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綾瀬循環器病院 
新築工事進捗について

第4期Aプロジェクト特集 
1

現在2015年7月竣工引き渡し、そして秋
開設にむけ、順調に工事はすすんでおります。
第4期事業「綾瀬循環器病院新築移転計画」は、
スケールアップ、レベルアップ、セーフティー
をコンセプトに設計がなされております。
今回は、8月頃からの建築の進捗状況を皆様

にお伝えいたします。

① 7月中旬

二次掘削工事
地盤面から5.5m下がった
面（GL-5.5m）まで掘削す
る工事（二次掘削）を行って
います。ここまで掘削が完了
すると、次工程（二段目の切
梁架設）の工事を進めるこ
とができます。

② 7月下旬

三次掘削
三次掘削（GL-8m）の一部が
完了。場所打ちコンクリート
杭の杭頭部分が見えている
状態です。今後、杭に赤でライ
ンをつけた上部の脆弱なコン
クリートをハンドブレーカー
で撤去する工事を行います。

③ 8月下旬

西側前景
基礎梁・耐圧版の配筋作業
を行っています。

保育園側の基礎梁の下端筋
と耐圧版 厚400mmのコ
ンクリート打設が完了した
状況です。

ゲート側より撮影。機械式駐
車場があるため、保育園側よ
りも1.8m程度深く、地盤面
から約10mほど掘り下がっ
ています。捨てコンクリート
を打設後に基準墨・躯体墨
が完了した状態。

西側前景
三次掘削を進めています。
バケットが掘削面に近づく
と「パトライト」と呼ばれる
機械が、自動点滅と警報音
を鳴らします。パトライトで
周囲の作業員に注意を喚起
し、安全に掘削作業を進め
ています。

管理部 部長　金 忠司
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第3工区
建物凸部エリアで、基礎コ
ンクリートが完了。一部、免
震装置を載せる基礎架台の
鉄筋が見えていますが、免
震装置を取付けする段取り
まで進んだ状況。

⑤ 10月下旬

西側前景
外周壁の擁壁工事と
免震工事を実施。

ゲート側（8-10通り）の
擁壁工事を施工中です。コ
ンクリートの壁の厚みは
750mmあります。地下1
階の高さまで擁壁が完了す
ると、次工程は山留が倒れ
ないように突っ張っている
切梁を解体することができ
ます。

④ 9月下旬

南側全景
ゲート側の、配筋作業撮影。

基礎2工区
基礎梁上筋GL-10m部

以上が10月末までの工事状況です。今後
も随時悠ゆうでご報告していきます。
＊写真、工事内容は、鹿島建設様よりご提供いただきました。

現場に搬入し取付けをおこ
なった免震装置です。名称
は、U型ダンパー一体型積
層ゴムと呼ばれる免震装置
です。この装置は、揺れを
小さくする機能と、揺れを
緩やかにし、かつ建物を元

に戻す機能を持った複合型の免震装置です。
仕組みは、黄色いカバーで覆われているUの字型を
したダンパー部分が地震時に変形する事で、建物の
揺れのエネルギーを吸収して揺れを小さくします。
また、白い養生カバーで覆われている積層ゴムによ
り、ゴムの特性を生かし、地震の時に揺れを緩やか
にして、かつ建物を元に戻す働きをします。

免震装置の搬入据え付け工事
この写真は、すべり支承と呼
ばれる免震装置を取付けて
いる状況です。

基礎工区免震装置据え付け

免震基礎コンクリートが完了し、免震装置を設置し
た状況写真。また、外周壁はB1階床レベルまでコン
クリートの擁壁工事が完了。

擁壁

免震基礎

免震装置
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前2回では大動脈瘤とその治療法についてお
話をさせていただきました。
今回は、大動脈疾患の中で、大動脈解離とい

う病気について紹介させていただきます。

1．大動脈解離って？

「大動脈解離」という言葉は一般にはあまり
聞きなれない言葉です。大動脈瘤とは違うのか
と申しますと、病気の発症の仕方が大きく異な
ります。
大動脈瘤というのは基本的に無症状で経過

