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『かかりつけ医検索システム』
西胆振の連携医療機関をタッチパネルで簡単に探せます

午前・午後とも予約のみ

　この度、当院と連携登録している医
療機関を紹介するシステムを導入し、
3 月 1日より1 階ラウンジ内に設置し
ました。
　このシステムは、受診前や治療を終
えた患者さんやご家族が、ご自宅近く
のかかりつけ医を検索する事ができ、
ご自身の状況に合わせて、受診したい
診療科などから簡単に検索でき印刷も
可能です。当院からも安心して診療を
受けられる「かかりつけ医」としての
情報をご案内いたします。

　１月より皮膚科は木曜日、精神科は月曜日の診療日を追加し、より受診しやすくなり
ました。さらに皮膚科は、4月から水曜日も追加される予定です。

～ 皮膚科・精神科の診療日が増えました ～

午後は予約のみ
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※今まで通り入院受付前に紙でもご用意しています。

※○は1月からの追加診療枠
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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



■内科学会総合内科専門医
■循環器学会循環器専門医
■アメリカ心臓協会BLS/ACLS/
　ACLS-EPインストラクター

循環器内科主任科長
透析科長

高橋　 弘　医師
たか  はし ひろし

ちょっと気になる病の
話①

　北海道内で7番目、札幌より南の地域では初の稼動認定施設として当院では2022年11月からカ
テーテル型循環補助装置のIMPELLA（インペラ）が使用可能となりました。「補助循環装置」とい
うのは、心原性ショックなどの際に心臓のポンプ機能を助ける装置で、極度に低下した心臓の機能を
代行することで、心臓を一時的に休ませながら必要な処置や治療・手術を行い、回復までの時間を手
助けします。

心原性ショックとは
　心臓は全身に血液を送るポンプの役割をしている臓器です。心原性ショックとは、心筋梗塞や心筋
炎などの病気が原因で心臓の機能が著しく落ちてしまい、全身に十分な血液を送れなくなる状態の
ことで、多臓器不全になってしまいます。心原性ショックになると病院にたどり着いても3人に1人の
患者さんが亡くなってしまいます。
　治療法については、軽症の心原性ショックでは、強心剤という心臓を頑張らせる薬を使用します。
しかし、重症化した心原性ショックでは、強心剤だけでは心臓に負担をかけてしまうだけで十分な血
液を全身に送れない状態になります。そのようなときに補助循環装置を使用します。

IMPELLA（インペラ）って何？
　これまでの心原性ショックの患者さんに使用できる補助循環装置として、IABP（大動脈内バルー
ンパンピング）、ECMO（体外式膜性人工肺：エクモ）、LVAD（左室補助人工心臓）がありました。
　IABPは心臓への負担は小さいのですが、サポートする力が弱く、心原性ショックに対する治療効果
が十分に得られない欠点があり、ECMOは全身への血液を十分に送れるのですが、心臓への負担が
大きい欠点がありました。またLVADは限られた施設で心臓移植を前提に導入される装置であり、救
急救命の場面での使用はできない装置です。
　これらに対し、今回導入したIMPELLAは、従来のカテーテル治療と同じように太ももの付け根な
どから小型のポンプ付きカテーテルを心臓（左心室）の中に入れて、ポンプ内のインペラ（羽根車）を
高速回転することで、心臓の負担を減らしながら、全身に十分な血液を供給する最新の装置です。
さらに重症度が高い場合は、IMPELLAとECMOの併用によりお互いの弱点を補う新しい低侵襲
な補助循環方法として「ECPELLA（エクペラ）」が必要になることがあります。当院でも実施可能な
補助循環です。

心原性ショックの患者さんに対する救命率を改善
　日本では心原性ショックに対して補助循環装置などを含めた最良の治療を行った場合の救命
率は約50％でしたが、2020年に発表された日本における大規模多施設共同研究でIMPELLA
単独での急性心筋梗塞による心原性ショックの患者さんの救命率が81%であった報告がされ
ており、過去の成績に比べてもIMPELLA使用による救命率の改善が期待されております。た
だし、IMPELLAには、出血、溶血、感染、血栓症、末梢血管虚血などといった合併症が発生
するリスクがあります。合併症のリスクを考慮しても利益が得られる可能性が高い心原性
ショックの患者さんに対して使用しています。救命不可能と判断される患者さんや超高齢の患
者さんには使用を控えるように勧告されています。

