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見通しが決まります。糖尿病の合併症は、腎不全や
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糖 尿 病と 心 臓 病 の 深い 関係
糖尿病は
「合併症」
の有無や程度により、その後の
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をおこなっています。

糖尿病歴の長い70歳代の男性ですが、頸動脈の

網膜症、神経障害などの細い血管の障害
（
「細小血管

血管エコー検査で大量のプラークを認めたため
（写

を栄養する血管
（冠動脈）
の狭窄
（狭くなること）
や閉

介されました。循環器内科では冠動脈CT検査を実

障害」
と言う）
の他、狭心症や心筋梗塞といった心臓

塞により生じる
「虚血性心疾患」
、脳を栄養する動脈
の閉塞による
「脳梗塞」
など、太い動脈の病気
（
「大血
管障害」
と言う）
が知られています。この大血管障害
は、
「動脈硬化」
によるもので、動脈の壁にコレステ
ロールやカルシウムが沈着して
（
「プラーク」
と言い
ます）
、通り道をふさぐことで進行していきます。

糖尿病の動脈硬化にはいくつかの特徴があり、

（1）
細小血管障害が出現するよりも前に、糖尿病を

発症する以前
（予備軍の時期）
から発症し、合併がよ

真A、矢印）
糖尿病内分泌内科から循環器内科へ紹

施したところ、
冠動脈が詰まる寸前の状態でした
（写
真B）
。入院して頂きカテーテル検査を実施したと

ころ、CTで見えた血管の詰まりと同じ場所に血流
の低下を認めたため
（写真C）
直ちにステント治療を

実施し
（写真D）
、血管の詰まりは解除されました。
この患者さんは狭心症の自覚症状がなく
（神経合併

症の影響でしょう）
、危うく無痛性のまま心筋梗塞
を起こすところでした。

このように、糖尿病では動脈硬化によって起こる

り早期から進行している、
（2）
プラークの量が非常

合併症を正しく診断することが重要です。当院では

脈の場合、狭心症の症状である
「胸痛」
が神経障害の

糖尿病患者さんではまず体の負担が少ない頸動脈エ

に多く、動脈硬化が著しく進行している、
（3）
冠動
合併で知覚が鈍るために自覚されず
（無痛性虚血と
言います）
本人が気づかぬうちに心筋梗塞を起こし

てしまっている事も多い、等が挙げられ、糖尿病に
おいては虚血性心疾患が重症化することが多く、そ
の早期診断と治療は非常に重要です。

当院では動脈硬化の早期診断を目指し、体の負担

が少ない検査を多数実施しています。生理検査部門

では、血管の機能を診る
「エンドパッド検査」
や、血

糖尿病内分泌内科と循環器内科の密接な連携により、
コー検査などによって動脈硬化性疾患の有無を確認

し、疾患が疑われれば循環器内科へ紹介して頂き、
冠動脈CT検査などの心臓検査を積極的に実施して

います。

高齢化や生活習慣の欧米化により、国内の糖尿病

患者さんは1,000万人、予備軍はそれ以上とされて

おり、増加の一途ですが、多くの患者さんですでに
動脈硬化が生じていることが予想されます。今後も

管の硬さを診る
「脈波速度
（血管年齢）
検査」
、超音波

糖尿病内分泌内科と循環器内科の連携により、より多

動脈を写し出す
「冠動脈CT検査」
や、心筋に流れる

硬化による疾患を予防していきたいと考えています。

検査部門では
「血管エコー検査」
、放射線部門では冠
血液を画像化する
「心筋シンチ検査」
があります。こ
れらの検査の結果、狭心症や心筋梗塞が疑われた場
合には、入院して
「心臓カテーテル検査」
（血管に細
い管を入れて狭窄を調べる検査）
が実施されること

になり、必要により
「ステント治療」
と言われる冠動

脈形成術によって動脈が細くなっている部位を拡
張させます。

動脈硬化は全身に起こりますので、冠動脈だけ・

頸動脈だけということはありません。糖尿病では動
脈硬化が重症化しやすいため、全身の動脈硬化をな
るべく早期に診断し治療することが以後の症状を改
善させるために重要です。我々循環器内科では、糖
尿病内分泌内科の先生と連携して、糖尿病患者さん
での動脈硬化性疾患の早期診断を目指した取り組み