し、徐々にその大きさが拡大してくるというこ
とは前号でご説明させていただきました。しか
し、この「大動脈解離」という病気は、ある日、
突然、血管が裂けてしまうことで発症します。
もう少し詳しく説明しますと、「大動脈解離」

の医学的な定義は「大動脈壁が中膜のレベルで
2層に剥離し、動脈の走行に沿って二腔になっ
た状態」とされています。
大動脈は心臓から送り出された血液が通る通

り道です。基本的に大きな一つの土管になって

いると考えてください。動脈の壁は内膜、中膜、
外膜の3層構造でできています。この3層構造
に高血圧などのストレスがかかることで裂け目
ができて、内側の内膜から中膜まで裂けてしま
い、本来、血液が通る道以外に別の通り道がで
きてしまうのが、この「大動脈解離」の正体です。

2．大動脈解離の症状

血管の壁が裂けるわけですから、当然痛みが
伴います。
多くの方が突然の激しい、胸の痛みや背中の
痛みを自覚されます。患者さんによっては腹痛や
腰痛などの症状を訴える方もいらっしゃいます。
突然の発症ですので、ほとんどの患者さんは
前駆症状（発症の前ぶれ）はありません。急性
で激しい症状を伴うため、患者さんのほとんど
が救急車を要請され、病院に搬送されます。
　
3．大動脈解離の分類

大動脈解離は解離を生じている大動脈の範囲
によって分類されています。
Stanford（スタンフォード）分類または
DeBakey（ド・ベーキー）分類によって病気
が分類されます。Stanford分類はType Aと
Type Bに分類されます。一方のDeBakey分
類はⅠ型、Ⅱ型、Ⅲa型、Ⅲb型の4種類に分
類されます。

大動脈瘤のお話 その
～「大動脈解離」の症状・治療～

3

特集 
2

（図1）
左：正常の大動脈
右：解離した大動脈

心臓血管外科 医長 

遊佐 裕明
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図2を見ていただきますとStanford A型は
心臓に近い上行大動脈に解離を生じている状態
です。これはDeBakey分類で言いますとI型
またはⅡ型に相当します。一方でStanford B
型は上行大動脈に解離が及ばず、主に下行大動
脈以下の大動脈が解離した状態です。こちらは
DeBakey分類ではⅢa型、Ⅲb型に相当します。
また、解離によって生じた腔（解離腔）に血流が
あるか（開存型）、血流がなく血栓で閉塞している
か（血栓閉塞型）によっても病態が分類されます。

4．大動脈解離の診断

大動脈解離に特徴的な胸背部痛は、急性心筋

梗塞、胆のう炎などの疾患との鑑別が難しく、
いろいろな検査を経て最終的に診断にたどり着
くケースも少なくありません。
大動脈解離の診断にはCTが有効です。特に
造影剤を使用してCTを撮影することで解離の
範囲や、解離によって生じた偽腔の状態、さら
に大動脈から枝分かれする各臓器への動脈の状
態などさまざまな情報が得られます。
そのほか心エコーも診断に有用です。特に上
行大動脈に解離がないか、心嚢液の貯留がない
か、弁膜症を合併していないかなど、解離に伴
う周辺情報がエコーによって得る事ができま
す。実際の臨床現場では、心エコーとCTを組
み合わせて、詳細な診断を行っております。
図3はStanford A型の大動脈解離と診断さ
れた患者さんのCT画像です。心臓に近い、上
行大動脈から下行大動脈まで解離しているのが
分かります。

（図3）Stanford A型大動脈解離のCT
上行大動脈と下行大動脈に解離の所見を認めます（矢印）。

（図2）大動脈解離の分類

DeBakey
分類

Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲa型 Ⅲb型

解離の入り口
が上行大動脈
にあり、大動
脈全体に解離
が及ぶもの

解離の入り口
が上行大動脈
にあり、解離
が上行大動脈
にとどまって
いるもの

解離の入り口
が下行大動脈
にあり、解離が
胸部下行大動
脈にとどまっ
ているもの

解離の入り口
が下行大動脈
にあり、解離
が腹部まで及
ぶもの

Stanford
分類

A型 B型

上行大動脈に解離があるもの 上行大動脈に解離がないもの

解離した上行大動脈

解離した下行大動脈
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5．大動脈解離の治療

大動脈解離に対する治療は解離の範囲により
大きく異なります。
心臓に近い上行大動脈に解離が及んでいる場

合には、心臓自体にいろいろな合併症を伴うた
め、急性期に緊急治療を要することがほとんど
です。したがって、先ほどの分類で言いますと、
Stanford A型またはDeBakey分類のI型、
Ⅱ型が急性期の治療の適応となります。