心臓の調子が心配な方、お気軽に受診ください
　西胆振で唯一循環器救急患者さんに対応可能な当院では、IMPELLAにより今まで救命できな
かった心原性ショックの患者さんを一人でも多く、救命できるよう努めて参りたいと考えております。
しかしながら、搬送されてきた時点ですでに全身状態が悪化しており救命困難な患者さんも多くみら
れます。
　最も大切なことは、心原性ショックにならないことです。心原性ショックの主な原因としての急性心
筋梗塞の予防するためには、高血圧、糖尿病、脂質代謝異常、喫煙といった動脈硬化危険因子の管
理を十分に行うことが大切です。心臓の調子が心配な方、胸が苦しくなるといった症状がある方は、
当院循環器内科を気軽に受診してください。また、お知り合いにそのような方がいらっしゃいましたら、
是非受診をお勧めください。
　西胆振の循環器疾患は、当院で完結できるよう努めています！

１　心原性ショックの治療実績が十分にある救急・集中治療体制がある
２　循環器専門医および心臓血管外科専門医を必須とし、集中治療専門医、心血管イ
ンターベンション学会認定医などを加えて構成されるハートチームがあり、補助
循環治療の実施体制が整っている

３　体外循環技術認定士または人工心臓管理技術認定士3名以上 
４　心臓血管手術年間症例が100例以上
５　最近3年間のIABP総数30例以上､およびPCPS/ECMO総数20例以上
６　最近3年間のPCI施行総数300例以上

外来診療予定　循環器内科 月　　火　　水　　木　　金

午前

午後

【受付時間】 8：30～11：00
【診療時間】 9：15～
【糖尿病内科】 毎週木 
【ペースメーカー外来】＊毎週木金　午後 
【失神外来】 予約制　第2水　担当：中村医師
【腎臓外来】 予約制　第3水　担当：出張医
【不整脈外来】 予約制　第4水　担当：出張医
【お問合せ】 病院代表　☎0143-44-4650
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IMPELLA認定基準

左心室内にインペラ補助循環用ポンプカテーテルを
留置　アビオメッド社より

※補助人工心臓治療関連学会協議会 インペラ部会　IMPALLA適性使用指針より引用
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羽根車が高速回転する

　当院は、以下の基準を満たし施設認定を受けました。
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　心臓は全身に血液を送るポンプの役割をしている臓器です。心原性ショックとは、心筋梗塞や心筋
炎などの病気が原因で心臓の機能が著しく落ちてしまい、全身に十分な血液を送れなくなる状態の
ことで、多臓器不全になってしまいます。心原性ショックになると病院にたどり着いても3人に1人の
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羽根車が高速回転する

　当院は、以下の基準を満たし施設認定を受けました。



■外科学会専門医
■心臓血管外科専門医
■胸部ステントグラフト指導医
■腹部ステントグラフト指導医

心臓血管外科主任医長

多田 裕樹　医師
た　だ ゆう　き

ちょっと気になる病の
話②

　2022年10月に血管造影装置を「Artis zee i FA（ドイツ・
シーメンス社）」に更新し、透視画像の解像度向上や画像再構成
時間が短縮されることで、従来と比較し、より高い精度・より短時
間で治療を行うことができるようになりました。また、装置更新
に伴い検査室の周辺設備も一新し、よりスムーズな治療環境を
実現しています。

より高精度・低侵襲な血管内治療
　心臓血管外科では四肢の動脈や、透析に使用するシャント血管、また腹部骨盤領域の動静脈に対
する造影検査及び血管内治療を、血管造影装置を用いて行っています。
　これらの治療は局所麻酔下で穿刺（皮膚から細い管を挿入する）のみで手技を行えるため、切開を
伴う治療よりも身体への負担が少ないことが利点です。対象の部位までカテーテル先端を操作して
アプローチし治療を行うため、事前検査や治療中の血管造影検査による血管状況の詳細な把握が必
要になります。

高い水準の医療を
　血管内治療は近年、技術の進歩が目覚ましく、
高水準の医療体制の維持には技術のみならず設
備やデバイスのアップデートが不可欠です。当院
では、患者さんへの負担が少なく検査や治療など
を受けられるよう、引き続き国内でも高いレベルの
良好な医療を維持し常に提供できるよう努めてい
きます。
　何かご心配な症状やかかりつけ医からのご指摘
などございましたら、当科にご相談ください。

　血管造影装置の更新で、画質の向上や処理速度が上昇することで、より精細な診断や、より短時間
での検査となることが期待できます。

せんし
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【受付時間】 8：30～11：00
【診療時間】 9：30～（月水木）10：00～（火金）
【お問合せ】 病院代表　☎0143-44-4650
　　　　　 15：00～16：30