くの糖尿病患者さんの狭心症や心筋梗塞などの動脈

新

理事長コラム

理事長

地球温暖化対策として世界が協力して進もうというパリ協

定から離脱したトランプ大統領、その
「温暖化はでっちあげ」
という発言に、そんなものかなという思いを抱いた人も多い
と思われます。それでも、線状降水帯という聞きなれぬ気象

用語と共に、30人以上の犠牲者を出した九州北部豪雨は今
までとは桁外れの自然の猛威にやはり地球は変化している
と感じる人もいるでしょう。

実は私も地球の変化を感じる一人です。少し前の話になり

ますが、８月の土曜日、すこし早いお盆の準備に昨年同様お
昼からご先祖様の墓掃除に行きましたが、降り注ぐ日差しの

田中

二郎

亡したと思われると言っているのを聞
き、「えっ」と怖くなりました。今
までの経験は役に立たないなと
思い知らされたのです。熱中症
は私のように予防対策を怠ると
誰でも罹患します。

南極では千葉県に匹敵する

5,000平方キロの巨大な氷棚の亀

裂と大陸からの分離が話題になってい

ます。やはり、今までにないことが起こっているようです。

中、去年まで経験したことのない強い疲労感に襲われました。 日本の医療界も高齢社会にあって大きく変容しています。川
このままでは熱中症になるな、と感じ、自動販売機を探して

崎病院は地域医療の基幹病院として皆さまの健康と生命を守

ことができ、事なきを得ましたが、その日のニュースで兵庫

利用頂きますようお願い申し上げます。

回りました。幸い、すぐに冷たいソフトドリンクを手にする
県香美町の89歳の男性がやはり墓掃除の途中、熱中症で死

るため、予防対策を打ちつつ進んでいきますので引き続きご

ス キ ン テ ア ご存じですか

皮膚・排泄ケア認定看護師

足立

友美

スキンテアとは摩擦・ずれによって皮膚が裂けたり、剥がれたりする真皮深層までの皮膚損傷のことを言います。褥瘡
（床
ずれ）は持続的な圧迫とずれが原因で起こりますが、スキンテアは一過性に強い外力が加わることで発生します。スキンテ
アは加齢と共に増加傾向にあり、四肢に発生することが多いと言われています。
《例》

・転倒した際に皮膚が裂けた
・更衣時に皮膚が裂けた
・どこかにぶつけて皮膚が裂けた

など

今回はスキンテアの予防対策についてちょっとした工夫をご紹介します。
スキンケア
①皮膚の保湿：ローションタイプなど伸びの良い保湿剤を毎日塗布する
②皮膚の洗浄：入浴時ごしごし洗わず泡で優しく洗浄する
保湿剤入りの洗浄剤を選択する
皮膚を摩擦から保護する
①長袖・長ズボン・伸縮性・吸水性の良い衣類を着用する
②アームカバー・レックカバーで四肢を保護する
介護など
①ベッド上で体の向きを変える際は四肢をつかまず、下から支えるようにケアする
②体位を変える際は体位変換補助具を使用する
（スライディングシート・グローブなど）
③身体に接している寝衣・オムツなどを引っ張らない
栄養管理
①バランスの良い食事を心がける
②皮膚の乾燥を避けるため水分摂取を意識的に行う
※水分・食事制限のある方は医師の指示通りにお願いします
（引用・参考：一般社団法人

日本創傷・オストミー・失禁管理学会

スキン-テアの予防と管理）

日本胆道学会指導施設の認定を受けました
川崎病院消化器内科は７月１日に日本胆道学会より指導施設認定
を受けました。今後も認定指導医である野村部長を中心に地域医療
に貢献する為、安全かつ有効な胆道治療の実践と診断、治療技術の
向上を目指して参ります。今後とも宜しくお願い致します。

地域連携セミナーを開催しました
６/29（木）に神戸駅近くのエスタシオン・デ・神戸にて神戸中央地域連携セミナーを開催し、近隣の先生方を中心に多く
の方にご参加いただきました。
セミナーでは、放射線科の友田部長より
「放射線科の低侵襲性治療」と題した講演（写真左）を、続いて総合診療科の松田部
長より
「高齢化社会における病診連携の重要性と川崎病院総合診療科の役割」と題した講演（写真右）をさせて頂きました。

