 多田 赤坂 藤田

小林

※午後は予約のみ
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厚生労働省　e-ヘルスネットより

当院では被ばくの少ない最新式の
320列CTで診断しています

当院は西胆振地域で唯一、心臓血管病の緊急手術が可能な病院です。ICU 4床を有し、
急性大動脈解離を含む心臓血管疾患の患者さんを365日24時間体制で受け入れております。
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　便秘はその時につらい思いをするだけでなく、4人に1人は完治せず大人まで続き、さらには便秘症
があると大腸がんのリスクを1.4倍に高めると言われています。便秘がクセになる前の早期に治療開
始することが、後々の治りやすさにつながります。

便秘とは

子どもの便秘症 ■日本小児科学会小児科専門医指導医
■小児慢性特定疾病指定医
■新生児蘇生法NCPRインストラクター他

小児科長

斉藤　淳人 医師
さいとう まこと

ちょっと気になる病の
話②

　便秘と聞くと便が「硬い」、「出ない」症状をイメージされる方が
多いのではないでしょうか。便秘症の病気の本体は腸で便が停滞す
ることにあります。この結果、何日も出なかったり、水分を失って硬
くなったりします。右図のチェックポイントをご覧ください。６項目
のうち２つ以上が週に何度かあるようでしたら、便秘症といえます。

便の硬さを記録しましょう
　病院にかかる際には、右図のブリストルスケール
という、便を硬さで7段階に分けた方法で記録す
ると便秘の状況が伝わりやすいです。このスケール
は硬さだけでなく、便秘の本体である「便の停滞」
に良く相関します。便の出ない日が実際に何日くら
い続くことがあるか、併せて医師に伝えましょう。

便を出す習慣が大切
　病院で処方する薬は主に便を柔らかくする薬で
すが、病気の本体である「便の停滞」に直接効くわ
けではありません。停滞の改善には薬以外のより
重要なポイントがいくつかあります。
　まず、３歳以降のお子さんではトイレトレーニングが
重要です。便が出なくても毎日トイレに通って5～10分
座っているだけでも、しっかりほめてあげることが便秘
解消への第一歩になります。
　おむつを使っている２歳までの子であれば母乳やミ
ルク、離乳食に偏りがあり食物繊維が極端に少ないこ
とはないでしょうか？1～2日に1回便が出ることが当
面の目標ですが、柔らかくする薬だけで出ないときに
は、便秘3日目くらいを目安に浣腸や便秘座薬などを
使って、便が日常的に出ることを習慣化することが大
切です。水分の過剰な摂取などで無理やり便を出そう
としなくても大丈夫です。
　お困りの便秘は一度受診されてお話を伺うとおすす
めの生活習慣と処方薬をご案内します。

循環器内科より

新たな専門外来 開設のお知らせ

小児科　外来診療予定表

月　　火　　水　　木　　金

午前

午後

【受付時間】 8:30～11:00
　　　　　　13：00～15：30

【お問合せ】　病院代表
　　　　　　☎0143ｰ44ｰ4650
　　　　　　（15：００～16：30）

○ ○ ○ ○ ○

○ ○予防接種
1ヶ月健診など

※専門外来、予防接種の詳細は
　ホームページをご確認ください

カテーテルという細い管で不整脈の原因と
なっている部位をアブレーション（焼灼）する
治療法です

循環器内科部長
中村　裕一 医師

『腎臓専門外来』は９月から
腎臓病の症状
　腎臓病は初期症状が現れにくく、知らない間に進行してしまうことが多く、むくみや息切れといった症
状が出る頃には重症化しているという特徴があります。
　腎臓は「尿をつくる」はたらきがありますが、他にも「体内のバランスを一定に保つ」「血圧を調整す
る」「赤血球を作るためのホルモンをつくる」など多彩なはたらきをしています。原因に関わらず腎臓の
はたらきが低下した腎臓病をまとめて慢性腎臓病といいます。
　慢性腎臓病は日本では8人に1人がかかるとされ身近な病気です。進行すると透析や腎移植が必要
となるだけでなく、脳卒中や心筋梗塞など命にかかわる病気を発症する危険性が高いとされています。

『不整脈専門外来』は７月から開始しています
不整脈の治療
　不整脈とは脈の打ち方が乱れることです。脈の打ち方によっ
て病名などが変わりますが、症状には動悸やめまいなどがあり
ます。不整脈のなかでも患者さんに多くみられる重要な病気と
して心房細動があります。心房細動では脈がバラバラとなり、動
悸やめまいの他に胸の不快感などの症状があります。そのまま
放置すると脳梗塞や心不全を生じることがあるため注意が必要
です。カテーテルアブレーション（右図）という治療で完治する
場合があり、当院でも積極的に行っています。