赤坂 多田 小林赤坂 水島

赤坂 多田 小林赤坂 水島

新装置導入で、より高精度・低侵襲な

血管内治療

新しく導入した血管造影装置

・動脈/静脈造影検査
　局所麻酔で皮膚から注射針またはカテーテルなど
を血管内に挿入し、造影剤を注入することで、血管
の形態や病変の程度、また血流の流れなどを詳細に
確認することができます。
　近年CTなど検査機器の精度向上によって一部置
き換えられていますが、血管疾患の診断には依然と
して標準検査とされており、特に重症例や、複雑だっ
たり微細な病変のケースでは重要な検査となります。

・四肢血管拡張術
　代表的には、閉塞性動脈硬化症（動脈硬化によって四肢の血管が細くなったり詰まったりする病気）
や透析用シャントの狭窄などに対して、病変の血管を拡張して血流を改善する目的で行います。当院
では１年間に150～200件程度の治療を行っています。
　局所麻酔で皮膚から穿刺し、血管の中にカテーテルを通します。透視装置で視認可能なガイドワイ
ヤーを病変の血管に通した後に、そのガイドワイヤーを介して治療用のバルーンカテーテル（風船）や
ステント（血管を拡張のために血管内に留置する金属製の治療デバイス）を送り込み、血管を拡張しま
す。上記の血管造影検査を併用しながら手順を進め、病変部位の位置・形態や、治療後の状況を確認
しながら安全に配慮して行っていきます。
　新しい血管造影装置に搭載されている、治療補助のための複数の機能を用いて、より高度な病変
もより正確により短時間に治療完遂できるよう図っています。

・血管塞栓術
　動脈瘤など病的な血管を詰めるための治療です。こちらもカテーテル操作で病変血管に到達した
のち、カテーテルから金属製のコイル（柔らかく血管内にとどまりやすい設計の針金のようなもの）を
対象血管内に送り込み、瘤そのものを詰めてしまったり、前後の血管を詰めることで瘤への血流を途
絶させます。

・下大静脈フィルター留置術
　下肢深部静脈血栓症（下肢血流うっ滞などを背景に、下肢の静脈内に血栓が生じる病気）のケース
で、下肢の静脈内の血栓が血流にのって流れてしまうと、心臓・そして肺の方に流れ、最終的に肺の血
管に詰まって重大なトラブルとなる可能性があります。下肢から心臓までの経路の途中（下大静脈）に
金属製のフィルターを留置することで、そのような粗大な塞栓を予防するというための治療です。
　頸部または鼠経部（足の付け根）から局所麻酔下にカテーテルを挿入し、対象血管でフィルターを
展開します。

新装置を使用した血管内治療

へいそくせいどうみゃくこうかしょう

けっかんそくせんじゅつ

けいぶ そけいぶ

かだいじょうみゃく

事前のCT画像と合成した画像リアルタイムの透視画像

事前のCT画像を用いた治療補助機能
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　当院では、2021年2月から診療費のお支払いに自動精算機を導入しており、現金、各種クレジット
機能がご利用できます。支払いがスムーズに行われると、会計待ち時間の短縮にもなり、金銭の受け
渡しがなくたるため、人と人との接触によっての感染症の予防にもつながるといわれています。
　これまでは、2台で混雑時には、お待たせすることもありましたが、今年の１月末にもう１台増設し
計3台となり、よりスムーズにお支払いができるようになりました。

会計手順
１．診察終了後、５番受付窓口に基本スケジュール票を提出。
２．受付より『会計受付票』を受取り『会計表示モニター』に
　　会計受付票の番号が表示されましたら、自動精算機で会計。
　※お身体の不自由な方は、今まで通り窓口精算も行っております。

薬剤部課長
薬剤師

遠山 正史

　2020年から今日に至るまで、私たちは新型コロナウィルス感染症の状況を目の当たりにしていま
す。国内では2021年春からファイザー社製のワクチン（コミナティ筋注）接種が始まり、並行して治
療薬の開発も急速に進められてきました。当院では同年4月から抗ウイルス薬のレムデシビル（商品
名ベクルリー）の使用が可能となり、一つの節目を迎えることができました。現在では、注射薬とのみ
薬を合わせると10種類の医薬品が国内で承認されています。どのようなお薬があり、どのような効果
があるのか、最新の状況をまとめました。

　現在のところゾコーバを除き軽症～中等症Ⅰの治療薬は重症化リスクが高い方しか
使用できません。また薬ごとに様々な処方に対する制限があり、一般の方へ処方しや
すい新型コロナ治療薬ができることが望まれます。