〈Stanford Aの治療〉
原則、外科手術の適応です。Stanford A型
の場合には前述しましたように解離が心臓に近
くまで及んでいて、心臓を栄養する冠動脈や大
動脈と心臓との間にある大動脈弁に影響が出
て、より重篤な病状になることがあったり、大
動脈が裂けたことにより、大動脈から血液成分
が心臓の周りに染み出して、心臓の動きを抑制
していまう病態になってしまうことがありま
す。このような病態の予防と大動脈自体の再解
離や破裂を予防するために手術治療が選択され
ます。
手術は、解離を生じた大動脈を、人工心肺と

いう装置を使って、心臓の動きを止めて、人工
血管に取り換える手術を行います。解離が大動
脈全体に及んでいますので、すべての大動脈を
人工血管に変えるのは現実的に困難です。した
がって、心臓に近い上行大動脈を人工血管に取

り換える手術を基本的に行います。
手術の原則は、大動脈の裂けた原因となる場
所を切除することになりますが、上行大動脈に
裂け目がなく、少し離れた場所にあるような場
合には、上行大動脈から弓分大動脈まで人工血
管に取り換えることもあります。または大動脈
弁や冠動脈に異常があるような場合には大動脈
基部と呼ばれる場所も取り換える必要が出てき
ます。
したがって、術前に行ったCT画像や術中の
所見を元に人工血管に置換する範囲を最終的に
決めていきます。写真はstanford A型解離の
患者さんの術前の上行大動脈の写真と人工血管
に置き換えた後の写真です。

〈Stanford Bの治療〉
Stanford B型の大動脈解離はStanford A

型と異なり、大動脈の解離は心臓から離れたと
ころにありますので、心臓に悪影響を及ぼすこ
とがありません。
したがって、ほとんどの症例では安静、降圧
薬による厳重な血圧管理を行う保存的加療が選
択されます。当院では約1-2週間のリハビリ
プログラムに基づいて、Stanford B型解離の
患者さんの保存的加療を行っています。
一部の患者さんでは解離によって、腹部臓器
への血流が低下したり、下肢血流が低下したり
し、外科的に治療が必要な方がいらっしゃいます。
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急性期には以上のような治療が各病状に応じて
選択されます。緊急入院となった際には、各担当
医師より病状をお聞きいただければと思います。
慢性期になりますと、定期的にCTを行って

経過観察をしていきます。解離を生じた部分が
時間がたつにつれ、拡大してくることがありま
す。その場合には、それぞれの病状に応じて、
外科的な治療（人工血管置換術やステントグラ
フト内挿術）を行う必要があります。
急性期をうまく乗り切った後も、血圧や脂質

の管理など慢性期にも十分に気をつけていかな
ければなりません。
あまり聞きなれない病気ではありますが、非

常に重篤な病気です。日ごろの血圧の管理や、
動脈硬化をきたすような食生活、喫煙など日常

習慣の積み重ねの結果として病気に表れてきま
す。大動脈解離の予防は日常生活の改善が必須
と言えるでしょう。

当院では東京都大動脈ネットワークの基幹病
院として足立区はもとより、周辺地域の急性
大動脈疾患を24時間体制で受け入れておりま
す。大動脈疾患は緊急を要する患者さんが非常
に多く、病院を探しているうちに具合が悪く
なってしまう方がほとんどです。当院ではご連
絡をいただければ、ほぼ全例、お断りすること
なく、患者さんを受け入れております。
大動脈疾患と診断された患者さん、または実
地医家や病院の先生方、まずは当院へいつでも
ご連絡ください。