専門外来では
　専門外来では、専門医が患者さんの症状に合わせて、治療方針を相談させていただきます。
　動悸やめまいなどでお困りの際はご相談ください。

専門外来では
　専門外来では、詳しい検査を行い、薬物療法だけでなく、食事療法を含めた生活指導など腎臓を「守
る」ための治療を行います。健診などで腎臓のはたらきの異常や尿蛋白などを指摘されたら、そのままに
せず早めの受診をお考え下さい。腎臓病でお困りのことがありましたら、どんなことでもご相談ください。

【お問合せ】病院代表
　　　　　☎0143-44-4650
（受付時間：15時～16時30分）

診療日：第3水曜日 
担　当：札幌医科大学 出張医
（受診はかかりつけ医からの紹介になります）

【お問合せ】病院代表
　　　　　☎0143-44-4650
（受付時間：15時～16時30分）

診療日：第4水曜日 
担　当：札幌医科大学 出張医
（受診はかかりつけ医からの紹介になります）
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口腔ケアで肺がん手術後の
合併症を予防 肺がんセンター長

呼吸器外科部長
長谷　龍之介室蘭歯科医師会と連携を始めて１年

道内初の試み

これまでの取り組み
　周術期口腔機能管理とは手術前後に歯科、口腔外科で歯垢や歯石
の除去や、感染している歯の清掃を行うことです。近年、周術期口腔
機能管理を行うことによって、手術後の肺炎発症や、化学放射線療法
における口腔の合併症の発症が低下することが報告されています。
2020年8月より製鉄記念室蘭病院肺がんセンターと室蘭歯科医師会
は肺がん手術患者の周術期口腔機能管理の連携を開始し、2021年
8月までに171例の口腔機能管理を行いました。

手術が決まった外来から入院、手術、その後
回復して退院・社会復帰するまでの手術前後
を含めた一連の期間のことです

連携開始についての新聞記事
（2020年7月31日室蘭民報 朝刊）

周術期とは

西胆振は、肺がんの死亡率が高い
　日本人の死亡原因として最も多いのが「がん」です。
肺がんはその約20％を占め、20年以上がん死亡者数
の1位が続いています。さらに北海道では喫煙率の高
さから肺がんの死亡率が全国ワースト１になっていま
す。西胆振地域の死亡率を全道と比較すると、男女と
もに全道平均を上回っており、地域として非常に大き
な問題となっています。

術後肺炎は死亡率が高い
　当科での肺がん手術は2014年度の49件から
2019年度は113件とここ数年で大幅に増加して
います。肺がんに対するロボット手術や胸腔鏡下
手術に代表される低侵襲手術の普及により術後
合併症の頻度は低下しつつありますが、高齢者の
肺がん患者は年々増加しており、肺がん術後肺炎
の発症には今後も十分な対策が必要です。術後肺
炎の頻度は1～5％ と報告され、術後肺炎の死亡
率は15～35% と高く、術後肺炎の予防が非常に
重要です。 

肝臓膵臓胃大腸肺がん

５位４位３位２位１位

がんの部位別死亡者数の順位（2019年）

出典：国立がん研究センター　がん情報サービス
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口腔機能管理で術後肺炎を予防
　周術期口腔機能管理は、術後の誤嚥性肺炎を予防
する効果を持つことが知られています。近年、頭頸
部外科、胸部外科、消化器外科などの領域で、周術
期口腔機能管理が術後感染性合併症を予防すること
が報告されており、口腔ケアは術後肺炎の頻度を減
少させ、経口摂取中断期間（食べ物や薬を口から摂
り入れることが出来ない期間）と術後在院日数を短
縮させています。

かかりつけ歯科医院との連携
　肺がん患者は外科受診から手術まで1～2週しかなく、
その間も術前検査や麻酔科受診、呼吸リハビリや栄養
指導など多忙です。その限られた時間で、また精神的に
も追い込まれた状況であるため、かかりつけである歯
科医院で口腔ケアを受けることができるのは患者さん
のメリットが大きいと考えられます。
　2015年４月室蘭市は全道の自治体では初となる「室蘭市がん対策推進条例」が施行されました。総合的か
つ計画的ながん対策の推進を目的に、教育、保健医療福祉、事業者、市民が一つになって、「がん教育やがん対
策に取り組むこと」も明記され、「がんの医療や対策に携わるすべての関係者が連携し、『オール室蘭』で課題
解決に取り組む必要性」を記しています。周術期口腔機能管理を地域歯科医師会と連携する試みは道内初で
あり、当センターと室蘭歯科医師会の連携で西胆振の市民の健康を向上する意義は大きいと考えています。