新型コロナウイルス治療薬
TOPICS

① 自宅と入院患者さんをつなぐTOPICS
②

TOPICS
③

オンライン面会

会計待ち時間を少しでも短く
自動精算機を計３台に増設

・抗ウイルス薬（ウイルスが増えるのを抑える）
・中和抗体薬（ウイルスの侵入を防ぐ）
・抗炎症薬（ウイルスによる炎症を抑える）

●現在、厚生労働省の承認を受けている新型コロナウイルス治療薬

●大きく分けて３種類あります

ワクチン接種や感染予防行動で各自で対策に努めることが重要です。
引き続き感染予防対策をお願い致します。

※一部の薬剤は一般流通は行わず、供給が安定するまでの間、国が所有した上で医療機関及び対応薬局に提供されます
○：当院在庫あり　　△：供給が不安定

「軽症」～「中等症Ⅰ」対象は
「抗ウイルス薬」と「中和抗体薬」

病院代表電話（平日9：00～16：00）

　現在、入院患者さんとの面会は、タブレット端末を用いた面会（オンライン面会）を事前予約制で
継続し実施しております。
　オンライン面会は、患者さんのご家族が院内に来院されて院内の専用ブースにおいて、入院患者さ
んの病室とタブレット端末をつなぎ面会する方法と、遠方の方や病院に来られない方にも、入院患者
さんと面会していただけるようオンラインツールのＺｏｏｍを用いたオンライン面会と二通りあります。

　Zoom（ズーム）とは、パソコンやタブレット、スマート
フォンなどの電子端末で使用できるビデオ通話のアプリ
です。そのアプリを使用し、遠方の方や病院に来られな
い方にも、入院患者さんと自宅など（インターネット環
境がある場所）から面会できるオンライン面会です。

Zoomオンライン面会

予約方法

android端末iPhone/
iPad端末

ZOOMオンライン面会の希望の方は、
・予約の際、お電話で当日使用するID・パスワードを口頭でお伝えするため、
　メモをご用意ください。
 ・当日までに、 Zoomをインストール（ダウンロード）してください。

0143-44-4650

商品名 剤形 対象者 備考 当院
有無

薬
ス
ル
イ
ウ
抗

ベクルリー 点滴 軽症～重症 入院で使用 ○

ラゲブリオ のみ薬 重症化リスクのある軽症～
中等症Ⅰ（18歳以上） 妊婦には禁忌 ○

パキロビット＊ のみ薬 重症化リスクのある軽症～
中等症Ⅰ（12 歳以上･40kg 以上）

併用禁忌薬が多く､ 腎臓機能が悪い
方は用量調節が必要 △

ゾコーバ＊
※供給不足

のみ薬 重症化リスクのない軽症～
中等症Ⅰ（12 歳以上） 併用禁忌薬が多く妊婦には禁忌 △

薬
体
抗
和
中

ロナプリーブ＊ 点滴
皮下注

重症化リスクのある軽症～
中等症Ⅰ

オミクロン株に対して有効性減弱。
他の治療薬が使用できない場合に投

与を検討
△

ゼビュディ＊ 点滴 重症化リスクのある軽症～
中等症Ⅰ 〃 ○

エバシェルド＊ 筋肉内注射 重症化リスクのない／ある
軽症～中等症Ⅰ

ワクチン接種で十分な免疫の獲得が
期待できない方への発症抑制目的で

の投与のみ可能
△

薬
症
炎
抗

デキサメタゾン
（デカドロン）

のみ薬
点滴 中等症Ⅱ～重症 全身性ステロイド薬 ○

オルミエント のみ薬 中等症Ⅱ～重症 ベクルリーとの併用が原則 ○

アクテムラ 点滴 中等症Ⅱ～重症 ステロイド薬と併用が原則 ○

※Zoomなどのオンラインツールの操作やご自宅のインターネット環境にご不安がございま
　したら、院内で行うオンライン面会のご利用をおすすめしております。

・お電話にて、オンライン面会またはZOOMオンライン面会を希望したい
　旨をお伝えください。
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●現在、厚生労働省の承認を受けている新型コロナウイルス治療薬

●大きく分けて３種類あります

ワクチン接種や感染予防行動で各自で対策に努めることが重要です。
引き続き感染予防対策をお願い致します。

※一部の薬剤は一般流通は行わず、供給が安定するまでの間、国が所有した上で医療機関及び対応薬局に提供されます
○：当院在庫あり　　△：供給が不安定

「軽症」～「中等症Ⅰ」対象は
「抗ウイルス薬」と「中和抗体薬」

病院代表電話（平日9：00～16：00）

　現在、入院患者さんとの面会は、タブレット端末を用いた面会（オンライン面会）を事前予約制で
継続し実施しております。
　オンライン面会は、患者さんのご家族が院内に来院されて院内の専用ブースにおいて、入院患者さ
んの病室とタブレット端末をつなぎ面会する方法と、遠方の方や病院に来られない方にも、入院患者
さんと面会していただけるようオンラインツールのＺｏｏｍを用いたオンライン面会と二通りあります。