大動脈瘤のお話 その3 ～「大動脈解離」の症状・治療～特集2

写真：Stanford A型大動脈解離の術中写真
左：上行大動脈は解離のため赤黒く変色し、拡大しています（黄色矢印）。
右：上行大動脈を人工血管に置換した状態です（白矢印は人工血管）。    
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2.老廃物を体から出す薬
● 吸着炭製剤
腎臓の機能が下がると、血液中の老廃物が尿
に出にくくなります。吸着炭製剤は、老廃物を
お薬で吸着して排泄する、真っ黒い砂（炭）の
ようなお薬です。

3.貧血を改善する薬（注射薬）
血液（赤血球）は骨髄の中の細胞が、腎臓か
ら出るホルモン（エリスロポエチン）の刺激を
受けて作ります。腎臓が悪くなるとこのホルモ
ンが出なくなるため血液が十分に作られず、貧
血になります。貧血はこのホルモンを注射する
ことで改善します。

4.体内のカリウムやリンを吸着する薬
腎臓の機能が低下すると体内のカリウムやリ
ンが排出されず、体にたまってしまいます。カ
リウムは多すぎると手足のしびれや不整脈の原
因になります。リンは多すぎると高リン血症と
なり、骨がもろくなり、心臓や血管に悪影響を
及ぼします。そのため食べ物の中のリンを吸着
して排泄するお薬を使います。

慢性腎臓病とは？

慢性に経過する腎臓病を指し、高血圧や糖尿
病などによって腎臓に負担をかけてしまうとこ
とで腎臓の機能が低下してしまう病気です。初
期症状はあまり無く、検査値で医師から指摘さ
れることがあります。
検査で以下のような結果が出ると、腎臓が悪

くなってきている可能性があります。

〈血液検査〉
● クレアチニンが高い
● eGFR(推算糸球体ろ過量）が低い

〈尿検査〉
● 尿たんぱく陽性

どんな治療薬があるの？

慢性腎臓病の治療は主にお薬で腎臓の機能を
補い、悪化しないようにしていきます。

〈代表的な治療薬〉
1.腎臓の血圧を調節する薬
腎臓には細かい毛細血管が張り巡らされてお

り、血液がこの血管を通ることによって尿が作
られます。血圧が高い状態であると、毛細血管
に大きな負担をかけてしまいます。
このため腎臓を保護する作用がある降圧薬

（主にACE阻害薬、ARB、カルシウム拮抗薬）
を使い、腎臓の負担を減らします。

慢性腎臓病の
お薬について

薬局 
薬剤師

田中 友紀読むクスリ ～薬局だより～　第16回 

▲

ポイント

これら慢性腎不全の治療には、お薬以外に
食事療法があります。タンパク質や食塩の
制限、エネルギー量の調節などを行ってい
きます。当院では管理栄養士による栄養指
導も行っています。ご希望の方は医師にご
相談ください。
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● 休息しながら買い物や散歩をする … 2～3METs
● ストレッチをする ………………… 2.3METs
● ゆっくりと平地を歩く …………… 2.8METs

十分な体力を要する高齢者は、3METs以上の
身体活動を行うことが望ましいとされています。
人によってどれだけのカロリー消費になるかは
異なるので、息が切れない程度で行いましょう。

どのくらい活動すればいいの？

 3METs以上の身体活動を
 一週間に23METs・時

 3METs未満の身体活動を
 一週間に10METs・時

18～64歳の
場合

65歳以上の
場合

METs×時間で、身体活動量を算出できます。

①50歳のAさんが往復20分かけ、
　普通の速度で歩きながらスーパーへ行く場合
《3METs×0.3時間（20分）＝0.9METs・時》

②その後、Aさんが家事全般を1時間行った場合
《3METs×1時間＝3METS・時》
このふたつの活動によるAさんの身体活動量
は《3.9METs・時》となります。これを一週
間、毎日続けた場合《3.9METs・時×7日＝
一週間に27.3METs・時》となり、上記の目
標を達成することができます。