　肺がん手術患者より開始したこの連携は１年間で171例を行いました。
手術時の連携が軌道に乗ったため、８月より呼吸器内科、血液内科が参加
して化学療法患者への周術期口腔機能管理を開始することになりました。
　化学療法は副作用として口内炎が起こりやすく、口腔内の環境を清潔に
しておく必要があります。また、白血球の減少により感染が起こりやすく
なっており、口腔内の細菌が敗血症を引き起こす危険性もあります。口内
炎による摂食不良や敗血症などの感染症が起こると化学療法を中断せざ
るを得ず、がんの進行を許してしまうことになります。このため化学療法患
者に対しても口腔機能管理は非常に重要であり、今後の化学療法の成績
向上が期待されます。

誤嚥性肺炎の仕組み

・検査
・麻酔科への受診
・リハビリ
・栄養指導
・医療費の相談

手術前のやることリスト

・歯科口腔外科NEW

製鉄記念室蘭病院
肺がんセンター 室蘭歯科医師会

連携１年の実績を紹介した記事
（2021年８月12日　室蘭民報）

連携のさらなる拡
大

８月より化学療法患者も対象に！



口腔ケアで肺がん手術後の
合併症を予防 肺がんセンター長

呼吸器外科部長
長谷　龍之介室蘭歯科医師会と連携を始めて１年

道内初の試み

これまでの取り組み
　周術期口腔機能管理とは手術前後に歯科、口腔外科で歯垢や歯石
の除去や、感染している歯の清掃を行うことです。近年、周術期口腔
機能管理を行うことによって、手術後の肺炎発症や、化学放射線療法
における口腔の合併症の発症が低下することが報告されています。
2020年8月より製鉄記念室蘭病院肺がんセンターと室蘭歯科医師会
は肺がん手術患者の周術期口腔機能管理の連携を開始し、2021年
8月までに171例の口腔機能管理を行いました。

手術が決まった外来から入院、手術、その後
回復して退院・社会復帰するまでの手術前後
を含めた一連の期間のことです

連携開始についての新聞記事
（2020年7月31日室蘭民報 朝刊）

周術期とは

西胆振は、肺がんの死亡率が高い
　日本人の死亡原因として最も多いのが「がん」です。
肺がんはその約20％を占め、20年以上がん死亡者数
の1位が続いています。さらに北海道では喫煙率の高
さから肺がんの死亡率が全国ワースト１になっていま
す。西胆振地域の死亡率を全道と比較すると、男女と
もに全道平均を上回っており、地域として非常に大き
な問題となっています。

術後肺炎は死亡率が高い
　当科での肺がん手術は2014年度の49件から
2019年度は113件とここ数年で大幅に増加して
います。肺がんに対するロボット手術や胸腔鏡下
手術に代表される低侵襲手術の普及により術後
合併症の頻度は低下しつつありますが、高齢者の
肺がん患者は年々増加しており、肺がん術後肺炎
の発症には今後も十分な対策が必要です。術後肺
炎の頻度は1～5％ と報告され、術後肺炎の死亡
率は15～35% と高く、術後肺炎の予防が非常に
重要です。 

肝臓膵臓胃大腸肺がん

５位４位３位２位１位

がんの部位別死亡者数の順位（2019年）

出典：国立がん研究センター　がん情報サービス

当院での肺がん手術件数

2014 2015 2016 2017 2018 2019

49

75
88 91

108
113

（年度）

口腔機能管理で術後肺炎を予防
　周術期口腔機能管理は、術後の誤嚥性肺炎を予防
する効果を持つことが知られています。近年、頭頸
部外科、胸部外科、消化器外科などの領域で、周術
期口腔機能管理が術後感染性合併症を予防すること
が報告されており、口腔ケアは術後肺炎の頻度を減
少させ、経口摂取中断期間（食べ物や薬を口から摂
り入れることが出来ない期間）と術後在院日数を短
縮させています。