　Zoom（ズーム）とは、パソコンやタブレット、スマート
フォンなどの電子端末で使用できるビデオ通話のアプリ
です。そのアプリを使用し、遠方の方や病院に来られな
い方にも、入院患者さんと自宅など（インターネット環
境がある場所）から面会できるオンライン面会です。

Zoomオンライン面会

予約方法

android端末iPhone/
iPad端末

ZOOMオンライン面会の希望の方は、
・予約の際、お電話で当日使用するID・パスワードを口頭でお伝えするため、
　メモをご用意ください。
 ・当日までに、 Zoomをインストール（ダウンロード）してください。

0143-44-4650

商品名 剤形 対象者 備考 当院
有無

薬
ス
ル
イ
ウ
抗

ベクルリー 点滴 軽症～重症 入院で使用 ○

ラゲブリオ のみ薬 重症化リスクのある軽症～
中等症Ⅰ（18歳以上） 妊婦には禁忌 ○

パキロビット＊ のみ薬 重症化リスクのある軽症～
中等症Ⅰ（12 歳以上･40kg 以上）

併用禁忌薬が多く､ 腎臓機能が悪い
方は用量調節が必要 △

ゾコーバ＊
※供給不足

のみ薬 重症化リスクのない軽症～
中等症Ⅰ（12 歳以上） 併用禁忌薬が多く妊婦には禁忌 △

薬
体
抗
和
中

ロナプリーブ＊ 点滴
皮下注

重症化リスクのある軽症～
中等症Ⅰ

オミクロン株に対して有効性減弱。
他の治療薬が使用できない場合に投

与を検討
△

ゼビュディ＊ 点滴 重症化リスクのある軽症～
中等症Ⅰ 〃 ○

エバシェルド＊ 筋肉内注射 重症化リスクのない／ある
軽症～中等症Ⅰ

ワクチン接種で十分な免疫の獲得が
期待できない方への発症抑制目的で

の投与のみ可能
△

薬
症
炎
抗

デキサメタゾン
（デカドロン）

のみ薬
点滴 中等症Ⅱ～重症 全身性ステロイド薬 ○

オルミエント のみ薬 中等症Ⅱ～重症 ベクルリーとの併用が原則 ○

アクテムラ 点滴 中等症Ⅱ～重症 ステロイド薬と併用が原則 ○

※Zoomなどのオンラインツールの操作やご自宅のインターネット環境にご不安がございま
　したら、院内で行うオンライン面会のご利用をおすすめしております。

・お電話にて、オンライン面会またはZOOMオンライン面会を希望したい
　旨をお伝えください。
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〈雄大な残雪の羊蹄山〉提供：清水目　和幸 様

① 新しい補助循環装置で
    救命率の向上を
　　循環器内科主任科長
 高橋　　弘

はぁとNEWS
「かかりつけ医検索システム」
皮膚科・精神科の診療日増

ちょっと気になる病の話

② より高精度・低侵襲な
 　「血管内治療」
　　心臓血管外科主任医長
 多田　裕樹

Topics
コロナ治療薬の最新情報
自宅からもオンライン面会
自動精算機を増設

『かかりつけ医検索システム』
西胆振の連携医療機関をタッチパネルで簡単に探せます

午前・午後とも予約のみ

　この度、当院と連携登録している医
療機関を紹介するシステムを導入し、
3 月 1日より1 階ラウンジ内に設置し
ました。
　このシステムは、受診前や治療を終
えた患者さんやご家族が、ご自宅近く
のかかりつけ医を検索する事ができ、
ご自身の状況に合わせて、受診したい
診療科などから簡単に検索でき印刷も
可能です。当院からも安心して診療を
受けられる「かかりつけ医」としての
情報をご案内いたします。

　１月より皮膚科は木曜日、精神科は月曜日の診療日を追加し、より受診しやすくなり
ました。さらに皮膚科は、4月から水曜日も追加される予定です。

～ 皮膚科・精神科の診療日が増えました ～

午後は予約のみ

金木水火月

午
前

午
後

皮
膚
科

○

－
○

○

－
－
○
○
○

○

金木水火月

午
前

午
後

精
神
科

○
○
○

○

－
－
○

○

－
－

※今まで通り入院受付前に紙でもご用意しています。

※○は1月からの追加診療枠
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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