終わりに、身体活動量を増やすために、座位
時間をなるべく減らすよう心掛けましょう。

インスタント食品やファストフードなどによる
過剰なカロリー摂取に加え、運動不足やストレス
も、生活習慣病の大きな要因です。今回は、忙し
くて運動ができない人や、運動が嫌いな人でも取
り組める生活習慣病予防策をお教えします。

1日の身体活動量を増やせば、
生活習慣病を予防できる？

身体活動とは、安静にしているよりも多くのエ
ネルギーを消費するすべての動作を指し、そのう
ち労働・家事・通勤・通学などを「生活活動」と呼
びます。生活活動量や運動量が多い方はそうでな
い方と比べて、循環器疾患やがんなどの非感染性
疾患の発症リスクが低くなると言われています。

どのような活動をすればいいの？

METs（メッツ）は、活動・運動を行ったとき、
安静にしている状態の何倍のカロリをー消費し
ているかを表します。例えば「普通の速度で歩
く」を3METsとしたとき、「普通の速度で歩
くと、何もしていない状態の3倍のカロリーを
消費する」ということを表しています。

〈18～64歳のカロリー消費目安〉
● 普通の速度で歩く ……………3METs
● 自転車に乗る …………………3.5～6.8METs
● 家事全般（掃除・洗濯・料理など）を行う
　…………………………………3～4METs
〈65歳以上のカロリー消費目安〉
● 家事全般を行う ………………3METs以下

生活習慣病を予防するには、
1日でどれだけ動けばいいの？

理学療法科 
理学療法士

高良 優希みんなdeリハビリ　第17回 
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る効果があります。生の生姜には末梢血管を広
げ、血液を体の全体に行き渡らせる効果があり
ます。体をぽかぽかと暖め、さらには免疫力を
高める効果も持っています。
一方、加熱した生姜には冷え症を改善して、
痛みや炎症を抑える効果があります。また、二
日酔いやつわり、アレルギー症状を和らげる効
果もあげられます。

胃腸が疲れやすい年末年始の食事

年末年始はクリスマスパーティーや忘年会、
年越しにお正月、新年会など、家族や友人、同
僚などと集まる機会が多い時期になります。手
作りにしても外食にしても共通するのは、豊富
な食べ物や飲み物が多く並ぶことになり、どう
しても高カロリーになりがちになってしまうこ
とです。
脂っこい食事やアルコールの飲みすぎで胃腸

が疲れているときは、大根やカブ、キャベツが
オススメです。
また、飲みすぎた時は余分な水分と熱を排出

して二日酔いを防ぎましょう。生姜、きゅうり、
トマト、梅干し、豆類、貝類、海藻が効果的です。

冬の食べ過ぎ・飲み過ぎには
「カブとしじみのスープ」

しじみはさまざまな栄養素が豊富です。特に
必須アミノ酸は理想的なバランスで含まれてい
ます。アルコールを飲み過ぎると肝臓が損傷し
ますが、その修復に必要なのが必須アミノ酸な
のです。そのためしじみを摂取すると二日酔い
を改善し、さらに低脂肪で消化・吸収にも優れ
ているため肝臓によい食べ物と言われています。
カブは五臓の働きを助けて、体を滋養します。

また、消化を促し水分代謝を高めます。生で食
べると、弱った胃や食べ過ぎ、胸やけに効果が
あります。煮た場合も、胃腸を温めて冷えによ
る腹痛を予防する働きがあります。
生姜には、生の状態と加熱した状態とで異な