放射線科では友田部長が本年１月に就任され、それまでにはなかったIVR治療を積極的に行っております。また、４月に
は松田部長の赴任にあわせて総合診療科を開設しました。川崎病院では、これまで以上に地域医療に貢献するために、診療
領域の拡大を図るなどチャレンジ精神をもって診療に取り組んでいます。

今年のテーマは
「健康寿命をのばしましょう」

９月５日(火)の午前に看護フェアを開催し、今年も多くの方にご参加いただきました。今年のテーマは
「健康寿命
をのばしましょう」
です。会場の東館2階では、毎年恒例の健康チェックコーナーや相談コーナーに加えて、体験コ
ーナーとワンポイントレクチャーが行われました。
体験コーナーでは、いざというときにお役に立つよう、AEDとペースメーカーについて臨床工学技士が説明いたし
ました。また、ワンポイントレクチャーでは、こけない体作りのための筋力アップ体操を理学療法士と一緒に行いま
した。体操は患者さんだけでなく、写真のように市原顧問も一緒に参加いたしました。
看護フェアは参加いただいた方に看護や医療について関心をもっていただき、健康な生活をおくっていただくこ
とを目的としております。ご参加いただきましたみなさまありがとうございました。

新入 職医 師 のご紹 介
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趣

旅

味
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７月より外科に赴任しました。
患者さんにとってベストな治療を心がけて診療を行っていきます。

糖尿病（基礎・応用）講座のお知らせ（平成29年10月〜平成29年12月開催）
【外来糖尿病教室基本コース】
外来糖尿病基本コースは、はじめて糖尿病と診断された方とご家族、糖尿病について基本から知りたい方、糖尿病境界型の方を対
象にして開催しております（テーマごとに深く知りたい方は【糖尿病実践講座（外来糖尿病教室応用コース）】にご参加下さい）。

目

的

糖尿病についての基本的知識の習得

内

容

ビデオ鑑賞、糖尿病の講義、栄養の講義

場

所

全コースとも西館４階 糖尿病教室

受講料

無料
（テキスト代210円のみご負担下さい）

第260回 平成29年 10月27日(金) 13時30分〜16時
第261回 平成29年 11月17日(金) 13時30分〜16時
第262回 平成29年 12月22日(金) 13時30分〜16時

【糖尿病実践講座(外来糖尿病教室応用コース) 】
応用コースでは糖尿病について基礎知識のある方とそのご家族を対象に開催しております。

第96回

平成29年11月10日（金）
12時30分〜15時
申込方法

糖尿病食バイキング96：咀嚼（そしゃく）の重要性

西澤管理栄養士
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基本コース、応用コースともに東館１階の 内科外来にてお申し込み下さい。
※川崎病院糖尿病教室には川崎病院に通院していない患者さんも参加できます
（診察不要）
。

病院敷地内の全面禁煙のお知らせ
健康増進法の趣旨を踏まえ、敷地内の全面禁煙を実施しております。
当院では「禁煙外来」を開設し、禁煙の指導および支援も行っています。禁煙の重要性
を理解し、より健康な生活をおくるきっかけとしていただければと思います。
※加熱式タバコも敷地内では吸えません。

敷地内（赤枠内）はすべて禁煙です

川崎病院医療理念

「 良質な医療を提供 し 、 信 頼 さ れ る 病 院 に 」
基本方針
１．地域の人々の疾病の治療と健康の維持に、
他の医療機関と連携し貢献します。
２．患者様の権利と尊厳を尊重し、病状と治

患者様の権利
１．良質で適切な治療を受ける権利
２．医療上の情報の説明を受ける権利
３．人格を尊重され治療を自己決定する権利

療方針を充分に説明し理解していただく

４．プライバシーを尊重される権利

よう努めます。患者様の個人情報は決し

５．尊厳を擁護される権利

て第三者に漏らすことはありません。
３．患者様が心地よく治療に専念できるよう
患者サービスに努力します。
４．医療にたずさわる人間としての使命感を
持ち、より高い知識と技術の習得に努力
し、安全で高度な医療を提供します。
５．働きがいのある職場環境を形成します。

すべての患者様が等しく、上記の権利を行使
できるよう、患者様には病院の規則を守り、
他の患者様や職員、その他の人々に迷惑をか
けない責務があります。