かかりつけ歯科医院との連携
　肺がん患者は外科受診から手術まで1～2週しかなく、
その間も術前検査や麻酔科受診、呼吸リハビリや栄養
指導など多忙です。その限られた時間で、また精神的に
も追い込まれた状況であるため、かかりつけである歯
科医院で口腔ケアを受けることができるのは患者さん
のメリットが大きいと考えられます。
　2015年４月室蘭市は全道の自治体では初となる「室蘭市がん対策推進条例」が施行されました。総合的か
つ計画的ながん対策の推進を目的に、教育、保健医療福祉、事業者、市民が一つになって、「がん教育やがん対
策に取り組むこと」も明記され、「がんの医療や対策に携わるすべての関係者が連携し、『オール室蘭』で課題
解決に取り組む必要性」を記しています。周術期口腔機能管理を地域歯科医師会と連携する試みは道内初で
あり、当センターと室蘭歯科医師会の連携で西胆振の市民の健康を向上する意義は大きいと考えています。

　肺がん手術患者より開始したこの連携は１年間で171例を行いました。
手術時の連携が軌道に乗ったため、８月より呼吸器内科、血液内科が参加
して化学療法患者への周術期口腔機能管理を開始することになりました。
　化学療法は副作用として口内炎が起こりやすく、口腔内の環境を清潔に
しておく必要があります。また、白血球の減少により感染が起こりやすく
なっており、口腔内の細菌が敗血症を引き起こす危険性もあります。口内
炎による摂食不良や敗血症などの感染症が起こると化学療法を中断せざ
るを得ず、がんの進行を許してしまうことになります。このため化学療法患
者に対しても口腔機能管理は非常に重要であり、今後の化学療法の成績
向上が期待されます。

誤嚥性肺炎の仕組み

・検査
・麻酔科への受診
・リハビリ
・栄養指導
・医療費の相談

手術前のやることリスト

・歯科口腔外科NEW

製鉄記念室蘭病院
肺がんセンター 室蘭歯科医師会

連携１年の実績を紹介した記事
（2021年８月12日　室蘭民報）

連携のさらなる拡
大

８月より化学療法患者も対象に！
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ハルカラモイ（室蘭市）

通院が難しいお子さんへの『訪問診療』
　当院では、通院が困難な小児患者さんへの小児科医師による
訪問診療を行っています。必要に応じて訪問リハビリテーション
センターと連携し、理学療法士らによる訪問リハビリテーション
もセットで実施しています。医師の体調管理の下、自宅で安心し
て効果的にリハビリを受けることが可能です。小児科受診時に医
師にお気軽にご相談ください。

　当院では、PCR検査機器をさらに２台増設し、８月
から入院時スクリーニング検査を全て院内PCR検査
で迅速に実施しています。
　入院時のスクリーニング検査は院内感染を防ぐた
めに非常に重要で、無症状の感染者からの感染拡大
を防ぐ効果があります。
　これまでは一部を抗原検査で代用していましたが、
抗原検査よりも精度の高いPCR検査に全て置きかえ、
院内感染防止対策をさらに強化しました。

　せいてつギャラリー（がんセンター渡り廊下）では、がん患者さん
とそのご家族を対象とした、絵画や写真、絵手紙コンテスト『リリー
オンコロジー・オン・キャンバス』の受賞作品を展示しています。
がん患者さんと、そのご家族の「がんと共に生きる思い」が表現さ

れています。当院へお越しの際はぜひご覧ください。
（展示期間は、８月２日～９月30日）

ちょっと気になる病の話

ご自宅での診療・リハビリ

Topics
『不整脈』『腎臓』各専門外来を開設

② 子どもの便秘症
　　　　　　小児科長　斉藤 淳人

① 急性大動脈解離
～高血圧の方は特に注意しましょう～
心臓血管外科主任医長　藤田 きしゅう

はぁとNEWS
院内PCR検査体制を充実強化

特集
口腔ケアで肺がん手術後の合併症予防
～室蘭歯科医師会との連携１年～

入院全患者の入院時スクリーニング検査は全てPCRで
新型コロナウイルスの院内PCR検査を拡充強化

～がん患者さんとご家族の思いがこもった作品展～
せいてつギャラリー

追加増設したPCR検査装置
『TRCReady-80』

患者さん、地域、病院、みんながつながる情報誌
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理念 思いやりの心を大切にし、
安全で信頼される医療の提供を目指す 基本方針

1. 自己研鑽に努め、良質な医療とサービスを提供します
2. より安全性の高い、働き甲斐のある職場環境を目指します
3. 地域医療連携のもと、健全な経営体質を築きます