材料

しじみ   200g
水   3カップ
カブ   2個
わかめ   3g

塩   3g
薄口醤油  8ml
長ネギ   5g
生姜   3g

作り方

❶ しじみは砂抜きする。カブはくし切りにする。生姜は
千切りにする。

❷ 鍋に水としじみを入れて火にかける。灰汁が出たら取
り、カブ、わかめ、半分の生姜を加えて煮る。

❸ 塩と醤油で味付けをして、最後に長ネギと生姜を飾る。

年末・年始の
カロリー、塩分の控え方

管理栄養士

内堀 浩利栄養科だより

たんぱく質
4.0g

塩 分
1.4g

脂質
0.7g

  
カブとしじみのスープ

エネルギー
46kcal
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理学療法科
理学療法士

渡邉 尚地域医療連携室だより

長山先生には、海外の研究データを提示し
ていただきながら詳しい説明を賜りました。
「医師は、どんな症例であっても、まず心臓リ
ハビリテーションの依頼を書くこと。そして退
院後、半年～ 1年はしっかりと心臓リハビリ
テーションを継続するよう患者さんに伝える
ことが重要である」と述べられておりました。
榊原記念病院での心臓リハビリ実施風景をみ
て、当院も参考にするべきことが多いと感じる
スタッフがたくさんいたのではないでしょう
か。長山先生には、講演終了後の懇親会におい
ても、普段は聞くことのできない臨床に即した
疑問に親身にお答えいただき、大変有意義な会
となりました。

平成26年7月24日浅草ビューホテルにて
第7回城東循環器疾患治療懇話会が開催されま
した。当院院長の司会進行のもと、「当院にお
ける心臓リハビリテーション ～入院、外来…
そして自己管理へ～」と題して私が講演を行わ
せていただきました。また、「心臓リハビリテー
ションと医療連携」と題して、榊原記念病院
の循環器内科部長 長山雅俊先生が特別講演を
行ってくださいました。
「心臓リハビリテーション」とは、心臓病の
患者さんが、低下した体力を回復し、精神的な
自信を取り戻して、社会や職場に復帰し、さら
に心臓病の再発を予防し、快適で質の良い生活
を維持することをめざして、運動療法、患者教
育、生活指導、カウンセリングなどの活動プロ
グラムに参加することです。一言でいえば、心
臓病の患者さんが、快適で質の良い生活を取り
戻すための総合プログラムです。
その効果としては、以下のようなものがあげ

られます。

第7回
城東循環器疾患治療懇話会

1. 運動能力が増加し、楽に動けるようになる。 

2. 狭心症や心不全の症状が軽くなる。 

3. 不安やうつ状態が改善し、快適な社会生活
を送ることができる。 

4. 動脈硬化のもとになる危険因子が軽減する。

5. 血管が自分で広がる能力（血管内皮機能）
や自律神経の働きがよくなるとともに、血
栓ができにくくなる。 

6. 心筋梗塞の再発や突然死が減り、死亡率が
減少する。
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綾瀬循環器病院
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あやせ循環器クリニック

あやせ循環器クリニックからのお知らせ

●期間
平成26年10月1日（水）～平成27年1月31日（土）迄
※予防接種は予約制になります。

●受付方法
接種希望者は予約電話にて、お申込みください。

●接種を受けるにあたって
・  都内在住の 65歳以上の方、及び 60歳～ 64歳
で障害認定1級をお持ちの方には区役所より予診
票が発送されます。予診票をお持ちいただくと予
防接種の料金の一部、または全額を区が負担して
くれます。

・  予診票をお持ちでない一般希望者の方は全額自
費（保険適用外）になります。（消費税増税に伴い
3,700円に値上げいたしました。）

※健康状態をよく把握する必要がありますので、予診票の質問
事項には正確に回答してください。医師が健康状態や体質
などを考慮し、不適切であると判断した場合には接種を受
けられないこともあります。

予約専用電話　03-3605-2117 
（月曜日～土曜日 13：00～17：00）

インフルエンザの予防接種について

新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞ、よろしくお願いいたします。
今号でもお伝えしておりますが、新築移
転工事は、順調にすすんでおります。
今年夏竣工、秋開院予定です。現在の
病院も第２病院（仮称）として一部改装
し、再稼働いたします。
当院にとっては本当にいそがしい一年
になりますが、職員一同、引き続き、地域
の循環器救急医療をまもるという社会
的使命を果たしていく所存です。

広報誌編集委員

編 集 後 記

●予防接種料金
一般希望者：3,700円
一部負担者：2,200円
自治体発行の予診票をお持ちの方。 
（自治体により金額が異なる場合もあります。）

全額免除対象者：0円
『自己負担免除』と印刷されている予診票を
お持ちの方。


